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１

開会

２

議事

薬事承認に係る日本版Fast Track制度の導入
－薬事審査資料の分割提出・審査の実施等

３

閉会

○鈴木参事官補佐

続きまして、神奈川県さ んからの御提 案で、薬事承 認に係る日本 版Fast

Track制度の導入と いうことでご ざいますけ れども、関西圏 さんからも 薬事承認の早 期化に
ついて御提案があ るところで、 既にワーキン グでも何回も 議論してい ただいている ところ
がございます。
テーマが同じで すので、一旦 、神奈川県さ んからきょう はお話だけ 聞いて、厚労 省さん
との御議論はまた 別途関西圏さ んの話ともあ わせて、今回 の話も入れ て御議論する タイミ
ングを設けたいと考えております。
座長、よろしくお願いいたします。
○八田座長

早速、御説明をお願いいたします。

○山口部長

この 提案について は、川崎市さ んでいろいろ と検討して いただいてお ります

ので、きょうは川崎市の玉井課長から御説明させていただきます。
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○玉井課長

川崎市の玉井と申します。よろしくお願いします。

関西圏から出て いる提案とほ ぼ同趣旨とい うところもご ざいますの で、私どもの 提案と
関西圏の提案との 違いを含めま して、これま での厚労省と の協議状況 を御報告しな がら、
今後どのような形 で私どもの提 案の論点を整 理して進めさ せていただ くかというあ たりを
御説明させていただきたいと存じます。
資料は、カラー で「『日本版F ast Track制 度の導入』提 案に関する 検討状況」と いうA4
横でございます。
「１

当初提案 の概要

及び

厚労省の回 答」でござい ますけれど も、まず、厚 労省か

ら来た文書回答の 部分として、 厚労省は、「 先駆け審査指 定制度」に ついて、新薬 候補の
革新性や医療面で の重要性等に 着目して指定 する制度であ り、「特定 地区の開発」 という
理由のみで優先的 に扱うことは 不適当という 前提で、次の 表になって いますことを 各論と
して回答しております。
（Ａ）でござい ますけれども 、先駆け審査 指定制度の柔 軟な指定基 準の設定とい うこと
を私どもで提案し たところ、そ れに対して厚 労省からは革 新性の判断 には相当程度 の臨床
試験成績が必要、 開発段階での 新薬の医療経 済合理性を確 認すること は困難だから 、提案
は受けられませんという回答でございました。
２つ目の（Ｂ） でございます けれども、薬 事審査資料の 分割提出・ 審査、アメリ カでは
ローリングレビュ ーと呼んでい ますけれども 、その実施に ついて提案 したところ、 総審査
期間の目標値を通 常の半分の６ カ月とするた め、薬事評価 相談制度を 活用して対応 するこ
とについて業界と 協議して検討 していますと いうことで、 全国展開で 対応を検討し たいと
いうことで、△にさせていただいています。
次に、
（Ｃ、Ｄ）は、関西・大阪大の提案 とほぼ全く同 じ趣旨でご ざいますけれ ども、早
期・期限つき承認 の実施という ことで、有効 性の推定での 早期・期限 つき承認は、 国民の
健康を脅かすおそれがあり、対応は困難だという回答になっています。
最後に、
（Ｅ）でございま すけれども、審査 パートナー制 度等に関す る特例措置と いうこ
とで、国家戦略特 区計画に認定 された事業を 対象に類似の 枠組みを設 置することに ついて
は、内容も含めて 今後検討する ということで 、これについ ては、私ど もとしては一 定程度
前向きに回答していただいたと捉えているところでございます。
これまでが書面 での協議の経 過でございま して、私どもとし て、
「２

今後の 対応」でご

ざいますけれども 、まず、（１） で、一番下 の（Ｅ）の審 査パートナー 制度ですけれ ども、
厚労省から一定程 度前向きな回 答がございま したので、引 き続き私ど もから案を提 示し、
協議を継続していきたいということも考えております。
（Ｂ）でござい ますけれども 、厚労省とこ のローリング レビュー、 分割提出・審 査の部
分は一致している 、ただし、事 前評価制度に は課題もござ いまして、 さらなる手続 の簡素
化・迅速化が必要なた め、
（Ｅ）の部分と一体 的に医薬品等 事前評価制 度に関する協 議を継
続させていただきたいというものでございます。
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（２）の（Ｃ、 Ｄ）の薬事審 査資料の分割 提出・審査に ついては、 関西提案と全 く同趣
旨であることから 、今後、関西 の協議と一本 化させていた だきたいと いうものでご ざいま
す。
（３）、一番下で すけれども、（Ａ）の審査 指定制度の柔 軟な指定基 準の関係です が、先
駆け審査指定制度 ということを 、今、厚労省 が検討してい ますけれど も、その運用 状況を
踏まえるとともに 、経済合理性 の条件等につ いて、私ども としてもさ らなる提案の ために
は一定程度検討期 間が必要なこ とから、一旦 ここで協議を 終了させて いただこうと 整理を
したところでございます。
１ページめくっ ていただきま すと、今まで ずっとFast T rackという ことで提案し てきた
ことの表になっています。
１ページめくっ ていきますと、
「３

提案の意 義・必要性につい て」というところ でござ

いまして、PMDAと しては、審査 体制の充実等 により審査ラ グを平成25 年にはほぼ解 消した
と言っていますが 、依然として 国内未承認薬 の解消は図ら れていない 。いわゆる開 発ラグ
です。アメリカで1 00以上、欧州 でも100以上 の未承認薬が まだ依然と して残ってい る状況
でございます。
PMDAとしても開 発ラグの解消 には薬事相談 機能の強化が 有効だと言 っておりまし て、そ
のような中で、ア メリカでは新 薬開発の種を 育てる担い手 を約60％以 上が大学発ベ ンチャ
ー企業などが担っ ている一方、 日本において は、数パーセ ント、２％ 程度にとどま ってい
るということで、 なかなか基礎 研究で大学と かベンチャー が育てたも のが最終的な 実用化
に至らないというところが、日本についてはまだ課題だと認識しており ます。
日本発の革新的 医薬品を創出 するためには 、ベンチャー 企業の新薬 開発力を強化 するこ
とが日本全体の医 薬品等の産業 競争力の底上 げにつながる ことから、 開発期間の短 縮及び
開発費用の低減に 資する施策を 実施すること が重要だと思 っておりま して、もう一 度、私
どもが提案したも のを再提案と いうことで、 骨子でござい ますけれど も、先駆け審 査指定
制度など基幹制度 をベースに、 国家戦略特区 では、①優先 的な治験相 談が可能とな る特別
相談枠の設定とい うことと、② 実質的に試験 結果の審査を 前倒しで行 う事前評価の パッケ
ージの実施など、 薬事相談機能 のさらなる強 化について、 特例措置を 求めるもので ござい
ます。
実施に当たり、P MDAの体制強 化が当然順次 行われると認 識していま すので、特区 におい
て先行実施していくことを御提案したいということでございます。
１ページめくっ ていただきま して、先ほど 事前評価制度 で少し課題 があることを お伝え
しましたが、「４

事前評価制度 等の仕組み と課題」とい うところをご らんいただき ます。

現行の事前評価 制度のタイム ライン、スケ ジュール的な ものですけ れども、それ につい
ては、あらかじめP MDAに対して 実施依頼書を 提出して、PM DAが申し込 んだ方に実施 等のお
知らせをする。事 前面談の申し 込み面談が行 われた後にや っと申し込 みがあって、 相談資
料を提出してから1 20勤務日、６ カ月間とい うことで最終 的に評価報告 書が確定して いる。
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一定程度の大手 の製薬企業で すと、いろい ろな試験、第 Ⅰ相試験で すとか第Ⅱ相 試験を
どんどん進めてい って、その間 にこのような 相談が入って くるという ことなのでい いので
すが、ベンチャ ーの場合は 、試験の部 分も大手と 違って、そ んなに資金 が潤沢にない ので、
多少幅狭く試験を やって、万が 一評価の結果 で余り芳しく ないと結局 手戻りになる という
ところから、もっ と早くこの評 価の結果を出 してもらえる と手戻りな く早く進めら れると
いうところがあっ て、実はこの 実施依頼書の 提出から事前 面談で、字 が小さくて恐 縮なの
ですけれども、今 回、平成27年 度上半期分の 相談実施分の 受け付けは 、２月23日か ら27日
ぐらいの５日間の 申し込み期間 があったので すが、この締 め切りを過 ぎると一切受 けられ
ませんと実態はな っているので 、②に「申込 み（随時）」 となっていま すが、実質的 には、
この最初の実施依 頼書をこの５ 日間の中に提 出しないと、 27年度上半 期はもうおし まいと
いうのが現状でし て、それで私 どもとしては 「隠れラグ」 ということ で、審査ラグ ではな
く結局これは開発 者のラグなの で、開発ラグ に含まれるか と思いますけ れども、
「 隠れ ラグ」
が実際には存在しているということが課題だと思っています。
「課題」に整理 した部分の「（ １）実施依 頼から実際の 相談までの「 隠れラグ」が 存在」
は、相談を企業が 発意してから 実際に相談を 受けるまで、 最短で１、 ２カ月、最長 で７カ
月で相談を待つ、 そうなるとな かなか開発が 進みにくくな るというこ とで、日本発 の医薬
品の開発促進に向 け、随時相談 ができる仕組 みの構築によ り、このよ うな隠れた実 際の開
発ラグを解消できないかというものでございます。
「（２）事前評価の長 期化は、開発期 間・コストに跳 ね返る」とい うことで、先ほ ど少し
お話ししましたが 、事前評価の 標準処理期間 が６カ月とな っています けれども、企 業から
すると、治験のフ ェーズ１とか といわれます が、品質、非 臨床、第Ⅰ 相、第Ⅱ相、 さらに
Ⅲ相などの試験段 階でこのよう な評価をいた だこうとする と、トータ ルの待ち時間 的なも
のが、２年前後、結果的にはかかってしまう。
ということにな ると、やはり ベンチャー企 業等では手戻 りが出て、 実用化までの 時間が
かかって、最終的 な薬事申請ま でになかなか たどり着けな いというこ とで、この標 準処理
期間の短縮による さらなる開発 ラグの解消を していきたい と思ってい るところでご ざいま
す。
次の１ページを めくっていた だきまして、
「５

提案概要」でご ざいます。最後で ござい

ます。
次の（１）、（２ ）を一体的に 運用すること で、企業の開 発期間の短 縮に貢献した いとい
うことで、「（１） 審査パートナ ー及び特別相 談枠の設定」 ということ で、今までの 提案の
一番下の（Ｅ）の部分に相当しているものでございます。
審査パートナー （PMDAの審査 部）を設定し ていただきた いというこ とと、審査パ ートナ
ーによる随時・優 先相談が可能 な特別枠を特 区として設定 していただ きたいという もので
ございます。
ちなみにFDAでは、Fast T rackで優先審 査的なものを 随時（無料で）相談可能な伴 走型の
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特別相談というものが実施されているところでございます。
「（２）事前評価 に関する標準 処理期間の 短縮」という ことで、いわ ゆる品質です とか、
非臨床、第Ⅰ相、 第Ⅱ相などの 各試験段階の 結果をもとに 、審査の実 質的な前倒し となる
ローリングレビュ ーを優先的に 実施していた だきたいとい うことを、現 行は120勤務 日とし
ていますが、それ を特区につい ては60日に短 縮設定してい ただきたい ということで 、最終
的なイメージとし ては、まず、 随時相談枠と いうことによ って実際の 事前面談まで の期間
を短縮したい。一番左の赤の 部分です 。それと、今、120日 勤務の後ろ の赤の部分に なりま
すけれども、60日 に短くすると いうことで、 前と後ろを実 質的に短く していこうと いうこ
とで、特にこのベ ンチャー企業 を中心とした 一定程度の資 金量がない 部分で、まさ に開発
の部分に大きく貢献するのではないかと思っています。
以上でございます。
○八田座長

どうもありがとうございました。

委員の方から御質問、御意見はございますか。
○阿曽沼委員

こ れは、結局、 人と予算の問 題ですね。基 本的に審査 パートナーを 設定す

るのは、神奈川県 独自もしくは 大阪独自にや るのか、それ ともPMDAの 中でそろえて もらう
のかということに 最終的にはな ってしまうの で、その辺は どのように 戦術、戦略と して考
えていくのですか。
○八田座長

私もそう思った。カネを出す気があるのですかということですね。

○玉井課長

まず、審査の部分を 審査部の方 にやっていた だきたいとい うのがあって 、今、

ベンチャーとか大 学関係は、薬 事戦略相談と いうことで非 常に低廉な 形で相談を受 けられ
る制度がございます。
ただし、それは 審査部とは別 の部署になる ので、一定程 度は非臨床 とかⅠ相試験 の結果
などを相談はして も、最終的に は審査部に行 ってくれとい うことで、 もう一度やり 直しみ
たいなことが非常 に多いという と、薬事戦略 相談そのもの は決して無 駄とかそのよ うな部
分ではないのです けれども、結 果的に、企業 からすると、 もう一度実 際の審査部に 対して
相談、説明をして 、またクリア していくのが 実態なので、 そうすると 、なかなかそ の薬事
戦略相談の効果な り意味がやや どうなのかな ということな ので、やは りそれは審査 をする
方が直接その相談 を受けて、や りとりさせて いただいて、 やり方など の手順も踏ま えて相
談した上で進めていくことが、結果的には手戻りがなくなると考えてい ます。
○阿曽沼委員

こ の問題はもう 規制改革で十 何年やってい るのです。 十何年やって できな

いということは何かというと、やはりヒトとカネ、予算の問題なのです 。
現実的には、PMD Aと連携をし ながら人材の 確保と予算を 特区内で他 の特区と連携 して議
論していくことが必要なのではないかと思います。
大阪圏のご指摘 では、P MDA-WESTがた だの相談窓口 になってい て、結 局は東京の審 査部に
行ってくれという ことになるの で、PMD A-WESTをもっ と機能強化 し、そ こで審査も出 来る体
制にしたいというものです。
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阪大など多くの 大学には、厚 労省の研発課 やPMDA経験者 が沢山いる わけです。そ のよう
な人たちが結集し て特区で別働 隊として組織 化し、それを 行政が人・ モノ・金でサ ポート
していくのだとい うことがもし できないと、 結局議論のま までまた１ 年、２年が過 ぎてし
まうのかなというのが、現実感としてあるのです。
だから、これは 突破口をどう やって開いて いくのかとい うのが、現 実的な戦術と して必
要かと思っています。
○八田座長

私も全くそのとおりだと思うのです。

しかし、もしそ のような財政 的な手当てな しに特区だけ 早くやれば 、ほかのとこ ろはそ
の分遅くなるわけですね。普通の規制緩和とちょっと性格が違いますね 。
とすると、ある 意味で神奈川 県が財政的な 負担をして、 このような 審査の過程に かかわ
る、今おっしゃっ たようなPMDA の経験者を雇 うとか、その ようなこと をして、サポ ートす
る気があるかどう か。結局、そ こに関する具 体的な案が出 てくると、 初めて向こう も話に
乗ってきやすくなるのではないですか。
○阿曽沼委員

例 えば、PMDAア ドバンストと いう組織名称 にして、先 端的医療を専 門に評

価する別働隊でつ くって、それ はPMDAと対峙 するのではな くてPMDAと 一緒にやって いくと
いうスタンスで考 えれば良いと 思います。実 現性はともか く、一つのア イディアとし ては、
川崎の殿町には国 立衛研が移転 して来るわけ ですから、そ この人たち 神奈川県が上 手く連
携して、例えばPMD AのOBの方た ち等を中心に 、５人でも10 人でも参加 してもらって 審査部
門を組閣するなどを自治体の責任においてやってみることも重要だと思 います。
大阪圏の提案で も申し上げま したが、何で もかんでも国 でつくってく れということ では、
予算面や人材確保 面で困難な事 もあります。 結局、遠ぼえ で終わって しまう事にも なりか
ねません。どこか で自治体主導 の動きがなけ れば、現実的 にはできな いと思います 。そう
することによって、そこを何とか突破したいですね。
○八田座長

食品 の衛生の検査 、輸出品に関 する検査とか に関しては 、東京都だっ たか成

田だったか忘れま したけれども 、自分のとこ ろから役所に 係員を派遣 して、そこで 訓練し
てもらって、訓練して役所の係官として戻ってきてやるという提案があ るのです。
やはり予算措置 を自分たちで やっているわ けで、そのよ うなものは やはり受け入 れられ
やすいと思うのです。
○阿曽沼委員

も う一つの問題 は、国家戦略 特区において 臨床研究中 核と同等の病 院の手

挙げを求めた訳で すが、残念な がら東京都か らは手上げす る医療機関 が出てきまし たが、
神奈川県や、大阪圏からは出てこなかったのですね。
神奈川県には横 浜市大や、聖 マリアンナ、 北里大や東海 大等候補と なる医療機関 がいっ
ぱいありますし、 神奈川県がん センター等も あります。や はり臨床研 究中核の同等 病院と
してやろうとして いる医療機関 の顔が見える と加速できる と思います 。神奈川県と しても
働きかけをすべき ですね。また 、あれもこれ もではなくて 、医薬品で いくのか、医 療機器
でいくのか等の戦 略立案も重要 ですね。川崎 市での対応で あれば、ナ ノキャリア社 などの
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バイオベンチャー が先端的な研 究を進めてい る訳で、創薬 という対象 での早期承認 を求め
るのもいいのでは ないですか。 アンメットと か、希少疾病 でフェーズ ３などを市販 後調査
で実施するなど、 色々と具体的 な案件が必要 だと思います 。そうすれ ば何となく実 現性が
見えてくると思います。
○八田座長

阪大 は、突破口とし て、どちらか というと医療 機器に重き をおいていま すね。

○阿曽沼委員

そ うですね。医 薬品になると 相当壁がある かもしれま せん。まず、 医療機

器から突破しよう ということだ と思います。 神奈川県とし ての具体的 戦略を見せた いです
ね。
○玉井課長

厚労 省も、医療機 器でもそうな のですけれど も、医薬品 で満たされて いない

治療領域を優先し たいというの は、先ほどの 審査指定制度 の中で一定 程度は考えて います
ので、まず、そこの部分は私どもとしても同じなのかなと。
既にあるものを 、できますか ら早くしてく ださいという のは無理が あるかなとは 思って
いますので、その 満たされてい ない部分の領 域について、 余り患者さ んが少ないと いう話
ではなくて、抗が ん剤とかその ようなものに ついては早く できないか と。ただ、審 査を早
くするというのは、それはなかなか難しい話なのかなと思っています。
相談で件数が来 たときにどう さばくかは、 多分PMDAの中 でもいろい ろな順番づけ をして
いると思うのです 。実際、どの ような順番づ けをして半年 間の中で処 理しているの かは見
えないのですけれ ども、相談の 順番という部 分なので、ま だそれはな じむのかなと 思って
います。
審査を順番にす るというのが 、まさにおっ しゃったとお り、それは 早くなるとこ ろがあ
れば必ず遅くなる ところが出て きて、審査に 差をつけるの は非常によ くないと思い ますけ
れども、この相談というレベルなのでどうなのかということです。
○阿曽沼委員

そ ういう意味で は、実施主体 としてやはり 臨床研究中 核及びその同 等病院

というところでいくと、実現しやすいと思います。
○山口部長

です から、そこは 先ほどのお話 にあったよう に、我々も 手挙げを考え ていま

すので、ちょっと お話ししまし たけれども、 我々としても 全部国にお 任せというこ とでは
なくて、地域でできるとことはしっかりやっていきたいなと思っていま す。
PMDAと県、川崎 市を含めて、 地域と何らか の形の協力関 係をまずは つくって、そ の相談
ブランチなりを殿 町につくるだ とか、そんな 形で私たちも 国立医薬品 食品衛生研究 所との
連携の中でやって いくだとか、 その辺のとこ ろをある程度 その地域が しっかりと汗 をかく
ということは、我々 としても考え なければい けないと思い ますし、そこ に対してさら にPMDA
本体の関与といっ たものを、特 区の枠組みを 使って、うま く引きずり 出していきた いと思
います。
○阿曽沼委員

そ うですね。対 峙するのでは なくて、協調 する、今のP MDAの枠組み ではで

きないことを特区 で先んじてや ってあげて、 最終的にはそ の組織がPMD Aに吸収され てもい
いわけですね。
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だから、そのような何か具体的なものができるといいなと思います。
○玉井課長

１枚 目に戻ってい ただきますと 、１の提案内 容と厚労省の 回答の中で、（Ｅ）

の審査パートナー 制度等に関す る特例措置で 、厚労省から の回答で、 国家戦略特区 に認定
された事業を対象 に類似の枠組 みを設定する ことについて は、内容も 含めて今後検 討する
ということだった ので、一定程 度、厚労省と しても国家戦 略特区枠と いったものを 考える
余地は十分にあるということもあったのです。
○阿曽沼委員
○玉井課長

それはお願いしているところですね。
今のところは、そこを深堀りさせていただくという趣旨でございます 。

○阿曽沼委員
○玉井課長

何とかいい形でこれはスタートしたいですね。
です ので、きょう は厚労省の方 がいらっしゃ っていませ んけれども、 厚労省

として内容も含め て今後検討す るといった趣 旨みたいなも のは、私ど もとしては一 定程度
お伺いしたいという考えです。
○阿曽沼委員

私 が言ったのは 、それをもっ と背中を押し てスピード アップさせる ために

は、今みたいな議論があると、スタートしやすいのではないかと思いま す。
○八田座長

東京都は、自分のいろいろな薬事審査の部分を持っているのですか。

○阿曽沼委員

持 っていません けれども、東 京都のご提案 はジェネリ ックに限って という

提案です。早期承 認とは多少趣 旨が違います 。しかし多く の提案につ ながりがある ので、
錯綜しないように 、その辺は、 本来は国家戦 略特区として のグランド デザインがあ り、論
点を絞っていくということで、風穴をあけたいと思います。
○八田座長

では、東京都のものは、審査の人間を自分のところで持っているので すか。

○阿曽沼委員

い や、持ってい ないので、都 の職員をPMDA に派遣をし 人材育成や交 流を図

りたいということと理解しています。
○八田座長

言っていましたね。それで、その後はどうするのですか。

○阿曽沼委員

そ の後、東京都 の施設がPMDA と同等の審査 機能を持っ てジェネリッ クの審

査をしたいということだと思います。
○八田座長

結局はそうなりますね。

○阿曽沼委員
○八田座長

そうですね。
その 場合にはカネ よりはヒトを 出しますとい う話ですね 。だけれども 、今お

っしゃったようなP MDAの経験者 がいるという のならば、む しろカネで 済む面もある かもし
れないですね。
それがあると非常に厚労省としてものみやすいだろうと思うのですけ れどもね。
○阿曽沼委員

横 浜市立大学と か、神奈川県 からPMDAに出 向するとか ということは 検討中

ですか。
○山口部長
○阿曽沼委員
○山口部長

今、いろいろと検討しております。
その辺があると少しは進むのです。
人事交流とかですね。
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○阿曽沼委員

そうです。

○八田座長

そうです。

○山口部長

あと はその受け皿 をしっかりと 地域の中でつ くって、派遣 ではないけれ ども、

そこに逆に来てもらって、常時相談ができるような体制もできればと。
○阿曽沼委員

横 浜市立大学は 、今回大変有 能な臨床統計 家が行きま したからね。 どこの

大学にも負けない臨床統計の専門家集団が形成できると思います。
○山口部長

あり がとうござい ます。また御 相談させてい ただければ と思っていま す。よ

ろしくお願いいたします。
○八田座長
○阿曽沼委員

では 、残る ところは 、結局 、阪大 、関西との路 線の調整を どうするかで すね。
そ れはそれで議 論のあるとこ ろだろうと思 います。ど こがイニシア チブを

とるのかとか、大阪圏 では、PMDA-WESTを 何とか活用し たいと言っ ていますし、AMED のWEST
をつくりたいとか 言っています から、例えば WESTという名 前で、東京 圏も含めて国 家戦略
特区案件をすべて 扱うのかなど 議論があると 思います。し かし、そこ は東京圏や大 阪圏が
圏益を超えて議論を重ねていく必要があると思います。
○八田座長

少な くとも、向こ うみたいなも のを後押しし て、特に医 療機器につい てでき

れば、とにかく一 つの形ができ ますね。そう すると、いろ いろとほか もやりやすく なると
思うけれども、医薬品から最初にやるのは結構難しそうな気がしますね 。
○阿曽沼委員

ポ イントを絞っ て、対象領域 の合意がとれ ればいいの だろうと思い ます。

提案そのものが、対 象品目等の具 体論がない ので、これから 議論を重ね る必要があり ます。
○八田座長

そん なところを御 考慮いただき ながら、また シャープな 提案にしてい ってい

ただきたいと思います。
では、どうもありがとうございました。
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