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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】医薬品の安全性確保 

 
安全で革新的、かつ利用しやすい医薬品(EU) 

－ 欧州委員会の提案 － 

 
 2008 年 12 月 10 日、欧州委員会は「安全で革新的、かつ利用しやすい医薬品」の実現
に向け、EU、加盟各国、製薬業界が取り組むべき事項に関する提案を発表した。提案は
立法に係わる提案（4つ）、政治的な提案（3つ）から成る。 
 本稿では、まず提案の概要について紹介し、次に立法に係わる提案の中から「医薬品の

安全性監視」について、詳細に紹介する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 概要 
 
 欧州連合(EU)は、製薬部門の革新が立ち後れている。欧州の患者は未だに医薬品に関す
る情報の入手し易さという点での格差に悩む一方、偽造医薬品が多く出回るようになって

いる。こうした問題に取り組むために、欧州委員会は 4つの主要な柱から成るパッケージ
を提出した。4つの柱とは： 
①市場へのアクセス向上、欧州における製薬研究促進を目的としたイニシアティブの展

開方法について検討を促す提案 
②「偽造医薬品および医薬品の違法流通」という拡大しつつある問題に取り組むための

提案 
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③処方箋が必要な医薬品に関する質の高い情報を市民がアクセスできるようにするた

めの提案 
④医薬品の安全性を監視(pharmacovigilance)するために EUシステムを強化し、患者の
保護を改善するための提案 

 
 製薬部門は、医薬品の入手可能性、経済成長および持続可能な雇用を通じて、欧州およ

び世界中の福利に大いに寄与している。製薬部門は欧州にとって戦略的な部門であったし、

現在でも同じである。同部門は 634,000名以上を雇用し、EUの研究開発(R&D)費の 17％
以上を占めている。最も重要なことはヒト用の医薬品の進歩により、数十年前には想像も

できなかった治療を患者が受けられるようになったことである。多くのことが成し遂げら

れたが、重要な健康上、経済上、および科学上の課題がある。それは： 
 
①製薬部門のグローバル化により新たなチャンスが生まれたが、同時に問題も出現して

いる。新たな市場が開かれつつある。その一方で、偽造医薬品が増大している。 
②EU の製薬市場には欠陥があり、これが医薬品と、その関連情報に対する患者のアク
セスに影響を与えているだけでなく、産業の競争力を削いでいる。 

 
提案は、一連の立法に関わる事項、政治的イニシアティブ、および国際的協働プロジェ

クトの概要について述べたものである。 
 
立法に関わる提案 
・「偽造医薬品および医薬品の違法流通」という拡大しつつある問題に取り組むこと 
・処方箋が必要な医薬品に関する質の高い情報に、市民がアクセスできるようにすること 
・医薬品の安全性監視(pharmacovigilance)のために EUシステムを強化し、患者の保護
を向上させること 

 
 これらの提案は欧州議会および欧州理事会に送付されることになっている。 
 
政治的提案 
・薬価(pricing)及び償還(reimbursement)決定の透明性を高めることにより、市場アク
セスを改善する方法を加盟国と協議すること 

・EUの製薬研究を促進するためのイニシアティブを展開すること 
・医薬品の安全性を世界的に向上させるため、主要なパートナー（米、日、加）との協

力関係を強化すること 
・新興のパートナー（露、印、中）との協力関係を強化すること 

 
詳細については以下のサイトを参照されたい。 
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/index_en.htm 
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2. 「医薬品の安全性監視」に関する提案内容 
 
2.1 はじめに 
 
医薬品は EU市民の健康に多大な貢献をしている。しかし、医薬品には有害作用(adverse 

effects)もある。全入院の 5％は薬物有害反応(adverse drug reaction: ADR) 1が原因である
と推定されており、それが病院での死因の第 5位にランクされている。欧州委員会が設置
した EU 医薬品安全性監視システム 2（ADR の管理および監視）による経験と評価から、
EU 規則の運用方法を改善するための新措置が必要であることが明らかになった。この提
案は、既存の EU 規則 3の改正を目指すものである。そして、EU 医薬品安全性監視シス
テムを強化し合理化することを目的としており、また公衆衛生を改善し、域内市場を適正

に機能させ、現行の手続きを簡素化するという全体的な目標の達成を目指すものである。 
 
 ある種の有害反応は、医薬品が承認された後にしか見つからないことがある。医薬品の

安全性に関する完全な情報というものは、医薬品が市場に出回ってからわかることもある。

承認された医薬品の有害反応の管理および監視は、EU の医薬品安全性監視システムを通
じて行われている。このシステムは、許容できないレベルのリスクを示す製品はすべて、

市場から確実に速やかに引き上げられるようにすることを狙ったものである。そのため医

薬品安全性監視は： 
①医薬品の安全性に関するデータの収集・管理 
②収集したデータの評価 
③公衆衛生保護のための行動の決定 

の３項から構成されている。EUでは年間 197,000名が ADRにより死亡し、ADRの社会的
総コストは 790億ユーロに上ると見られている。この提案は、現行のシステムを更に改善す
ることを目的としている。これにより、EU 全体で多くの命を救えると考えられる。更に、
年間およそ 1,450億ユーロ相当の行政上の負担を削減する一助になるといわれている。 
 
2.2 主要な措置（概要） 
 
 公衆衛生の改善は以下の方法を通じて達成される。 
・主要な関係者の役割と責任、および義務を明確にすること（詳細は、後述の 2.3(1)）。 
・医薬品の安全性に係る問題について透明性を高め、報告を強化すること。これにより、

                                                 
1 薬物（医薬品含む）の主要な作用を「主作用」（Main Effect）といい、二次的、副次的な作用を「副作用」
（Side Effect）という。副作用には良い副作用も悪い副作用もある。これに対して、投与量にかかわらず、
投与された薬物に対するあらゆる有害で意図しない反応を薬物有害反応（ADR）という。（参照：「副作用」、
治験ナビ (http://www.chikennavi.net/word/fukusa.htm)） 

2 EU pharmacovigilance system 
3 規制(EC) No 726/2004および指令 2001/83/ECに掲げられた規則 
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患者や医療従事者の理解と信頼を深め、重要な警告をより効率的に社会へ浸透させる

（詳細は、後述の 2.3(2)）。 
・企業の安全性監視システム 4を強化すること。これにより企業は自社のシステムを定

期的に改善する一方、事務処理の負担を軽減することができるようになる（詳細は、

後述の 2.3(3)）。 
・新規の医薬品毎にリスク管理計画を導入すること（詳細は、後述の 2.3(4)）。 
・現行のシステムを合理化することによって有害反応の報告システムを強化し、医薬品

の安全性監視分野におけるすべての利害関係者を関与させること（詳細は、後述の

2.3(5)）。 
・医薬品の安全性に関する質の高いデータを、積極的に、バランス良く、確実に収集す

ること（詳細は、後述の 2.3(6)）。 
 
 公衆衛生の改善を達成することに加え、提案はまた、製薬業界および医薬品規制当局の

双方に効率をもたらすべく、現行の EU手続きの簡素化を目指す。 
 
2.3 主要な措置（詳細） 
 
(1)明確な役割と責任 
・加盟国は協力関係を強化し、医薬品安全性監視分野で中心的な役割を果たさなければ

ならない（欧州委員会ではなく加盟国）。 
・特に、製品の安全性監視を継続して行うための義務の範囲に関し、企業の責任を明確に

する。これにより、入手可能なすべての情報を、当局が確実に参照できるようにする。 
・新しい科学委員会「医薬品の安全性に関するリスク評価諮問委員会」を、欧州医薬品

庁(European Medical Agency: EMEA)内に設置し、EUにおける医薬品の安全性評価
について重要な役割を担うものとする。 
・加盟国間の協力関係をより緊密化し、加盟国の代表者で構成される「調整グループ」

の権能を強化する。 
・各国が承認した医薬品の安全性に関する深刻な問題の評価に関し、加盟国を拘束する

明確な基準により、EU手続きを整備する。 
 
(2)透明性と報告 
特定の安全性リスク事項に関する明確で調整されたメッセージは以下の通り。 
・EudraVigilanceデータベース 5は、EUで承認された医薬品の安全性情報を一括して

                                                 
4 システムとは、一般的に「しくみ」を意味する言葉である。ここでは、企業内の安全性監視に係わる手続き、
手順、担当部門、部門間の業務の流れ、安全性監視に係わるコンピュータシステム等、幅広い意味を持ち得る。 

5 EudraVigilance はEMEA の副作用電子報告データシステムで，市販後の自発的な報告を受け付ける「市販
後報告モジュール（EudraVigilance Post-authorisation Module：EVPM）」と，臨床試験（第I相～第IV 相）
中に生じた予期せぬ重篤な副作用の疑い（Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions：SUSAR）
の報告を受け付ける「臨床試験モジュール（EudraVigilance Clinical Trial Module：EVCTM）」の2 つの
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受ける拠点にならなければならない。 
・医薬品の安全性に係る事項の報告について EUで調整する。また、欧州医薬品安全性
ポータルサイトを設置する。 

・医薬品の特性を既述した要約に「重要情報」のセクションを新たに設け、パッケージ

の添付文書とする。 
 
(3)企業による医薬品の安全性監視義務 
現行の規制は製造承認申請に当たり、「安全性監視システムに関する詳細な説明書」を

提出するよう求めている。今回の提案は、「安全性監視システムマスターファイル」の導入

により、既存の要件を簡素化する。申請の際には安全性監視システムの主要点のみ提出す

れば良いが、企業は別途、詳細情報をネット上で公開しなければならない。 
 
(4)リスク管理計画および非介入安全性試験 
 現行の規制では、企業は必要に応じて特定の医薬品に対するリスク管理システムを設け

ることとしているが、管轄権のある当局がそれを要求する明確な法的根拠がない。今回の

提案では、以下を求めている。 
・新規の医薬品毎にリスク管理計画を導入すること（既存の医薬品については安全性に

対する懸念のあるものに関して）。このシステムは、医薬品に関する明確なリスク、

潜在的なリスク、および追加情報の必要性と呼応したものでなければならない。 
・市販後の非介入安全性試験（承認された医薬品の安全性試験であり、臨床試験ではない）

を管理するための調和のとれた指導理念および手続きの確立。特に、これは販売促進目

的ではないこと、安全性データの追跡調査であることを確保しなければならない。 
 
(5)薬物有害反応が起きたケースの報告 
 現在、ある医薬品が 1 ヵ国以上で承認された場合、報告書は複数の当局に提出される。
つまり、製品毎、物質毎に一括して（まとめて）評価する規定がないため、重複して評価

が行われている。提案は下記を目指す。 
・リスクに見合う報告体制にする。 
・患者側から副作用を報告できるようにする。 
・過剰投与や投薬ミスが確実に報告されるようにする。 
・有害反応に関する報告手続きを簡素化し、すべての有害反応データは直接

EudraVigilanceデータベースに報告されるよう提案する。 
・EMEA が、「科学文献を監視し、有害作用事例の報告を EudraVigilance データベー
スに登録する」という新たな任務を負う。 
・ADR を惹起した投薬ミスは、管轄権を有する医薬品規制当局に報告される。加盟国
当局は、データが確実に医薬品規制当局と患者の安全に責任を持つ当局との間で共有

                                                                                                                                                 
モジュールからなる（引用：国立医薬品食品衛生研究所安全情報部、医薬品安全性情報Vol.5 No.11
（2007/05/31）p.27 注1 (http://www.nihs.go.jp/dig/sireport/weekly5/11070531.pdf)）。 
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され、患者が ADR ではないかと疑う事例を報告できる法的根拠を明確にしなければ
ならない。 

 
(6)安全性情報の定期的な更新報告書、およびその他の安全性関連評価 
 現在、製品毎あるいは物質毎に一括して提出し、あるいは評価するための規定が存在し

ないため、重複提出や重複評価が発生している。このため、製品情報の更新に関し、法律

による詳細規定がない。そこで、提案では以下の事項を求める。 
・「企業による安全性情報の定期的な更新報告書（以下、報告書）」を簡素化し、製品の

安全性やリスクに見合ったものにする 
・報告書評価のためのメカニズムを導入する。このとき、すべてのケースについて「医

薬品の安全性に関するリスク評価諮問委員会」が卓越した役割を担うものとする。こ

れにより、製品情報の更新を迅速に行う。 
・報告書の報告範囲を修正する。医薬品のリスクと効能のバランスを分析した報告にする。 
・報告書の要件を、医薬品が持つリスクと見合うものにする。低リスクであると考えら

れる製品についての型通りの報告、あるいは重複している報告は廃止する。 
・報告書の評価に関する明確な規定を設け、医薬品の安全性評価、製造承認のレビュー、

その更新、との間に明確な関連性を持たせる。 
・報告書の評価や追跡調査の権限を有する当局間で、資源 6を共有するための枠組みを

創設する。その際、EMEAの「医薬品の安全性に関するリスク評価諮問委員会」が積
極的に関与する。 

・一加盟国以上で承認された医薬品に関する報告書は、単一評価 7になるであろう（同

じ作用物質を含むすべての製品を含む）。これは、加盟国あるいは欧州委員会によっ

て承認された製品の双方に適用する。 
 
 また提案は、加盟国、特に小国における医薬品の入手可能性を向上させるための 2つの
規定を含んでいる。 
 
2.4 法律となる時期 
 
 この提案は、欧州議会および欧州理事会に送られ議論された上で、「共同決定手続き」に

則り投票される。法案は、欧州議会および欧州理事会で採択され、公布された後、早くて

18ヵ月後に法律となる。 
 
医薬品の安全性監視、および医薬品パッケージ一式の詳細については以下から入手可能

である。 

                                                 
6 一般的に資源とは、人・物（設備や材料）・お金・時間を指す。これらを共有することにより、「無駄や食
い違いを防止する」ことを意味している。 

7 一ヵ所で評価を実施し、あちこちでばらばらな評価をしないこと。 
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薬物の安全性監視→ 

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/pharmacovigilance/pharmacovigilan
ce_en.htm 
薬剤パッケージ一式→http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/index_en.htm 
 

編集：久我 健二郎 翻訳：吉野 晴美 
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