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本書は、今年の主要規制動向を扱ったデロイト規制戦略セン

ター（米国）の業種別シリーズの一部です。
この年刊シリーズで

は、2017 年に市場やクライアントの業務に大きな影響を与える

と見込まれる規制上の問題を分析し、展望を示します。本書の
各レポートで概観する問題は、経営幹部が、変化する要求事項

や動向の先見の一助として、今後の規制上の課題および機会に

ついて重要な対話を交わすための起点となります。2017年に

は、銀行、証券、保険、投資運用、エネルギーと資源、
ライフサイ

エンスと医療の各業種・セクターの規制に関する見通しを提供

します。

読者の皆様が2017年全体およびこの1年に生じ得る規制変化

に向けた計画策定にあたり、
レポート内容をご参照いただけま

すと幸いです。
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1 年先を見据えて｜ライフサイエンス分野における 2017 年の規制動向

はじめに
2016年の米国の選挙結果はいずれ、
ライフサイエンス業界の規制状況の方向性を

変える可能性があります。保険の補償範囲、
メディケアの償還、規制当局による査

察、利用料など重要な規制分野は不確実性に直面しており、事態がどう推移する

のかは誰にも予測できません。
また、患者のアウトカムや価値ベースの契約重視な
ど、規制当局主導の医療分野の動向は、
ライフサイエンス業界に裾野広く多大な影

響を及ぼすとともに、今後の関連規制導入につながる規制当局の優先分野が何か

の糸口ともなります。

全ての企業は、2017年以降におけるコンプライアンス戦略、活動および投資の指針

に役立つ手掛かりや方向性を見いだそうとするに際し、新たな方向へシフトし広が

りゆく規制の行く先を読み、細心の注意を払う必要があります。
とはいえ、必要以上
に憶測に振り回されないほうが賢明です。大掛かりな既存法の改正あるいは廃止
が提案されたとしても、多くの場合、議会への法案提出から始まり、
すべての立法手

続きを踏むことになるからです。規制やガイダンス改正は比較的容易な場合もあり

ますが、
それでも従うべきプロセスが存在し、改正の範囲は限定されるかも知れな
いからです。

一方で、企業は不確実な状況下でも感覚を失わないよう意識的に努力する必要も

あります。多くの変化が宙に浮いた状態の中で、
ただじっと事が落ち着く状態を待ち

たい気持ちになるかもしれません。
しかし、変化する規制が正式に公表され承認さ

れるまでは、現行の規制遵守が当然ながら何より重要であることに変わりはありま

せん。

また、
リスク管理やコンプライアンスの枠組み整備など、企業は主要な規制関連の
活動に相当の資金と労力を注いできていることも忘れてはいけません。
これらの投

資は、特定の規制が制定されるか否かにかかわらず、長期スパンでビジネスへの効
果を期待されているからです。
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これらの要因すべてを考慮に入れた場合、
2017年にライフサイエンス業界に大きな影響を与えると
デロイトが考える規制動向は次の通りです。

医療機器に関する欧州連合（EU）
の規制要件の改正動向
医療機器：米国食品医薬品局（FDA）
のサイバーセキュリティ規制の最新動向
次世代シーケンシング体外診断の使用
医薬品の品質指標
医薬品識別（IDMP）
公正市場価値（FMV）
340B薬価設定プログラムの改正動向
FDA処方薬販売促進部（OPDP)とオフラベル
薬価と市場アクセス：患者支援プログラム
（PAP）、

コーペイ、
コーペイ寄付および特殊医薬品
世界と米国における透明性の要求

戦略的リスクに焦点を当てたコンプライアンスの簡素化
本レポートでは、現在わかっていることに加え、考えられる規制の変化に対する全体的見通しについての

洞察と、
それらの動向を順次検討します。
しかしながら、2017年に実際に起きるまでは、何も確かなこと
はないという可能性も十分にあります。

規制に関する最新のニュース、動向および洞察については、

デロイトのウェブサイトwww.deloitte.com/us/about-dcrsamericas（英語サイト）
をご覧ください。
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医療機器に関する
EUの規制要件の改正動向
EUは、近いうちに医療機器についての新しい

規則と、
これとは別に体外診断用機器につい

ての規則を最終決定すると見られています
（和

これらの改正により、EU域内で中リスク・高リ ・新製品の商業化戦略の変更
スクの医療機器を販売することのハードルが

一段と高くなるでしょう。
また、承認後の品質シ ・品質システムへの投資増加と管理強化

訳注：2017年5月発効済み）。
これらの規則は、 ステムの管理や全体的なコンプライアンスの費
医療機器メーカーのコンプライアンス要件を
増やすことになります。特に、品質システム、市

販後調査、機器の承認申請の各要件が厳しく
なります。具体的には、

・すべての医療機器は、EU域内での販売が認

められる前に、安全性と性能に関して独立し

た評価を受けなければなりません。

・患者のベネフィットと残存リスクに関する情
報の透明性が強化され、全体的なリスク／ベ

ネフィット比の詳細な評価が必要になります。

・新規の申請だけでなく、既に販売されている製

品についても追加の臨床証拠が要求されます。

・クラスIIIまたは埋込型医療機器の承認申請

について、臨床研究から得られたデータを添
付することが義務付けられます。

・市販後調査の報告要件について新たな要件

用も増加する可能性があります。

さらに、EUの医療機器規則（MDR）は、中リス

任も強化しています。NBは管轄当局による厳し

い検査の対象となり、EUのMDRに基づき欧州

規制改正に対応するために、各社は2017年第

ける必要があります。
これによりNBの数が減少

外診断用機器（IVD）の場合は5年間）が設定さ

レベルで統一されたプロセスによる認定を受

する可能性があり、
その場合、残ったNBの負担
が重くなります。
このため、承認時と一部変更

る側」へと移行することにより、通常の審査中

うした取り組みを行うことでQMS変更の対応

すと考えられます。また、問題解決の段階にお

社ビジネスプロセスや業務そのものへの混乱

あります。NBの役割が「パートナー側から取締
に不適合と判断される件数が増え、厳しさも増

加され、
米国の要件との調整が図られます。
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響が及ぶのかを評価しなければなりません。
こ
計画にただちに取り組むことができ、現行の自

けるNBと審査を受ける企業との間の関係も、 を最小化させることが可能になるでしょう。
従来の協調的な関係性が薄らぐことになるで

しょう。

により、従来は規制上の承認を取得するのが

・医療機器個体識別子（UDI）に関して要件が追

れる見込みである規制改正の内容を検討する

必要があります。
また、自社の品質マネジメント

システム（QMS）と商業化戦略にどのような影

・サプライチェーン全体にわたりトレーサビリ
れます。

1四半期に最終決定され、3年の移行期間（体

時に必要なリードタイムが増加する可能性が

医療機器メーカーは、
コンプライアンスと商業

ティと透明性について全般的に規制が強化さ

けることが難しくなる

ク・高リスクの医療機器について適合性評価を ・市場から撤退する企業が出てくることで、新た
行う独立した第三者である認証機関（NB）
の責
に市場参入のチャンスを得る企業が現れる

が追加され、報告のため企業に与えられる時
間も短くなります。

・EU内で収益率の低い旧式の製品を販売し続

化の両方の観点から今後の規制改正の影響を
評価しなければなりません。
こうした規制改正

EUよりも難しいと思われていた米国など欧州

以外の市場に製品を投入することへの関心が

高まる可能性もあります。具体的には、新たな
規制により次のようなことが考えられます。
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医療機器：FDAの
サイバーセキュリティ規制の最新動向
医療機器はこの50年間で大きく進化しました

が、患者の安全性とともに情報セキュリティへ

の脅威も高まりました。
この問題に対処するた

め、米国FDAは医療機器のセキュリティに関す

るガイダンスを発表し、実施しています。

この市販前／市販後ガイダンスに加え、FDAは
さまざまな項目（ソフトウェア変更時の承認申

今後に向けて検討していただきたい、いくつか

の推奨策をご紹介します。

請パッケージ要件など）についてガイダンスを ・セキュリティ対策のルール・体制整備だけで
発表しています。
なく、FDAの市販前／市販後ガイダンスにつ
いてのセキュリティ意識を向上させるための

患者のケアを向上させ、競争上の優位を維持

トレーニングを実施すること

その他の医療機器への接続を加速させていき

クル全体を通して意思決定の場に同席すること

トフォン、医療電子記録および外部クラウドソ

くなります。

社的サイバーセキュリティ組織を設置すること

互接続されるようになったため、サイバーセ

そのため、
ネットワーク接続型医療機器への規

2013年6月14日、FDAは「医療機器のサイバー

し、
リモートでの医師のカバレッジを拡大する

容」
というガイダンスを発表しました。
この文書

ために、医療機器メーカーは自社製品の、
イン ・サイバーセキュリティチームが製品開発、調
ターネット、院内ネットワーク、
モバイル製品や
達、
および販売にいたるまで、
製品のライフサイ

携わる多くの関係者に影響が及ぶであろうパ

ます。
このようなネットワーク化機器の使用に

セキュリティ管理に関する市販前承認申請内

でFDAは、
ネットワーク接続型医療機器分野に

ラダイムシフトを示唆しました。
インターネット、 は明確な利点がありますが、それに伴うサイ ・組織全体にわたって広範にサイバーセキュリ
病院内ネットワーク、
その他の医療機器、
スマー バーセキュリティ上のリスクは指数関数的に高
ティプロセスを実施するために、
製品軸での全
リューションを通じて、医療機器がますます相

キュリティ攻撃のリスクが高まっています。
この

制が厳しくなり、多くのメーカーは、医療機器を

ような攻撃が医療機器の動作に影響を与え、 販売するために必要な承認取得に向けた FDA

最終的には、人の健康（最悪の場合は人の命） の市販前ガイダンスへの対応に苦労していま

を危険にさらしかねません。

す。さらに、市場に既に出荷されている機器に

2016年1月、FDAはフォローアップ文書ととも

スに示されたセキュリティプロセスを十分には

にサイバーセキュリティについての新たなガイ

ダンスを発表しました。
この文書では、医療機

ついて、多くのメーカーや医療機関は、ガイダン
組み込めていないのが現状です。

器の「市販後調査」について、医療機器メー

今はメーカーにとって、ガイダンスに沿った効

ティ対策の概要が示されています。
これらの市

スです。
これを契機にメーカーは機器の設計段

カーに対してFDAが期待するサイバーセキュリ
販前／市販後ガイダンス文書は、開発中の機

器だけでなく、既に市場に出ている
「レガシー

な」機器についても、医療機器メーカーのサイ

バーセキュリティ対策に影響を与えています。

率的なセキュリティプロセスを構築するチャン

・組織の製品セキュリティプログラムにTIR57

医療機器情報セキュリティリスクマネジメント

の原則を適用すること

・市販前／市販後ガイダンスに沿ったセキュリ
ティ要件を、QMSまたはこれと同等の文書体

系に取り入れつつ、適切なガバナンスとモニ

タリングを実施すること

・セキュリティプロセスを導入し実行する担当
者を適切に任命、
トレーニングすること

階からセキュリティ対策に取り組むことにより、 ・医療機器のセキュリティリスクの評価と技術的
従来のセキュリティ対策にとどまっている他社
なセキュリティテストにおいて、
社外のセキュリ

より早く製品を市場に投入できることができる
ようになるでしょう。さらに、規制ガイダンスに

ティ専門家の支援を選択肢にいれること

合わせて堅牢な製品セキュリティ組織を整備

することは、売上高の増加とマーケットの評価
向上につながる貴重な差別化要因です。
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次世代シーケンシング
体外診断の使用
ホワイトハウスの「精密医療イニシアティブ」 2つ目のガイダンスは、FDAが認定したヒト遺伝

（PMI）の一環として、FDAは最近、次世代シー

子差異のパブリックデータベースを、NGS検査

ケンシング
（NGS）体外診断（IVD）
と、
パブリック

の臨床的妥当性をサポートする科学的証拠の

2つのガイダンス文書草案を発表しました。

示しています。
これは、検査開発者がテストの

な遺伝子変異体データベースの利用について、 情報源として、条件を満たすための推奨事項を

1つ目のガイダンスは、
「イノベーションを推進

すると同時に患者の検査結果が正確で意味の

用が大幅に低下するかもしれません。
この分野

の製品を市場に出すことが経済的に実現可能

なことに気づく企業が増えれば、競争も増すで

しょう。

を利用することを認めるものです。FDAが認定

この分野の企業は、新たに草案されたガイダン

販前申請については、FDAは判定の証拠が十

ラインにある製品に適合するか、検討すべきで

FDAが認定した、遺伝子変異体のデータベース

した遺伝子変異体データベースに依拠する市

ます1 。
このガイダンスには、生殖細胞の（遺伝

分であれば、特定の変異体の認定について、追

性）疾患についてのNGSベースの検査が、現在

ガイダンスにより、
この分野の製品の商品化費

臨床的妥当性について、少なくとも部分的に

あるものにするための、柔軟かつ順応性のある
規制監督的アプローチ」の概要が示されてい

のかかる
（時間もかかる）部分だったため、
この

加の科学的証拠の提出は不要であると判断す

スに示されたアプローチが、自社の開発パイプ

しょう。NGS IVD機器の開発者は、FDA認定の

データベースのベンダーとなる可能性のある
組織を特定し、一方、
データベースの所有者側

のクラスIII（高リスク）
からクラスII（中リスク）
に

ることができます。
このような情報は、申請時に

とする対象から外す可能性）
についての検討事

きるかもしれません。

まる可能性があることから、
コンプライアンス

ビジネスに大きな影響を与える可能性があり

ガイダンスが最終決定されると、NGS技術を

評価する必要があります。ただし、重要なこと

験による安全性と有効性の証明を必要とする

承認プロセスが大幅に簡素化され、FDA認定

分類が変更される可能性（市販前通知を必要

項も含まれています。
これはNGS 関連機器の

ます。
というのも、
クラス III 機器は比較臨床試
ことから、分類が変更されれば、販売までに必

要な規制プロセスをこれまでより早く完了でき

追加の臨床データを提出する必要性を排除で

使った新しいIVDテストの申請、
レビューおよび

の遺伝子変異体データベースの活用につなが

る可能性があります。
また、
このガイダンスによ

も、自分たちのデータベースの価値が大幅に高

が適切であるかを判断するために品質基準を
は、
これらはまだガイダンスの草案文書だとい

うことです。
したがって、最終版が発表されるま
でに大幅な変更があるかもしれません
（あるい

は最終版そのものが発表されないとこともあり

るからです。比較臨床試験は非常にコストがか

りメーカーの商業化戦略が変わる可能性もあ

えます）
。
しかし、
このガイダンスの草案はFDAの

免除されたクラスII機器は、FDA510（k）
の許可

より米国のほうがはるかに早く市場に投入でき

であり、
個別化された患者の治療の迅速で安全

の臨床試験は通常、開発プロセスで最もコスト

PMIの意図に非常に合致するものです。

かり、実施に数年かかるのに対し、
この試験が
申請やFDAレビューさえも要求されません。

ります。なぜなら、
この種の製品については、EU

る可能性があるからです。
さらには、
フェーズIII

最近の考え方を反映したものであることは確か

な開発を認める方針を定めたという側面もある

ガイダンスが最終決定されると、NGS技術を使った新しいIVDテストの申請、

レビューおよび承認プロセスが大幅に簡素化され、FDA認定の遺伝子変異体
データベースの活用につながる可能性があります。
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1 年先を見据えて｜ライフサイエンス分野における 2017 年の規制動向

医薬品の品質指標

FDAは品質指標に関するデータを要求する計

画で、
データの収集と提出についてのガイダン

ス2を提案しています。提案されているガイダン
スは、FDAの査察スケジュールにパラダイムシ

フトをもたらし製薬業界の近代化を促進すると
ともに、企業にプロセス改善を進めるためデー

タ分析の一層の活用を促すことになるでしょ

う。

ガイダンス案によると、FDAは製薬企業に対し

て一定のデータ提出を要求し、
そのデータに基

づき指標を計算します。
この指標はピア・ベン

チマーキング
（同業他社との比較）に使用され

る可能性があります。
これにより、FDAがリスク
評価と、患者の安全性と製品の品質に最もリス

クをもたらす施設／プロセスに焦点を当てるこ
とに役立てることができるようになるでしょう。
従来、製薬企業は自社の製造プロセスの改善

よりも規制要件の遵守を重視する向きもあり ・品質指標プログラムを導入し実行するための
ました。時にこれは製造設備の不適合による医
組織変革とリソースの確保
薬品不足を招きました。

この状況に対処するため、FDA は、科学的根拠
とリスクに基づくアプローチによる検査計画策

定に向けて動いています。主な目標は、医薬品

不足の解消、医薬品製造の近代化の促進、
そし

てFDAのリソースの効率的な利用にあります。

製薬企業は、自社の既存のシステムとプロセス

を評価し、
それらがFDA要件を遵守できるかを

・この問題に関する意識を高め、変革プログラ
プロセス

・指標データの特定、収集および標準化（会社
全体での統一するもの、米国以外の個別指標

とするもの含む）

こと

・コンプライアンス、そして必要な組織全体の変 ・データのストレージとレポーティングに使用
革をリードする経営陣の責任とコミットメント

・複雑なIT環境への対応（複数システム上の多
様なフォーマットのデータ対応含む）

ムを支える人材を蓄積・確保するためのト ・データ収集の自動化とデータの正確性・完全
レーニングの実施
性の確保

確認しなければなりません。対処が必要と思わ ・最終目標としてコンプライアンスを重視する
れる項目は次のとおりです。
のでなく、継続的な改善および監視も掲げる
人

テクノロジー

されるITシステムの検証

・複数システムや多拠点からのデータを集約す
るための単一プラットフォームの構築

・指標を計算し、継続的なモニタリングのため
のダッシュボード化

提案されているガイダンスは、製造プロセスの

近代化を促し、
コンプライアンス負荷を軽減す

ることを目的としています。標準化されたプロ
セスを導入し、必要な品質水準を維持できる企

業はFDAの査察を受ける回数が減るでしょう。

これはプロセス改善に注力する強いインセン
ティブとなります。
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1 年先を見据えて｜ライフサイエンス分野における 2017 年の規制動向

医薬品識別（IDMP）

IDMP規制は、堅牢で信頼性の高い方法で医薬

当初IDMPは2016年7月から実施される予定で ・必要なデータの大部分は非構造化ドキュメン
ト内にあるため、
ドキュメント解析能力が必要

品情報の交換を促進することを目的とした国

したが、段階的に展開される予定であり、最初

規格を指します。
これらの標準規格全体によ

イフサイエンス業界は、従わなければならない

際標準化機構（ISO）による一連の5つの標準

のIterationが2018年に実施される予定です。
ラ

になります。

第1四半期または第2四半期の予定）のを待っ

に分散しているため、マスターデータ管理

を、開発から販売承認にいたる医薬品のライフ

具体的なデータ／プロセスのルールを定める ・IDMPに必要なデータは、R&D、製造、および
EUの実施ガイドラインが発表される
（2017年
規制対応各部門内の複数の部署やシステム

な領域にまたがることから、400以上の属性と

ている状況であり、
それまでの間に多くの準備

り、規制対象の医薬品の定義、特性および識別

サイクルを通して可能とします。本質的に色ん
1,000以上のデータ項目が含まれます。

が必要です（和訳注：実施時期は2018年にず
れ込む見込みです）。中規模・大規模の医薬品

IDMPは欧州の法律と規則に支えられており、 企業の多くは、IDMP遵守に必要な範囲とタイ
EU域内で医薬品を販売するすべての企業に要

求されるものです。今後数年間に、EU以外の主
要な当局も IDMP 標準を採用する予定です。米

国の医薬品企業の大半はEU域内で製品を販
売し、通常は、研究開発（R&D）、製造、薬事の各

プロセスをグローバルで展開していることか

ら、多くの企業が複数年にわたる大規模なプロ

セス改革の取組みとしてIDMPを実装すること

になるでしょう。
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ムラインを把握するために2016年に評価を実
施しました。
主な結論

・EU のIteration 1 のタイムラインを充足するた

めには、包括的なデータ収集とキュレーショ

ンを2017 年には開始する必要があります。

(MDM) が必要になります。

・企業は、部門横断的なプロセスの変更とガバ

ナンスの拡張に向けた計画を立てなければ
なりません。

・統一された用語による製品情報リポジトリを

通じ製品データを一元的に管理することによ

り、
さまざまなビジネス上のメリットをもたら
すことになります。

1 年先を見据えて｜ライフサイエンス分野における 2017 年の規制動向

IDMPの導入は、企業にとって通常の規制遵守

イニシアティブにとどまらず、
その範囲を超えた

ものとなるべきです。
つまり、IDMPは、
ビジネス
変革と患者の健康向上をサポートする、
これま

でより効率的で統合されたオペレーティングモ
デルを導入するチャンスでもあるのです。医薬

品企業は、IDMP がもたらす付加価値を得る

チャンスとIDMPデータを利用する可能性ある
他の規制とのシナジー効果を最大化するた

運用効率向上のチャンス

・IDMP対応を、全社的なデータ管理の実践、プ

企業は、IDMPへの移行対策として、
まず詳細な

製品データ評価を行い、製品マスターデータを

ロセスそしてツール改善につなげる。

より適切に管理することで得られる
（IDMP遵守

度だけとし、各プロセス間でそのデータを再

てもよいでしょう。
その他の重要なステップとし

に情報フローを最適化する。

守の双方のニーズを満たすために必要なロー

・データ・ガバナンスを改善し、データ作成は一

利用し、
データ重複や不一致を削減するため

のメリットを上回る）
ビジネス上のメリットを見

つけ具体化し、社内で共有化することから始め

て挙げられるのは、製品データ戦略とIDMP遵

ドマップを策定すること、製品マスターデータ・

め、経営戦略のロードマップを作成する必要が

・用語の標準化とその利用を推進することで、 ガバナンスを担う組織体を立ち上げること、そ

主な課題

・構造的なコンテンツ編集管理を通じて、書類

あります。

・R&D、製造、および薬事にまたがる製品マスター
データの統一的なガバナンスモデルの開発

・一度集めたIDMPデータを何度も収集するこ

となく効率的に維持管理するプロセス設計と
導入

・IDMPプロセスを運用するための的確なテク

データ集計や分析力を向上させる。

作成プロセスにおいて、
コンテンツやデータ

の構造的な作成・再利用できる基盤を整備を
推進する。
この概念は医薬品企業において小

規模で試行されているが、現在はより広く検
討されつつある状況である。

してIDMPベンダーの動きを知ることなどです。
導入の一環として、企業は、IDMP製品データを
初回のみの収集で済ませ、維持できるような新

しいプロセスとオペレーティングモデルとはど
ういったものかを検討し、設計していかなけれ

ばなりません。
また、IDMPデータの収集、管理、

規制当局への提出を支援する技術要件を定義

し、
ツールを実装していくことも必要です。

ノロジー選択と導入

企業は、IDMPへの移行対策として、まず詳細な製品データの現状評価を行い、製

品のマスターデータをより適切に管理することにより得られる
（IDMP遵守のメリッ

トを上回る）ビジネス上のメリットを見つけ具体化し、社内で共有化することから
始めてもよいでしょう。
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1 年先を見据えて｜ライフサイエンス分野における 2017 年の規制動向

公正市場価値（FMV）

FMVは、サービスとその対価のやりとりに関わ

さらに、規制措置では、FMVを従来の範囲以外

サードパーティーの提供者を含む）に適用され

れます。たとえば最近の動きとして、臨床試験

る関係者間（医療関係者やその他の専門家、 にも適用する可能性を示唆していると考えら

るにあたり、
こうした点を考慮に入れなければ
ならないことを示唆しています。

から保険機関との関係といったさまざまな分

規制当局は、製薬企業が明確に文書化された

これらの関係は一般的なビジネス慣行であり、 係性や契約行為に幅広く適用されるとの見方

で一貫して適用することを期待しています。業

による価格が適用されないサービスと対価は、

市販後に至る専門家とのやり取り、流通業者か

る概念です。

規制当局も認識している関係です。
しかし、FMV

不適切な影響や誘引につながる、
あるいはその

野において、FMVが企業を取り巻くあらゆる関

があることがうかがえます。

ら販売パートナーに至るまで、FMVを俯瞰的に

に直面しています。世界中の市場をサポートす

ようなものであるかについて規制当局から明

つ、
その維持とモニタリングしていくという課題

クとしては、
リベートや違法な報酬、賄賂、海外

るようなFMVの手法を確立することは難しく複

腐敗行為防止法違反の疑いなどがあります。

FMVへの注目が高まった背景にはさまざまな

雑です。
データの有効性だけでなくFMVに影響

を与える要素などがマーケットにより大きく異

なるからです。とはいえ規制当局は、FMVは透

要因があり、機能特化型医薬品の増加、
グロー

明性と一定の一貫性ある手法に基づくもので

などがあります。

FMVの手法（医療専門家とのやり取り、サード

バリゼーション、サードパーティー利用の増加
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界全体で主導的な動きは、各企業が、臨床から

製薬企業は、グローバルでFMVを文書化しつ

ように思われてしまうリスクがあります。FMV以

外の支払いに関連して想定される規制上のリス

FMVの手法を持ち、
それを必要に応じて世界中

なけれ ばならず、製 造 販 売 業 者がそれぞれ
ベンダーへの対価いずれにおいても）
を確立す

捉えることを求めています。FMVの中身がどの

確な説明がないため、製薬企業ができること
は、
自分達のFMVに関わる判断、
実行、
維持状況

の文書化状況とその合理性が、
正当かつ一貫性
のもてる状態であるかを確認することでしょう。

1 年先を見据えて｜ライフサイエンス分野における 2017 年の規制動向

340B薬価設定
プログラムの改正動向

製薬企業が自社製品に設定できる価格に直接

このプログラムを管理する保健資源事業局

となった場合、ガイダンスの最終版は340B制

つかあります。2017年に大幅な改正の可能性

機関」）の双方に対し、一体的な制度適用に重

たとえば、
「 対象患者」の定義の明確化は、
メ

ログラムでしょう。
このプログラムは、製薬企業

HRSAがさまざまな行動をとった1年となり、

的な影響を及ぼす連邦政府プログラムがいく （HRSA）は、製薬企業と参加医療機関（「対象

がありつつ未確定なものは、340B 薬価設定プ

に対し、外来患者用の薬を認定されたプログラ

点おいた取組みを続けています。2016年は

度に大きな影響を与える可能性があります。

ガガイダンスの中でも、対象機関が340B割引

価格で購入できる販売量を減らす可能性が

2016年末までに最終決定することを目標にい

あります。製薬企業に大きな影響を与える可

た。政府はこのタイムラインを2017年まで延長

ます。

能性がある他の規定には以下のものがあり

ム参加医療機関に大幅に低い価格で提供する

くつかの主要な規則とガイダンスを提案しまし

件として、製薬企業は保健福祉省長官との間

する可能性があります。
しかし、規則やガイダン

提供する合意書を結ばなければなりません。

つ重大な影響があります。
（ 和訳注：大統領選

スや遡及的調整（メディケイド・ベスト・プラ

2017年初に取下げとなっています。内容修正を

-製薬企業の限定販売計画に関連する要件追加

よう求めるものです。
このプログラムへの参加条

で、
こうした低価格の医薬品を認定された機関に

・340Bプログラムは、米国の医薬品にこれまで
で最大の割引を提供するものである。

・2015年に、340B に参加した機関が支払った
医薬品への支出額は120億ドル3に達し、米国

全体の医薬品への支出額 の3％近くに上っ

た。

4

・340Bプログラムでは、製薬企業の薬価計算と
報告について特定の要件がある。

スが最終決定されると、製薬企業には直接か
挙を経て、以下に続く当ガイダンスの提案は
経て、改めて提案の動きもあるようです。）

-製薬企業による340B価格再設定と、過剰請

求分の対象機関への償還（単発の例外ケー

クティス調整など）
の定常ケース）

-HRSAの製薬企業に対する監査

提案されている主な改正には次の項目が含ま ・議会の対応 大統領選挙後、議会の共和党指
れます。
導者は、新政権の移行中に新しい規則を実施

・340B「メガガイダンス」提案されている340B

の薬価設定包括ガイダンス（「メガガイダン

ス」）は2016年9月に最終レビューのためにホ
ワイトハウスの行政管理予算局（OMB）に送

られ、現在公布を待っている段階です。2016年

11月時点のOMBの議題には、2016年12月に
最終決定することを目指すタイムラインが反

映されています。特に変更されることなく公布

することを保留するようオバマ政権に要望し
ました。
メガガイダンスの公布が延期される

場合、340B は2017年に議会レベルで議論さ
れる可能性があります。論戦が激しくなる選

挙期間の後、340B プログラムについて当局

の権限と規制を強化するような340B条項修
正を政権側が模索することも考えられます。
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1 年先を見据えて｜ライフサイエンス分野における 2017 年の規制動向

・行政上の紛争解決プロセスについての規制
HRSAは、製薬企業による過剰請求や対象機

関の重複割引、適格要件の不遵守など、製薬

企業や対象機関が紛争を解決するプロセス

についての規則も提案しています。HRSAによ

る規則案へのコメント提出期限は2016年10

月でした。提案されたプロセスでは、製薬企
業が紛争を最終的に連邦政府職員による行

政紛争解決パネルで裁定してもらうために

は、一連のステップを踏むことを要求していま

す。
このようなプロセスは、対象機関が異議を
唱える製薬企業による対象機関の監査を打

ち切ることになり、製薬企業の時間と労力を
増やすものと思われます。

まもなく最終決定されるであろうこうした規制

の変更に対応するため、製薬企業は規則とガ

イダンスの改正動向を意識しつつ、
それが自社

・薬価設定契約書（PPA) 340Bプログラムに参 ・340B上限薬価と課徴金 340Bの上限薬価に
加する製薬企業は、340B上限薬価を四半期

関する製薬企業への要求事項と製薬企業の

属書類への署名を求められます。
しかし、
この

ス案は、2016年10月、最終レビューを受ける

は、当初計画されていたオンライン報告シス

段階です。現時点のOMBのアジェンダでは、

ごとにHRSAに直接報告が要求されるPPA付

報告がいつどのように開始するのかについて
テムが、合意書の提出期限である2016年12

月31日よりかなり後にしか運用開始されない

見込みであることから、大きな混乱が生じて

います。PPA付属書類に署名して提出する場

合、製薬企業はその遵守については明確なガ

イダンスを受け取ることを条件とする旨のレ

ターも添えるべきでしょう。
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不遵守に対する課徴金を盛り込んだガイダン

ためにOMBに送られ、現在公布を待っている
最終決定のタイムラインは2016年12月が目

標とされています。
この規制では、製薬企業が

対象機関に対して過剰請求であることを知り
ながら意図的にこれを行った場合、1回につき

製薬企業に最高5,000ドルの罰金を課すと提
案されています。

の340Bプログラム遵守と、統合的な観点でポ

リシー、
プロセス、財務、
ビジネス戦略に与える

潜在的影響を評価すべきでしょう。
そのうえで、
製薬企業は、自社の現在の事業プロセスやオ
ペレーションの混乱を減らすために、直ちに変

更計画立案に着手しなければなりません。

1 年先を見据えて｜ライフサイエンス分野における 2017 年の規制動向

FDA処方薬販売促進部（OPDP）
とオフラベル

企業は、販促資料を作る際にどのような情報

製薬企業や医療機器メーカーは、
オフラベルの

訴訟結果は、FDAとOPDPの今後の決定にも影

表示や製品の効能・効果にはない情報を使用

が再定義されるかもしれません。

と主張を裏付ける実質的な臨床・医療データ

を検討する場合、刻々と変化する課題に直面し

しかし、企業は、販促資料の作成方法の変更を

料の見直し方法（内部ポリシーの規定方法）を

のガイダンスに厳密に従う必要があるのか、
そ

ればなりません。最近の事例は極めて狭い範

プロモーション
（すなわち、FDAの承認を受けた
しつつ製品プロモーションを行うこと）の問題

ます。
ここでの重要な問題は、企業は政府機関

響を与え、政府機関の法的規制権限の境界線

評価するに際して、
リスクを慎重に吟味しなけ

れとも企業の販売活動は米憲法修正第1条で

囲の使用に適用されるものであり、全体的に

のか、
という点です。

制を維持しているからです。企業が使用する資

保障された表現の自由により保障されている
多くの企業が近年のオフラベルプロモーション

料は、真正かつリスクと利益が適切にバランス

FDA）
の訴訟では、裁判所は適応外使用の資料

た資料を使用し続けた場合、企業は追加の規

このような結果を受け、今後FDAに従わない
ケースも増える可能性があり、企業は、以前は

オフラベルとされた販促資料を作成するリスク

を積極的に取りに行くかもしれません。また、
企業が、製品の承認された効能とは関係のな

い医療・臨床情報の使用を拡大するかもしれま
せん。患者や医療従事者はさらに多くの安全

性・有効性に関する情報に接することできると

いう意味では、処方医薬品のより良い利用につ
ながる可能性があります。

検討し、資料が適切に使用され配布されてい

るかを確認しなければならないでしょう。

がとれたものでなければなりません。FDAはオ

フラベルと気づいた資料については警告書を

の使用を例外的に認めました。

があるかを検証する必要があります。また、資

は、FDAはオフラベルプロモーション禁止の規

についてのFDAの権限を問題視し、FDAを相手

に提訴しています。少なくとも1件（Amarinと

が使用されているかを慎重に検討し、
その資料

送り続けるでしょう。FDAがオフラベルと分類し
制措置を受けるリスクがあります。

企業は、販促資料を作る際にどのような情報が使用さ
れているかを慎重に検討し、
その資料と主張を裏付け

る実質的な臨床・医療データがあるかを検証する必要
があります。
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1 年先を見据えて｜ライフサイエンス分野における 2017 年の規制動向

薬価と市場アクセス：
患者支援プログラム
（PAP）、
コーペイ、
コーペイ寄付および特殊医薬品

薬価と市場アクセスのプログラムの問題は、特

に製薬企業が実施している市場アクセスプロ

医療機器に関しては、透明性の強化が製造業

者と医療従事者との関係に影響を与える可能

に高額の特殊医薬品について、最近ニュースと

グラムが問題となっています。

は、既存製品の大幅な値上げや、患者の薬へ

製薬企業に対する一層の薬価抑制に対する支

が資金提供をすることはよくあるからです。

カリフォルニア州では、製薬企業の値上げに関

この状況に対し、企業は、薬価や患者アクセス

して大きく取り上げられています。主な点として
のアクセスと償還をサポートするために製薬企

業が使用するメカニズムへの疑問が挙げられ

ます。

高価格なライフサイエンス製品に関する懸念

持が超党派で広がっています。バーモント州と

して透明性を高める法律が成立し、連邦レベル
でも超党派の法案が提出されています。

性があります。医療機器の開発のために医師

を取り扱う委員会を立ち上げる
（または既存委

員会の役割や有効性を見直す）必要がありま

す。さらに、薬価設定を文書として具体化する
必要もあります。企業は、ポリシー・手続き・プ

は昔から存在し、
それがさまざまな規制要件に

他の保険に加入していない、または十分な保

セス
（そしてその結果としての一般市民からの

提供する市場アクセスプログラムに対しては、 薬価設定と市場アクセスプログラムを守ること

険に入っていない患者に対し、無料の医薬品を

ロセスを明確に文書化することにより、自らの

厳しい視線が注がれています。
コーペイ制によ

が出来るはずです。

薬企業が薬価を引き上げ続けながらコーペイ

また企業は、外部機関との関係についても改

は少数の患者グループ用に複雑な製品が売ら

ムであると見られています。

階として望ましいのは、PAPやコーペイ制度の

は、開発、製造、流通販売、そして償還におい

薬価と市場アクセスプログラムへの規制と注

つながっています。
しかし、薬の価格と市場アク
激しい抗議）に関する最近の話題は、
この懸念

をさらに高めています。

「単純な」化合物が大ヒットした時代は去り、今

れる時代になりました。こうした特殊医薬品

て、
しばしば特別な取り扱いが求められます。
こ

る患者支援プログラムも同様です。
どちらも、製

制度を通じて売上高を維持しているメカニズ

目の高まりは、製薬企業の報告負担や課され

バーモント州
れは医薬品が新しい時代を迎えたことを示し、 る罰金額の増加を招いています。

製薬企業にとっては新たな種類のリスクを生

むことになります。

製薬企業のマーケットアプローチがこの新しい

状況に対応して変化するのに伴い、
その薬価と

では、製薬企業が要求される情報を提供しな
かった場合には、
州司法長官が差し止め請求の

訴えを民事裁判所に提起し、1回の違反につき

10,000ドルの民事制裁金を課すことができます。

アクセスのメカニズムが規制当局からも市民

規制のグローバル化も製薬企業にとって新た

最大の問題であり、他にも薬価に関連する償

制度が米国に導入されるリスクがあります。

からも批判されるようになっています。薬価が
還の問題や患者の金銭的負担を一部賄うため
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な問題となる可能性があります。特に参照薬価

善すべき点がないか取り組むべきです。第一段

管理機関、あるいは製造業者が寄付している
501条（c）
（3）の関連機関との関係を評価し直

してみることです。

1 年先を見据えて｜ライフサイエンス分野における 2017 年の規制動向

世界と米国における透明性の要求

2016年の米国大統領選挙の結果（選挙キャン

サンシャイン法の廃止は、米国州の報告制度

〈ACAまたは「オバマケア」〉廃止の公約）を受

る可能性があります。現在、支払い活動（または

サンシャイン法と同様、ACAが完全に廃止され

ペーン中に強く謳われた医療費負担適正化法 （支出総額の報告の場合もあり）に影響を与え

た場合、製薬企業は医薬品サンプルの配布情

支払いデータ収集に基づく遵守宣言と監査）
の

なります。州政府のこの種の情報の報告制度は

け、同法の今後について多くの議論と憶測が飛

び交っています。その中であまり注目されてい
ない関連分野として、サンシャイン法とFDAの

医療品サンプル配布報告があります。

報告は６州で要求されています。
バーモント州、 連邦法による専占がされていないため、現行の

ミネソタ州、ネバダ州、
マサチューセッツ州、
コ

ネチカット州、
カリフォルニア州およびコロンビ

し、バーモント州の要件はACAの要件を拡大

告制度は、
サンシャイン法の成立以前から導入

で受け取れるスターターパック、
クーポン、商品

す。米国各州における支払いと価値提供の報

る）はACAの一部であり、2010年の医療費およ

されていたことから、最大の変更点は州に報告

び教育費負担適正調整法により改正されたも

まま存続します。
バーモント州は現在医薬品サ

ンプルの報告を必要とする唯一の州です。
しか

ア特別区とフロリダ州のマイアミ・デイド郡で

サンシャイン法（支払い公開制度）

支払い公開制度（サンシャイン法として知られ

報を収集し、
これをFDAに報告する必要がなく

するデータの量になるでしょう。現在は連邦法

し、患者が処方医薬品を無料または割引価格
引換券も報告対象としています。

の専占により、企業はサンシャイン法に基づき

グローバルな透明性の潮流

供」
についての詳細な情報の収集を始めること

くてもよいとされています。従って、連邦法が廃

るライフサイエンス企業に対する透明性の要求

限を2014年3月31日と設定されました。

提出するデータの量が増加し、実質的に2013

のです。2013年8月1日、“該当する”企業は、医

療専門家や医療機関への支払いや
「価値の提

を要求され、第1回目の連邦政府への報告期
支払い公開制度は、該当する企業および共同

CMSに提出したデータは州政府には報告しな

止され専占がなくなった場合、企業が州政府に
年以前の状態に戻ることになるでしょう。

購入組織（GPO）に対し、医師やティーチング・

FDAサンプル配布報告制度

提供について報告すること、また医師（または

医薬品サンプル情報を毎年4月1日まで
（第1回

ホスピタルに対する支払いやその他の価値の
その近親者）
がその企業について所有する経営

ACA第6004条は社会保障法を改正し、特定の
目は2012年4月1日）に提出することを要求す

や投資上の権益についても報告することを要

る条項を設けました。6004条では、製薬企業と

ならず、
メディケア・メディケイド・サービスセン

食品・医薬品・化粧品法（FD&C法）の下で申

求しています。
この情報は毎年報告しなければ

ター
（CMS）
がこれを収集し公開します。

ACAが廃止された場合、
このサンシャイン法が

分割され有効であり続けるか状況を注視しな

ければなりません。医薬品・医療機器業界での
透明性追求は、米国だけでなく世界的な傾向

で、米国以外の国々でも同様の法規制が導入・
検討されています。

対象医薬品の登録販売者（ADR）に対し、連邦
請・配布された医薬品サンプルの内容と量を毎
年報告することを特に要求しています。
この情

報には、医薬品サンプルを要求する医療関係

者（またはその医療関係者に代わって申請・ま

たは署名する個人）の氏名、住所、専門職資格
称号および署名が必須となります。

世界的にHCPや医療機関（HCO）
と関わりのあ
は高まっています。

・欧州では、特に透明性報告遵守のための価

値提供に関する同意マネジメントに関連し、
HCPのプライバシーが注目されている。

・カナダや他の国では、透明性報告要件の導入
についての検討が始まっている
（他国での先
例に続いて）。

・米国では、CMSが透明性報告の改正を検討し
ているが、
これはライフサイエンス企業やGPO

に対し、HCPへの価値の提供を追跡・記録・報
告する負担を増やしかねない。

支払い公開プログラム下で、価値の提供につい

て数年間報告を行うライフサイエンス企業は、
CMS（または、司法省：DOJ、監察総監室：OIG

および州政府）
による支払い公開データ監査に
備えることに重点を置くようになりました。
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1 年先を見据えて｜ライフサイエンス分野における 2017 年の規制動向

チャールズ・グラスリー上院議員（共和党）
とリ

コ・メディカル
（mid-level practitioner）
のデー

は、提供者支払いサンシャイン法案なる新法案

るマスターデータ提供者を通じて入手し検証す

より求められているHCPの範囲を、上級実践看

す。特に、
マスターデータのベンダーにとって、

ます。さらに、コネチカット州では、2017年に

目で、
これらマスターデータソースを一層充実さ

チャード・ブルメンタール上院議員（民主党） タを、HCPとHCOについての従来型情報源であ
を提出しました。
これは、現行サンシャイン法に

ることについては、非常に多くの課題がありま

・データの収集・報告プロセスの合理化努力を

促すことについて
（CMSの支払い公開ポータ

ルのアカウント管理についての変更手続きも
含め）。

情報を標準化し報告の正確性を向上させる名

こうした規制改正は、情報を識別し、追跡し、

ナース・プラクティショナーについての報告も

せる必要性を訴求していくことは難しいと思わ

れがあります。また、初期段階から（ニーズ評

は7月1日とされました。

ダーからの情報で補完したり、関係のある個人

プライバシー関連法や同意マネジメントに関連

成したりする必要が生じることになります。

護師（APRN）などにも拡大する内容となってい
要求する制度が施行され、第1回目の報告期限

する規制ガイダンスの進展は、同意の取得、同

CMSに報告する製薬企業の負担を増やすおそ

れます。企業も同様に、自社データを他のベン

価、HCP支払いのための標準化かつ精緻な

について独自の提供対象先マスターデータを作

性を適切に管理し、
将来の検索と利用のために

FMV価格、
サービス契約の文書化を通じ）関係
証拠書類を保管する必要性が高まるでしょう。

意決定の記録の保管、全体報告と個別報告、
そ

米国では、CMSが、現在検討しているの多数の

監査の結果が良くなかった場合の影響として

に影響を与えます。

バックを求めています。それには以下のような

調査、企業倫理協定（CIA）の義務付け、虚偽請

して自動更新の契約条件などさまざまな分野
ライフサイエンス企業は、CMSの支払い公開

ポータルに提出したデータが監査の対象とな

り、改良のための規制措置や要件につながる

規制改正について、業界のコメントとフィード
項目が含まれます。

報告制度が始まって3年目に入りますが、業界
れる）企業、異常値や記録欠如の件数が多い企

業、または適応外使用の販売やリベートの支

払いを行っていると確定できる企業に対し、
CMSが近く何らかの措置を講じるのではない

かとの観測が広まっています。

CMSやコネチカット州により課される追加の報

告要件は、企業によるHCPへの価値の提供に

ついて正確で完全なデータの収集を徹底する

よう求めており、企業の負担を増やします。
こう

した追加の報告により、企業と処方者（医師以
外も含めて）
との関係を規制当局がこれまで以

上に知ることとなり、当局の見ることが出来る

データが増えることから、
監査が行われる可能性
がこれまで以上に高まることになるでしょう。

ティーチング・ホスピタルを識別するさまざま

な方法の定義について。CMSはこの点に関して

現状。

・製薬企業との関係をより正確に分類するため

に、現在のリストよりも支払いタイプの分類を
増やすことについて。

・過去の価値提供について製薬企業に報告義
務が生じる期間を定めること。

・報告すべき取引や対象となる製品の有無に
かかわらず、
すべての企業を報告者として登
録することを要件化することについて。

・情報をアップロードするスケジュールを、年に

1回から報告年度中随時行うように変更する

ことについて。

の罰金などが挙げられます。加えて、企業の評
判が傷つくことにもつながりかねません。

ライフサイエンス企業は、HCPとの関わりがも

たらすビジネス上の価値と報告のためのコス

トを慎重に比較し、
すべての要件を遵守できる

よう適切なリソースを獲得しなければならない
でしょう。また、契約開始そしてHCPの選択か

ら、
プロジェクト完了（コンプライアンス監査も

含めて）に至るまでのすべての段階でプロセス

が文書化されていることを確認する必要があ

ります。

製薬企業は、
コ・メディカルが含まれるよう、自

社の提供先マスターデータの改善を検討しよ

うと考えているかもしれません。
その場合、関係

する個人に対し、適切な関わり方やデータ取得

についてのトレーニングが必要になります。ま

た、発生するやり取りや関連するHCPのデータ
を記録するためにシステムの更新が必要にな

・医療従事者経営の販売業者（POD）を定義し、 るでしょう。
報告すべきデータを決定することについて。
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求取締法やリベート取締法違反に関連した訴

・製薬企業にとっても対応中の課題であるが、 追延期合意（DPA）その他のペナルティや高額

可能性が高まっている状況に直面しています。 あまりガイダンスや指示を提供していないのが

では、報告を怠った（あるいはいつも報告が遅

考えられることとしては、DOJ／OIGによる追加

1 年先を見据えて｜ライフサイエンス分野における 2017 年の規制動向

戦略的リスクに焦点を当てた
コンプライアンスの簡素化
現代のビジネスは、迅速な行動と革新が求め

務を行い、
コンプライアンス組織がそれをチェッ

やりがいのある戦略上のリスクへの取り組み
につなげられます。

られます。
しかし、
コンプライアンスはしばしば

クし、問題が既に発生した後になってそれを特

よってはイノベーションの障壁と捉えられてい

を浪費するというものでした。
このアプローチ

コンプライアンスを簡素化し、高度な分析を通

いくことはできません。

つあります。

コンプライアンスはますますビジネスプロセス

品質管理やコンプライアンスを役割とする組織

リアルタイムに検出され、他に影響が及ぶ前に

ることを迫られています。

さもなければ競争に
ルタイムなコンプライアンスへの第一歩として、 れる姿勢が求められます。

ビジネスのスピードを遅くさせるもの、場合に

ます。
この懸念に対し、
プロセスの自動化により

じてリスクを見極めようとする傾向が高まりつ

は、次のような行動によりその業務価値を高め

・事後チェックから、コンプライアンスと品質に
関するイベントをリアルタイムで検出し解決

することへ移行していくこと

・リスクを予測するインサイトを提供すること

・米国外での活動と品質イベントの可視化を
高めること

・品質管理やコンプライアンスについてのオー
ナーシップをとれるよう米国外の市場に権限
移譲していくこと

ライフサイエンス業界では、従来、事象が発生

してからの品質管理やコンプライアンス確保
に重点が置かれてきました。
企業が何かしらの業

定し、
その是正のために貴重な時間とリソース

にはコストが掛かるとともに、もはや持続して

に組み込まれるようになってきており、問題が

修正がなされるようになりつつあります。
リア
組織はビジネス組織全体で品質管理とコンプ

ライアンスを標準化し、統一性の実現が手始め

となるでしょう。次に標準化されたプロセスの
上に自動アルゴリズムを重ねることで、
リアル

タイムなコンプライアンスの監視と是正の実現
につながっていきます。

標準化と自動化により、
コンプライアンス担当

部門は効果的に、時間とリソースを無駄にする

ことなくビジネス部門が
「1回で正しくやる」
とい

また、標準化されたプロセスと自動化は、米国

外の市場
（米国よりもコンプライアンスにかけら

れるリソースが少ない市場）
でも威力を発揮し、

これらの市場においても可視化に役立つ豊富な
データを高度な分析により得ることができます。

今日、企業にはこれまで以上に新たなイノベー

ションについて検討し、それをすばやく取り入

後れを取るリスクに直面します。
ビジネスにとっ

て、
リスクとうまくつきあうために、
コンプライア

ンス組織は次の項目を検討すべきでしょう。

・ビジネス部門とマーケットを俯瞰し、コンプラ
イアンスのプロセスを標準化する機会を見い
だしていく。

・コンプライアンスプロセスに自動化を組み込
んでいく。

う成果をサポートすることができます。
コンプラ ・ビジネス部門とマーケットを俯瞰したインサ
イアンス体制が標準化され自動化されれば、
コ
イトを得るべくアナリティクスを強化する。
ンプライアンス担当部門は、使われていなかっ
た従業員の創造性を新たなイノベーション
（特

にモバイル、クラウドコンピューティング、積層

造形など）
に向けることができ、難しいながらも

・コンプライアンス運用モデルを予防型リスク
管理に重点を置いたものに再設計していく。
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展望
規制動向という面において、2017年は例年以上に不確実性の高い年になりそうで

す。
この変動の大きい予測困難な環境にあって、
ライフサイエンス企業は、最新の規

制動向に絶えず精通していけるよう特に気を配り、同時にこれまで通り、現行法規

の遵守に向け、必要なことをすべて実施すべきです。

デロイト規制戦略センター（米国）
では、
この1年を通じて、新たな規制動向の展開
とともにそのモニタリングおよび分析を継続的に実施していくつもりです。
最新のニュース、動向および知見については、

デロイトのウェブサイトwww.deloitte.com/us/about-dcrsamericas（英語サイト）
をご覧ください。
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巻末注
1. “Use of Standards in FDA Regulatory Oversight of Next Generation Sequencing (NGS) ‒ Based In Vitro Diagnostics (IVDs) Used for Diagnosing

Germline Diseases
（生殖系疾患の診断に使用される次世代シーケンシング
（NGS)に基づく体外診断（IVD）
に関するFDA規制監督における標準規格の適用）”
（2016年7月8日）は、以下のサイトで入手可能。
http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM509838.pdf

2. “Submission of Quality Metrics Data: Guidance for Industry（ 品質指標データの提出：業界向けガイダンス）” 米保健福祉省、米国食品医薬品局
（2016年11月）。以下のサイトでダウンロード可能。
http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm455957.pdf

3. “340B Purchases Hit $12 Billion in 2015—and Almost Half of the Hospital Market（340Bプログラムによる購入額、2015年は年間で12億ドルに⸺
病院市場のほぼ半分）” Drug Channels（2016年2月23日）。
http://www.drugchannels.net/2016/02/340b-purchases-hit-12-billion-in.html

4. Peter Loftus “US Drug Spending Climbs（米国の医薬品支出高急増）”ウォールストリート・ジャーナル（2016年4月14日）。
http://www.wsj.com/articles/u-s-drug-spendingclimbs-1460606462
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