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はじめに 
近年、科学技術の進歩に伴い、遺伝子組換え技術を応用した遺伝子治療用製品、遺伝子導入

したヒト加工細胞製品、感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチン等が開発され、その数も多
くなってきている。また、SARS-CoV-2 による感染症の発症予防を目的とするワクチンとしても、組換え
ウイルスベクターを用いた組換えウイルスワクチンの開発が進められている。遺伝子治療用製品等や遺伝
子組換え生ワクチンは、その種類や特性、臨床上の適用方法が多様であり、また、本分野における科学
的進歩や経験の蓄積は日進月歩である。そのため、個々の製品の開発において、特に臨床試験の実
施や評価に際してはケース・バイ・ケースで柔軟に対応することが必要である。 
これら遺伝子治療用製品等や感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンを開発するにあ

たっては、医薬品と同様に医薬品医療機器法や ICH ガイドライン等を参照する必要がある。加えて、遺
伝子組換え生物（LMO: Living Modified Organism）として取り扱われることになるため、国際的
な規制である「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」（以下、カルタ
ヘナ議定書と略）とこの議定書に基づき日本では国内法として定められた「遺伝子組換え生物等の使
用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（以下、カルタヘナ法と略）を遵守する必要が
ある。LMO を開放系（第一種）で使用する場合には使用規程について、閉鎖系（第二種）で使用
する場合には必要に応じて拡散防止措置について、それぞれ厚生労働大臣の承認又は確認を受けた
上で、治験計画の届出を行う必要がある。 
過去、日本において遺伝子治療用製品等や感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンの

治験を開始する際には、事前に「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針」への
適合性について薬発第1062号通知に基づき厚生労働大臣の確認を得る「適合確認申請制度」が存
在していたが、「遺伝子治療用医薬品における確認申請制度の廃止について」（平成 25年 7月 1日 
薬食発 0701第 13号厚生労働省医薬食品局長通知）をもってこの制度が廃止された。現在ではレ
ギュラトリーサイエンス（RS）戦略相談の「再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談」でこれ
を代替することとなっている。なお、日本で治験を開始できるようにするためにこの相談の実施は必須でな
いが、初回治験計画届の 30 日調査をスムーズに行うためには、RS 戦略相談等を利用して PMDA と
相談し、助言を得ておくことが望ましい。 
以上のように、遺伝子治療用製品等や感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンでは医

薬品医療機器法だけではなく、カルタヘナ法も遵守して開発を進める必要がある。しかし、これら製品の
開発経験が少ない企業にとってはこれらの手順、特に、日本で治験を開始するまでの手順について不慣
れな場合も少なくない。そこで本書では、遺伝子治療用製品、遺伝子導入したヒト細胞加工製品、感
染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチン等の開発経験が少ない企業が、現在の規制に従って、
日本で初めて行う治験をスムーズに開始するため、参考となる通知や手順、留意点等を取りまとめて紹
介したものである。なお、本書の内容は 2020年 12月時点の内容・状況を反映したものであることを留
意されたい。 
治験開始のために求められる情報や成績は、開発しようとする個々の製品の特性によって異なってく

る。また、遺伝子治療の分野における科学技術の進展はめざましく、現状の日本の制度や規制ではカバ
ーできない部分が存在し、FDA や EMA の動向を参考に開発をすすめなければならないケースも想定さ
れる。このような場合には、できるだけ開発初期の段階から医薬品医療機器総合機構（PMDA）の相
談業務等を利用して、助言や指示を得ながら開発をすすめることが合理的であると考えられる。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/cartagena.html
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000097
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000097
https://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/strategies/0005.html
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1. 総則 
1.1. 目的 
本書は、遺伝子治療用製品等（再生医療等製品のうち遺伝子治療用製品及び遺伝子導入した

ヒト加工細胞製品）並びに感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンを現行の規制（医薬
品医療機器法、カルタヘナ法、ICHガイドライン、遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確保に関
する指針 等）の下で開発し、本邦においてよりスムーズに治験を開始することができるよう、関連する規
制や留意事項を記したものである。 
 
1.2. 適用範囲 

1） 遺伝子治療用製品 
 プラスミドベクター製品 

 目的遺伝子を搭載したプラスミドで、患者体内での遺伝子発現により産生された目的タ
ンパク質により疾患の治療を行う。国内での開発例として、下肢動脈閉塞性疾患を対
象とした HGF プラスミドなどがある。 

 ウイルスベクター製品 
 ウイルスが細胞に感染する機構を利用した遺伝子導入法。特異的受容体を介して細胞

へ感染し（特異的受容体を発現していない細胞には感染しない）、目的タンパク質を
産生することにより疾患の治療を行う。 
 非増殖性ウイルスベクター：レトロウイルス、アデノウイルス、レンチウイルス、アデノ 

随伴ウイルス（AAV)､センダイウイルス等 
 増殖性ウイルスベクター：腫瘍溶解性ウイルス等 

 遺伝子発現治療製品（プラスミドベクター製品、ウイルスベクター製品、自然変異株の腫瘍
溶解性ウイルス製品を除く） 
 非ウイルスベクターを介して遺伝子導入を行い、目的タンパク質を産生することにより疾患

の治療を行う。 
 バクテリアベクター：遺伝子改変した細菌 
 遺伝子組換え腫瘍溶解性ウイルス製品 

2） 遺伝子導入したヒト加工細胞製品（例 CAR-T療法等） 
3） 感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチン（例 組換えデングウイルスワクチン等） 
4） ゲノム編集技術を用いた遺伝子治療用製品等 
 in vivo ゲノム編集製品（直接、体内に投与して体内でゲノム編集を行うための製品） 

① ゲノム編集遺伝子治療用製品（ゲノム編集に用いる酵素タンパク質（以下、「ゲノム編
集酵素」という。）を発現させるウイルスベクター又はプラスミドベクターを主成分とする製
品） 

② ゲノム編集 mRNA 製品（ゲノム編集酵素を発現させる mRNA を主成分とする製
品） 

http://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0070.html
https://www.pmda.go.jp/files/000230508.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000230508.pdf
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 ex vivo ゲノム編集製品（ゲノム編集ツールにより体外で遺伝子改変した細胞であり、体内
に投与するための製品） 
 ゲノム編集細胞加工製品（ゲノム編集ツールにより体外で遺伝子改変したヒト細胞加

工製品）  
 ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち、最終的に得られた生物に細胞外で加工し

た核酸が含まれていないものはカルタヘナ法の規制の対象外 
 
2. 治験開始までに留意すべき規制等 
2.1. 概要 
医薬品医療機器法において、遺伝子治療用製品及び遺伝子導入したヒト加工細胞製品は再生

医療等製品に、感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンは医薬品にそれぞれ区分される。 
「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針」への適合確認申請制度の廃止に

伴い、これら再生医療等製品等及び感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンの「遺伝子治
療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針」への適合性確認は、RS 戦略相談の「再生医療
等製品等の品質及び安全性に係る相談」を利用して相談することとなった。本相談は治験計画の届出
を行う前に当該製品の品質及び安全性に係る十分な確認を行う目的で行うことが主旨であり、日本で
治験を開始するために必須のプロセスではなくなった。しかしながら、初回治験計画届（30 日調査）に
おける審査を円滑にし、予定通りに治験開始するためには、「再生医療等製品等の品質及び安全性に
係る相談」を利用して PMDA とのコミュニケーションを早期から開始しておくことが望ましい。 
加えて、これらの製品の内、プラスミドベクター、ヒトの細胞等あるいは個体及び配偶子を除いた分化

する能力を有する又は分化した細胞等以外は、カルタヘナ法において遺伝子組換え生物（LMO：
Living Modified Organism）として取り扱われる。治験において LMO として当該製品を使用するに
あたっては、カルタヘナ法に基づき開放系（第一種）での使用規程や、必要に応じて閉鎖系（第二種）
での拡散防止措置について、初回治験計画届の提出前に厚生労働大臣の承認あるいは確認を得てお
く必要がある。 
その他、ゲノム編集技術を用いた遺伝子治療用製品等を含めて、これら製品の開発にあたっては、

以下の情報についても留意する必要がある。 
 

 ICH ガイドラインや ICH の見解（生殖細胞への遺伝子治療用ベクターの意図しない組み込みリス
クに対応するための基本的な考え方、ウイルスとベクターの排出に関する基本的な考え方、腫瘍溶
解性ウイルス） 

 製品開発 
 生物由来原料基準 
 ヒト又は動物由来成分を原料として製造される医薬品等の品質及び安全性確保について

（平成 12年 12月 26日 医薬発第 1314号） ＊別添 2は、平成 20年 9月 12日 
薬食発第 0912006号通知で廃止。 

http://www.pmda.go.jp/files/000206061.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000206061.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000206059.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000206060.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000206060.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/seigenki_genko.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205395.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205395.pdf
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 ヒト（自己）由来細胞や組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性の確保
について（平成 20年 2月 8日 薬食発第 0208003号）  

 ヒト（自己）由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針に係る
Q&A について（平成 20年 3月 12日 事務連絡） 

 ヒト（同種）由来細胞や組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性の確保
について（平成 20年 9月 12日 薬食発第 0912006号）  

 ヒト（同種）由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針に係る
Q&A について（平成 20年 10月 3日 事務連絡） 

 ヒト（自己）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について（平成 24年 9
月 7日 薬食発 0907第 2号） 

 ヒト（同種）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について（平成 24年 9
月 7日 薬食発 0907第 3号） 

 ヒト（自己）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について（平成 24
年 9月 7日 薬食発 0907第 4号） 

 ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について（平成 24
年 9月 7日 薬食発 0907第 5号） 

 ヒト ES細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について（平成 24年 9月 7日 薬
食発 0907第 6号） 

 再生医療等製品（ヒト細胞加工製品）の品質、非臨床試験及び臨床試験の実施に関す
る技術的ガイダンス（平成 28年 6月 27日 事務連絡） 

 医薬品等におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いについて（令和 2年 3
月 23日薬生発 0323第 1号） 

 ゲノム編集技術を用いた遺伝子治療用製品等の品質・安全性等の考慮事項に関する報告
書（令和 2年 2月 7日 事務連絡） 

 遺伝子導入細胞の製造に用いられた非増殖性遺伝子組換えウイルスの残存に関する考え
方について（令和 2年 12月 10日付け事務連絡） 

 
なお、再生医療等製品で考慮すべき通知、事務連絡、資料等については、新たなものが発出された

り、改訂される場合があるので、最新のものであることを確認するなどして利活用する必要がある。PMDA 
再生医療等製品のページにこれらの情報は整理して掲載されており、参考とすることができる。 
一方、感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンにおいては「感染症予防ワクチンの臨床

試験ガイドライン」（平成 22年 5月 27日 薬食審査発 0527第 5号）ならびに「感染症予防ワク
チンの非臨床試験ガイドライン」について（平成 22年 5月 27日 薬食審査発 0527第 1号）に加
え、これらのガイドラインを補完し、組換えウイルスワクチンの開発に特有の品質、非臨床及び臨床評価
に関する留意点を示した「感染症の予防を目的とした組換えウイルスワクチンの開発に関する考え方」が
参考情報として PMDA ホームページに公開されている。また、トラベラーズワクチンとして開発されるもの
については「トラベラーズワクチン等の臨床評価に関するガイダンス」（平成 28 年 4 月 7 日 薬生審査

https://www.pmda.go.jp/files/000205396.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205396.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205397.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205397.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205398.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205398.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205399.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205399.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205400.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205400.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205401.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205401.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205402.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205402.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205403.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205403.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205404.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205404.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000212850.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000212850.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000234621.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000234621.pdf
https://www.jsrm.jp/cms/uploads/2020/03/2f380ab5b659e6a3e116cf232afff2a1.pdf
https://www.jsrm.jp/cms/uploads/2020/03/2f380ab5b659e6a3e116cf232afff2a1.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000238072.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000238072.pdf
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/ctp/0007.html
http://www.pmda.go.jp/files/000208196.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000208196.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000208184.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000208184.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000226581.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000211988.pdf
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発 0407 第 1 号）が発出、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチンにおいては「新型コロナウイ
ルス（SARS-CoV-2）ワクチンの評価に関する考え方」（令和 2 年 9 月 2 日 医薬品医療機器総
合機構ワクチン等審査部）が PMDA ホームページに掲載されており、これらについても参照する必要が
ある。 

 
2.2. カルタヘナ法 

 
図 2-1  カルタヘナ法の体系 

（バイオインダストリー協会 カルタヘナ法ガイドブックより転載） 
 

2.2.1. カルタヘナ法の対象 
カルタヘナ法では、遺伝子組換え技術又は異科間細胞融合技術を用いて得られた核酸を有する

「生物」を規制の対象としている。 
遺伝子治療の臨床研究に用いられるか否かにかかわらず、法第２条第２項に掲げられているとおり、

① その作製過程において細胞外での遺伝子組換え技術を応用して得られる生物（ウイルス、ウイロイ
ドを含む）若しくは、② 異なる「分類学上の科」に属する生物の細胞を融合させて得られる生物（異
科間のハイブリドーマ等）と定義されている。 
ただし、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規

則」（平成 15年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第１号。
以下「法施行規則」という）第１条～第３条において、下記 1）～５）のいずれかに該当する場合
は、法の適用対象外とされている。 
1） ヒトの細胞又は組織等の細胞群（以下「細胞等」という）を、遺伝子組換え技術又は細胞融合

技術の応用により改変したものである場合 

https://www.pmda.go.jp/files/000236327.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000236327.pdf
https://www.jba.or.jp/pc/archive/pdf/H18_8_karutahena.pdf
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2） 分化能を有する若しくは分化した細胞等（個体及び配偶子を除く）であって自然条件において個
体に成育しないものを、遺伝子組換え技術又は細胞融合技術の応用により改変したものである場
合 

3） 細胞に人為的に移入する核酸が、(a)「当該細胞が由来する生物と同一の分類学上の種」に属す
る生物の核酸である場合、若しくは(b)自然条件において「当該細胞が由来する生物の属する分
類学上の種」との間で核酸を交換し得る「種」に属する生物の核酸である場合 

4） ウイルス又はウイロイドに人為的に移入する核酸が自然条件において当該ウイルス又はウイロイドと
の間で核酸を交換し得るウイルス又はウイロイドの核酸である場合 

5） 交配等従来から用いられている技術を用いて、異なる「分類学上の科」に属する生物の細胞を融
合させる場合 
なお、被験者に投与される遺伝子組換えウイルス（例えば、ウイルスベクターを用いて遺伝子導入を

行う場合）はカルタヘナ法の適用対象となるが、プラスミド DNA は非生物として取扱い、適用対象外と
なる。 
 
2.2.2. カルタヘナ法の対象となる手続き 
遺伝子治療に関する LMOの使用にあたって必要となるカルタヘナ法関連手続きを図 2-2 に示す。 

 
図 2-2 カルタヘナ法の関連手続き 
（PMDA ホームページより転載） 
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なお、2019年 4月より PMDAによるカルタヘナ法関連の相談業務（対面助言、事前面談）が開
始されている。当該相談制度の概要については 2.2.9 項に述べる。また、利用方法の詳細については、
PMDA ホームページの「カルタヘナ法関連の相談業務について」が掲載されているので参考にする。 

 
第一種使用等と第二種使用等 
 第一種使用等：環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する処置を執らずに行う使用等

（プラスミドベクターを除いたベクターを用いた遺伝子治療及び遺伝子組換えワクチン接種を含む）
をいう。主務大臣（治験実施のための第一種使用等では、厚生労働大臣と環境大臣）の承認
が必要 

 第二種使用等：環境中への遺伝子組換え生物等（プラスミドベクターを除くベクターを用いた遺
伝子治療及び遺伝子組換えワクチン接種を含む）の拡散を防止する意図をもって行う使用等で
あって、そのことを明示する等の措置を執って行うもの 
 拡散防止措置が下記の省令によって定められており、その措置を行うことが義務付けられてい

るもの（研究開発目的にあっては各大学・研究機関などでの機関実験（執るべき拡散防止
措置が研究開発二種省令で定められている実験）又は産業利用目的にあっては GILSP
（Good Industrial Large Scale Practice、告示に掲載されている遺伝子組換え微生
物）は、主務大臣による確認が不要。なお、GILSP に相当する基準を満たす遺伝子組換え
微生物であっても告知されていないものについては主務大臣による確認が必要である。 

 省令に定められていない実験〔大臣確認実験（執るべき拡散防止措置が研究開発二種省
令で定められていない実験（大臣確認が必要）〕、産業利用（GILSP告示に掲載されてい
る GILSP遺伝子組換え微生物以外の遺伝子組換え生物の第二種使用等）など、主務大
臣による確認が必要。 

 第二種使用等の例：培養施設での遺伝子組換え微生物の培養 (組換えウイルスベクター
の製造)、遺伝子組換え生物等の保管、運搬、細胞調製施設（CPC）等における遺伝子
組換え生物等の使用等 (ex vivoで患者細胞に遺伝子を導入)等 

なお、LMO の第二種使用等に適用される省令は、その使用目的（段階）が産業利用である場合
には産業利用二種省令（遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執
るべき拡散防止措置等を定める省令（平成 16年 1月 29日 財務省・文部科学省・厚生労働省・
農林水産省・経済産業省・環境省令第 1号））に準ずることになるが、使用目的（段階）が研究開
発である場合には研究開発二種省令（研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に
当たって執るべき拡散防止措置を定める省令（平成 16年 1月 29日 文部科学省・環境省令第 1
号））に準ずることになる。申請する管轄官庁が異なるので留意すること。 

管轄官庁 使用の例 
文部科学省 治験薬又は医薬品として用いない場合での LMO の製造、調製、LMO を用いた非臨

床試験等 (研究段階での第二種使用等に該当) 
厚生労働省 治験薬又は医薬品を国内で製造する場合や品質試験を国内で実施する場合等 

(産業利用段階での第二種使用等に該当) 

https://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/cartagena/0001.html
https://www.pmda.go.jp/files/000160368.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160368.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160368.pdf
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/data/anzen/syourei_02.pdf
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/data/anzen/syourei_02.pdf
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/data/anzen/syourei_02.pdf
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図 2-3  遺伝子組換え生物等の法律上の位置づけを調べる簡易チャート 

（バイオインダストリー協会 カルタヘナ法ガイドブックより転載） 

https://www.jba.or.jp/pc/archive/pdf/H18_8_karutahena.pdf
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2.2.3. GILSP遺伝子組換え微生物 
GILSP（Good Industrial Large Scale Practice）遺伝子組換え微生物とは、GILSP区分

の品目として第二種使用等の大臣確認を受けた品目のうち、特殊な培養条件下以外では増殖が制限
されること、病原性がないこと等のため最小限の拡散防止措置を執ることにより使用等をすることができる
ものとして財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が定めるものであ
る。厚生労働省と経済産業省のGILSP遺伝子組換え微生物告示（遺伝子組換え生物等の第二種
使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号に基づき
厚生労働大臣が定める GILSP 遺伝子組換え微生物（平成 16 年 2 月 19 日 厚生労働省告示
第 27 号、最終改正：平成 27 年 6 月 23 日 厚生労働省告示第 298 号；遺伝子組換え生物
等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第
一号に基づき経済産業大臣が定める GILSP 遺伝子組換え微生物 平成 16 年 1 月 29 日 経済
産業省告示第 13 号、最終改正：平成 30 年 3 月 12 日 経済産業省告示第 29 号）の別表に
記載されている宿主、ベクター、挿入 DNA 等を組み合わせて構成された遺伝子組換え微生物のことで
ある。GILSP 遺伝子組換え微生物の使用等を行う場合は、事業者は産業利用二種省令に定められ
た拡散防止措置を執ればよく、厚生労働大臣に対して第二種使用等拡散防止措置に関する確認申
請を行う必要はない。 
一方、GILSPに相当する基準を満たす遺伝子組換え微生物であっても告知されていないものや

GILSP告示に該当しない遺伝子組換え微生物の使用等を研究開発（臨床研究を含む）の段階で
行う場合には文部科学大臣に対して、治験～承認後の段階で行う場合には厚生労働大臣に対して、
第二種使用等拡散防止措置に関する確認申請を行い、当該主務大臣からの確認文書を取得する。
なお、治験開始前の効力を裏付ける又は安全性を確認するための非臨床試験は、「研究開発等に係
る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成16
年1月29日文部科学省・環境省令第1号）」に基づき大臣確認の要否を確認し、文部科学大臣によ
る確認が必要なものについては、文部科学大臣に対して第二種使用等拡散防止措置に関する申請を
行い、大臣確認を得ることになる。また、別表に記載されたベクター及び挿入DNAを一部改変して得ら
れたもののうち、機能上の性質に変化が認められない場合にもGILSP遺伝子組換え微生物に該当する
とみなすことができる場合がある。 
なお、最新の GILSP 遺伝子組換え微生物リストについては（財）バイオインダストリー協会が作成

している微生物産業利用支援データベース（ダイアム）から確認が可能である。 
GILSP 告示への収載については、GILSP 区分の品目として第二種使用等の拡散防止措置の確

認を受けた品目であって、GILSP 告示に収載されていない品目について、新たに得られた科学的知見
等により、申請者からの GILSP 告示への収載の希望や、既に GILSP 告示に収載されている品目につ
いて、収載内容の変更の希望を受け付ける事になっている。これらの希望がある場合は、GILSP 告示の
一部を改正する件について（平成 27 年６月 23 日 薬食発 0623 第２号）に従って、「収載希望
書（別紙様式）」や「申請時の第二種使用等拡散防止措置確認申請書の様式第一及び宿主、ベク
ター及び供与核酸に関する部分の別紙の写し」等の資料を厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審

https://www.pmda.go.jp/files/000206405.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206405.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206405.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206405.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/gilsp_list12rev1.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/gilsp_list12rev1.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/gilsp_list12rev1.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/gilsp_list12rev1.pdf
http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n901_01.pdf#search='%E5%B9%B3%E6%88%9016%E5%B9%B41%E6%9C%8829%E6%97%A5%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9C%81%E3%83%BB%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81%E4%BB%A4%E7%AC%AC1+%E5%8F%B7'
http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n901_01.pdf#search='%E5%B9%B3%E6%88%9016%E5%B9%B41%E6%9C%8829%E6%97%A5%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9C%81%E3%83%BB%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81%E4%BB%A4%E7%AC%AC1+%E5%8F%B7'
http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n901_01.pdf#search='%E5%B9%B3%E6%88%9016%E5%B9%B41%E6%9C%8829%E6%97%A5%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9C%81%E3%83%BB%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81%E4%BB%A4%E7%AC%AC1+%E5%8F%B7'
https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/diam-microbe/desc.html
https://www.pmda.go.jp/files/000206404.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206404.pdf
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査管理課（医薬品、医薬部外品又は化粧品の場合）又は医療機器審査管理課（医療機器、体
外診断用医薬品又は再生医療等製品の場合）に提出する必要がある。なお、提出された資料の内
容について、厚生労働省又は PMDA から照会を受ける場合がある。 
 
【参考となる法律・通知等】 
 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置

等を定める省令別表第一号に基づき厚生労働大臣が定める GILSP 遺伝子組換え微生物（平
成 16年 厚生労働省告示第 27号） 

 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置
等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定める GILSP 遺伝子組換え微生
物(最終改正：令和元年１０月１０日経済産業省告示第９９号) 

 GILSP 告示の一部を改正する件について（平成 27年６月 23日 薬食発 0623第２号） 
 

2.2.4. 第一種使用等の承認に関する審査 
第一種使用等とは、施設、設備その他の構造物の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生

物等の拡散を防止するための措置を執らないで当該製品を使用することである。遺伝子治療用製品等
や感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンの開発では治験が該当する。第一種使用等を
行おうとする場合は、主務大臣である厚生労働大臣及び環境大臣による大臣承認が必要となる。 
第一種使用等の申請には、①遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保

に関する法律施行規則（平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・
環境省令第１号）第７条により定められている承認申請書、②遺伝子組換え生物等の第一種使用
等による生物多様性影響評価実施要領（平成 15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産
省・経済産業省・環境省告示第２号）に基づいた生物多様性影響評価書、及び③その他主務省令
で定める書類、が必要となる。 表 2-1 に遺伝子治療の臨床使用（臨床研究・治験）に係る第一種
使用規程の承認申請等に必要な書類等についてまとめた。 
 

表 2-1 第一種使用規程の承認申請時（第４条関係・第９条準用） 

書類名 様式 
（法令上） 記載事項 関係条文 

第一種使用規程
申請書 有 氏名、住所、第一種使用規程 

法第４条第２項、同３項 
省令第７条、８条 
様式第１ 

生物多様性影響
評価書 有 

遺伝子組換え生物等の種類ごとに
その第一種使用等による生物多様
性影響について主務大臣が定めると
ころにより評価を行い、その結果を記
載 

法第４条第２項 
告示第２号 

その他主務省令
で定める書類 無 

承認を受けようとする者による生物多
様性影響の効果的な防止に資する
措置の内容を記載した書類（主務
大臣が必要と認めた場合に限る。） 

法第４条第２項 
省令第６条 
告示第１号第１ １（１） 

https://www.pmda.go.jp/files/000206405.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206405.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206405.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/gilsp_list15.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/gilsp_list15.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/gilsp_list15.pdf
http://www.japal.org/wp-content/uploads/mt/pdf/notice/20150623_0623-2.pdf
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なお、当該承認申請を行うに当たっては、以下の点に留意する。 
 

 当該遺伝子治療用製品等が再生医療等製品に該当するかどうかにかかわらず、遺伝子組換えを
行ったウイルス等を不活化せずに用いる製品については、遺伝子組換え生物等含有製品に該当す
る。治験を行う場合や、製造販売後に医療機関で使用する場合には、カルタヘナ法の第一種使
用等の承認申請手続の対象になる。ただし、製品がカルタヘナ法の対象となるかどうかの判断も重
要であり、最初に PMDA のカルタヘナ法関連事項相談を利用して、カルタヘナ法への該当性を相
談・確認することが勧められる。 

 第一種使用等の手続を行う場合であっても、対象となる製品に由来する遺伝子組換え生物等に
ついて、投与患者からの体外への排出や環境中に排出された際の影響等に関する情報に基づき、
生物多様性影響が適切に評価された場合には、必ずしも医療機関において患者を個室で管理す
ること等が一律に求められるものではない。製造販売業者等において想定される使用等の方法を
検討した上で、適切な使用規程となるように留意する。 

 遺伝子治療用製品の国内での試験実施のため既に第一種使用規程の承認を受けている場合、
引き続き他の試験を実施する際に改めて第一種使用規程を定めるための承認申請は必要ない。
ただし、開発相の進展に伴って治験デザイン等に変更が生じるなど、既に承認されている第一種使
用規程の変更が必要となる場合には、具体的な事例をもって PMDA 再生医療製品等審査部に
相談する。 

 既に臨床研究として第一種使用規程の承認を受けた遺伝子治療用製品について、引き続き治験
を実施しようとする場合、臨床研究において定めた第一種使用規程を遵守しながら、治験を実施
することができるのであれば、改めて承認を受ける必要はない。 

 欧州など海外のカルタヘナ議定書の締結国において、その国内法に基づいて生物多様性影響評
価を行い、第一種使用等に相当する使用が許可されている場合においても、日本でのカルタヘナ
法に係る手続きを行う必要がある。ただし、日本での第一種使用規程の承認申請に際しては、先
行する海外での使用成績を活用できる。 

 
2.2.4.1. 第一種使用規程承認申請書の作成に関する手続き 
第一種使用規程承認申請書の作成に関する手続きを図 2-4 に示す。 
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図 2-4  第一種使用規程承認申請書の作成に関する手続き 
（PMDA ホームページから転載） 

 
1） 第一種使用規程承認申請書のドラフト（申請書案）の作成 

施行規則第 7 条に定められている様式第 1 に従い、第一種使用規程承認申請書を作成す
る（別紙１）。当該申請書（案）の作成にあたっての留意事項等については、2.2.4.2 項「申
請書様式と記載上の留意点」に記載した。 
また、当該申請書を作成する過程において、「第一種使用規程承認申請に係る事前審査前

相談」を実施する場合と実施しない場合で、「申請書案作成」から「本申請」までの期間、「本申請」
から「大臣承認」までの期間に違いが生じるおそれがある。状況に応じて、事前審査前相談の利用
を考慮することが望ましい。 

 
【参考となる法律・通知等】 
 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則（平

成 15年財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令第 1号） 
 
また、宿主又は宿主の属する分類学上の種に関する情報、遺伝子組換え生物等の調製等に

関する情報、遺伝子組換え生物等の使用等に関する情報については、遺伝子組換え生物等の

https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/cartagena-act/0005.html
https://www.pmda.go.jp/files/000228908.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000228908.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160152.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160152.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160504.pdf
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第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領（平成 15年財務・文部科学・厚生労
働・農林水産・経済産業・環境省告示第 2号）に基づいて生物多様性影響の評価を行う。 
生物多様性影響評価書は、以下の通知に定められている別紙様式（別紙 2）に従い、作成

する。 
 

【参考となる法律・通知等】 
 遺伝子治療臨床研究に関する「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確

保に関する法律」に基づく第一種使用規程承認申請の手続等について（平成 16年 2月 19日 
科発第 0219001号） 

 遺伝子組換え生物等含有医薬品等の第一種使用規程の承認申請に必要な生物多様性影響の評
価を実施する際の留意事項について（平成 19年 9月 13日 薬食発第 0913005号） 

 第一種使用規程申請書における生物多様性影響評価書の記載に当たっての留意事項に関する
補足解説 
 

2） 申請書案の印刷物／電子版（CD-R等）を PMDA に送付 
申請書案及び生物多様性影響評価書案は以下の宛先に送付する（封書には「第一種使用

規程承認申請書ドラフト在中」と記載する）。 
 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-2-2 新霞が関ビル 
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 
再生医療製品等審査部 カルタヘナ担当者 

 
3） PMDA による第一種使用規程承認申請書（案）の事前審査前の確認 

第一種使用規程承認申請書（案）及び生物多様性影響評価書（案）の送付後、必要に
応じて PMDA から照会または記載整備に関する連絡がある。なお、事前審査前確認については、
PMDA によるカルタヘナ法関連相談を利用して相談することができる（2.2.9章参照）。 

 
4） 承認申請（PMDAへ申請書を送付） 

論点が解決され、記載整備も適切に反映された段階で、PMDA の了解を得た上で、申請書と
して正式に提出する。送付先は以下のとおりである（郵送時、封書には「第一種使用規程承認
申請書在中」と記載する）。第一種使用規程承認申請書（案）の送付先とは異なるので注意
する。 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-2-2 新霞が関ビル 
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 
審査業務部 カルタヘナ担当者 

 

https://www.pmda.go.jp/files/000160504.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160504.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160137.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160137.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160137.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160633.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160633.pdf
http://nrichd.ncchd.go.jp/genetics/shiryou/Biodiversity.pdf
http://nrichd.ncchd.go.jp/genetics/shiryou/Biodiversity.pdf
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2.2.4.2. 申請書様式と記載上の留意点 
申請書の様式は、前項 2.２.４.１の 1）に記載した施行規則、要領及び通知に従う。その他の主

な留意点について以下に記載する。 
 
１）記載内容 

第一種使用規程承認申請書（案）の準備にあたっては、以下の情報を参考にできる。 
 PMDA のホームページにおいて、アデノ随伴ウイルス（2020.10.15 版）、アデノウイルス、

ヘルペスウイルス（2020.10.15版）を用いた遺伝子治療を例とした2種類の第一種使
用規程申請書のモックアップが公表されているので、これらをまず参考にする。 

 日本版バイオセーフティークリアリングハウス（J-BCH）のホームページ中「承認済み遺伝
子組換え生物に関する情報（http://www.biodic.go.jp/bch/lmo.html ）」には、
医薬品等分野における既承認 LMO の「第一種使用規程申請書」及び「生物多様性影
響評価書」、そして審査の過程や結果を記した「専門の学識経験者の意見」が公開され
ている。ただし、公開にあたってはマスキングが施されていたり、別紙として作成されていて公
開情報に含まれていない情報もあるので、公開情報のみで申請書（案）を準備すること
は困難であることに留意すること。 

 直近の医薬品等分野での事例として、平成 29年 9月 22日に承認された腫瘍溶解性
ウイルス（開発コード：AMG 678、アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社）の
「申請書等の概要」と「専門の学識経験者の意見」が公開されている。 
 「申請書等の概要」と「専門の学識経験者の意見」を合わせて読むことにより、どのよう

な申請資料に対してどのような審査や議論がなされ、最終的にどのような「第一種使
用規程」になったのかを理解する助けとなる。 

 申請書中の「遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法」の欄、具体的には、保
管、運搬、投与液の調製、投与、患者の管理、患者検体の取扱い、感染性廃棄
物等の処理 等の記載についても、どのようなことが議論の結果その記載になったのか、
経緯を知ることができる。 

 
２）被験者の個室管理 

LMO 等を用いた治験において、例えば、被験者からの排出物等から第三者への LMO 等の伝
播が否定できず医療機関にて被験者を個室管理する場合であって、その期間については治験開始
後に得られるデータから個室管理の期間を短縮できることが予見される場合には、生物多様性影
響評価書に記載された得られるべきデータの要件に従って、第一種使用規程に短縮前の期間と短
縮後の期間を併記する。なお、ここでいう「個室管理」とは完全な隔離を意味するものではなく、第
三者との接触を可能な限り避ける、又は接触が避けられない場合は、マスク又は手袋等による一
般的な感染症対策を講じた上で接触リスクを可能な限り低減することを言う。 
平成 27年 2月 24日開催の薬事・食品衛生審議会 再生医療用製品・生物由来技術部

会において、患者の個室管理の期間等は、患者への投与経験に応じて変更するべきものであること

https://www.pmda.go.jp/files/000237249.docx
https://www.pmda.go.jp/files/000237241.docx
https://www.pmda.go.jp/files/000237241.docx
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo.html
http://www.biodic.go.jp/bch/download/lmo/H29.9.22_iyaku_ap1.pdf
http://www.biodic.go.jp/bch/download/lmo/H29.9.22_iyaku_sp1.pdf
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から、管理の期間は明示せず、例えば「必要な期間、被験者を個室内で管理する」といった記載に
することで、得られたデータに基づいて再度の変更申請をすることなく柔軟に運用していくことが提案
され、現在もそのような運用がなされている。 
また、PMDA のホームページにおいて、アデノ随伴ウイルス（2020.10.15 版）、アデノウイルス、

ヘルペスウイルス（2020.10.15 版）の第一種使用規程申請書のモックアップが公表されている。
「投与後の患者からの排出等の管理」の項の記載方法については、これらのモックアップも参考にす
ることができる。 

 
【参考となる法律・通知等】 
 第一種使用規程承認申請書(アデノウイルス、ヘルペスウイルス)  (2020.10.15) 
 第一種使用規程承認申請書(アデノ随伴ウイルス)  (2020.10.15) 
 遺伝子治療臨床研究に関する「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確

保に関する法律」に基づく第一種使用規程承認申請の手続等について（厚生労働省大臣官房
厚生科学課長通知 科発第 0219001号 2004年 2月 19日） 

 遺伝子組換え生物等含有医薬品等の第一種使用規程の承認申請に必要な生物多様性影響
の評価を実施する際の留意事項について（平成 19年 9月 13日 薬食発第 0913005号） 

 第一種使用規程申請書における生物多様性影響評価書の記載に当たっての留意事項に関する
補足解説（補足解説書） 

 薬事・食品衛生審議会 再生医療用製品・生物由来技術部会（平成 27年 2月 24日） 
 
3）承認取得者の義務 

カルタヘナ法第四条第一項の承認を受けた者（承認取得者）は、同条第二項第一号に掲
げる事項〔氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在
地 等）〕中に変更を生じたときは、変更を生じた日から 2 週間以内にその理由を付してその旨を
主務大臣に届け出なければならない。 
製造又は輸入者の名称、所在地及び代表者の氏名変更のある場合、又、製造所の名称又

は所在地に変更のある場合については、速やかに変更届を提出しなければならない。なお、これらの
変更届は所定の様式（遺伝子治療用製品等及び遺伝子組換え生物等に関する報告について
（平成 27 年 6 月 23日 薬食審査発 0623 第 1 号 薬食機参発 0623 第 1号）の様式
3）を用いて作成し、遺伝子治療製品など再生医療等製品にあっては厚生労働省医薬・生活衛
生局医療機器審査管理課に、感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンのような医薬
品にあっては厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長にそれぞれ提出する。提出部
数は３部（厚生労働省・環境省保存用及び返送用）、返信用封筒を同封すること。なお、複
数の品目の承認を有する会社において、品目ごとに提出する必要はなく、複数品目まとめて 1 つの
届出で良い。 
また、承認時には予想することができなかった環境の変化や科学的知見の充実により、承認さ

れている第一種使用規程に従って LMO等を使用した場合でもなお生物多様性影響が生ずるおそ

https://www.pmda.go.jp/files/000237249.docx
https://www.pmda.go.jp/files/000237241.docx
https://www.pmda.go.jp/files/000237241.docx
https://www.pmda.go.jp/files/000237241.docx
https://www.pmda.go.jp/files/000237249.docx
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/seibutu/tuuchi.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/seibutu/tuuchi.html
https://www.pmda.go.jp/files/000160633.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160633.pdf
http://nrichd.ncchd.go.jp/genetics/shiryou/Biodiversity.pdf#search='%E2%80%9D%EF%82%9F+%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%A8%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%A6%8F%E7%A8%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E7%95%99%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A3%9C%E8%B6%B3%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E2%80%9D'
http://nrichd.ncchd.go.jp/genetics/shiryou/Biodiversity.pdf#search='%E2%80%9D%EF%82%9F+%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%A8%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%A6%8F%E7%A8%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E7%95%99%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A3%9C%E8%B6%B3%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E2%80%9D'
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji.html?tid=127863
https://www.pmda.go.jp/files/000215277.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000215277.pdf
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れがあると主務大臣が判断した場合には、当該第一種使用規程を変更又は廃止することができる。
この場合、承認取得者は求めに応じて必要な情報を提供する等、規制当局の指示に従う。 
表 2-２に変更に必要な書類等についてまとめた。 

 
表 2-2  承認取得者の義務（第 6条関係） 

書類名 
様式 

（法令上） 
記載事項 関係条文 様式 

住所等変更届
出書 

有 
氏名又は住所の変更内容 
変更の理由 

法第６条第１項 
省令第１２条 
様式第２ 

省令 様式第２ 
（別紙３(一太
郎、PDF） 

（第一種使用
規程に関する報
告書） 

無 

第７条第１項の規程に基づ
く第一種使用規程の変更又
は廃止の検討に必要な情
報、その他当該第一種規程
に関し必要な情報 

法第６条第２項 
主務大臣の指示
によること。 

 
【参考となる法律・通知等】 
 遺伝子治療用製品等及び遺伝子組換え生物等に関する報告について（平成27年 6月23日 

薬食審査発 0623第 1号 薬食機参発 0623第 1号） 
 
2.2.4.3. 生物多様性影響評価書の記載事例（書き方及び事例） 
生物多様性影響評価書の作成については、2.2.4.1 の 1）に記載した様式を用い、「遺伝子組換

え生物含有医薬品等の第一種使用規程の承認申請に必要な生物多様性影響の評価を実施する際
の留意事項について」や、国立成育医療センター研究所のホームページに公開された「第一種使用規程
申請書における生物多様性影響評価書の記載に当たっての留意事項に関する補足解説」を参考に記
載する。 
また、先述の日本版バイオセーフティークリアリングハウス（J-BCH）のホームページに掲載されている

「承認済み遺伝子組換え生物に関する情報」の公表情報も参考にすることができる。 
なお、生物多様性影響評価書の本文は公開の対象となる予定があるので、具体的なデータや公開

を希望しない詳細な内容は、別紙として作成し、公開対象から外すことを PMDA に相談することができ
る。ただし、公開にあたってマスキングされていたり、別紙として公開されていない情報もあることから、公開
された情報だけを参考にして生物多様性影響評価書を準備することは困難であることに留意すること。 

 
【参考となる法律・通知等】 
 遺伝子組換え生物等含有医薬品等の第一種使用規程の承認申請に必要な 生物多様性影

響の評価を実施する際の留意事項について 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/seibutu/dl/sankou5c.jtd
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/seibutu/dl/sankou5c.jtd
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/seibutu/dl/sankou5c.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000215277.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000215277.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160633.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160633.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160633.pdf
http://nrichd.ncchd.go.jp/genetics/shiryou/Biodiversity.pdf
http://nrichd.ncchd.go.jp/genetics/shiryou/Biodiversity.pdf
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo.html
https://www.pmda.go.jp/files/000160633.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160633.pdf
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 第一種使用規程申請書における生物多様性影響評価書の記載に当たっての留意事項に関する
補足解説 

 生物多様性影響評価書作成ガイダンス（生物多様性影響評価書（ウイルスベクター版） 
 カルタヘナ法に基づき承認された遺伝子組換え生物検索システム  
 承認済み遺伝子組換え生物に関する情報 
 生物多様性影響評価書（増殖能欠損型レトロウイルスベクター） 
 申請書等の概要（腫瘍融解性ウイルス） 
 専門の学識経験者の意見（腫瘍融解性ウイルス） 

 
2.2.5. 第二種使用等の確認に関する審査 
第二種使用等は、環境への拡散防止措置を講じた閉鎖系において LMO を使用し、且つそのことを

明示する等の措置を講じて行うものである。 
LMO の第二種使用等に適用される省令は、その使用目的（段階）が研究開発であるか産業利

用であるかによって異なり、前者の場合は研究開発二種省令（研究開発等に係る遺伝子組換え生物
等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令（平成 16年 1月 29日 文部科
学省・環境省令第 1号））、後者の場合は産業利用二種省令（遺伝子組換え生物等の第二種使
用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令 平成 16 年 1 月 29
日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第 1 号））が適用さ
れる。具体的には、医薬品として用いない LMO の製造、調製、LMO の効力を裏付ける又は安全性を
確認するための非臨床試験（治験薬等の品質管理を目的として繰り返し実施される試験を除く）が
研究開発段階での第二種使用等に該当し、実用化段階での製造（パイロットスケールでの製造及び
実生産スケールでの製造）、治験薬・医薬品を国内で製造する場合やその品質管理を目的として繰り
返し実施する品質試験を国内で行う場合等、実用化に関わるものや商業生産に関わるものが産業利
用段階での第二種使用等に該当する。研究開発段階／産業利用段階のいずれかに該当するか判断
が難しい場合には、カルタヘナ関連相談などを利用して PMDA と相談することができる。 
研究開発段階において、研究開発二種省令別表第 1 に掲げる使用等注 1)、それ以外では研究開

発二種省令に執るべき拡散防止措置が定められていない使用等を行う場合は事前に拡散防止措置に
関する確認申請を行い、文部科学大臣の確認文書を取得する必要がある注 2)。 
産業利用段階においては、GILSP遺伝子組換え微生物告示（平成 16年 2月 19日 厚生労

働省第 27号、最終改正：平成 27年 6月 23日 厚生労働省告示第 298号）により規定された
GILSP 遺伝子組換え微生物以外の LMO を使用する場合、厚生労働大臣に拡散防止措置の確認
申請を行い、使用等の開始日までに確認文書を取得する必要がある注 1), 注 2), 注 3), 注 4), 注 5)。 
ただし、研究開発、産業利用いずれの場合においても、産業利用二種省令第４条及び第５条に

従って運搬や保管のみを行う場合は確認のための対応は不要である。 
なお、遺伝子組換え動物培養細胞についてはカルタヘナ法の定義する生物に該当しないため、対象

外であるが、産業利用段階においては作業者の安全性及び医薬品等の品質の確保の観点から、遺伝

http://nrichd.ncchd.go.jp/genetics/shiryou/Biodiversity.pdf#search='%E2%80%9D%EF%82%9F+%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%A8%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%A6%8F%E7%A8%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E7%95%99%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A3%9C%E8%B6%B3%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E2%80%9D'
http://nrichd.ncchd.go.jp/genetics/shiryou/Biodiversity.pdf#search='%E2%80%9D%EF%82%9F+%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%A8%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%A6%8F%E7%A8%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E7%95%99%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A3%9C%E8%B6%B3%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E2%80%9D'
http://www.pmda.go.jp/files/000221590.pdf
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenSearch.do
https://www.biodic.go.jp/bch/lmo.html
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/dl/s0630-14f_0003.pdf
http://www.biodic.go.jp/bch/download/lmo/H29.9.22_iyaku_ap1.pdf
http://www.biodic.go.jp/bch/download/lmo/H29.9.22_iyaku_sp1.pdf
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子組換え動物培養細胞を用いて医薬品等を製造する場合であっても、当分の間、「遺伝子組換え微
生物の使用等による医薬品等の製造における拡散防止措置について」（平成 16 年 2 月 19 日 薬
食発第0219011号厚生労働省医薬食品局長通知）のうち「第三章 組織並びに運営上の遵守事
項に掲げる事項」について遵守する必要がある。 
注 1)  例としては宿主、核酸供与体が二種省令第 3条の実験分類リストにない LMO の使用、宿主の実験分類又は

核酸供与体の実験分類がクラス 4 である LMO の使用等がある。 

注 2) 人命の保護措置等又は非常災害に対する応急措置として緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をす

る必要があると主務大臣が別に定めた場合等を除く（遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様

性の確保に関する法律施行規則（平成 15 年 11 月 21 日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・環境省第 1号） 第 16条）。 

注 3)  GILSP 遺伝子組換え微生物告示の別表に収載されているものであっても、宿主によっては糖鎖付加等の翻訳

後修飾を生起する場合があるため、安全性を損なう恐れを生じさせるような宿主と挿入 DNA の組み合わせを用

いる場合は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15 年法

律第 97 号）第 13 条に基づく大臣確認が必要となる（遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の

多様性の確保に関する法律に基づく手続きの見直しについて 平成 28 年 7 月 14 日  薬生発 0714 第 2

号）。 

注 4)  GILSP 遺伝子組換え微生物告示の別表に収載されているものであっても、科学的知見の充実によって、ウイル

ス、感染性のウイルス様粒子を生じる可能性のある因子、高等生物に伝播する可能性のある因子、水平伝播を

引き起こす可能性のある因子を宿主に導入する場合等、生物多様性影響が生ずる恐れが認められた場合には、

法第 13条に基づく大臣確認が必要となる（平成 28年 7 月 14日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制

による生物の多様性の確保に関する法律に基づく手続きの見直しについて 薬生発 0714第 2号）。 

注 5)  GILSP 遺伝子組換え微生物告示（平成 16 年 2 月 19 日 厚生労働省第 27 号、最終改正：平成 27

年 6 月 23 日 厚生労働省告示第 298 号）の注釈（3）及び（4）により、ベクター及び挿入 DNA は、そ

れぞれ別表第一及び別表第二に記載されたものを一部改変して得られたものも該当するとみなすことができる場

合もあるとされているが、その該当性について不明の場合は、PMDA に事前に相談すること（「遺伝子組換え生

物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく手続きの見直しについて」の一部改正に

ついて 平成 28年 7月 29日 薬生薬審発 0729第 4号 薬生機審発 0729第 5号）。 

 

2.2.5.1. 第二種使用等の確認申請書作成から大臣確認までの流れ 
１）研究開発段階での第二種使用等の確認に関する審査 

研究開発段階での第二種使用等の確認の確認申請書作成から大臣確認までの流れを図
2-5 に示す。 

http://www.biodic.go.jp/bch/download/law/notification_mhlw_160219.pdf
http://www.biodic.go.jp/bch/download/law/notification_mhlw_160219.pdf
http://www.biodic.go.jp/bch/download/law/notification_mhlw_160219.pdf
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図 2-5  研究開発段階の第二種使用等について（大臣確認申請の手続き） 

（文部科学省ホームページから転載） 
 
 確認申請書様式と記載上の留意点等 
 研究開発段階での第二種使用等拡散防止措置確認申請書は、文部科学省ホームページ ラ

イフサイエンスの広場、安全に関する取り組みの「大臣確認申請書フォーマット」に公開されている
様式を用いて作成する。 

 この確認申請書作成にあたっては、同サイト内の「研究開発段階における遺伝子組換え生物等
の第ニ種使用等の手引き」内の「(2) 確認申請書記載のポイント(記載例)」などが参考となる。 

 
 その他の留意点等 
 第一種使用等申請に従い、LMO を投与された患者検体の臨床検査を外部委託機関等で行

う場合、外部委託機関における検体の取り扱い方法を第一種使用規程承認申請書に記載す
ることで、各外部委託機関からの第二種使用等の確認申請は不要となる。 

 研究開発段階での第二種使用等の場合、その審議体である遺伝子組換え技術等専門委員
会の開催 4 週間前までに、メール等で文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 生命倫理・
安全対策室に事前相談の上、申請書の様式チェック等を受けることが望ましい。 

 
〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関 3-2-2 
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室 
「遺伝子組換え実験担当」宛 
E-mail: kumikae@mext.go.jp、電話：03-5253-4111（内線 4113） 

http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n901_00.doc
http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n815_01r2.pdf
http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n815_01r2.pdf
mailto:kumikae@mext.go.jp
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 なお、遺伝子組み換え技術等専門委員会の開催予定日は文部科学省ホームページライフサイ
エンスの広場「遺伝子組換え技術等専門委員会について」に公開されている。 

 文部科学省ホームページ ライフサイエンスの広場「遺伝子組換え技術等専門委員会について」
において、過去の個別申請毎に拡散防止措置の有効性を評価した結果が公表されており、申
請書作成において参考になると思われる。ただし、類似する LMO の第二種使用等であっても、
LMO の特性や使用の態様によっては、執るべき拡散防止措置が異なる場合があることに留意が
必要である。 

 
２）産業利用段階での第二種使用等の確認に関する審査 

産業利用段階での第二種使用等拡散防止措置確認申請書の作成に関する手続きを図
2-6 に示す。また、当該申請書を作成する過程において、「第二種使用規程確認申請に係る
事前審査前相談」を実施する場合と実施しない場合で、「申請書案作成」から「本申請」まで
の期間、「本申請」から「大臣確認」までの期間に違いが生じるおそれがある。状況に応じて、事
前審査前相談の利用を考慮することが望ましい。 

 

 
図 2-6  第二種使用等拡散防止措置確認申請書の作成に関する手続き 

（PMDA ホームページから転載） 
 
 

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/senmoniinkai.html
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/senmoniinkai.html
https://www.pmda.go.jp/files/000228908.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000228908.pdf
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/cartagena-act/0002.html
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 確認申請書様式と記載上の留意点 
 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止

措置等を定める省令（平成 16 年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令第 1
号）第 7 条により定められている申請書の様式（様式第一）に従い、確認申請書案を作
成する。 

 申請実績の多い「遺伝子組換え微生物」においては、指摘されることが多い事項を中心とした
チェックリストが PMDA のホームページで公開されているので、確認申請書案を作成の際に利
用できる。なお、PMDA による事前審査前の確認の過程においては、申請書案に加え、チェッ
ク結果を記入したチェックリストも必要となる。チェックリストは随時更新されるため、その利用に
際しては最新版を参照する。 

 LMO 製造においては、GILSP 遺伝子組換え微生物以外の遺伝子組換え微生物の使用に
ついて、遺伝子組換え微生物の使用等による医薬品等の製造における拡散防止措置につい
て（平成 16年 2月 19日 薬食発第 0219011号）に従い、表 2-3 の GILSP並びに
カテゴリー1 から 3の計 4 つの区分から該当する区分を 1 つ選択し、 GILSP遺伝子組換え
微生物でない場合は、区分に対応して掲げられている拡散防止措置を執るようカルタヘナ法
第 13条に基づく大臣確認申請が必要となる。 
 

表 2-3  GILSP並びにカテゴリー1～3 

GILSP  宿主、供与核酸及びベクター並びに遺伝子組換え微生物が以下の基準を満たすもの。 
（1）宿主 
 病原性がないこと。 
 病原性に関係のあるウイルス及びプラスミドを含まないこと。 
 安全に長期間利用した歴史がある又は特殊な培養条件下では増殖するがそれ
以外では増殖が制限されていること。 

（2）供与核酸及びベクター 
 性質が十分に明らかにされており、有害と認められる塩基配列を含まないこと。 
 伝達性に乏しく、かつ、本来耐性を獲得することが知られていない生細胞に耐性
マーカーを伝達しないこと。 

（3）遺伝子組換え微生物 
 病原性がないこと。 
 宿主と比べて増殖する能力が高くないこと。 

カテゴリー1 遺伝子組換え微生物が病原性のある可能性が低く、かつ GILSP に含まれないもの。 

カテゴリー2 遺伝子組換え微生物がヒトに感染性はあるが発症の可能性は少なく、予防対策及び
有効な治療法があるもの。 

カテゴリー3 遺伝子組換え微生物がヒトに対し病原性があり、取扱う際にかなりの注意を必要とする
が、感染・発症してもその危険度は、比較的低く、予防対策及び有効な治療法がある
もの。 

https://elaws.e-gov.go.jp/data/416M60001740001_20161001_000000000000000/pict/H16F14005012001-001.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000212997.pdf
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 ウイルス等を構成するタンパク質で、アミノ酸置換等の変異箇所が複数あり、それらの変異によ
って生理活性が大きく異ならない変異体をコードする遺伝子配列を供与核酸とする場合
（GILSP 遺伝子組換え微生物に該当しない場合）にあっては、包括的な確認申請につい
て PMDA と事前に相談することが可能である。 

 （財）ヒューマンサイエンス振興財団により作成された確認申請書の記載例が公表されており
（遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められてい
ない場合の拡散防止措置の確認に関する申請書の記載例について（平成 16 年 7 月 30
日 事務連絡）、確認申請書の作成に参考となると思われる。ただし、確認申請書に記載
又は添付すべき事項・内容・資料等は申請者において個別に判断する必要がある。 

 
【参考となる法律・通知等】 
 遺伝子治療臨床研究に関する「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多性の確保

に関する法律」に基づく第一種使用規程承認申請の手続等について（厚生労働省大臣官房厚
生科学課長通知 科発第 0219001号 2004年 2月 19日） 

 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置
等を定める省令（平成 16年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令第 1号） 

 平成 28年 7月 1日版 第二種使用等拡散防止措置確認申請書（遺伝子組換え微生物）
チェックリスト 

 遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合
の拡散防止措置の確認に関する申請書の記載例について（平成16年7月30日 事務連絡） 
 

3）その他の留意点 
産業利用に用いる LMO の拡散防止措置について、既に研究開発段階において文部科学

大臣から確認を受けている場合は、改めて厚生労働大臣への確認申請が不要となる場合もある
ため、事前にPMDAに相談することが望ましい（遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生
物の多様性の確保に関する法律に基づく承認の申請等の事務手続等に関する質疑応答集
（Ｑ＆Ａ）について（平成 27年 7月 16日 事務連絡））。 

 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-2-2 新霞が関ビル 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 
再生医療製品等審査部 カルタヘナ担当者 

 
第二種使用等拡散防止措置確認書に記載のある製造業者又は製造管理者もしくは責任

技術者の氏名又は住所、製造所の名称が変更になる場合、様式 3（平成 27 年 6月 23 日
付け薬食審査発 0623 第 1 号、薬食機参発 0623第 1 号様式 3）を用いて変更に係る文
書を作成し、遺伝子治療製品など再生医療等製品にあっては厚生労働省医薬・生活衛生局

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/seibutu/tuuchi.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/seibutu/tuuchi.html
https://www.pmda.go.jp/files/000160368.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160368.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000212997.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000212997.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160804.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000160804.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206406.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206406.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206406.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000237246.docx
https://www.pmda.go.jp/files/000237246.docx
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医療機器審査管理課長宛てに、感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンのような
医薬品にあっては厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長宛てにそれぞれ提出す
る。提出部数は３部であり（厚生労働省・環境省保存用及び返送用）、返信用封筒を同封
する。なお、複数の品目の承認を有する会社において、各品目で共通の情報（例：社長名）
が変更になる場合には、品目ごとに提出する必要はなく、複数品目まとめて 1 つの届出で行うこと
で良い。また、施行規則様式第２により変更した情報の報告を行う場合は、様式 3 を重ねて提
出することは不要である。 
また、拡散防止措置の確認の申請書のうち、別紙の内容のみに変更を生じる場合で、下記

を除く軽微な変更については、変更届出書（平成 27年 7月 16日付け事務連絡別紙 1）を
用いて届出を行う必要がある。 
 遺伝子組換え生物等の同一性が失われる変更 
 作業区域の拡張（作業区域に付随する空調系及び排水系がいずれも確認内容から

変更されない場合を除く） 
 
2.2.6. 遺伝子治療用製品等及び遺伝子組換え生物等に関する報告 
遺伝子治療用製品等及び感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンにおける治験の実

施又は製造販売を目的として製造又は輸入、あるいは遺伝子組換え生物等の治験の実施又は製造
販売を目的として第二種使用等の確認を行う者は、その製造若しくは輸入又は第二種使用等の状況
について開始ならびに終了時及び当該期間の年度末に報告が必要である。また、取り扱う遺伝子治療
用製品等及び感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチン又は遺伝子組換え生物等の評価
に影響を及ぼす知見を発見した場合にはその内容を速やかに報告しなければならない。なお、これらの報
告は所定の様式（遺伝子治療用製品等及び遺伝子組換え生物等に関する報告について（平成 27
年 6月 23日 薬食審査発 0623第 1号 薬食機参発 0623 第 1 号）の様式２－１又は様式
２－２）を用いて作成し、遺伝子治療用製品など再生医療等製品にあっては厚生労働省医薬・生
活衛生局医療機器審査管理課、感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンのような医薬品
にあっては厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長に提出する。 
その他、遺伝子治療用製品等又は遺伝子組換え生物等について、製造又は輸入をする者の名称、

所在地及び代表者の氏名、製造所の名称又は所在地に変更があるときには、様式 3 を用いて速やか
に報告する必要がある。 
 
（報告の際の留意点） 
 報告時期について定めはない。輸入や製造などのイベント後、速やか（1 か月以内を目安）に提

出する。報告書の準備が整うのであれば、イベントの前に提出しても良い。 
 例えば、1 月に治験薬を輸入した場合、2 月には輸入したことの報告書を提出する。その後、

4月中に年度末（3月末）時点の日本に存在している治験薬の量を報告する。 

https://www.pmda.go.jp/files/000237247.docx
https://www.pmda.go.jp/files/000215277.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000215277.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000215277.pdf
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 治験が終了し、治験薬をすべて廃棄する等、本邦での保管がゼロになった時点で終了報告
書を提出する。 

 終了報告書を提出するまでの間、当該治験薬の輸入を行った場合で、その度毎の報告は不
要である。ただし、年 1 回、その年の年度末時点での当該治験薬が本邦に存在している量を
確認し、年次報告する必要があるので注意すること。 

 
【参考となる法律・通知等】 
 遺伝子治療用製品等及び遺伝子組換え生物等に関する報告について（平成 27 年 6 月 23
日 薬食審査発 0623第 1号 薬食機参発 0623第 1号） 

 

2.2.7. カルタヘナ法に基づく承認申請の事務手続等に関する質疑応答集 
カルタヘナ法に基づく承認申請の事務手続等に関する質疑応答集については「遺伝子組換え生物

等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく承認の申請等の事務手続等に関
する質疑応答集（Q&A）について」（平成 27年 7月 16日付け厚労省医薬食品局審査管理課、
医療機器・再生医療等製品担当参事官室事務連絡）に示されている。 
海外で製造した製品を輸入して治験を行う場合、既に海外で臨床使用の実績がある製品を輸入し

同様な治験を行う場合、既に臨床研究として第一種使用等の承認を受けた製品で治験を行う場合、
既に研究開発段階で第二種使用等の承認を受けた製品を治験薬に転用する場合、等における必要
な手続きが示されているので参考となる。 
なお、Q&A 問 11 の回答には「なお、保管した遺伝子組換えウイルスを国内で廃棄する場合、廃棄

する施設ごとに第二種使用等に係る拡散防止措置の確認が必要となる。」と記載されている。しかし、ア
デノ随伴ウイルス（2020.10.15 版）、アデノウイルス、ヘルペスウイルス（2020.10.15 版）の第一
種使用規程申請書のモックアップに記載されている以下の（施設等又は検査機関ではなく感染性廃棄
物処理業者において廃棄する場合の追加記載事項）の記載例を第一種使用規程申請書に反映さ
せることにより、廃棄する施設ごとに第二種使用等に係る拡散防止措置の確認を取る必要はなくなった。 

 
(23) 本遺伝子組換え生物等の原液は、漏出しない容器に入れた上で他の医療廃棄物と区別

して保管し、感染性廃棄物処理業者へ運搬し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行令（昭和 46年政令第 300号）の別表第 1 の 4 の項に定める感染性廃棄物（以
下「感染性廃棄物」という。）として廃棄する。運搬は、第一種使用規程の承認を受けて
いる遺伝子組換え生物等を含む廃棄物である旨を情報提供して行う。 

(24) 本遺伝子組換え生物等の原液の希釈液及び○○検体は漏出しない容器に入れ、本遺
伝子組換え生物等が付着した可能性のある機器及び器材は、二重袋等に厳重に封じ込
めた状態で、感染性廃棄物処理業者へ運搬し、感染性廃棄物として廃棄する。 

(25) 治療施設外で保管された未開封の本遺伝子組換え生物等を廃棄する場合は、密封され
た状態で○○により不活化処理を行い、廃棄する。 

https://www.pmda.go.jp/files/000215277.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000215277.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206406.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206406.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206406.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000237249.docx
https://www.pmda.go.jp/files/000237249.docx
https://www.pmda.go.jp/files/000237241.docx


製薬協 バイオ医薬品委員会 
 

26 
 

ただし、Q&A 問 11 の内容が更新されるまでの間は、PMDA 再生医療等製品審査部に上述の対
応を取ることを事前に確認を得ておくことが望ましい。 

 
2.2.8. 安全委員会等の設置 
第一種使用等又は第二種使用等の使用者がその行為を適正に行うための配慮事項として、遺伝

子組換え生物等の特性及び使用等の態様に応じ、安全委員会の設置等体制整備に努めることが求
められる（カルタヘナ法第３条の規定に基づく基本的事項（平成15年財務省・文部科学省・厚生労
働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第１号）第２の２）。すなわち、使用者は、事業所等
において生物多様性への影響を防止するための措置を適切に行うことができるよう、使用する製品の特
性や使用の態様に応じて、その安全な取扱いについて検討する委員会等を設置するよう努めることが求
められている。 
第一種使用等の承認若しくは第二種使用等の確認を受ける又は使用等を行うに当たり、その使用

者は予め遺伝子組換え生物等の安全な取扱いについて検討を行うと共に（検討結果については記録
及び保管が必要）、その取扱いについて経験を有する者の配置、取扱いに関する教育訓練、事故時に
おける連絡体制の整備を行うよう努める必要がある。第二種使用等確認申請書には、安全委員会に
ついて記載する必要がある。 
 
2.2.9. カルタヘナ法関連の相談業務 

2019 年 4月より PMDA によるカルタヘナ法関連の相談業務が新設されている（表 2-4）。利用
方法の詳細については、PMDA ホームページの「カルタヘナ法関連の相談業務について」に掲載されてい
るので参考にすること。 
 

表 2-4 カルタヘナ法関連相談（対面助言、事前面談）の概要 
（PMDAホームページより転載） 

相談区分 概要 
第一種使用規定
承認申請に係る
事前審査前相談 

「遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（平成
15年法律第 97号。以下「カルタヘナ法」という。）に係る第一種使用規定承認申
請の事前確認を行う前に、申請予定の遺伝子組換え生物等ごと及び第一種使用
規定ごとに申請資料の充足性、記載内容の適切性について指導及び助言を行い、
申請までの期間短縮を図ることを目的とするもの。 

第二種使用等拡
散防止措置確認
申請に係る事前
審査前相談 

カルタヘナ法に係る第二種使用等確認申請の事前確認を行う前に、申請予定の遺
伝子組換え生物等ごと及び二種使用等をする場所ごとに申請資料の充足性、記
載内容の適切性について指導及び助言を行い、申請までの期間短縮を図ることを
目的とするもの。 

カルタヘナ法関連
事項相談 

カルタヘナ法における遺伝子組換え生物等への該当性又はカルタヘナ法審査に関連
する技術的な事項等について科学的な観点から評価を行い指導及び助言を行うも
の。なお、カルタヘナ法の解釈に関する助言等については本相談区分の対象外とな
る。 

カルタヘナ法関連
相談事前面談 

対面助言を円滑に進めるため、事前に相談項目の整理等を行うもの。相談者が希
望する場合には、有料でカルタヘナ法関連相談事前面談の記録が作成される。 

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/data/anzen/kokuji_01-r2.pdf
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/data/anzen/kokuji_01-r2.pdf
https://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/cartagena/0001.html
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【参考となる法律・通知等】 
 「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う対面助言、証明確認調査等の実施要項等に

ついて 対面助言のうち、カルタヘナ法関連相談に関する実施要項（別添 31） カルタヘナ法関
連相談の事前面談に関する実施要項（別添 16-2）」（平成 24 年 3 月 2 日付け薬機発第
0302070号（令和元年 5月 7日最終改正）） 

 
2.2.10 新型コロナウイルスワクチン戦略相談 

SARS-CoV-2 による感染症の発症予防を目的とするワクチンの中には、組換えウイルスベクターを
用いたワクチンの開発が進められている。このようなワクチンについては、早期に臨床試験に入るために、
「新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチンの評価に関する考え方」（令和 2年 9月 2日医薬品
医療機器総合機構ワクチン等審査部）等を踏まえ、必要な試験・治験計画策定や、開発計画等に
関する助言を「新型コロナウイルスワクチン戦略相談」として無料で受けることが可能である。（表 2-5）。
利用方法の詳細については、PMDAホームページの「令和 2年 10月 1日「新型コロナウイルスワクチン
戦略相談（無料）の新設について」に掲載されているので参考にすること。 
 

表 2-5 新型コロナウイルスワクチン戦略相談の概要 
（PMDAホームページより転載） 

項 目 概 要 
実施の内容  早期に臨床試験に移行するために必要な開発戦略に関する助言を無料

で実施。  
 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関

する法律」（平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。）に基
づく対応が必要となる場合は、その旨を含めて申し込む。なお、ワクチンの開
発に関する対応については、ワクチン等審査部が、カルタヘナ法に係る手続
きに関する対応については、再生医療製品等審査部が担当する。 

 上記以外の相談（非臨床試験又は臨床試験の具体的な試験結果に関
する相談、承認申請に向けた品質に係る試験項目の充足性に関する相
談等）は、別途、既存の対面助言に申し込む。 

対象となる相談
者 

 新型コロナウイルスワクチンの開発を行う又は検討している大学・研究機
関、企業。カルタヘナ法に係る第二種使用等確認申請の事前確認を行う
前に、申請予定の遺伝子組換え生物等ごと及び二種使用等をする場所
ごとに申請資料の充足性、記載内容の適切性について指導及び助言を行
い、申請までの期間短縮を図ることを目的とするもの。 

申込方法  「新型コロナウイルスワクチン戦略相談 質問申込書」（別紙様式）に必
要事項を記載し、電子メールで審査マネジメント部審査マネジメント課に提
出する。 

 提出先・連絡先 

https://www.pmda.go.jp/files/000228908.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000228913.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000228913.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000236327.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000236918.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000236918.pdf
https://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/strategies/0010.html
https://www.pmda.go.jp/files/000236912.docx
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項 目 概 要 
 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 審査マネジメント部 審

査マネジメント課、 メールアドレス： coronavaccine-soudan＠
pmda.go.jp 

   〈申込方法について〉 
 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 審査マネジメント

部 審査マネジメント課 電話（直通）03-3506-9556 
   〈相談内容について〉 

 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 ワクチン等審査部
電話（直通）：03-3506-9449 

 受付日： 
 月曜日から金曜日（国民の祝日等の休日を除く） 
 平日 17時以降又は休日に到着したものについては、次の業務日に

受付。 
面談の実施  対面又はウェブ会議システムを用いて実施。面談時間は 1 回あたり 60 分

以内。簡易な内容の場合には電話又は電子メールにて回答する場合があ
る。 

 面談の内容に係る記録は作成しない。 
対面助言の優先
的な取り扱いにつ
いて 

 新型コロナウイルスワクチン戦略相談を実施した後に、当該ワクチンに関して
対面助言（レギュラトリーサイエンス戦略相談を除く。）を実施する場合に
は、優先対面助言となり、通常の対面助言の受付日時によらず、随時受
付するします。「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う対面助
言、証明確認調査等の実施要綱等について」（平成 24年 3 月 2日薬
機発第 0302070 号独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長
通知）を参照。 

 対面助言申込みに当たっては、対面助言日程調整依頼書及び対面助言
申込書の備考欄に、「新型コロナウイルスワクチン戦略相談実施済（実施
年月日）」と記載する。 

 
2.3. 医薬品医療機器法 
2.3.1. 遺伝子治療用医薬品の治験に係る規則の変遷 
過去、遺伝子治療の目的に使用される医薬品（治験薬を含む。以下「遺伝子治療用医薬品」と

いう。）については、「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針について」（平成
７年 11 年 15 日付け薬発第 1062 号厚生省薬務局長通知（平成 16 年 12 月 28 日最終改
正））に基づき、安全性及び品質確保のため必要な基本的要件として「遺伝子治療用医薬品の品
質及び安全性の確保に関する指針」が定められており、治験計画の届出を行う前に当該遺伝子治療
用医薬品が指針に適合していることの確認を厚生労働大臣に求めることとされてきた。 

https://www.pmda.go.jp/files/000219237.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000219237.pdf
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以降、遺伝子治療用医薬品における確認申請制度の廃止について（平成 25 年 7 月 1 日、薬
食発 0701第 13号）にて、規制改革実施計画（平成 25年 6月 14日閣議決定）が定められ、
遺伝子治療用医薬品については、その確認申請制度をレギュラトリーサイエンス戦略相談（RS 戦略相
談）に代替することとなり、確認申請制度は廃止されている。 
ただし、遺伝子治療用医薬品の開発に当たっては、治験計画の届出の際にヒトに投与するための品

質や安全性に関するデータ等が不足している場合には治験の実施が認められない場合があり、現在では
治験を円滑に開始できるよう、治験計画の届出を行う前に PMDA の RS 戦略相談を活用し、品質及
び安全性を確認することが推奨されている。 
なお、「遺伝子治療用製品等の品質及び安全性の確保について」は令和元年 7 月 9 日に薬生機

審発 0709第２号として改正されている。 
 

2.3.2. 再生医療等安全性確保法との関係性について 
遺伝子治療の臨床試験は、臨床研究あるいは治験のいずれかの枠組みにおいて行うことが出来る。

臨床研究のうち、ex vivo で行われるものは再生医療等安全性確保法に、in vivoでは「遺伝子治療
等臨床研究に関する指針」（平成 28年 2月 28日、科発 0228第 2号）に従う。また、治験に関
しては当該指針の第 1 章（第一から第十一まで）の規定に加え、「医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療機器法）」にも従う必要がある。 
治験の場合には、GCP（Good Clinical Practice）下にて実施する必要があるが、基本的に臨

床研究は GCPの規制は受けなくとも実施は可能である。そのため、製造販売承認申請を行うにあたって
は、臨床研究から得られた成績は評価資料とすることはできず、参考資料の位置づけとなる。なお、再生
医療等製品の治験は「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成 26 年 7 月
30 日）」下で実施する必要があり、使用する用語を含め、医薬品のそれとは異なる場合があるため留
意すること。 

 
2.3.3. 感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンの薬事規制上の取扱い 
感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンは、遺伝子組換え生物に該当するためカルタヘ

ナ法の遵守が必要である。2004 年の時点では、感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチン
については、「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針」とは別の指針を作成し、
その適合下にて臨床試験を行うこととされていたが、未だこの指針は発出されていない。 
この間、2012年 6月 25日に、薬事・食品衛生審議会 生物由来技術部会において、医薬品審

査管理課は予防用も遺伝子治療に含まれていると判断し、その結果、感染症の予防を目的とする遺伝
子組換え生ワクチンも「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針」への適合性を
確認することが求められた。以降、2013 年 7 月 1 日に確認申請制度が廃止され、確認申請制度を
RS戦略相談の「再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談」で代替することになった。この時点
においても、感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンは遺伝子治療用医薬品に含まれると
の見解に変更はなかった。 

http://www.japal.org/wp-content/uploads/mt/pdf/notice/20130701_0701-13.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000230508.pdf
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190305_3.pdf#search='%E7%A7%91%E7%99%BA0228%E7%AC%AC2%E5%8F%B7'
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190305_3.pdf#search='%E7%A7%91%E7%99%BA0228%E7%AC%AC2%E5%8F%B7'
https://www.pmda.go.jp/files/000204388.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000204388.pdf


製薬協 バイオ医薬品委員会 
 

30 
 

しかしながら、2014 年 11 月 25 日の医薬品医療機器法にて再生医療等製品の区分ができ、遺
伝子治療用医薬品は再生医療等製品に含まれることになったが、感染症の予防を目的とする遺伝子
組換え生ワクチンについては医薬品に区分されることになり、遺伝子治療用医薬品とは区分を別にするこ
とになった。2015年 6月 1日に開催された第 10回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会研究
開発及び生産・流通部会においても、医薬品審査管理課から「遺伝子組換え生ワクチンについては医
薬品に区分されること」、「遺伝子組換え生ワクチンは遺伝子治療には含まれないこと」が説明されており、
遺伝子治療用医薬品と感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンは、薬事規制上、別に取
り扱われることになっている。そして、「感染症の予防を目的とした組換えウイルスワクチンの開発に関する
考え方」が参考情報として PMDA ホームページに公開されている。組換えウイルスワクチンを日本で臨床
開発するまでに明らかにすべき品質及び非臨床データの考え方・留意点や、臨床試験におけるウイルス
排出評価と第三者への伝播リスクの評価の考え方等について示されており、留意する必要がある。 

 
2.3.4. 再生医療等製品の治験製品の製造 

2018 年 3 月末時点において、遺伝子治療用製品を含む再生医療等製品における治験製品の製
造及び品質管理等に関する基準は存在しない。再生医療等製品の治験製品の製造に際しては、「再
生医療等製品（ヒト細胞加工製品）の品質、非臨床試験及び臨床試験の実施に関する技術的ガイ
ダンス（平成 28 年 6 月 27 日 事務連絡）」、以下に示す承認申請等における品質及び安全性の
確保に関する指針等及び以下の PMDA ホームページに示されている事務連絡やガイドライン等を参考
に、製品の種類や特性に応じた品質管理戦略を構築し、これに基づき製造管理及び品質管理を行う。 
• ヒト又は動物由来成分を原料として製造される医薬品等の品質及び安全性確保について（平成

12 年 12 月 26 日 医薬発第 1314 号） ＊別添 2 は、平成 20 年 9 月 12 日 薬食発第
0912006号通知で廃止。 

• ヒト（自己）由来細胞や組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性の確保につい
て（平成 20年 2月 8日 薬食発第 0208003号）  

• ヒト（自己）由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針に係る
Q&A について（平成 20年 3月 12日 事務連絡） 

• ヒト（同種）由来細胞や組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性の確保につい
て（平成 20年 9月 12日 薬食発第 0912006号）  

• ヒト（同種）由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針に係る
Q&A について（平成 20年 10月 3日 事務連絡） 

• ヒト（自己）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について（平成 24 年 9 月
7日 薬食発 0907第 2号） 

• ヒト（同種）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について（平成 24 年 9 月
7日 薬食発 0907第 3号） 

• ヒト（自己）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について（平成 24 年 9
月 7日 薬食発 0907第 4号） 

https://www.pmda.go.jp/files/000226581.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000226581.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000212850.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000212850.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000212850.pdf
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/ctp/0007.html
https://www.pmda.go.jp/files/000205395.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205395.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205396.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205396.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205397.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205397.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205398.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205398.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205399.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205399.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205400.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205400.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205401.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205401.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205402.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205402.pdf
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• ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について（平成 24 年 9
月 7日 薬食発 0907第 5号） 

• ヒト ES細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について（平成 24年 9月 7日 薬食発
0907第 6号） 

 
2.3.5. レギュラトリーサイエンス（RS）戦略相談 

PMDA では、日本発の革新的医薬品・医療機器・再生医療等製品の創出に向けて、シーズ発見
後の大学・研究機関、ベンチャー企業を主な対象として、医薬品等候補選定の最終段階から主に臨床
開発初期（POC（Proof of Concept）試験（前期第Ⅱ相試験程度）まで）に至るまでに必要な
試験・治験計画策定や、開発計画等に関する相談への指導・助言を RS戦略相談として行っている。
RS戦略相談は主な対象を大学・研究機関、ベンチャー企業とした相談であるが、「再生医療等製品
等の品質及び安全性に係る相談」及び「開発計画等戦略相談」については、大学・研究機関、ベンチャ
ー企業以外の企業等も主たる対象に含まれている。再生医療等製品及びヒトの体内で導入遺伝子を
発現させることを意図した製品〔予防を目的とするもの（例：感染症の予防を目的とする遺伝子組換
え生ワクチン）を含む〕の品質・安全性の確認については、初回治験実施前に限り、PMDAは RS戦
略相談として企業からの相談を受け付け、開発の初期段階からの品質及び安全性に係る指導・助言を
行っている。治験実施後はそれぞれ再生医療等製品または医薬品の相談区分となるので留意する。 
本書では、初回治験計画届を提出する前までの期間に行う相談に特に焦点をあてていることから、

RS戦略相談の手続きの流れを図 2-7 に示す。 

 
図 2-7 RS戦略相談の手続きの流れ（PMDA ホームページから転載） 

https://www.pmda.go.jp/files/000205403.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205403.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205404.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000205404.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000219031.pdf
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RS戦略相談において PMDA では、科学的議論を実施する正式な対面助言（有料）を効率的
に行うため、予め事前面談（無料）を実施し、対面助言における相談内容や論点整理・資料内容の
確認を行っている。加えて、RS総合相談（無料）では、必要に応じ、相談内容が RS戦略相談の対
象になるかどうかの確認や申込手続きの説明も行っている。RS戦略相談に係わる総合相談、事前面
談、対面助言の解説を表 2-6 に示す。 

 
表 2-6  RS戦略相談における RS総合相談、事前面談、対面助言の解説 

相談の種類 解説 

RS総合相談 
（必要に応じて） 
（無料） 

 主に大学、研究機関、ベンチャー企業を対象とした相談で、製薬企業は利用を断
られるケースがある。その場合は、RS戦略相談における事前面談を利用する。 
 希望する相談内容の RS戦略相談への適否確認や、RS戦略相談の内容や手
続きについての説明を行う。なお、個別品目の具体的な開発計画（非臨床の充
足性や臨床試験の評価項目の適切性等）に関する指導及び助言については、
別途、RS戦略相談で対応する。 
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律（昭和

35年第 145号）に基づく規制、必用な手続きその他新規シーズを医薬品医療
機器等として実用化するために必要なことについて、レギュラトリーサイエンスの観点
からの一般的な説明や相談を行う。 
 イノベーション実用化支援・戦略相談課又は関西支部相談課のテクニカルエキスパ
ートが対応する。 
 東京（機構本部）、大阪（関西支部）又は神戸（PMDA戦略相談連携セン
ター）において実施する。ただし、神戸については機構ホームページにおいて案内し
た日程（原則、毎月第３水曜日）のみ実施する。 

事前面談 
（無料） 

 効率的な対面助言に向けて、対面助言における相談内容（範囲）や論点の整
理、資料内容の確認を行うため、事前に面談を行う。 
 イノベーション実用化支援・戦略相談課又は関西支部相談課のテクニカルエキスパ
ートの他、必要に応じて担当審査部の審査員が同席する。ただし、大阪（関西支
部、以下に同じ）において実施する場合は、当該審査員はWeb会議（無料）
により参加する。 
 東京、大阪において実施する。 

対面助言 
（有料） 

 相談者から提出された資料を担当審査部の審査チームが精査し、今後実施する
治験や承認申請に向けての各相談事項に対する医薬品医療機器総合機構
（以下「機構」）の公式見解を伝え、具体的な指導・助言を行う。 
 ただし、開発計画等戦略相談については原則としてイノベーション実用化支援・戦
略相談課のテクニカルエキスパートが説明し、必要に応じて担当審査部の審査員
が同席する。 
 東京において実施する。 
 関西支部のテレビ会議システムを利用して対面助言を実施することも可能。関西
支部テレビ会議システムの利用にあたっては、別途、申し込み手続き及び利用料が
必要（「RS戦略相談に関する実施要綱 6. 関西支部においてテレビ会議システ
ムを用いた相談対面助言を希望する場合」を参照）。 
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また、開発初期の段階で実施する可能性のある、あるいは実施を考慮すべき RS戦略相談の相談
区分とその対象範囲を表 2-7 に示した。 

 
表 2-7 RS戦略相談の相談区分とその対象範囲 

相談区分 対象範囲 
(1) 医薬品／医療機器

／再生医療等製品
戦略相談 

大学・研究機関、ベンチャー企業を主な対象とし、医薬品、医療機器（体
外診断用医薬品含む）又は再生医療等製品の候補選定の最終段階から
臨床開発初期（POC（Proof of Concept）試験（前期第 II相試験
程度）まで）に至るまでに必要な試験・治験計画策定等に関する相談への
指導・助言を行う。 
 また、大学・研究機関が自ら試験を実施する場合であって、次のいずれの要
件も満たす医療上の必要性の高い品目にあっては、臨床開発初期以降の検
証的試験についても相談の対象とする。 
 「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」又は「医療ニ

ーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」の検討又は選定
品目であること。 

 検証的試験の全部又は一部（マッチングファンド等）の費用を公的研
究資金によって賄うこと。 

(2) 再生医療等製品等
の品質及び安全性
に係る相談 

開発初期段階から治験計画の届出を行う前までの、再生医療等製品又は
遺伝子組換え生ワクチン等（ヒトの体内で導入遺伝子を発現させることを意
図した製品であって、予防を目的とするもの（再生医療等製品以外）及び
これらの原材料等の品質及び安全性に係る案件の相談（細胞、培地等の
原薬等登録原簿（マスターファイル）への登録に向けた相談を含む）への指
導・助言を行う。また、本相談は、大学・研究機関、ベンチャー企業以外の企
業等も対象とする。 
 なお、当該製品の治験プロトコール等、本相談の対象範囲外の相談の希
望については、医薬品／医療機器／再生医療等製品戦略相談のうち、当
該製品が該当する相談区分において相談を行う。 

(3) 開発計画等戦略相
談 

開発計画のロードマップ等、試験計画の一般的な考え方や進め方に関する
指導・助言を行う。なお、個別品目における具体的な開発計画（非臨床試
験の充足性や臨床試験の評価項目の適切性等）に関する事案は上記(1) 
医薬品／医療機器／再生医療等製品戦略相談で対応する。また、大学・
研究機関、ベンチャー企業以外の企業等も主たる対象とする。 

 
2.3.5.1. 再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談 
開発初期段階から治験計画の届出を行う前までの再生医療等製品又はヒトの体内で導入遺伝子

を発現させることを意図した製品〔予防を目的とするもの（例：感染症の予防を目的とする遺伝子組
換え生ワクチン）も含む〕及びこれらの原材料等の品質及び安全性に係る案件の相談（細胞、培地等
の原薬等登録原簿（マスターファイル）への登録に向けた相談を含む）への指導・助言を受けることが
できる。 
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なお、遺伝子治療用製品等及び感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンの治験開始
前に行われていた「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針」への適合確認申請
制度は 2013 年に廃止され、以降は「再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談」を利用して
開発品目の品質及び安全性について相談できるようになった。2013 年以前の確認申請制度とは異な
り、再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談は日本で治験を開始する前の必須のプロセスで
はない。しかしながら、初回治験計画届出の際に、ヒトに投与するための品質や安全性に関するデータ等
が不足している場合は、治験実施が認められない場合があるため、PMDA は当該相談を適切に活用す
るよう勧めている。当該相談の担当審査部は再生医療製品等審査部となり、治験計画の届出を行う
前に当該製品の品質及び安全性に係る十分な確認を行うために 必要に応じて複数日に渡って相談を
行う場合であっても単一の案件として扱われ、1相談分の手数料で相談が可能である。 
また、感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンに関しても、当該相談により開発初期段

階からの品質及び安全性に係る指導・助言を受けることができる。通常、当該相談の担当審査部は再
生医療等製品審査部であるが、初回治験計画届の審査はワクチン等審査部が担当することから、事前
に PMDA と相談した上で、再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談と同様の相談をワクチン
等審査部で担当してもらうこともできる。その場合は「再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相
談」ではなく、医薬品の相談区分（例：医薬品安全性相談）から選択することになり、「再生医療等
製品等の品質及び安全性に係る相談」のように 1 相談分の手数料で複数日に渡って相談を行うことは
できないので留意すること。 
加えて、当該製品に係る治験プロトコール等、品質及び安全性以外に係る相談を併せて希望する

場合には、当該製品が該当する相談区分において相談を行うことになる。詳細は 2.3.5.2 その他の対
面助言の項を参照すること。 
 
2.3.5.1.1. 対面助言の資料に盛り込む内容 
最近の科学的知見等に基づき「遺伝子治療用製品等の品質及び安全性確保について」（薬生機

審発 0709 第２号 令和元年 7 月 9 日）が改正されており、相談資料は、この改正指針の内容を
十分に理解して準備する。 
「レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱（改正後全文）（令和 2 年 5 月 13 日施

行）」の別紙２「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性に係る相談を行う場合の資料に含めるべき
内容について」は、改正指針の内容が反映されるまで参考に留める。この他、相談内容に応じて 2.1 項
で示された情報も参考にして準備する。 
対面助言の資料には、必要に応じて、治験概要書、試験報告書、治験計画案、引用文献等を添

付する。 
なお、「再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談」では、開発初期段階から治験計画の

届出を行う前までの製品やこれらの原材料等の品質及び安全性について指導・助言が行われ、治験開
始後の承認申請に向けた品質や安全性についての相談は対象となっていないことに注意する。 

https://www.pmda.go.jp/files/000235035.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000235035.pdf
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また、感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンにおいては、PMDA ホームページに掲載さ
れている「感染症の予防を目的とした組換えウイルスワクチンの開発に関する考え方」も参考とする。 
参考までに、表 2-8 に別紙２「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性に係る相談を行う場合の

資料に含めるべき内容について」に記載されている盛り込む内容を要約する。相談資料に盛り込むべき
内容について、事前に PMDA担当審査部に相談すること。 

 
表 2-8 対面助言の資料に盛り込む内容（要約） 

引用元：レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要項 別紙２「遺伝子治療用医
薬品の品質及び安全性に係る相談を行う場合の資料に含めるべき内容について」 

大項目 小項目 記載内容 
Ⅰ 起原又は
発見 の経
緯及 び外
国における
使用状況
について 

開発の経緯、
特徴及び有用
性 

① 対象疾患及び現在の治療法の概略  
② 類似の製品を用いた臨床研究の概要、成果及び本製品との
関係  

③ 遺伝子導入方法の概略（ベクター、投与経路、投与方法、当
該導入法を選択した理由など） 

④ 投与される遺伝子治療用医薬品の構造、製法、性質等製品
の概要 

名称、特許及
び申請内容 

 

外国における
申請状況 

外国における申請状況及び臨床使用状況(承認及び治験の別) 

特徴及び有用
性 

基礎試験成績からみた特徴及び有用性の要約等 

Ⅱ 製造方法
について 

 
遺伝子導入方
法 

ウイルスベクタ
ー 

①当該遺伝子導入法を選択した理由及びその特徴 
②野生型ウイルスの生物学的特徴及び人に対する影響 
③導入DNA又はRNAの・構造分析・性質・導入遺伝子からの生
成物の構造及び生物活性 

④ その他のDNAの作製方法、構造及び性質 
⑤パッケージングに用いる細胞の培養方法、生物学的特徴及び人
に対する影響 

⑥パッケージング細胞の培養方法、生物学的特徴及び人に対する
影響 

⑦ウイルスベクター産生細胞の人に対する影響、 
⑧ ウイルスベクターの粒子構造上の特徴 
⑨ウイルスベクターの生物学的特徴 
⑩ウイルスベクターの製造方法 
⑪セルバンクシステム 

非ウイルスベク
ター 

①遺伝子導入方法の理論的根拠及び実験的根拠 
②導入DNA又はRNAの作製方法・構造分析・性質・導入遺伝
子からの生成物の構造及び生物活性 

③その他のDNAの製造方法、構造及び性質 
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大項目 小項目 記載内容 
④非ウイルスベクターの製造方法 
⑤非ウイルスベクターの構造又は組成分析 
⑥非ウイルスベクターの生物学的特徴 

DNA 又 は
RNA を導入 

①遺伝子導入方法の理論的根拠 
②導入DNA又はRNAの作製方法・構造分析・性質・導入遺伝
子からの生成物の構造及び生物活性 

③遺伝子導入操作 
④当該導入法の生物学的特徴 

Ⅱ 製造方法
について 

 
投与方法 

ex vivo法 ①標的細胞の由来・生物学的特徴・選択理由 
②細胞供与者の選択基準 
③細胞培養の場合：細胞採取方法、採取量、回数、間隔、培
養方法、細胞確認、遺伝子導入方法、導入遺伝子の安定
性、産生物の量、化学的及び生物学的性質の確認、成長因
子依存性並びに培養期間 

④遺伝子が導入された細胞を患者に戻すに当たって行う操作、試
薬等の残留量確認試験方法及び試験結果。無菌性試験、マ
イコプラズマ否定試験、増殖性ウイルス否定試験及びエンドトキ
シン否定試験の方法、スケジュール及び結果 

⑤投与方法 
in vivo法 ①標的細胞の生物学的特徴、選択した理由 

②投与方法 
③標的細胞以外(特に生殖細胞系列)への遺伝子導入の可能性 

Ⅲ 規格及び
試験方法
並びに製剤
設計 

 
 

遺伝子治療用
医薬品原体の
純度 

①混入物の検出対象とした物質、その理由、用いた試験方法、検
出感度並びに試験結果 

②重大な生物学的又は免疫学的な活性を持つ産物(副産物) 
細菌、迷入ウ
イルス、マイコプ
ラズマ、真菌等
による汚染の
可能性 

①細菌、迷入ウイルス、マイコプラズマ、真菌等による汚染の可能性
及びそれを阻止するために講じた措置 

②予測されるウイルス混入に関するプロセスバリデーション（試験方
法、検出感度及び試験結果） 

エンドトキシン
汚染の可能性 

①エンドトキシン汚染の可能性及びそれを阻止するために講じた措
置 

②エンドトキシンの検出に用いた試験方法（検体がエンドトキシン
の検出を妨害しないことを確認）、検出感度及び試験結果 

製剤化 ①製剤化方法、製品の無菌性及び純度を確保するための方法、
混入物及び分解物として検出対象とした物質（理由、試験方
法、検出感度並びに試験結果） 

②容器（遺伝子治療用製剤として特殊なものを用いる場合） 
ロ ッ ト間製造
管理（規格及
び試験方法） 

①規格（性状、確認試験、不純物に関する限度試験及び有害
汚染物質否定試験、導入遺伝子からの発現産物又は関連し
た産物・機能について、力価又はその他測定可能な指標、生
細胞を含む場合には、その生存率及び許容限界）及び試験
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大項目 小項目 記載内容 
方法、その根拠 

②設定の根拠を示すに当たって用いたロットの数の妥当性 
Ⅳ 安定性試
験 

 ①原体及び製剤の貯法及び有効期限、設定根拠（用いたロット
の数の妥当性など）  

②原体及び製剤の安定性の限界を確認 
③複数の製剤がある場合には、予備試験の結果から最も保存条
件の影響を受けやすいと判断される製剤の製品について安定性
試験を行い、その成績を予備試験成績とともに提出 

④製剤の経時変化による副産物の出現が認められる場合のみ、そ
の活性(毒性等)を必要に応じて試験する。 

Ⅴ 非臨床安
全性試験 

 ① 増殖性ウイルス出現の可能性 
 ウイルスベクターを使用する場合には、突然変異又は内在
性レトロウイルス断片等との組換えにより増殖性ウイルスが出
現する可能性はどの程度あるか、増殖性ウイルスの出現を
阻止するために講じた措置及び増殖性ウイルスが出現した
場合の対処方法について記載する。また、増殖性ウイルスの
検出に用いた試験方法の概要、検出感度及び試験結果に
ついて記載する。 

② 細胞傷害性 
 ウイルスベクター又は非ウイルスベクターの構成成分及び遺
伝子導入法が直接的又は間接的に細胞又は組織に傷害
を与える可能性について記載する。また、細胞傷害性を減じ
るために講じた処置について記載する。 

③ 染色体への遺伝子組込み 
 細胞当たりのコピー数はどの程度か、導入遺伝子が染色体
に組み込まれる場合には、組み込み位置は特定されている
かなどについて記載する。これまでの実験で、遺伝子の組み
込みにより細胞内遺伝子の活性化、不活性化及び変異が
認められたことがあるか記載する。 

④ 発現産物の異常発現に起因する安全性 
 導入遺伝子からの発現産物が標的細胞及び個体に有害
な影響を与える可能性について記載する。治療効果を得る
ために必要な遺伝子発現量の安全域について記載する。遺
伝子が過剰に発現した場合には、どのような副作用が予測
されるか、また、患者をこれらの副作用から守る方法について
記載する。 

⑤ がん原性 
 当該遺伝子又は遺伝子導入法を使用したこれまでの実験
で、その原因の如何を問わず細胞の増殖能の変化、腫瘍
形成及びがん化の有無について記載する。 

⑥ 免疫原性 
 導入遺伝子の発現産物及びベクターに含まれるタンパク質
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大項目 小項目 記載内容 
等による抗原性の賦与、その他による望ましくない免疫反応
を引き起こす可能性について記載する。 

 適当な動物モデルが利用可能な場合、細胞供与側と受容
側の抗原性の相違、移植された細胞に対する免疫又はアレ
ルギー反応、治療の安全性に対するその影響の評価、自己
免疫及び移植細胞―宿主間反応について記載する。 

⑦ 一般毒性試験 
 製剤が非臨床安全性試験を行う上で十分大量に製造され
た場合には、一般毒性試験を行い、結果を記載する。 

Ⅵ 効能試験  ① 培養細胞での遺伝子導入研究成果 
1. 実験計画の概要 
 実験の目的及び実験計画の概要について記載する。ま
た、標的細胞の特徴及び当該細胞を選んだ理由について
明らかにする。この実験のどの部分が臨床試験を実施する
上で参考になるのかを明らかにする。 

2. 培養細胞における遺伝子の導入効率並びに導入遺伝子の
構造及び安定性 
 何パーセントの細胞に遺伝子が導入できたか、導入遺伝
子のコピー数、存在様式及び構造について記載する。遺
伝子の構造が変化しているものはどの程度あったか、一旦
導入された遺伝子はどのくらいの期間まで細胞内に存在で
きることが確認できたか、その間における構造の変化がなか
ったかについて明らかにする。 

3. 培養細胞に導入された遺伝子の機能 
 細胞に導入された遺伝子の発現効率及びその持続性に
ついて記載する。また、導入遺伝子からの生成物の生物
活性についての解析結果について記載する。遺伝子発現
産物がどのような様式及び状態で発現しているか(構造的
特徴、膜結合型又は可溶化型等)について可能な範囲で
記載する。遺伝子の発現が調節を受けるように計画されて
いる場合には、調節がうまく働いているかを記載する。遺伝
子発現産物の合成速度及び分泌速度について記載す
る。 

4. 培養細胞を用いた実験の評価 
 遺伝子を導入することにより、期待された細胞にフェノタイプ
の変化が認められたか明らかにする。その他実験中に認め
られた細胞の形態学的及び機能的変化について記載す
る。遺伝子導入を行った細胞が当初の目的とする生物活
性(細胞傷害活性、幹細胞増殖性等)を保持していること
を明らかにしておく。 

② 実験動物での遺伝子導入研究成果 
1. 実験計画の概要 
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大項目 小項目 記載内容 
 実験の目的及び実験計画の概要を記載する。動物の種
類及びその動物を選んだ理由を記載する。疾患モデル動
物を使った場合には、その由来及び特徴を明らかにする。
また、動物モデル(トランスジェニック動物を含む)を使った場
合には、ヒトを対象とする臨床研究との類似点及び相違
点について明らかにする。疾患モデル動物を使用しない場
合には、動物実験により得られる情報と臨床研究との関
連性について明らかにする。 

2. 実験動物における遺伝子の導入効率並びに導入遺伝子の
構造及び安定性 
 何パーセントの細胞に遺伝子が導入できたか、導入された
遺伝子のコピー数、存在様式及び構造について記載す
る。遺伝子の構造が変化しているものはどの程度あったか
について記載する。また、一旦導入された遺伝子はどの位
の期間まで細胞内に存在できることが確認できたか、その
間に構造の変化はなかったか等について記載する。 

3. 実験動物に導入された遺伝子の機能 
 実験動物に導入された遺伝子の発現効率及び生成物の
生物活性について記載するとともに経時的な発現量の変
化についても述べる。遺伝子の発現が調節を受けるように
計画されている場合には、調節が うまく働いているかを明
らかにする。 

4. 実験動物の評価 
 遺伝子を導入することにより、期待された細胞にフェノタイプ
の変化や期待された組織又は個体への影響が確認された
かについて記載する。その他実験中に認められた細胞レベ
ル、組織レベル又は個体レベルの形態学的、機能的な変
化について記載する。 

Ⅶ 体内動態
等 

 ウイルス排出に関する非臨床試験結果はこの項に記述する。 
 遺伝子治療用医薬品又は遺伝子が導入された細胞の動物で
の吸収、分布等体内動態に関する知見を記載する。 

 実験動物内での遺伝子導入細胞の生存期間、また ex vivo 
で遺伝子が導入された細胞が特定の部位(組織等)に到達する
必要がある場合には、当該細胞の in vivo での局在性を明ら
かにしておく。 

Ⅷ 非臨床試
験結果等
の総括 

  上記のⅡからⅦを総括し、現在の知見で遺伝子治療用医薬
品の安全性が適切に確保されており、品質、安全性及び予想
される有効性の面から臨床試験を行うことの正当性を記載す
る。 

Ⅸ 遺伝子治
療臨床試験の
概要 

 ① 適応症として選択した疾患 
② 遺伝子治療臨床試験計画 
 遺伝子治療臨床試験を含め、被験者に対して行われるす
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大項目 小項目 記載内容 
 べての治療内容を記載する。 

③ 遺伝子治療臨床試験実施の正当性 
 遺伝子治療用医薬品により、どのような機序で治療効果が
得られるのかを明らかにする。 

 遺伝子の発現制御の必要性の有無、必要ない場合にはそ
の理由を明らかにする。 

 既存の治療法と比べて優れていると考えられる点及び劣って
いると考えられる点を踏まえ、遺伝子治療を行うべき理由を
記載する。 

④ 遺伝子治療臨床試験実施施設 
 施設名及び当該施設が本臨床試験を行うのに十分な施
設・体制を持つことを説明する。 

⑤ 被験者の選択基準及び除外基準 
⑥ 被験者の同意の取得方法 
⑦ 目標症例数及び実施期間 
⑧ 実施方法 
⑨ 患者フォロー予定 
 患者に投与されたベクター、遺伝子又は遺伝子が導入され
た細胞の生体内分布、遺伝子及び細胞の生存・機能発現
期間、増殖性ウイルスや投与による随伴症状等、場合によ
っては生涯にわたる観察予定を記載する。 

⑩ 患者以外への遺伝子導入の可能性 
 患者に投与した遺伝子が、周囲の患者以外のヒトに導入さ
れる可能性について記載する。 

 患者が妊娠した場合に、患者に投与した遺伝子が胎児に
導入される可能性について記載する。 

⑪ 倫理的配慮 
 遺伝子治療臨床試験の実施に当たり、患者等へ配慮すべ
き倫理的事項について記載する。 

 治験審査委員会における審査の過程及び結果、運営等の
規則を示す書類を提出する。 

Ⅹ  製 造 施
設・設備 
 

 ① 位置 
 製造所の平面図と作業区域の位置を図示する。なお、製

品等の保管場所や試験検査を行う場所も明記する。 
② 構造・設備 
 作業区域の平面図及び遺伝子治療用医薬品の製造に用

いる主要設備や装置について記載する。 
レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱（改正後全文）（令和２年５月 13日）参照 
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2.3.5.2. その他の対面助言 
初回治験計画の提出前の段階から、最初に日本で実施する治験のプロトコール、承認申請へ向け

た品質、非臨床試験及び臨床（治験）計画及び申請データパッケージ等について相談を要することが
多い。その際には、表 2-9 の対面助言を利用することができる。 
遺伝子治療用製品等に関しては、再生医療製品等審査部が担当審査部となって対応する。 

 
表 2-9 初回治験計画提出前に実施する可能性のある対面助言 

（PMDAホームページより転載） 

相談区分 概 要 

再生医療等製品
手続相談 

再生医療等製品の承認申請のための臨床試験に関する手続き等について相談
をうけ、関連諸法令、通知等に基づき、指導及び助言を行うもの。データの評価
を行うものは該当しない。 

再生医療等製品
開発前相談 

開発の開始前あるいは開発初期の段階において、開発予定の製品の既承認品
目及び関連製品の市場調査、文献検索等による情報、基礎研究等を基に承
認取得に際し求められる資料の概念的な要求事項（どのような臨床試験が必
要と考えるか、効力を裏付ける試験の概念的な要否など）についての相談。当該
製品について、科学的評価が完了していなくても相談を受けることができる。提出
データの解析・評価は実施せず概念的要求事項を提示するもの。 

再生医療等製品
非臨床相談 

効力又は性能、体内動態、安全性等の非臨床試験に関する事項に特化した相
談として、指導及び助言を行うもの（治験開始後等の相談を対象とし、RS 薬事
戦略相談の品質及び安全性に係る相談を受ける場合を除く）。なお、品質及び
非臨床安全性に特化した相談も含む。 

再生医療等製品
品質相談 

加工細胞等及び再生医療等製品の規格・試験方法、安定性、製造方法等の
品質に関する事項に特化した相談として指導及び助言を行うもの（治験開始後
等の相談を対象とし、RS 戦略相談の品質及び安全性に係る相談を受ける場合
を除く）。 
※コンビネーション製品の副構成体に関するものについては、内容に応じて別途、
医薬品又は医療機器の相談区分の相談を指示される可能性がある。 

再生医療等製品
材料適格性相談 

再生医療等製品の製造に使用されるヒト・動物由来成分を含む材料（例えば
培地等のような最終製品の構成成分とならないもの）を対象に、ウイルス、プリオ
ン等の安全性の観点からその適格性について、1 相談につき 1 材料の範囲で指
導及び助言を行うもの。また、適格性が確認された場合には、当該材料を提供す
る者に確認書を発行する。なお、原則として、相談実施時期は、当該材料が使
用された加工細胞等が初めてヒトに投与される前の開発初期段階を想定してい
る。 
※1 相談の対象範囲となる 1 材料の定義については、事前面談において個別に
調整される。 
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相談区分 概 要 

再生医療等製品
探索的試験開始
前相談 

既に実施された非臨床的試験及び臨床研究、類似の再生医療等製品の臨床
試験及び臨床研究の試験成績等を基に、探索的治験の実施について、初めて
相談を受け指導及び助言を行うもの。（注：再生医療等製品となることが見込
まれる加工細胞等について、初めてヒトに投与するに当たっての品質・非臨床安
全性検討の十分性については、RS 戦略相談（品質・安全性にかかるもの）で
の対応となる。本相談区分は主に臨床試験実施計画についての相談を受ける） 

再生医療等製品
追加相談 

（1） 再生医療等製品開発前相談を行った上で、RS 戦略相談又は以下のい
ずれかの相談前に行う 2回目以降の相談 

（2） 再生医療等製品非臨床相談を行った上で、申請前相談以前に行う2回
目以降の相談 

（3） 再生医療等製品品質相談を行った上で、申請前相談以前に行う2回目
以降の相談 

（4） 探索的試験開始前相談を行った上で、探索的試験終了後相談以前に
行う 2回目以降の相談 等  

 
その他、先駆け審査指定を受けた再生医療等製品については、「再生医療等製品の先駆け総合

評価相談」を行う。 
 
また、治験開始後の開発段階で行われる再生医療等製品の対面助言としては次のものがある。 

再生医療等製品拡大治験開始前相談、再生医療等製品探索的試験終了後相談、再生
医療等製品申請前相談、再生医療等製品条件及び期限付承認後臨床試験等計画相談、
再生医療等製品条件及び期限付承認後臨床試験等終了時相談、再生医療等製品製造
販売後臨床相談等計画相談、再生医療等製品製造販売後臨床試験等終了時相談 

 
なお、感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンについては医薬品として取り扱われること

から、新医薬品の対面助言（治験相談・簡易相談）、事前面談等を利用して指導・助言を受ける。
また、担当審査部については PMDA ワクチン等審査部が担当することになる。 
 
2.3.6. 初回治験計画届（30日調査） 
再生医療等製品となることが見込まれる加工細胞等（人若しくは動物の細胞に培養その他の加工

を施したもの又は人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの）
の治験計画届の作成にあたっては、「加工細胞等に係る治験の計画等の届出等について（平成 26年
8月 12日 薬食発 0812第 26号）」及び「加工細胞等に係る治験の計画等の届出の取扱い等に
ついて（平成 26年 8月 12日 薬食機参発 0812第 1号）」を参考にする。 
感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンについては通常の医薬品と同様に、治験計画

届の作成にあたっては、「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取

https://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/consultations/0046.html
https://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/consultations/0046.html
https://www.pmda.go.jp/files/000159144.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000159853.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000159853.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000159188.pdf
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扱いについて（平成 25 年 5 月 31 日 薬食審査発 0531 第 8 号）」を参考にする。なお、カルタヘ
ナ法の対象となることから、「備考」欄に以下の内容を入力すること。 
・ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15年法

律第 97 号。以下「カルタヘナ法」という。）の対象となる遺伝子組換え生物を含む薬物を用いて
治験を実施する場合には、カルタヘナ法第一種使用規程の承認取得状況（「承認申請中（申
請年月日）」、「承認済（承認日付及び通知番号）」）を入力すること。 

・ また、カルタヘナ法の対象となる薬物を用いて治験を実施する場合には、カルタヘナ法第二種使用
等拡散防止措置確認の有無（「確認申請中」、「確認済（確認日付及び通知番号）、「不要」」
及び予定される作業レベル（「GILSP」、「カテゴリー1」、「その他」）を複数の施設がある場合には
施設ごとに入力すること。 

 
加えて、遺伝子治療用製品等のうち ex vivo製品については、初回治験計画届を準備する際には、

細胞・組織加工製品に係る以下の通知等を参考に、反映の必要がないか考慮する。 
以下の資料を各 2 部及びその電子媒体を PMDA に提出する（H26.8.12 薬食機参発 0812-

1）。なお、医薬品である感染症の予防を目的とした遺伝子組換え生ワクチンの場合は、正 2 部、写し
3部を提出する。 
 治験計画届書 
 治験実施計画書 
 当該治験の依頼を科学的に正当と判断した理由 
 説明・同意文書 
 治験製品概要書 

 
RS戦略相談で得た PMDAからの助言を資料に反映する。また、できるだけそれまでに行った対面助

言の相談記録を添付すること。 
【参考となる法律・通知等】 
 細胞・組織加工製品の開発初期段階からの品質及び安全性に係る RS 戦略相談を効率的に行

うために留意すべき事項（チェックポイント） 
 品質 
 無菌試験及びマイコプラズマ否定試験の考え方について 
 非臨床安全性 

 細胞・組織加工製品の初回治験計画届書の調査（30日調査） 
 重要ポイント例 

 
上記の各項に関連して、該当する通知の要約を以下に示す。 

 

https://www.pmda.go.jp/files/000159188.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000161694.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000161478.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000161700.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000205437.pdf
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細胞・組織加工製品の開発初期段階からの品質及び安全性に係るRS戦略相談を効率的に行うため
留意すべき事項（チェックポイント） 

1）品質 
最終製品に対する試験のみでなく、製品の製造における管理を含めた品質管理戦略の構築

が重要である。特に、原料がヒトの細胞又は組織であるため厳密な管理が困難であり、また原料
の入手が困難であり製造工程パラメータの最適化の検討が十分にできない場合があること、医薬
品のような工程における微生物又はウイルス等の外来性感染性物質に対する不活化／除去を
厳密に行うことは困難であること等の問題点に適切に対応することが求められる。「品質リスクマネ
ジメントに関するガイドライン」（平成 18年 9月 1日付薬食審査発第 0901004号、薬食監
麻発第 0901005号）（ICH-Q9）に示された品質リスクマネジメントの考え方に基づく対応が
原則である。 

 
2）原料の適格性 
(1) 原則 

ヒト・動物由来成分を原料又は材料、原材料として用いる場合には、ウイルス等の外来
性感染性物質の混入のリスクについて「生物由来原料基準」（平成 15 年厚生労働省告
示第 210 号）に基づいて必要な情報を得た上で、そのリスクが管理できるよう管理項目を
設定することが必要である。原料等の範囲は、「生物由来原料基準の運用について」（平
成 26年 10月 2日付薬食審査発 1002第 1号、薬食機参発 1002第 5号）の「1 
第 1通則関係」に示されている。 

(2) 原料及び材料となる細胞・組織のウイルス安全性管理 
ヒト（同種）由来製品については、最終製品における潜在的なウイルスの混入リスクを

可能な限り低減化するために、原料又は材料となる細胞・組織についてはドナーの適格性の
確認に加え、必要に応じてセルバンクシステムを構築する場合にあってはセルバンク、中間製
品又は最終製品に対し、日本薬局方参考情報「日局生物薬品のウイルス安全性確保の
基本要件」及び「ヒト又は動物細胞株を用いて製造されるバイオテクノロジー応用医薬品の
ウイルス安全性評価」（平成 12 年 2 月 22 日付医薬審第 329 号）(ICH-Q5A)を踏
まえ、より高いウイルス安全性が確保できるよう管理戦略を構築する。ウイルス不活化／除
去処理を実施する際には、日本薬局方参考情報「日局生物薬品のウイルス安全性確保
の基本要件」を、ウイルス否定試験法については、「分析バリデーションに関するテキスト（実
施項目）」(ICH-Q2A)（平成 7年 7月 20日付薬審第 755号）及び「分析法バリデ
ーションに関するテキスト（実施方法）」平成 9年 10月 28日付け医薬審第 338号）
(ICH-Q2B)を参考にする。 

(3) 材料となるヒト又は動物由来成分のウイルス安全性管理 
日本薬局方参考情報「ウイルス安全性確保の基本要件」を参考にする。 

(4) 製造販売業者が把握すべき原料等に関する情報 
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生物由来原料基準への適合性や、最終製品へ残存する可能のある製造工程由来不
純物について把握する。 

 
規格及び試験方法、並びに工程内管理試験：ヒト細胞加工製品は不均一性が高いため、最終
製品の規格試験のみで管理するのではなく、原料及び材料の管理、工程内管理及び中間製品の
試験等により、それらの変動やばらつきを制御又はモニタリングし、製造工程での品質管理を含めて
最終製品の品質を確保していくという考え方が重要である。ヒト細胞加工製品の品質管理項目は、
その製品の臨床における投与経路、投与細胞の体内での分布能、期待する効力又は性能を踏ま
えた重要品質特性を含め、ヒト細胞加工製品として必要な品質特性を網羅したものであることに
留意する必要がある（再生医療等製品（ヒト細胞加工製品）の品質、非臨床試験及び臨床
試験の実施に関する技術的ガイダンス（平成 28 年 6 月 27 日）の表 1、2 参照）。品質にお
いては、重要品質特性とその重要品質特性を管理し得る製造の工程パラメータ（重要工程パラメ
ータ）を可能な範囲で特定し管理できるよう、規格試験の設定を含めた品質管理戦略として管理
方法を構築することが求められる。 
 
安定性試験：臨床での使用方法等も考慮し、長期保存試験、輸送時安定性試験、凍結融解
後の安定性試験（凍結製品を開発し、製品出荷後、医療現場において用時融解して用いられ
る製品の場合）の実施を検討する。「生物薬品（バイオテクノロジー応用製品/生物起源由来製
品）の安定性試験について」（平成 10年 1月 6日付医薬審第 6号）(ICH-Q5C)が参考と
なる。 
 
無菌試験及びマイコプラズマ否定試験の考え方について：日本薬局方に準じた試験が望ましいが、
適用できない場合には、科学的に合理的な試験方法を採用することが可能である。 
 
ベリフィケーション：特にヒト（自己）由来製品では、患者由来の細胞・組織を原料に用いるため
倫理上の観点から事前に入手可能な検体が制限され、限られた製造経験から製品化が進められ
る場合や技術的限界からプロセスバリデーションの実施が困難な場合が想定されるため、ベリフィケー
ションにより品質を確保する手法も規定されている。実際の運用においては、「再生医療等製品の
製造管理及び品質管理の基準等に関する質疑応答集（Q&A）について（その 2）」（平成
27年 7月 28日付薬食監麻発 0728 第 4号）が参考となる。 

 
3）非臨床安全性 
 細胞・組織加工製品の初回治験計画届書の調査（30 日調査）における重要ポイント例

は次の通りである。 
 製品により試験の要否は異なります。また、実施する試験内容も製品特性などにより異なり

ます。 

http://www.pmda.go.jp/files/000205437.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000205437.pdf
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 製造工程由来の不純物の評価（最終製品に含まれる不純物の種類や量について安全
性評価） 

 造腫瘍性についての評価 
 製品特性、適用方法などを踏まえた一般毒性についての評価（特に心血管系、中枢神

経系、呼吸器系等の生命維持に関わる機能への影響に留意） 
 
なお、30 日調査中には、カルタヘナ法第一種使用規程やそれまでの治験相談で得られた助言、例

えば、被験者、治験実施施設のスタッフ、外部医療機関等への情報提供がどのように実運用に反映さ
れているのかを確認するため、治験実施計画書、説明同意文書だけでなく、通常の治験計画届時には
審査対象とならない医療機関に配布するレターや治験薬取扱い説明書なども提出が要求されることが
ある。初回治験計画届提出時には、これらの資料・資材についても準備しておくことが望ましい。 
 

2.4. 治験実施までのタイムライン 
遺伝子治療用医薬品等及び感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンは、日本で初め

て治験を行う前に、以下のように、RS 戦略相談の「再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談」
とカルタヘナ法で必要となる手続きについて対応する必要がある。なお、遺伝子組換え生ワクチンは医薬
品であるため、再生医療等製品審査部が担当する「再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相
談」の代わりに、ワクチン等審査部が担当する「医薬品品質相談」及び「医薬品安全性相談」を受ける
ことが可能である。 
 

治験準備段階 初回治験計画届 

「遺伝子治療用医薬品の品質及び
安全性の確保に関する指針」におけ
る品質・安全性の確認（RS 戦略
相談：初回治験届前まで） 

30 日調査に照会回答が円滑に行え
るようにする必要があるため、通常 RS
戦略相談を事前利用する。 

カルタヘナ法で規制される遺伝子組換え生物等の治験を実施する場合には、
厚生労働大臣の第一種使用等の承認が必要  

カルタヘナ法に基づき治験薬を製造又は試験検査する場合には必要に応じ
構成労働大臣による第二種使用等の確認が必要（法対象医薬品として国
内で治験薬を製造する時＝治験開始前までに確認を得る） 

 
１）カルタヘナ法への該当性 

カルタヘナ法の対象となる第一種又は第二種の使用規程の承認又は確認の必要性については
以下のフロー図により確認することができる。 

治験の開始 
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図 2-8  カルタヘナ法への該当性 

 
なお、該当性の詳細については 2.2.1項で述べたが、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制

による生物の多様性の確保 に関する法律に基づく承認の申請等の事務手続等に関する質疑応
答集（Ｑ＆Ａ）について」（平成２７年７月１６日 事務連絡）の問 1～５にも関連する記
述があり、参考にすることができる。 
カルタヘナ法の対象になるか否かについては、なるべく早期に PMDA再生医療製品等審査部に

確認することが望ましい。特に、企業側と意見が分かれる場合、第一種又は第二種などの判定が
難しい場合や治験の開始時期に顕著に影響する場合などがある。 

 
２）カルタヘナ法への対応のタイムラインとカルタヘナ法の第一種使用規程 

カルタヘナ法の第一種使用等の承認が必要な製品を開発する場合には、実務的には可能な
限り早い段階で、遅くとも予定している初回治験計画届の提出のタイミングのおよそ 18 ヵ月前から
PMDA 再生医療製品等審査部にカルタヘナ法関連相談等のアプローチを開始すると良いであろう。
また、RS 戦略相談とカルタヘナ法に関する事前審査前確認のどちらを先に対応するかについては、
開発する製品が有するデータの状況によって企業側で判断することになるが、いずれの相談において
も CMC関連の情報は重要かつ必要である。 

https://www.pmda.go.jp/files/000206406.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206406.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206406.pdf
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以下に、遺伝子治療用医薬品等の治験を実施する前に必要な手続きの例を示す。ただし、当
該期間はあくまでも目安であり、品目毎の開発状況や現有する情報量により異なるので留意する。 

 

 

図 2-9  遺伝子治療用製品等及び感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンの治験を
実施する前に必要な手続き（例） 

 
カルタヘナ法で対応が必要となる手続きの詳細については 2.2.4.1項で述べた通り、開発会社

は最初に第一種使用規程申請書（案）を作成し、PMDAの再生医療等製品審査部にカルタヘ
ナ法関連の相談業務を利用して事前審査前確認を受けることになる。事前審査前確認には、第
6 ヵ月から 12 ヵ月程度の期間を見込んでおくと良い。2019年 4月より PMDAによるカルタヘナ法
関連の相談業務（対面助言、事前面談）が開始されており、事前審査前確認に利用することが
できる（2.2.9項参照）。なお、事前審査前確認の際に、ウイルス残存量等に関して追加試験を
求められる等、追加のデータや実験などが必要になることもあり、このような場合にはより長い事前審
査前確認の期間を要する場合がある。また、その後の PMDA における事前審査においても追加の
データ等を求められる可能性があるので留意する。なお、目標とする初回治験計画届の提出時期
がある場合には、事前面談などの機会を利用してなるべく早期に再生医療等製品審査部に希望
を伝え、第一種使用規程承認申請書を提出する時期などを事前に相談しておくと良い。 
事前審査前確認が終了し、再生医療等製品審査部と内容に関する合意が得られた段階で、

第一種使用規程申請書を正式に提出するが、正式な申請から厚生労働大臣による第一種使用
規程の承認を得るまでには 6 ヵ月*程度の期間を見込んでおく必要がある。 

*：6 ヵ月とは、厚生労働省が示した標準タイムラインであるが、実際はもう少し短い期間で対応していることが

ある。品目ごとにあらかじめ PMDA と申請から承認までの期間を確認しておくとよい。 
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このように事前審査前確認を受けるために第一種使用規程申請書（案）を提出してから第
一種使用規程の承認を得るために、実務的には 18 ヵ月程度の期間を要する可能性がある。 
また、事前審査前確認を受けるために第一種使用規程申請書（案）を作成する必要がある

が、この準備期間についても、会社としての経験やノウハウの有無に依存している。初めて作成する
ような場合には、第一種使用規程申請書（案）の作成準備に関しても保守的に十分な期間を
見込んでおいた方が良い。 
加えて、カルタヘナ法へ該当するどうかの判断も重要であり、まず PMDA のカルタヘナ法関連事

項相談を利用して、カルタヘナ法への該当性を相談・確認することが勧められる。 
 

 
図 2-10  カルタヘナ法第一種使用規程承認の手続き概略図 

 
3）RS戦略相談における再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談 

RS 戦略相談の「再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談」については、事前面談も
含めて 6～12 ヵ月程度が必要になる。そのため、可能な限り早い段階で、遅くとも予定される初回
治験計画届の提出のタイミングの 12 ヵ月前から PMDA との事前相談を開始することが望ましい。 
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4）カルタヘナ法の第二種使用規程 
2.2.5項で詳細を述べた通り、治験薬・医薬品として用いない LMOの製造・調製、LMO を用

いた非臨床試験等が研究開発段階での第二種使用等に該当し、治験薬・医薬品を国内で製造
する場合や品質試験を国内で実施する場合、治験で発生した LMO を含む検体の廃棄等が産業
利用段階での第二種使用等に該当する。このような場合には、カルタヘナ法第一種使用規程とは
別に、第二種使用規程について主務大臣（研究開発段階は文部科学大臣、産業利用段階は
厚生労働省）の確認を事前に得ておく必要がある。 
治験薬を国内で製造する場合を除き、治験で発生した LMO を含む検体の廃棄等については、

第一種使用規程承認申請書（案）の事前審査前確認においても議論される内容であることから、
事前審査前確認が終了する段階までに、カルタヘナ法第二種使用規程の必要性について PMDA
再生医療製品等審査部に確認しておくと良い。カルタヘナ第二種使用規程の審査手続きは、図
2-11の通りであり、事前に PMDA再生医療製品等審査部の確認を行った後、厚生労働大臣に
確認の申請を行うが、その標準事務処理期間は 3 ヵ月とされている。 

 

 

図 2-11  カルタヘナ法第二種使用規程確認の手続き概略図 
 

また、治験薬を国内で製造する予定の場合には、治験薬製造前までに第二種使用規程の確
認を得る必要があるので、より早期から PMDA へのアプローチを開始した方が良い。 
カルタヘナ法第二種使用等の確認で必要となる手続きの詳細については 2.2.5 項で述べた通

りであるが、第二種使用等申請には以下の 3通りが考えられる。 
① 初めて開発を行う場合: 

前項で記載した通り第一種使用等の議論をしてから第二種使用等の議論を行うことが多い。 
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② 既に第一種使用等が承認されている場合で、第二種使用等を初めて取得する場合： 
第一種使用等で記載されている内容に基づき、第二種使用等の資料を作成することになる。
はじめて議論する場合は、製造等第二種使用等の 1 年程度前くらいから PMDA と議論す
ることが望ましい。 

③ 既に第二種使用等を取得しており、別施設で追加する場合： 
当該施設要件の確認ができれば、PMDA とは簡単な相談後、早急に本申請手続きに移る
ことが可能と考える。 
 

3. 個別の留意点 
3.１. 遺伝子治療用製品等の品質及び安全性の確保に関する指針 
「2.3.1 遺伝子治療用医薬品の治験に係る規則の変遷」で詳述したように、「遺伝子治療用医薬

品の品質及び安全性の確保に関する指針」（1995年 11月 15日薬発第 1062号）は、2013年
7月 1日付の確認申請制度の廃止に伴い一部改正された。策定から 20年以上が経過し、最新の遺
伝子治療開発に十分対応できていないことから、2012 年度より「革新的医薬品･医療機器･再生医
療製品実用化促進事業」の研究班で指針改正案の検討が開始され、令和元年 7 月 9 日付で改正
された。本書では改正指針を紹介する。 
 
3.1.1. 改正されたポイント 
本指針の改正に伴うポイントは主として以下の 3点である。 

1） 適用範囲 
増殖性ウイルスベクター、細菌ベクター、DNA ワクチン、iPS 細胞等において、 新たな遺伝子治療
の開発が行われているが、再生医療等製品のうち遺伝子医療用製品及び遺伝子導入細胞から
なるヒト細胞加工製品を適応範囲とする。なお、遺伝子導入された動物細胞加工製品、疾病の
予防を目的とした遺伝子発現構成体を含有する医薬品等は適応範囲ではないが、基本的な技
術的事項は本指針を参考にすることができる。 

2） 臨床研究指針との品質及び安全性に係る整合性 
臨床研究から治験への円滑な移行を図るため、品質や安全性の要件に係る次の内容に対する

整合性を記載した。 
 ウイルスベクター、非ウイルスベクター、遺伝子治療用製品、及び遺伝子導入細胞からなるヒト

細胞加工製品に分類し、ベクターの構造と機能、製造方法、特性解析と品質試験、非臨床
試験に整理してできるだけ記載を揃え、要件を明確化した。 

 臨床研究は施設ごとの承認であるが、治験での開発はどの施設でも実施されることを前提として
いるため、多施設共同研究へ対応した。ロットの概念や原液、製品など、薬事特有の概念や承
認申請に必要な試験などについての記載を区別した。 

3） 国際調和と公定書の引用 
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開発された遺伝子治療製品について国内外で開発を促進するため、参照すべき公定書や指針
等を引用することにより要件を明示した。ICHガイドライン、ICH見解等を積極的に反映した。 
 

3.1.2. 記載内容に関する留意事項 
本指針の改正における次の各章の記載内容に関して、以下に掲げる留意事項に考慮した対応が求

められる。 
 

第３章 品質 
以下の項目に従い、遺伝子治療用製品等の構造、特性製造方法及び品質管理の方法、安全性

等に関して詳細に説明する必要がある。その際、治験製品と同等／同質である製品を恒常的かつ安定
的に製造できる製造方法及び品質管理方法の確立することに留意しなければならない。 

 
１．遺伝子発現構成体 
（1） 遺伝子発現構成体の構造（模式図、制限酵素切断位置、全塩基配列） 
（2） 遺伝子発現構成体の構築 
（3） 目的遺伝子の機能的特性 
（4） 発現調節要素の構造及び機能的特性 
（5） 目的遺伝子からの発現産物の構造及び機能的特性 
（6） その他の構成要素並びに翻訳可能領域の配置及び機能的特性 
 
２．ベクターの構造及び特性並びに製造方法 
（1） ウイルスベクターを用いて遺伝子を導入する場合 
  １）ウイルスベクターの構造 
  ２）ウイルスベクターの由来及び性質 
  ３）ウイルスベクターの構築及び作製に用いる細胞 
  ４）ウイルスベクターの製造に用いる原料等 
  ５）ウイルスベクターの製造方法及びプロセス・コントロール 

 ６）製造工程由来不純物の評価 
 
（2） 非ウイルスベクターを用いて遺伝子を導入する場合 

１）非ウイルスベクターの構造 
  ２）非ウイルスベクターの由来及び性質 
  ３）非ウイルスベクターの構築及び作製に用いる細胞 
  ４）非ウイルスベクターの製造に用いる原料等 
  ５）非ウイルスベクターの製造方法及びプロセス・コントロール 
 ６）製造工程由来不純物の評価 
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３．標的細胞 
（1） 遺伝子治療製品 
（2） 遺伝子導入細胞からなるヒト細胞加工製品 
  １）ヒト由来の細胞の由来及び性質並びに選択理由 
  ２）ドナーの適格性 
  ３）組織等の採取法 
  ４）遺伝子導入細胞の製造に用いる原料等又は機械器具等 
  ５）遺伝子導入細胞の製造方法及びプロセス・コントロール 
 ６）製造工程由来不純物の評価 
 ７）遺伝子導入細胞に残存するベクターの評価 

 
４．特性解析並びに規格及び試験方法 
（1） 原則  

特性解析の結果に基づいて、製品に期待する品質特性を考慮した規格及び試験方法を設
定するほか、製造毎の均質性を確保するために重要中間体の管理も含めた製造毎の変動を管
理できるような品質管理が求められる。規格項目及び規格値は、治験の進展にともない、より適
切なものにしていくことが必要とされるものであり、感染性因子の試験を除き、治験に入る際には
少なくとも暫定的な規格値を設定しておく。試験すべき項目も治験の進展に伴い、より適切な試
験を設定することが求められる。 

（2） 遺伝子治療用製品の特性解析及び管理方法  
１）特性解析（遺伝子構造、発現量等） 
２）確認試験 
３）純度試験（プラスミドの定量・性状、ウイルスベクターの製造工程由来不純物等） 
４）感染性因子に対する試験(無菌試験、マイコプラズマ、（迷入）ウイルス、増殖性ウイル

ス、エンドトキシン） 
５）生物活性又は力価（感染性粒子と非感染性粒子の比率、粒子あたりの感染価等） 
６）含量（ウイルス粒子数/力価、プラスミド濃度） 
７）その他製品の特性に応じて実施する試験 

（3） 遺伝子導入細胞からなるヒト細胞加工製品の特性解析及び管理方法 
１）特性解析（細胞表面マーカー等の細胞種の同定、導入遺伝子コピー数等） 
２）確認試験 
３）純度試験（エンドトキシン/発熱性物質試験、タンパク質/ペプチドの残存、目的外細胞

等） 
４）感染性因子に対する試験(無菌試験、マイコプラズマ、（迷入）ウイルス、増殖性ウイル

ス、エンドトキシン） 
５）生物活性又は力価 
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６）細胞数及び細胞生存率 
７）その他製品の特性に応じて実施する試験 

 
５．製品開発の経緯 

ベクター及び遺伝子導入細胞に関しての最終組成の各構成成分、製品の無菌性及び純
度を確保するための方法、使用する容器に関する情報、投与時に必要な特殊機器（医療
材料等との複合製品を含む）等の説明する必要がある。 

 
６．プロセス評価／プロセスバリデーション 

臨床研究は単施設で実施されることが多いが、治験は製造販売承認申請を目指した開発で
あるため、恒常的な品質の確保が可能となるような品質管理が必要である。プロセス評価／プロセ
スバリデーション、スケールアップのための製法変更時の考え方などを踏まえ、品質の一貫性や同等
性について根拠に基づいて妥当性を説明する必要がある。 

 
７．安定性試験 

 
第 4章 非臨床試験 

First-in-Human 臨床試験のための非臨床試験の要件を明確化し、以下の項目に関しては詳細
に説明する必要がある。 
１．効果又は性能を裏付けるための試験 
２．生体内分布 
３．非臨床安全性試験 
（1） 一般毒性評価 

１）動物種の選択 
①一般原則 ②動物種の数 ③代替法の使用 

２）試験デザイン 
①一般原則 ②用量設定 ③試験期間 ④観察及び検査項目 ⑤回復性 

（2） 遺伝子組込み評価（一般原則、生殖細胞への意図しない遺伝子組込リスクの評価) 
（3） 腫瘍形成及びがん化の可能性の評価 （がん原性の評価、造腫瘍性の評価） 
（4） 生殖発生毒性試験 
（5） 免疫毒性評価 
（6） 増殖性ウイルス出現の可能性 

 
第 5章 治験における留意事項 
従前の確認申請は投与する製品の品質・安全性の確認が目的であり、治験の内容は問われなかっ

たが、RS戦略相談では以下の項目の確認が必要となる。 
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（1） 適応症として選択した疾患 
（2） 治験実施計画 
（3） 被験者の追跡調査計画（目的遺伝子の持続性、遺伝子導入細胞のクローナリティーの評

価） 
 

第６章 遺伝子治療用製品等の第三者への伝播のリスク等の評価について 
「ICH見解：ウイルスとベクターの排出に関する基本的な考え方」（平成 27年 6月 23日付け厚

生労働省医薬食品局審査管理課・医療機器・再生医療等製品担当参事官室事務連絡）、「遺伝
子導入細胞の製造に用いられた非増殖性遺伝子組換えウイルスの残存に関する考え方について」（平
成 25 年 12 月 16 日付け薬事・食品衛生審議会 生物由来技術部会資料）を参考に、投与を受
けた患者以外の第三者へ伝播するリスク等の評価することが必要となる。 
 
3.2. 遺伝子治療等臨床研究に関する指針 
遺伝子臨床研究については、その適正な実施を図るため、「遺伝子治療等臨床研究に関する指針

（以下「指針」という。）」が制定されている。現在の最新版の指針は、平成 31 年 2 月 28 日の全部
改正（科発 0228第 2号）である。 
指針の適用範囲は第三に定められているが、「ただし、第十二から第三十五までの規定は、医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法律第 145号）に定
める治験に該当する遺伝子治療等臨床研究および遺伝子を導入した細胞を人の体内に投与する遺
伝子治療等臨床研究については、適用しない。」とされている。従って、治験については指針の第一から
第十一までの規定を遵守すればよい。 
各規定の疑義については、疑義照会集（Q&A）（平成 28年 2月作成版）が作成されている。 

 
3.3. ICH見解 
遺伝子治療医薬品の急速な発展を踏まえて、ICH 運営委員会は遺伝子治療専門家会議

（Gene Therapy Discussion Group、以下「GTDG」）を 2002年 9月に設置し、3 トピックにつ
いて見解を取りまとめた。これらは各々2017年 6月 23日付け厚生労働省医薬食品審査管理課・医
療機器・再生医療等製品担当参事官室事務連絡（以下「事務連絡」）として発出されている。 

 

3.3.1. 生殖細胞への遺伝子治療用ベクターの意図しない組み込みリスクに対応するための基本的な
考え方 

疾患の治療、予防又は診断を目的として患者の細胞へ導入される遺伝子治療用ベクターには、生
殖細胞の染色体に組み込まれて正常な遺伝子の修飾、再配列及び挿入変異を起こすリスクがある。 

2006 年 10 月 25 日付 GTDG 見解に係る事務連絡「ICH見解「生殖細胞への遺伝子治療用
ベクターの意図しない組み込みリスクに対応するための基本的な考え方」について」において、生殖細胞へ

https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190305_3.pdf#search='%E7%A7%91%E7%99%BA0228%E7%AC%AC2%E5%8F%B7'
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190305_3.pdf#search='%E7%A7%91%E7%99%BA0228%E7%AC%AC2%E5%8F%B7'
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/160215_idenshi_qa.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206061.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206061.pdf
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の意図しない組み込みリスクに関する試験法やリスクに対応するための基本的な考え方、及び臨床試験
の被験者に対するリスクを最小にするために考慮すべき事項が以下の通り示された。 
 リスク要因 
 ベクター：宿主細胞染色体への組み込み能、複製能及び細胞宿主選択性 
 投与量及び投与経路：高用量投与、静脈内投与 
 非臨床試験 

 核酸配列の測定により生殖組織（精巣及び卵巣）内のベクターを検出する。検出された場
合、動物実験により検出されたベクター量が経時的に減少し、検出限界以下になるかどうかを
調べる。継時的に減少しない（持続的に検出される）場合、可能なかぎりベクターが生殖細
胞内又は非生殖細胞内のどちらに存在するか検討する。ベクター配列が持続的に卵細胞又
は精子から検出された場合、各規制当局と議論する必要がある。 

 患者のモニタリング 
 動物での生体内分布試験において、遺伝子治療用ベクターが一過性に生殖腺で検出された

場合、男性患者については精液にベクターが存在するか否かを検査することを考慮したほうが
よい。精子形成の１サイクルを過ぎて実施した精液の検査が陽性であった場合には、検査を
継続するとともに規制当局へ報告すべきである。 

 女性患者については、現在女性の生殖細胞への組み込みを非侵襲的にモニターする方法は
ないため、主として非臨床試験成績に基づいてリスクを評価する必要がある。 

 
3.3.2. ウイルスとベクターの排出に関する基本的な考え方 
ウイルス/ベクターの排出（shedding）とは、遺伝子治療用ベクターや腫瘍溶解性ウイルスが患者の

分泌物や排泄物を介して拡散することである。 
2009年 6月付GTDG見解に係る事務連絡「ICH見解「ウイルスとベクターの排出に関する基本的

な考え方」について」において、非臨床及び臨床での排出試験の実施が適切とされる場合に推奨される
デザインが以下のように示された。 
 ウイルス/ベクターの生物学的特性 

対象となるウイルス/ベクターが由来する野生型株の既知の特性に関する情報は、排出試験計
画を立案するための基本的要件である。 
 増殖能・投与経路 
 感染期間 
 遺伝子組換えによる野生型株との細胞/組織指向性の違い 
 患者の免疫状態による影響 

 分析法に関する考慮事項 
排出されたウイルス/ベクターの検出には、定量的ポリメラーゼ連鎖反応（qPCR）及び感染性

試験が用いられる。 

https://www.pmda.go.jp/files/000206059.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000206059.pdf
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 qPCR 法：感度、再現性及び迅速性に優れ、ウイルス/ベクターの遺伝子配列検出法としての
使用が推奨される。 

 感染性試験：インタクトで感染性のあるウイルス/ベクターのみを検出できるため、排出された増
殖性ウイルス/ベクターを検出する基本的な試験として用いられる。 

 非臨床での考慮事項 
非臨床試験によりウイルス/ベクターの分泌/排泄（による排出）のプロファイルを決定し、ヒトでの

排出の起こりやすさとその程度の推定に用いる。非臨床の排出試験の計画と解釈に当たっては以
下の点を考慮すべきである。 
 動物種：排出の最良の評価には、疾患の状態を模倣した動物モデルの使用が役立つ可能性

がある。例えば、腫瘍溶解性ウイルス製品を増殖させるためには、担がんモデルの使用が適切で
あろう。 

 投与量と投与経路：非臨床試験計画は、選択した臨床の投与経路と投与量を考慮して、最
大の暴露となるように設定するべきである。 

 サンプリングの頻度と試験期間 
 頻度：投与後の最初の数日間は、一過性の排出プロファイルを検出するためにより高い

頻度でサンプルを採取する。 
 試験期間：増殖性ウイルス/ベクターの場合、ウイルス/ベクターの第二ピークの検出に十

分な試験期間をとる。ウイルス/ベクターが特定の組織に長期間存続する場合、排出試験
を行う期間も同様のタイムコースに設定することが推奨されるが、複数回連続して陰性が
観察された場合は、試験期間を短縮することも適切である。 

 サンプルの採取：尿、糞便、口腔スワブ（ぬぐい液）、鼻腔スワブ、唾液、気管支洗浄液等。
十分な量のサンプルを採取することが困難な場合、同一量を同時に投与された複数の動物か
ら得られるサンプルをプールする。 

 非臨床データの解釈と伝播試験：非臨床の排出試験で得られたデータは、臨床での排出試
験の計画、特にサンプルの種類やサンプリングの頻度、試験期間の設定に有用である。しかし、
非臨床試験で排出が認められなくても、臨床開発期間におけるウイルス/ベクターの排出の評
価を除外してよいことにはならない。 

 臨床での考慮事項 
上述の非臨床試験に関する考慮事項は、臨床におけるウイルス/ベクターの排出試験の計画に

も当てはまる。その他の留意事項を以下に示す。ウイルス/ベクターの排出試験を実施する厳密な
時期については規制当局と相談すべきである。 
 サンプリングの頻度と試験期間：サンプリングと分析は複数の連続したサンプルが陰性となるまで

継続すべきである。潜伏感染を示す野生型に由来するウイルス/ベクターの場合、再活性化の
確認に必要な期間にわたり、排出されたウイルス/ベクターのサンプリングを行うことは難しい。この
ような場合、各規制当局に相談すべきである。 

 サンプルの採取：ウイルス/ベクターの特性・臨床試験で用いられる投与経路を考慮する。 
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 頭頸部がんの腫瘍内投与：尿、糞便、唾液などの通常のサンプルに加えて、鼻咽頭の洗
浄液又はスワブの採取 

 皮内又は皮下投与：注射部位を拭き取ってサンプルとしてもよい 
 臨床での排出試験データの解釈 

 「排出物」の同定及び特性解析：qPCR 等と感染性試験と組み合わせて用いる。qPCR
で検出された排出物の量が感染性試験の検出限界以下の場合、感染性試験による排
出物の更なる分析を実施しないことも可能。qPCR 等のみを実施する場合、「排出物」は
感染性があると見なすべき。 

 野生型株の自然感染の経路：例えばウイルス/ベクターが唾液から排出されたり鼻咽頭ス
ワブで検出された場合、他の経路（尿等）からの排出と比較して、エアロゾルを介した伝
播の可能性がより高いと考えられる。 

 排出される量及び期間：増殖性ウイルス/ベクターは患者体内に長期間存続し、量も増
える可能性があり、結果的に伝播の可能性も高まる。 

 遺伝子組換えによる増殖性や弱毒化の程度、発現される導入遺伝子産物の安全性プロ
ファイル、導入遺伝子がウイルス/ベクターの表現型の特徴に及ぼす影響 

 第三者への伝播 
 排出が観察されるときは、ウイルス/ベクターの被投与者と濃厚に接触した人々（家族や

医療従事者など）への伝播の有無を評価する。 
 患者及びその家族に対して、第三者への曝露を最小限にするための方法を指導することが

適切であろう。 
 

3.3.3. 腫瘍溶解性ウイルス 
腫瘍溶解性ウイルスとはがん細胞で選択的に複製し、これを溶解させる固有の性質を持つウイルスで

あり、野生型、弱毒化 1及び遺伝子改変ウイルスが用いられる。 
2009年 9月 17日付 GTDG見解に係る事務連絡「ICH見解「腫瘍溶解性ウイルス」について」に

おいて、腫瘍溶解性ウイルスの臨床開発のための一般的原則が以下のように示された。 
 腫瘍溶解性ウイルスの特性解析 

 選択性：腫瘍／増殖許容性（permissive）及び非許容性（non-permissive）細
胞株を用いた in vitro アッセイで細胞傷害性／細胞溶解性や複製能を検討する。 

 分子変異体：複製における選択性又は腫瘍溶解性プロファイルが変化している可能性のあ
る分子変異体の存在を確認する。 

 外来性病原体試験：腫瘍溶解性ウイルスに対する中和抗体を用いて in vivo及び in vitro
外来性病原体試験を実施する。中和抗体が利用できない場合、ウイルスの生産培養と同時
並行的に培養して得られた細胞を検体として試験を実施する。 

 
1日本では野生型あるいは弱毒型の腫瘍溶解性ウイルスは遺伝子治療用製品等ではないが、当該文書で示す見解は
適用される。 

https://www.pmda.go.jp/files/000206060.pdf
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 非臨床試験 
 選択性の評価：動物モデルを使用する前に、in vitro 試験によって、正常細胞及び腫瘍細

胞における選択的な遺伝子発現、細胞傷害性及びウイルス複製について検討する。 
 動物モデルの選択とその限界：ウイルス感染に感受性があり、腫瘍溶解性ウイルスの感染に

よってヒトと類似した病態を引き起こし得るモデル動物を選択することが望ましい。 
 薬理学/POC：in vitro及び in vivoの両方のモデルによる腫瘍溶解性ウイルスの POC

や予測される作用機序などの生物学的作用、生物活性及び薬理学的プロファイル、及び
ウイルス複製の選択性や抗腫瘍活性等の生物学的有効性等を示す。 

 生体内分布：定量的 PCR のような高感度分析法を少なくとも一種類用いて動物の臓
器又は組織における腫瘍溶解性ウイルスゲノム配列、ウイルス力価及びウイルス核酸の量
を測定する。腫瘍溶解性ウイルスは正常組織において感染及び増殖する可能性があるの
で、非標的組織でウイルスのゲノム配列又は導入遺伝子の有意な発現が認められた場合
は、組織/体液のさらなる分析を実施すべきである。 

 ウイルス排出に関する考慮事項：患者の分泌物／排泄物を介した腫瘍溶解性ウイルス
の拡散（dissemination）による患者以外への曝露の可能性が懸念されるため、動物
を用いたウイルス排出の評価は、臨床モニタリング計画の立案に役立つと考えられる。 

 毒性試験及び安定性試験： 
 評価項目：投与後に起こりうる局所及び全身性の毒性の識別、解析、定量化ができる

ような幅広い検討を行うべき。 
 試験のデザイン時に考慮すべき項目：POC試験で確立された動物種、投与経路及び投

与手順、想定される治療上の用量域及び投与スケジュール 
 評価結果：急性及び慢性毒性、毒性の可逆性、遅発性毒性、挿入変異及び他の用

量反応性の作用を含める。 
 「ICH 見解：生殖細胞への遺伝子治療用ベクターの意図しない組み込みリスクに対応

するための基本的な考え方」も参照のこと。 
 医薬品安全性試験実施基準（GLP）試験：腫瘍溶解性ウイルスの非臨床試験において

は、当該試験があらかじめデザインされた試験計画に従って実施され、そのデータが提案された
臨床試験をサポートするのに十分な質と完全性（整合性）を備えている限り、非 GLP 試験
を受け入れることは可能であろう。 

 臨床試験 
動物での投与情報からは十分な安全性情報が取得できていない場合があることから、がん患者

における用量設定試験を実施する必要性がある。適切な投与経路を決定する際には、腫瘍内投
与から始め、部分又は局所投与、そして全身投与へと段階的に実施する手法がしばしば用いられ
る。選択された投与経路の妥当性を示すべきであり、非標的部位におけるウイルス複製の可能性
も考慮すべきである。可能であれば、腫瘍溶解性ウイルス又は分子変異体の望ましくない複製に対
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処するための抗ウイルス療法を考慮すべきである。フォローアップのための臨床試験計画が作成され
る必要がある。 
 薬物動態、薬力学及び生物活性：増殖許容性組織でのウイルス複製の指標となる血中ウ

イルスの第二ピークを十分に検出することが可能な頻度と期間にわたり、モニタリング（PCR、
感染性試験、ウイルスの遺伝子又は導入遺伝子の発現レベルの調査、導入した非治療用の
マーカー遺伝子の利用（正当な理由がある場合）等）を実施すべきである。 

 免疫及び免疫反応：腫瘍溶解性ウイルス（及び存在する場合は導入遺伝子産物）に対
する免疫反応をモニタリングすることは重要である。目的とするがん細胞の溶解に伴う炎症反
応の影響も考慮すべきである。 

 バイオセーフティ：感染性物質やバイオセーフティに関する予防措置、バイオセーフティガイドラ
インもしくはそれに相当する指針に従うことが重要である。更に各医療施設、国、州、地域の
規制を遵守すべきである。医療従事者、家族、患者と接触するその他の人への曝露を最小
限にするために予防措置を講ずるべきである。詳細については各規制当局に相談するべきであ
る。 

 
3.4. 感染症の予防を目的とする組換えウイルスワクチンの開発に関する考え方 
感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンにおいては「感染症予防ワクチンの臨床試験ガ

イドライン」（平成 22 年 5 月 27 日 薬食審査発 0527 第 5 号）ならびに「感染症予防ワクチンの
非臨床試験ガイドライン」（平成 22年 5月 27日 薬食審査発 0527第 1号）に加え、これらのガ
イドラインを補完し、組換えウイルスワクチンの開発に特有の品質、非臨床及び臨床評価に関する留意
点を示した「感染症の予防を目的とした組換えウイルスワクチンの開発に関する考え方（コンセプトペーパ
ー）」が PMDAホームページに参考として掲載されている。本コンセプトペーパーは、組換えウイルスワクチ
ンの開発における安全性確保や有効性評価の新たな視点を明らかにすることを目的に、臨床開発まで
に明らかにすべき品質、及び非臨床データの考え方・留意点がまとめられている。また、臨床試験における
ウイルス排出評価と第三者への伝播リスクの評価の考え方等についても記載されており、治験開始前の
非臨床での生体内分布試験の必要性や第Ⅰ相試験の治験計画にも影響する内容が含まれていること
から、該当する品目においては十分に留意しておく必要がある。 
 
3.5. 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチンの評価に関する考え方 

PMDA ホームページに、「新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチンの評価に関する考え方」
（令和 2 年 9 月 2 日 医薬品医療機器総合機構ワクチン等審査部）」が掲載されている。本文書
は、2020 年 8 月時点の状況を踏まえた上で、国内での SARS-CoV-2 ワクチンの開発のために求
められる有効性及び安全性の評価における考え方が提示されている。SARS-CoV-2 による感染症の
発症予防を目的とする SARS-CoV-2 ワクチンについては、不活化ウイルスワクチンのほか、組換えタン
パク質ワクチン、脂質ナノ粒子（LNP：Lipid nanoparticles）をキャリアに用いた mRNA ワクチン、
DNA ワクチンの他、組換えウイルスベクターを用いた組換えウイルスワクチン等の多様なモダリティを用いた

https://www.pmda.go.jp/files/000226581.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000208196.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000208196.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000208184.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000208184.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000226581.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000236327.pdf
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開発が進められている。SARS-CoV-2 ワクチンとして開発される組換えウイルスワクチンでは、本文書の
有効性及び安全性の評価に関する考え方を参考として開発する。また、 新型コロナウイルスワクチンが
早期に臨床試験に入るために、本文書等を踏まえ、必要な試験・治験計画策定や、開発計画等に関
する助言を「新型コロナウイルスワクチン戦略相談」として無料で受けることができるので、積極的に活用し
た方が良い。 
 
3.6. 医薬品等におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いについて 
ゲノム編集技術の利用により得られた生物に係る、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生

物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）上の取扱いについては、「ゲノム編集技術の利用によ
り得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いに
ついて」（平成 31 年２月８日付け環自野発第 1902081 号環境省自然環境局長通知。以下
「環境省通知」という。）により、ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち、最終的に得られた生
物に細胞外で加工した核酸が含まれていないものはカルタヘナ法の規制の対象外とされた（図 3-1）。 
環境省通知を踏まえ、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品（以下

「医薬品等」という。）におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いが次のとおり定められ
た。 
 
医薬品等におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱い 
 ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法の規制対象への該当性について 

 ゲノム編集技術の利用により得られた生物が、カルタヘナ法の規制対象に該当するかの判断
に当たっては、必要に応じて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」と
いう。）が実施する「カルタヘナ法関連事項相談」を受ける。 

 カルタヘナ法の規制の対象外とされた場合（最終的に得られた生物に細胞外で加工した核酸が
含まれない場合）の取扱いについて 
 使用等に先立って必要な対応 
（ⅰ）開放系における使用等（拡散防止措置の執られた施設以外での使用等）開放系に

おいて使用等する者 
 使用等に先立ち、別紙様式に必要事項を記入の上、正本１部及び副本１部を

次の提出先まで郵送する。副本は、共管省庁である環境省（自然環境局野生
生物課外来生物対策室）に送付される。 
 

最終的に得られた生物の使用用途 提出先 
医薬品（体外診断用医薬品を除く。）、医薬部
外品及び化粧品 

厚生労働省医薬・生活衛生局 
医薬品審査管理課 

医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等
製品 

厚生労働省医薬・生活衛生局 
医療機器審査管理課 

https://www.pmda.go.jp/files/000236918.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000234621.pdf
https://www.env.go.jp/press/20190208_shiryou1.pdf
https://www.env.go.jp/press/20190208_shiryou1.pdf
https://www.env.go.jp/press/20190208_shiryou1.pdf
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図 3-1 ゲノム編集技術を利用される方へ（環境省 ホームページから転載） 

 
 最終的に得られた生物に細胞外で加工した核酸が含まれないことを研究段階等で

主務官庁に情報提供をしている場合は、当該情報提供を行った旨を別紙様式の
その他欄に記載するとともに、当該情報提供の内容を別紙として添付する。 
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【情報提供する項目】 
A) カルタヘナ法に規定される細胞外で加工した核酸又はその複製物が

残存していないことが確認された生物であること（その根拠を含む） 
B) 改変した生物の分類学上の種 
C) 改変に利用したゲノム編集の方法 
D) 改変した遺伝子及び当該遺伝子の機能 
E) 当該改変により付与された形質の変化 
F) E)以外に生じた形質の変化の有無（ある場合はその内容） 
G) 当該生物の用途 
H) 当該生物を使用した場合に生物多様性影響が生ずる可能性に関

する考察 
 

 PMDA によるカルタヘナ法関連事項相談を受けて、最終的に得られた生物に細
胞外で加工した核酸が含まれないことを確認している場合は、その旨を別紙様式の
その他欄に記載するとともに、当該相談の記録を別紙として添付する。 

 
（ⅱ）閉鎖系における使用等（拡散防止措置の執られた施設での使用等）閉鎖系におい

て使用等する者 
 使用等開始後の留意点として、使用等している者は、使用等の開始後、生物多

様性への影響が生ずるおそれがあると判断した場合は、直ちに、生物多様性影響
を防止するために必要な措置を執るとともに、速やかに医薬品審査管理課又は医
療機器審査管理課に報告する。 

 
その他 
 得られた生物に細胞外で加工した核酸が含まれる場合は、従前どおりカルタヘナ法に基づく遺伝子

組換え生物等として取り扱うことになる。 
 また、宿主に細胞外で加工した核酸を移入したが、その残存の有無を確認していない場合について

は、カルタヘナ法に基づく遺伝子組換え生物等として取り扱うことになる。 
 
 
4. カルタヘナ法制定と海外との相違点 
バイオテクノロジーにより改変された生物（LMO）の国境を越える移動に際しては、この移動に先立

ち、輸入国が LMO による生物多様性の保全及び持続可能な利用への影響を評価し、輸入の可否が
決定できるよう国際的な枠組みや手続きなどが定められており、2003 年 9 月にカルタヘナ議定書が発
行されている。 この際、カルタヘナ議定書の第 5条において、ヒトに使用する医薬品は対象外とされてい
る。 
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2016 年 2 月現在、カルタヘナ議定書の批准国は世界 170 ヶ国であるが、LMO の規制に反対の
立場を持つ米国、カナダ、オーストラリア、ロシアなどは未締結である。 
本邦はカルタヘナ議定書への締結国の 1 つであり、カルタヘナ議定書を適切に運用するための国内

法として「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘ
ナ法）を定めており、2004 年 2 月より施行されている。 この国内法ではヒトに使用する医薬品も含め
た LMO が対象とされているほか、環境への影響も含めた規制も設けられており、これらの点が他のカルタ
ヘナ議定書の締結国と大きく異なる点である。この結果、本邦における遺伝子治療等の LMO を用いた
治験あるいは臨床研究の実施に際しては、治験薬の製造に先立ち、組換えウイルスベクターの製造や遺
伝子導入を行う製造拠点では第二種使用等の大臣確認が必要であり、遺伝子治療を行う医療機関
においては事前に第一種使用等の大臣承認が必要となる。第一種使用等においては、治療を行った患
者自身にも及ぶため、当該患者の個室管理や患者からの排泄物・分泌物（尿、糞便、血液など）も
対象となり、第三者への伝播や環境への影響を評価しておくことが必要となる。 
表4-1に欧米も含む三極間での規制を対比した。前述の通り、カルタヘナ議定書の運用に際し、日

本では国内法を定め、国内での拡散防止措置も含めて運用されている。一方、カルタヘナ議定書に締
結していない米国やカルタヘナ議定書に締結している欧州においてもウイルス伝播に係わるウイルス排出
の管理や環境評価が治験の審査や薬事承認のための審査過程において行われている。 欧州では準
ずる規制に基づき*、治験薬段階では各国が審査してその情報をSNIFとして他国に配布しており、製造
販売承認の段階ではEMAが審査を担当している。 

各国とも遺伝子治療用製品の環境影響評価及び排出試験に関して規制しているが、特に日本で
は、環境影響評価が求められる時期が早く、カルタヘナ法に基づいて、治験開始（開放系での使用）
前に環境影響評価に基づく使用規程を定める必要がある。使用規程に変更がなければ、承認申請時
に環境影響評価を求められないが、通常、治験開始前ではヒト排出データは限られており、そのために厳
しい使用規程（個室管理など）で治験を開始することが多い。そして、治験で排出がないことを確認し
てから個室管理を解除する等、データに基づいて使用規程を緩和していくことが多い。しかし、取得したヒ
ト排出データ等で使用規程を更新する場合、再度大臣承認を取得する必要があり、課題の 1 つとなっ
ている。一方、欧米ではカルタヘナ議定書に基づく法令等とは別のガイダンスで環境影響評価について規
定している。 
遺伝子治療用製品の環境影響評価には、ヒト排出データが重要となるが、排出試験に関する規制

も各国で異なっている。日本と EU は ICH の見解に基づくが、米国は FDA からガイダンスが発出されて
いる。 
環境影響評価が求められるタイミングに関しては、米国は遺伝子治療用製品が増殖性の場合は

Ph-1 から、非増殖性の場合は Ph-II 以降で排出試験を行い、承認申請時にそのデータを提出する。
EU は各国で対応が異なるが、例えばイギリスでは Ph-1 で排出の量と期間、経路に関するデータをでき
るだけ取得することとなっている。 
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表 4-1  遺伝子治療/カルタヘナに係る三極薬事規制 

 
註：AMED・遺伝子治療におけるカルタヘナ法の第一種使用規程の考え方に関する研究・成果物 

 
昨今、遺伝子治療や再生医療など先端的医療に係わる開発は国内外を問わず目覚ましく進歩し

ており、本邦における治験開始の遅延などを避ける必要がある。カルタヘナに係わる国内法への遵守・運
用に際しては、治験や臨床研究の計画段階の早期より規制当局と十分な協議を行い、準備を進めるこ
とが賢明である。 
 
５．参考 
5.1 GILSP リストについて 
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等

を定める省令別表第一号に基づき厚生労働大臣が定めるものを GILSP遺伝子組換え微生物といい、
「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を
定める省令」（平成１６年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令第１号）別表第一号
に定められたた拡散防止措置（別添２）を執ればよく、カルタヘナ法第 13 条第１項に規定 される
厚生労働大臣の確認を要しないこととされている。ただし、GILSP に相当する基準を満たす遺伝子組換
え微生物であっても告知されていないものについては厚生労働大臣の確認を要する。 
厚生労働大臣が定めるGILSP 遺伝子組換え微生物（平成16 年厚生労働省告示第27 号。

以下「GILSP告示」という。）において、その対象となる微生物を具体的に定めている。 
 

GILSP 告示への収載の希望 

http://nrichd.ncchd.go.jp/genetics/shiryou/kisei_hikaku.pdf
http://nrichd.ncchd.go.jp/genetics/shiryou/kisei_hikaku.pdf
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第二種使用等の拡散防止措置の確認を受けた品目のうち希望がある場合は、以下の資料を厚生
労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課（医薬品、医薬部外品又は化粧品の場合）又は医
療機器審査管理課（医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の場合）に提出する。
（提出は随時可） 
 
収載希望書（別紙様式） 

• 申請時の第二種使用等拡散防止措置確認申請書の様式第一及び宿主、ベクター及び供与核酸
に関する部分の別紙の写し 

• 法の施行以前に「組換え DNA 技術応用医薬品等の製造のための指針について」（昭和 61 年
12 月 11 日付薬発第 1051 号厚生省薬務局長通知）により既に確認されていた品目の場合
には、当該申請書（必要部分のみ）の写し 

• 必要に応じて、新たに得られた科学的知見等に関する文献等の写し  
 
なお、提出された資料の内容について、厚生労働省又は独立行政法人医薬品医療機器総合機

構から照会を行う場合があることに留意すること。 
 

【参考となる通知】 
• GILSP告示の一部を改正する件について（平成 27年６月 23日 薬食発 0623第２号）  
• 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等
を定める省令別表第一号に基づき厚生労働大臣が定める GILSP遺伝子組換え微生物（平成
16年 厚生労働省告示第 27号） 
一部改正：平成 23年 11月 11日 厚生労働省告示第 428号 
一部改正：平成 26年 7月 25日 厚生労働省告示第 299号 
一部改正：平成 27年 6月 23日 厚生労働省告示第 298号 

https://www.pmda.go.jp/files/000206404.pdf
https://www.biodic.go.jp/bch/download/law/domestic_regulations/kouroukokuji150703.pdf#search='%E2%80%A2+%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%A8%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%AD%89%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%A1%E7%94%A3%E6%A5%AD%E4%B8%8A%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%AD%89%E3
https://www.biodic.go.jp/bch/download/law/domestic_regulations/kouroukokuji150703.pdf#search='%E2%80%A2+%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%A8%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%AD%89%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%A1%E7%94%A3%E6%A5%AD%E4%B8%8A%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%AD%89%E3
https://www.biodic.go.jp/bch/download/law/domestic_regulations/kouroukokuji150703.pdf#search='%E2%80%A2+%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%A8%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%AD%89%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%A1%E7%94%A3%E6%A5%AD%E4%B8%8A%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%AD%89%E3
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編集後記 
 
本書は、遺伝子治療用製品等や感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンの開発経験

が少ない企業が、現在の規制に従って、スムーズに日本における初めての治験を開始できるよう、日本製
薬工業協会 バイオ医薬品委員会 技術実務委員会 第3検討グループのメンバーが開発担当者の目
線で参考とすべき通知や手順、留意事項等を調査・研究し、取りまとめたものです。これら製品の開発に
取り組んでいる方々の理解を深め、業務の負担を軽減することに少しでも役立つことができれば幸いで
す。なお、本書は通知やガイドラインのような公的な助言ではなく、業界の自主ルールの位置づけにもあり
ません。その点をご理解いただき、ご活用ください。 
また、本書の作成にあたりましては、再生医療等製品等の開発について多くの知見とご経験を有して

いる、EFPIA Japan（欧州製薬団体連合会）様、米国研究製薬工業協会（PhRMA）様、一般
社団法人再生医療イノベーションフォーラム（FIRM）様、そして日本バイオテク協議会様から、加えて、
日本製薬工業会の医薬品評価委員会様、バイオ医薬品委員会から、多くのご支援をいただき、作成す
ることができました。ここまでお力添えいただきましたすべての方々に、この場を借りまして深謝させていただ
きます。 
なお、本調査研究は、バイオ医薬品委員会 技術実務委員会 第3検討グループに所属するメンバー

（2020年12月時点）により行いました。 
 
池田 晶子 ヤンセンファーマ株式会社 中根 サチ バイエル薬品株式会社 
伊藤 美穂子 帝人ファーマ株式会社 中村 奈央 大日本住友製薬株式会社 
井上 俊浩 キッセイ薬品工業株式会社 長尾 利幸* MSD株式会社 
内田 和久 協和キリン株式会社 早田 悟 グラクソ・スミスクライン株式会社 
大林 靖明 田辺三菱製薬株式会社 本多 淳一 旭化成ファーマ株式会社 
小栗 英生 バイオジェン・ジャパン株式会社 町 佳樹 協和キリン株式会社 
上田 修 第一三共株式会社 美馬 康史 大塚薬品株式会社 
栗原 英司 サノフィ株式会社 山口 和久子 日本ベーリンガーインゲルハイム

株式会社 瀬川 耕太郎 中外製薬株式会社 
*：グループリーダー 

 


	1. 総則
	1.1. 目的
	1.2. 適用範囲

	2. 治験開始までに留意すべき規制等
	2.1. 概要
	2.2. カルタヘナ法
	2.2.1. カルタヘナ法の対象
	2.2.2. カルタヘナ法の対象となる手続き
	2.2.3. GILSP遺伝子組換え微生物
	2.2.4. 第一種使用等の承認に関する審査
	2.2.4.1. 第一種使用規程承認申請書の作成に関する手続き
	2.2.4.2. 申請書様式と記載上の留意点
	2.2.4.3. 生物多様性影響評価書の記載事例（書き方及び事例）

	2.2.5. 第二種使用等の確認に関する審査
	2.2.5.1. 第二種使用等の確認申請書作成から大臣確認までの流れ

	2.2.6. 遺伝子治療用製品等及び遺伝子組換え生物等に関する報告
	2.2.7. カルタヘナ法に基づく承認申請の事務手続等に関する質疑応答集

	2.3. 医薬品医療機器法
	2.3.1. 遺伝子治療用医薬品の治験に係る規則の変遷
	2.3.2. 再生医療等安全性確保法との関係性について
	2.3.3. 感染症の予防を目的とする遺伝子組換え生ワクチンの薬事規制上の取扱い
	2.3.4. 再生医療等製品の治験製品の製造
	2.3.5. レギュラトリーサイエンス（RS）戦略相談
	2.3.5.1. 再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談
	2.3.5.1.1. 対面助言の資料に盛り込む内容

	2.3.5.2. その他の対面助言

	2.3.6. 初回治験計画届（30日調査）

	2.4. 治験実施までのタイムライン

	3. 個別の留意点
	3.1.1. 改正されたポイント
	3.1.2. 記載内容に関する留意事項
	3.2. 遺伝子治療等臨床研究に関する指針
	3.3. ICH見解
	3.3.1. 生殖細胞への遺伝子治療用ベクターの意図しない組み込みリスクに対応するための基本的な考え方
	3.3.2. ウイルスとベクターの排出に関する基本的な考え方
	3.3.3. 腫瘍溶解性ウイルス

	3.4. 感染症の予防を目的とする組換えウイルスワクチンの開発に関する考え方
	3.5. 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチンの評価に関する考え方
	3.6. 医薬品等におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いについて

	4. カルタヘナ法制定と海外との相違点

