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サマリー

ライフサイエンス業界は世界でも最も規制された環境におかれている業界の一つです。
ライフサイエンス関係組織は、業界標準や規範

だけでなく、
きわめて複雑な世界、地域、国そして業界固有の指令や規則を遵守していかなければなりません。
こうした規制は医薬品や

機器の開発や販売のサイクルにも影響を及ぼします。

最近実施されたり、
また現在進行中にあるの欧州の規制改正は、世界のライフサイエンス業界にとって最も影響の大きいものの一つと
なると言われています。現在、欧州連合（EU）内で製品を販売または提供している製薬企業、
バイオテクノロジー企業、医療テクノロジー

（メッドテック）企業は、医薬品の開発／サーベイランスプロセス内の規制プラットフォームを強化し、EU域内の規制の整合性を図ること
を目的とした一連の改正の影響を受けることになります。新設または改正されたEUの法規制は、
ライフサイエンス企業全体に変化をも

たらし、現在の組織構造、
ガバナンス、
プロセス、
そしてテクノロジーに影響を与えることになると予想されています。

現在の業務モデルと将来の規制要件をどう管理していくか、企業が一体となって費用効率の高い迅速な対応をとることができるか、
そ

の能力が試されることになるでしょう。
これまで以上に社内の部門の枠を超えた協調、
そしてデータ管理とデータインテグリティが必要

となっていくでしょう。

ライフサイエンス企業が販売許認可維持のための規制遵守モデルは、
これまでも新たな法規制に対応して発展してきました。最近のコ

ンプライアンス部門は、
サポート先のビジネス部門に応じて縦割り業務になっていることが多いようです１。多くの企業がコンプライアン
ス戦略とガバナンスを一体的にとらえる視点に欠けています。
このような状態は次のような弊害を招く恐れがあります。

・コンプライアンス違反の可能性（例：監督が不十分または監督が行き届かない分野が生じる）
・重複した取り組み、冗長なプロセスや構造
・標準化思考の欠如
・コンプライアンスの取り組みについての総合的・全社的視点が得にくくなる
・新たな規制やコンプライアンス課題への迅速な対応への妥協

業界をリードする大手企業は、
この業界の複雑な規制環境に対応していくために、基本的な部門レベルのコンプライアンス要件への取

り組みにとどまらず、
その先を見据えています。具体的には、
コンプライアンスの仕組みと全社的な活動を十分に理解することにより、企
業はコンプライアンスが機能するよう、
モデルを合理化し簡素化する機会を見いだすことができます。最終的には、
この業界の最も本質
的なリスク
（安全上の問題や医薬品供給の中止など）
の軽減を目標とすべきでしょう。

医薬品識別（IDMP）などの大規模で複雑な規制の中には、何年もかけた規制内容の最終化までに段階的な展開がなされるものがあり

ます。
その場合、企業には猶予期間があるといえますが、IDMPもその他の新しい規制も、単体、
あるいは他の規制と切り離して対処すべ

きではありません。企業はEUの規制改革（図1）
の一環である他の法規制の新設／改正と関連させながらこうした新しい規制の要件を
知り、理解する必要があります。一連の新規制は、製薬企業内の多くの部門に影響が及び、求められる変革を実現するためには、
これら

の部門からのインプットが必要となるからです。
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図１：ライフサイエンス業界に影響を与えるEUの規制改正
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ライフサイエンス企業は、業界セグメント
（例：バイオ医薬品、医療技術、動物用医薬品）
や製品のライフサイクルの各段階をまたいでビ
ジネス創出のシナジーを与えることもある、一連の規制を遵守していく必要があります。

規制改正への対応について、多くの企業をサポートしてきたデロイトのこれまでの経験に基づき、
ライフサイエンス企業は、確実な遵守

が求められる規制改正への対応を実行するために、
これからの数年間は大規模なプログラムに投資する必要があると私たちは予測し

ています。規制改正の動向を追跡し、注意を向け、
それらが単体または複合的に業務に与える影響を理解するための積極的なアプロー

チをとることにより、企業は迅速に遵守体制を整備し、
マーケットで他社と差別化することにより、将来の規制プラットフォームを決める

側に立つことが可能になるでしょう。本稿は、今後数年のうちに準備が進み、実施されるであろう各種規制について解説するとともに、
EUに製品を供給するすべてのライフサイエンス企業が取るべき次のステップについてご説明します。
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医薬品識別（IDMP）
データ標準
IDMPデータ標準２は、医薬品について国際的に統一された仕様を求める声が世界的に高まったことを受けて、国際標準化機構（ISO）、

規制当局、事業者団体その他の関係者が策定し実施してきたものです。IDMPは5つのISO標準（図2）
から構成され、
それらの初期の臨床
開発から販売承認、日々の管理、変更、
そして販売停止／中止に至るまでのライフサイクル全般にわたって、規制対象医薬品の定義・特
徴付けと一意に識別が出来るようになります。

図2：IDMPは5つのISO標準から構成されています

ISO11615
医薬品製品名情報

ISO11238
成分名情報

ISO11239
剤形、表現単位、
投与経路、
パッケージ

ISO11616
医薬品一般名情報

ISO11240
用量単位

IDMP標準では、製薬企業は製品データの詳細を電子的手段により提出し、継続的にデータを維持することを求められます。
これにより、
次のことが実現できます。

・グローバルな薬品目録・製品文書の作成の促進
・製品と世界各国の規制当局をまたいだ安全情報との関連付け
・製品のリスクと問題点を早期に特定する業界のシグナル検出能力の強化（製品リコールの連携）
・医療制度内で重要な製品情報どうしの関連付け

IDMPに準拠することで、製薬企業は現在の製品関連プロセス・システムを大幅に変更し、部門を越えた協力関係の先駆けとなり、
コン

プライアンスの先にある変革がもたらす恩恵に向かって進んでいくことになるでしょう。
ビジネスへの影響

現在はまだ対応ができていない場合でも、各組織は以下のことに取り組む必要があります。

・IDMPへの準備状況を評価し、インパクトの大きさを把握する
・経営陣および部門の枠を越えた意識と一体的取組みを啓発する（R&Dやサプライチェーン）
・資金調達、経営幹部の支援およびリソースを計画し確保する
・規則や実施ガイドラインの改定動向を理解する
・期限と規則を遵守しなかった場合の影響を理解する
・IDMPデータモデルを理解し、データが組織内のどこにあるのかを把握する
・先を見越して行動し、IDMPの要件を充足するための円滑な移行実現に向けた包括的な戦略を策定する
・包括的な内部コミュニケーションプランを策定する
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医療機器規則

2016年6月、欧州議会とEU理事会は大規模なEU医療機器規則3の採択という重要な節目を迎えました。
この規則は2017年第2四半期

に最終版が発行される予定です。PIP社の豊胸インプラント事件4や人工股関節の大規模リコールといった出来事が現行システムの規制
面での課題を浮き彫りにし、医療機器への規制の強化と厳格なモニタリングを求める声が高まっていました。新しい規則は、患者と医療

専門家の双方が画期的な機器を安全に迅速かつタイムリーに利用できるようにし、EU加盟国間の調整を推進し、人々の信頼を回復す

ることを目的としています。

医療機器規則では、EU加盟各国の責任を重くした要件が導入されており、医療機器ビジネスの多くの側面を変えるものです。関係組織

には3年間の移行期間が与えられ、ほぼすべての医療機器製品を広範にわたる新しいルールに適合させる必要があります。
この規則に

より導入された重要な変更点は以下のとおりです。

・審査プロセス：欧州委員会（EC）がCEマーキングの承認に先立ち提言を再検討することができるようになった。
・共通技術仕様：共通技術仕様（CTS）を作成できるECの権限の対象範囲がすべての機器に拡大された。
・認証機関の見直し：新たに創設された特別認証機関だけが、インプラントなどのハイリスクの機器についてCE認証を与えることがで
きることとなった。

・認証機関の監査：認証機関が新しい規則を遵守しているかについての監査は、権限を有する当局（各加盟国の規制当局）2者が共同
で実施することとなった。

・認証機関による予告なしの監査：製造者は、認証機関による予告なしの監査がある場合には、これに応じなければならなくなった。体

外診断用医薬品（IVD）
の製造者は、新規則の影響を最も大きく受けることになる。現在、IVDの5製品のうちに1製品のみが認証機関の
検査を受けているが、新規則により、
こうした製品の80%が認証機関の検査を受けなければならなくなると予想されている。

・医療機器の分類見直し：脊椎インプラント、能動型埋め込み式医療機器、ナノマテリアル、アフェレーシス装置、そして複合製品は、設
計関係書類が必要なクラスIIIの機器に分類されることとなった。

・機器の識別とトレーサビリティ：機器固有識別子（UDI）システムがラベリングに要求され、欧州医療機器データバンク（Eudamed）が
拡張される。製造者は、
クラスIIIの機器およびこれより低位の分類のインプラントについて安全性と臨床結果の概要を提出しなけれ
ばならなくなった。

・臨床評価と研究：新規則では、臨床研究の実施計画が導入される。これは臨床評価と臨床研究に関して新しい概念を導入するもので
あり、市販後の臨床フォローアップ
（PMCF）
を義務づけ、定期的な安全性アップデート報告も要求することとなる。

・市販後調査（PMS）、ビジランス（安全性調査）、市場調査：新規則では、PMSとビジランスの要件が見直される。それに応じて製造者は
各自のPMSとビジランス手続きを修正する必要が出てくる。

・技術ファイルのフォーマットの変更：新規則では、適合宣言書と技術仕様のフォーマットが改訂される。新しいフォーマットでは、製造者
に対し、完全なプロトコルや報告一式の提供に代わって、各セクションの概要を記した書類を作成することが要求される。

指令から規則へのこれらの変更点には、EU加盟国間での一層の調和をめざし、患者の安全性に関する分析結果をこれまで以上に医療

機器の分野にも反映させ、改善していこうという明確な意図が表れています。製造者は、医療機器に対し、
より厳格になった要件のイン

パクトとそれらが財務に与える影響を慎重に検討し、新規則移行に向けて早期に計画を立てる必要があるでしょう。

6

ビジネスへの影響

企業は以下のことに取り組む必要があります。

・新規則の影響を受ける機器について、移行戦略を策定・実施する（既存の技術ファイルと新たな要件との差異分析、必要な場合には

再登録／品質管理システム
（QMS）
や現在の臨床評価、
市販後臨床フォローアップ方法、
臨床研究計画と新たな要件との差異分析など）

・規制面のコンプライアンス担当の責任者を選出・任命する
・標準作業手順書（SOP）の改定・更新への準備をする（研修要件を含む）
・再ラベリング・再包装の新たな要件およびサプライチェーン用のトレーサビリティシステムへ対応する
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臨床試験規則

新しい臨床試験規則5は、臨床試験指令（2001/20/EC）に代わり、2016年5月末から施行されました。
これまでの臨床試験指令は、欧州

全域にわたって臨床試験の数を急減させ、行政上の負担を増やし、新しい試験を実施するまでにかかる時間を90%も増加させる結果と
なりました6。
この指令は、高コストを生じさせ、臨床試験が複数の国で実施される場合の統一されたルールの欠如など、過度の規制上

の義務に対し、患者、研究者そして業界から幅広く批判されていました。

新規則は、治験依頼者と加盟国のために単一の統一されたシステムの提供をめざしており、
これにより強化されたEudraVigilance規制

（次章を参照）
による統一が図られ、予期せぬ重篤な副作用の情報（SUSAR）
や年次安全性報告書（ASR）
の双方とも提出手続きが簡素
化されました。

患者の安全は臨床試験規則の最も重要な部分であり、臨床試験（CT）ポータルにより提供される提携により一層強化されます。
この

ポータルの導入により、臨床試験スポンサーにも加盟国にも広範囲にわたる変更が求められます。
また、臨床試験結果、
データ、
アウト

カムについての透明性の強化が図られます。
この規則では、EMAに対し、EU内での臨床試験の申請、評価、監視方法を改善するため、IT

プラットフォームやシステムの提供と、継続的な運用を義務付けています。

EUの臨床試験規則（CTR）は全加盟国に対して法的拘束力があり、EU域内での同一ルールを確保するものです。今後は加盟国それぞれ

が自国で指令を実施するのではなく、欧州内のすべての介入試験に対してEU規則が自動的に適用されることになります。
これは一貫性

の観点からはとても歓迎すべきことです。新しい規則により簡素化される内容は以下のとおりです。

・臨床試験の審査や許認可手続きの合理化、重複の排除、および新規の臨床研究開始の遅れの減少。
・既に承認を得ている医薬品を用いた試験において、通常の臨床診療と比較したリスクが最小限である試験について、より簡素な規
制体制の導入。

・報告要件の簡素化、研究の実施にあたり大量の同一の情報を多数の機関に提出する研究者の労力の削減。
・共同スポンサーを正式に認め、試験が複数の組織により主導されることの承認。
・一つの臨床試験に対してシングル・ディシジョン・コンセプトを取り入れ、各国の管轄官庁と倫理委員会（NCAE）がそれぞれ承認を行っ
ていた従来の方式に取って代わった。
これによる、関係加盟国（MSC）、特に選ばれた参照加盟国（RMS）
の行政上の負担軽減。

EUは臨床試験申請について集中型ソリューション
（CTポータル／データベース）を運用することになります。
これは一括申請方式を導

入して複数の加盟国で実施される臨床試験を統一することを目指しています。EUのCTポータル／データベースは2017年8月まで独立
監査を受ける予定であり、
システムがこの監査に通った場合、新しい規則は2018年10月から実施される予定です。

臨床試験指令から新規則に移行するという最も大きな変更のほかにも、医薬品の臨床試験の実施基準（GCP）に関する委員会指令
2005/28/EC7や医薬品の製造管理および品質管理基準（GMP）に関する委員会指令2003/94/EC8も改正されます。
この2つの指令の研
究用の医薬品に関する項目に限り、
それぞれ新しい法律に置き換えられます。

01.査察手続きの詳細（査察担当者の資格要件や研修等）についての法律（ヒト用医薬品の臨床試験に関するEU規則第536/2014の
第78条7項に規定）
02.GMPの原則／ガイドラインおよびその詳細についての委任法（ヒト用医薬品の臨床試験に関するEU規則第536/2014の第63条1項
に規定）
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指令に基づく諸改正は2018年10月上旬から適用されます。現在のEudraCTが廃止され、規則が施行される時点から少なくとも3年間は

移行期間となります。1年目は、臨床試験を新旧両方のシステムに入力することができます。規則が施行される前、
あるいは施行後の1年

目にスポンサーが旧システム
（EudraCT）
を選んだ場合、大幅な変更及びアセスメントをするために3年間の猶予が企業に与えられるこ

とになります。

新しい臨床試験規則は、臨床試験とその結果について従来よりも透明性を高めるものであり、研究者、患者および医療専門家からの臨

床試験情報へのアクセスの要望の高まりに応じることを目的としています。
しかし、
ライフサイエンス企業にとって、臨床試験情報の開示

は、各企業が極めて競争的で高リスク／高収益の環境で業務を展開してきたことを考えると、企業文化の大転換となります。
ここ数年、

臨床試験結果について、結果の如何にかかわらず、
よりオープンで透明性のある方針を採用するライフサイエンス企業が増えています9。

その結果、
ライフサイエンス業界と医療セクターは、試験についてより徹底した分析を行い、治療結果についての説明が改善し、製品の
追加使用の識別がしやすくなるなどの効果が得られました。

試験結果データの不公正な商業的利用を防ぐために、EMAは臨床報告書の公表プロセスを定め、簡単な登録手続きを踏めば誰でも
PC上で報告書が見られるようにしました。臨床報告書のダウンロードも認証されたユーザーのみができるようになります。
どちらの場合

も、
所定の使用条件10のもとで運用されます。
ビジネスへの影響

企業は以下のことに取り組む必要があります。

・新しいSOPについて研修を準備し実施するとともに、臨床試験申請プロセスと最適なシステム構築を実施する。
・加盟国レベルで実装状況をモニタリングする（シングルオピニオンを得るには、各国がその国内制度に適応する必要があるため）。
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強化されたEudraVigilanceシステム

EUでは2012年から新しいファーマコビジランス規制が適用されています。
この規制により、副作用の疑いのある事象についての電子的

報告の要件が大幅に変更されました。
これは医薬品の安全性の監視を強化し、規制当局、製造者、
そして医療従事者にとってより効率

的なシステムを提供することを目的としています。
またEMAも、新しい規制によりEudraVigilanceを強化し、報告の簡素化、
データの質の
向上、検索・分析・追跡機能の改良を実現し、ISO医薬品規制調和国際会議（ICH）の新たな個別症例安全性報告（ICSR）標準

（27953-2:2011）
を実施することが求められています。新しいICSR標準の実施により、
システムのアップグレード、事業プロセスの見直し、
データベースユーザーへの研修の実施など数多くの対応が必要となります。
ビジネスへの影響

企業は以下のことに取り組む必要があります。

・ICSRの電子的報告に関して、現在のISO ICH E2B R2標準からISO ICH E2B R3標準に移行する。
・将来ISOのIDMP用語が適用開始となった際、ISO ICSR報告に使用する。
・EUでのICSR報告を一本化し、国別の症例について各国の規制当局に転送する 。
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臨床試験の報告要件について予定されている変更点は以下の点です。

・ISO ICSR E2B R3標準を予期せぬ重篤な副作用（SUSAR）の報告に使用する。
・ISO IDMPの一連の標準および用語が利用できるようになった時に、ISO ICSRの報告に使用する。
・治験依頼者によるEudraVigilanceへのSUSAR報告のために標準的なウェブベースのフォームを開発する。このフォームはISO ICSR
E2B R3に準拠したものであること。

報告の簡素化とISO E2B R3標準の導入により、医薬品業界の関係者には次のような利点が期待されます
（図４）。

図４：ISO ICSR E2B R3の利点
承認後の監視についての
明確な法的枠組み

拡張性と検索機能の
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効率化

シグナル検出・
データ分析のツールの改良

医薬品製造販売者（MAH）
の
役割と責任の明確化

国際的なデータ標準と
ガイダンスの利用と
広範な規制変更対応に
対するサポート

重複作業の削減

ISO ICSR E2B R3の利点
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医薬品偽造対策指令

偽造医薬品による深刻な健康被害のおそれから、EUは医薬品偽造対策指令（FMD）
と呼ばれる指令2011/62/EU12を採択し、2013年1

月からEU域内で実施されています。EUには、EUの規制が過度に複雑になることを避けるために、欧州委員会（EC）
に対して法律に軽微

な修正を加える限定的権限を委任する制度があります。
ただし、
こうした立法が欧州議会と欧州理事会が決定した
「コア」な法制度に影

響を及ぼさないことが条件となっています。
そこで、FMDのコアな法制度と並行し、ECは当該制度により求められている重要な安全機
能の統一性と標準化を徹底するため、委任法（(EU)2016/161）
の制定作業に着手しました。

この委任法の採択とその後の公布（2016年2月）により、EU加盟国レベルでの実施に向けた3年間のタイムラインが開始されました。同

法の実施は2019年を予定しています。IDMPタスクフォースは、IDMPの製品データとFMDとのリンク方法を検討しています。
たとえば、
IDMPが、FMDの一部として製品の国際商品取引番号（GTIN）を使用する可能性もあります。
また、欧州医薬品検証システム
（EMVS）
と
IDMPのマスタープロダクト・組織データの統合も勧告されました。

ビジネスへの影響

FMDの下では、
すべてのライフサイエンス製造者、並行輸入業者、再包装業者、
そして受託製造者は、期限までに各自の包装ライン／シ

ステムが委任法を遵守する体制になるようにしなければなりませんし、非常に複雑な製品情報とシリアル化されたデータのセットを管

理し、
それぞれのサプライチェーンのビジネスパートナーと情報／データのやりとりをしなければなりません。具体的には以下の点が挙
げられます。

・FMDは、医薬品原料製造者向けルール、活性物質のGMPガイドライン、オンライン薬局のロゴ、安全機能として知られる包装の真正性
機能など多岐にわたる。

・安全対策面の規制は、取引プロセスとともに、データ管理面で、サプライチェーンのすべての関係者に対し、包装の真正性機能や新し
いシリアル化、遵守報告、検査規制など、
これまでにない大きな課題を投げかけている。

・FMDは市販品パッケージまたは2次的レベルでもシリアル化を要求している。
・MAHはFMDにより、製品マスターデータとシリアル化された製品包装データという2つの一次情報報告／通知要件を満たさなければ
ならない。

・FMDはシリアル化された製品識別子を含む安全機能について、製品がサプライチェーンを離れた後、患者に投与される前に最低1回

検査を実施するよう定めている。
サプライチェーンに卸売業者や並行輸入業者が含まれる場合、
これは非常に複雑なプロセスとなる
可能性がある。
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ICH Q12

原薬の特性および製造方法の規定はICHの品質に関するガイドラインQ8からQ11で公表されています。
これらのガイドラインは原薬の
化学的、生物学的、及び物理的性質についての基準を定めています。
しかし、
これらのガイドラインは製品のライフサイクル、特に製造プ

ロセスの変更を踏まえたものではありませんでした。ICHのQ1213は今までのガイドラインのこの穴を埋めるため、承認後の変更につい

て原薬・製剤の化学・製造およびその分析（CMC）
の管理をより生産性が高く、効率的なものにします。
また継続的改良や品質強化を推
進し、信頼できる製品供給を促すものです
（図5）。
図5：製薬プロセスにおけるICH Q12の役割
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ICH Q12の採用は段階的に行われ、次のような影響が予想されます。

・規制上の関係書類―手続きの効率化および製品の継続的サポートにより、承認後の変更を促進
・医薬品品質システム（ICH Q10）―知見を強化し管理システムを変更
・承認後の変更管理計画およびプロトコル―承認後の変更の管理および書類提出についての基準の設定

ICH Q12の採用は、承認後のプロセス改善を継続することにより、患者、医薬品／バイオテクノロジー企業、
および規制当局に便益をも

たらすと予想されています。予想される利点には以下のようなものがあります。

・製品のライフサイクルにわたるCMC変更管理プロセスを通じて、医薬品供給の信頼性が向上
・規制関係書類の標準化が進むことによる利便性向上
・承認後の変更管理プロトコルについての規制ツールの利用推進
・製造効率の向上と製造プロセスの継続的改良
・製品の可変性の減少
・リスクベースの規制制度のサポート

すべての規制当局がICHガイドラインをそのまま採用するわけではないものの、
ICH Q12は世界の規制要件に影響を与えることでしょう。
ビジネスへの影響

企業は以下の項目に取り組む必要があるでしょう。

・規定された設計パラメータ（例：全地域にわたる重要な品質およびプロセスパラメータ）を取り入れたグローバルな関係書類の導入
を計画する。

・グローバルアラインメントに向け、規制担当チーム内でグローバル製品オーナーまたはグローバルCMCオーナーを指定する。

・製品・地域ごとの規制当局のコミットメントや関連するグローバルなガイダンス・報告類の要約を保管するレポジトリを導入する。
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付属文書21―医薬品の輸入

医薬品製造がEU域外のサプライチェーンで行われるケースが増えており、産業のグローバル化によりますます大規模化・複雑化してい

ます。
この傾向は偽造品や安全ではない製品がEUの医療システム内に入ってくるリスクを高めています。

前述のFMDは、次の3つの重要な分野について、製品のセキュリティに関する責任を製造者と輸入者に課しています。

・輸入者は、EUの製造承認（MIA）を保有していなければならない
・医薬品はクオリファイドパーソン（QP）による検査・承認を受けなければならない
・輸入者はGMPを遵守しなければならない

この結果、多くの製造拠点が関与する場合は複数のライセンスが必要となる可能性があります。
規制当局と業界関係者は、輸入者の要件について明確にするよう要請しています。
これに対し、GMP／GDP 検査官ワーキング・パーティ
はEUのGMPガイドラインに新たに付属文書21を導入することを計画中です。
このガイドラインはこれらの国々で製造されEUに輸入さ
れる医薬品を対象とするもので、多くの拠点が関係する場合は複数のライセンスの取得が求められます。付属文書21の主要目標は、輸

入者に特に関係のあるGMP要件について、
それらが輸入活動に関係する多様な組織に適用される場合についての追加のガイダンスを
提供することにあります15。

各国レベルで製品の輸入検査の重複の可能性の問題が明確になると期待されています。品質検査を繰り返しても公衆衛生保護の強化

につながるものではありません。逆に、検査の重複は、
バッチ販売の遅れや有効期限の短縮、
ひいては医薬品不足のリスクを高めるとい

うネガティブな影響を与えかねません。輸入検査の重複は、偽造品の持ち込みを防ぐことにはならず、
かえって各国の管轄当局や業界に
多大な負担を課すものであると認識されています。

この付属文書の進展状況は明らかではありませんが、発表された場合、新しいガイドラインは輸入要件に明確性を与え、輸入に際して
の二重検査の必要性を打ち消すものであると期待されています。

ビジネスへの影響

企業は以下の点に取り組む必要があるでしょう。

・医薬品の製造にさまざまな製造拠点が関わっている場合、複数のライセンスが必要かを見極める。
「輸入者」
の定義を確認する。
・ガイダンスが最終的に決まったら、
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製造品質指標

品質面の問題の多発は、同時にリコールや警告書の発行につながることから、EUや世界の規制当局にとって懸念事項であり課題と
なっています。

2015年7月、米国食品医薬品局（FDA）が製薬業界に対するガイダンス
「品質指標に関する要求」
の草案16を発表しました。
これらの指標

は、医薬品製造者が良質な薬剤を製造し、製品のライフサイクルを通して常に改良努力を続けることを意図して設定されたものです。
こ

のガイダンスは米国以外の地域にも適用されるため、医薬品や医薬品の製造に使われる原料（API）
の製造・処理工程を委託製造組織

（例：研究室、減菌処理業者、包装業者）
に依頼するライフサイエンス企業に影響を与えることになるでしょう。

FDAは現在、品質指標をプロセス検証ライフサイクルと、医薬品品質システム
（PQS）
の一部で使用しています。
このガイダンスでは、FDA

が要求した場合、FDAが検査可能な記録や情報を提供することを製薬施設の所有者や操業者に対して要求するFDAの権限の概要が記

されています。具体的に、FDAは分析の一部として10のベースライン品質指標を要求することになるでしょう。
図6：品質指標
製品についての計画ロット数

製品について要求される
APRまたはPORの

仕様に関連して製造中または製造後に
不合格とされた製品ロット数

関連する製品の年次レビュー
（APR）
または製品品質レビュー
（PQR）
が
毎年定められた期日の30日以内に
完了しているか

計画ロットのうち、
処分を30日以上保留している数
製品についての
規格外試験（OOS）結果
（安定性試験を含む）
の数
製品について実施された
ロット出荷判定と
安定性試験の数

計画ロットのうち、流通または製造の
次の工程に進むために出荷されたロットの数
製品の品質に関して受け取った苦情件数
試験のミスにより無効とされた製品についての
ロット出荷判定と安定性試験のOOS結果の数

FDAは、2016年6月にガイダンス草案を実施するための技術ガイド
「品質指標の技術的適合性に関するガイド」17を発表しました。
このガ

イドでは、製薬業界がFDAに提出すべき推奨データの概要が記され、要求される品質指標についてのFDAの期待値が明らかになってい
ます。

業界の標準化は、FDAが収集する指標が正確かつ効率的に定義され計測されることにつながるでしょう。現在、
データを企業ごと、
ある

いは企業内の部署ごとに様々な方法で、異なる用語・定義を使って収集しています。
このため、企業間で品質問題を特定し比較するのが
難しいため、FDAは標準化について業界のインプットと同意が重要であることを認識しています。
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品質指標に加え、品質を重視する文化に焦点をあてた任意の一連のパラメータについての提案がありました。
これは次の3つの分野で

の指標設定に重点を置いています。

・シニア経営陣の関与度指標：変化を推進する手段（リソースと権限）をもつシニアマネジャーが品質評価に関与しているか、また組織
内での知見の共有度について数値化するもの。

・是正・予防措置（CAPA）の有効性指標：再教育のみに依存する品質システムに焦点をあてるもの。これは組織が講じる是正・予防措置
の全体的レベルの明確なイメージを描くことにもなる。

・工程能力またはパフォーマンスに関する指標：統計的なプロセス管理が可能かを確認するもの。
ビジネスへの影響

企業は以下の点に取り組む必要があるでしょう。

・製品別・拠点別の外部報告に備え、データを抽出するために内部プロセスとITシステムを見直し調整する。100％の生産履歴管理が
求められる。

・ITシステム調整に必要な費用を算定する。
・シニア経営陣の関与、CAPAの有効性および工程性能を含む任意の指標を評価し、その準備を行う。
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動物用医薬品規制法案

ECは、
ヒトおよび動物用医薬品に関する現在の総合的EU規制（規則（EC）第726/2004）
に代わる、欧州議会（EP）
による新しい規制につ

いて2つの案を公表しました。
この案18は、今後修正される可能性がありますが、2017年央に採択され、採択後24か月以内に実施される
予定です。

新しい規制は、EU域内での動物用医薬品（VMP）
の利用を増やす一方、行政側の負担を減らすことを目的としています。
また、動物への

抗菌薬の投与可能性を管理して抗菌薬耐性（AMR）
のリスクに対処する目的もあります。草案では既存の法規制への細かい修正が多く
見られますが、次に挙げる分野はEUの動物用医薬品業界に大きな影響を与える可能性があります。

・VMPを製造、輸入または輸出する承認を得るためには、VMPの活性物質だけでなくVMPの中間製品、添加剤も審査の対象となる。
・VMPの販売承認（MA）の有効期間は無期限だが、限定された市場へのMA（2014年9月10日付け動物用医薬品に関するEU規則案第

21条）は3年後、例外的状況の場合（同第22条）は1年後に更新が必要となる。
それ以降は、管轄当局またはECのいずれかの裁量によ

り、限定された市場および例外的状況の場合のMAは無期限に与えられる。

・集中的販売承認の申請はすべて電子的に用意されたフォーマットを用いて行われる。
・製品包装に記される情報はEU域内で合意された共通のピクトグラム（絵文字）で構成される。
・技術データの保護期間は大半のものについて長期化される。
・ホメオパシーVMPは登録され、新しい基準を満たしていなければならない。
ビジネスへの影響

企業は以下の点に取り組む必要があるでしょう。

・動物用医薬品専門のシステムに必要とされる一元的に利用可能なモジュールを開発するため、業界内においての協力可能性を特定
する。

・VMP規制案がISO IDMP標準に与える影響を評価する。
・電子申請データを製品データベースに統合するための新たな要件を遵守する（医薬品市販承認取得者（MAH）の場合）。
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ライフサイエンス業界は
今何をすべきか
EUのライフサイエンス産業に関連する規制は速いスピードで、後戻りすることなく進化しています。
とても大きな変革が目の前に迫って

おり、提案段階の長期的なイニシアティブも進行中です。だからこそ、企業は規制や業界の動向を追跡し監視することが重要となります。

それは、
このように変化する環境下で、EU域内で製品を供給または供給を予定しているライフサイエンス企業にとって、
ライセンス取得

から操業の各段階において大きな影響があるからです。規制のタイムラインは今後も変更されるでしょうが、製造者、販売者、提供者、
お

よびその他の関係者は、新しい規制の個別・全体に対する影響を継続的に評価し、規制の変更に対応するための積極的なアプローチを
取っていくべきでしょう
（図７）。

図7：規制環境に責任を持って取り組む
コミュニケーションと
利益の認識
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変化の始まりから終わりまで統合されたプロセスに従う

フェーズ１

変化の状況を
理解する
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変化に対応するため
計画を立て推進する

フェーズ3

現在の状況を再設計し、
より直接的で統合された
ソリューションを導入する

フェーズ4

ビジネスと
技術の移行を実施する

規制の変更は研究開発部門だけの問題ではありません。
その影響は組織全体に及ぶ可能性があります。規制に対応するために部門横
断的なガバナンスを強化したり、新たに導入することは難しいことではありますが、
それにより調和が進み、一段と複雑化する世界の規

制状況に対応するために経営陣が必要とする、業務の調整やコンプライアンス重視の文化の醸成に結びつくことでしょう。
また、健康や

生活の質の向上のために厳格な姿勢で開発、製造、販売に臨んでいることを患者に示すことにより、同業者と自社との差別化を図るこ

とができます。
このようなスタンスは企業価値を高め、製薬業界が直面する信用の問題に対応する機会につながるかもしれません。

EUのライフサイエンスをめぐる規制の改正は、知見の向上、規制や手続きの標準化・簡素化・調整、製造者、販売者、
サービスプロバイ

ダー、認証機関、
そして加盟国の効率性と信頼性の向上のために行われています。
その究極のゴールは患者の安全を保護し強化するこ

とにあります。

17

問い合わせ先

川勝

健司

デロイトトーマツ リスクサービス株式会社
パートナー
kenji.kawakatsu@tohmatsu.co.jp

貞本

康裕

デロイトトーマツ リスクサービス株式会社
ディレクター
yasuhiro.sadamoto@tohmatsu.co.jp

David Hodgson

Seb Payne

DTTL Global Life Sciences and Health Care Risk
Advisory Leader
davhodgson@deloitte.co.uk

Associate Director
Deloitte United Kingdom
spayne@deloitte.co.uk

Fiona Maini

Sarah Chan

Director
Deloitte United Kingdom
fmaini@deloitte.co.uk

Senior Manager
Deloitte United Kingdom
sachan@deloitte.co.uk

謝辞

朝日

基雄

デロイトトーマツ リスクサービス株式会社
シニアマネジャー
motoo.asahi@tohmatsu.co.jp

規制エクセレンスセンター
（CORE）は、本稿の作成に貢献していただいた以下の方々に感謝の意を表します。
Martin Blanke,Rebecca Hafner,Mayura Gill,Giles Dean

18

巻末注

1. https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/lshc-challenge-of-compliance.html
2. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000645.jsp
3. https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework_en
4. 「PIP社の豊胸インプラント事件を受け、EUが医療関連品の規制強化へ」New York Daily News、
2012年9月27日、
http://www.nydailynews.com/life-style/health/eu-tighten-medical-controls-pip-breast-implant-scandal-article-1.1169444
5. http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/regulation/index_en.htm
6. http://www.nhsconfed.org/~/media/Confederation/Files/Publications/Documents/eu-clinical-trials-regulation-2014.pdf
7. http://ec.europa.eu/health/ﬁles/eudralex/vol-1/dir_2005_28/dir_2005_28_en.pdf
8. http/eu.europa.eu/health/ﬁles/reudralex/vol-1/dir_2003_94/dir_2003 94_en.pdf
9. http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1185/03007995.2015.1047749
10. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/10/WC500174378.pdf
11. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/q_and_a/q_and_a_detail_000165.jsp&mid=WC0b01ac0580a69263
12. http://ec.europa.eu/health/human-use/falsiﬁed_medicines/index_en.htm
13. http://www.ich.org/ﬁleadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q12/Q12_Final_Concept_Paper_ July_20 Ibid
14. 同上
15. 同上
16. http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm455957.pdf
17. http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/Manufacturing/UCM508464.pdf
18. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-558-EN-F1-1.Pdf

19

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド
（英国の法令に基づく保証有限
責任会社）
のメンバーファームであるデロイト トーマツ合同会社およびそのグループ法人
（有限責任監査法人トーマツ、
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、
デロイト
弁護士法人およびデロイト
トーマツ
コーポレート
ソリューション合同会社を含む）
の総
トーマツ税理士法人、
DT
称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、
各法人
がそれぞれの適 用法令に従い、監査・保証 業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャル
多国籍企業や
アドバイザリー、
税務、
法務等を提供しています。
また、
国内約40都市に約11,000名の専門家を擁し、
（www.deloitte.com/jp）
主要な日本企業をクライアントとしています。
詳細はデロイト トーマツ グループ Webサイト
をご覧ください。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスク

アドバイザリー、税務およびこれらに関連するサービスを、
さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに
デロイトは、
高度に複合化
提供しています。
全世界150を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、
されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質な
“Making an impact that matters”を
サービスをFortune Global 500 ®の 8 割の企業に提供しています。
自らの使命とするデロイトの約245,000 名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitterもご覧くだ
さい。

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド
（“ DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複
数を指します。DT TL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（また
は“ Deloitte Global ”）はクライアントへのサービス提 供を行いません。Deloitte のメンバーファームに
よるグローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具
体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する
制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するために
は、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載
のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談く
ださい。

© 2017. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

