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1. 緒言 

 

世界保健機関（WHO）は、2014～2016 年に発生したエボラウイルス病のアウトブレイクを

受けて、緊急時使用の審査とリスト記載（EUAL）のメカニズムを開発した。EUAL は、主

に国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）、また、適切な場合はその他の公衆

衛生上の緊急事態での体外診断薬（IVD）、治療薬およびワクチンの候補薬の使用に対する

評価とリスト記載のためのリスクに基づいた手続きである。現行の手続きは、次の 3 つの主

要要素から成る。1) WHO の製造品質規範および基準の遵守を含む製品の製造に関連する文

書のレビュー、2) 特に公衆衛生上の緊急事態での使用についての安全性および有効性／効

能に関する文書のレビュー、3) IVD に適用する場合には、当該製品の能力および使用特性に

対する WHO のコーディネートによる独立した検査施設評価。 

 

エボラワクチンに関しては 2 件の届出のみが受け付けられた。両ワクチンの開発企業と国内

規制機関は、手続的側面に対する明確さを向上させるため、またそれぞれの機能における重

複やギャップを回避するため、手続きの見直しおよび簡素化の必要性を指摘した。 

2014～2016 年のエボラアウトブレイク中に 4 種類の治療薬が開発された。これらの治療薬

はいずれも EUAL への届出はなされていない。IVD に関しては、エボラ試験用に 25 件の申

請が受け付けられており、そのうちの 7 種類がリスト記載された。ジカ熱の検査用には 33
件の申請が受け付けられており、そのうちの 3 種類がリスト記載された。 

 

IVD 申請のレビューで見つかった課題には、提出および試験の検査検証データの低品質、評

価の指針となる国際基準の欠如、標準薬剤および試験の検証のためのパネルの欠如、これら

の材料の調達に関する倫理的手続きの欠落、ならびに IVD の生物学的安全性に関する懸念が

含まれた。製造企業と規制機関は、EUAL プロセスで IVD に要求される検証データに対する

良好な指針、および国際的な標準材料やその他の検証材料の供給力に対する必要性に同意し

た。 

公衆衛生上の緊急事態に対処するための規制上の準備を向上させるオプションに関する

WHO の非公式協議（ジュネーブ、2017 年 5 月）1では、既存の WHO EUAL 手続きのいく

つかの側面は再考と見直しの必要があるとの結論に達した。コンセンサスは、緊急時使用リ

スト記載手続きとしてのプロセスを再構成することであった。例外的な状況、主に国際的に

懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）では、改訂された手続きが用いられるべきであ

る。EUL の枠組みでの治験薬の使用は、事前に規定された根拠と基準に基づいていること、

1 http://www.who.int/medicines/news/2017/PHEmeeting-reportIK-EG16_Nov_2017.pdf?ua=1 
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評価に関する国家規制当局（NRA）への依存度が明確にされていること、流行の可能性のあ

る国の NRA が手続きの開発と実行に関与していることを保証すべきである。EUL ではま

た、緊急事態が宣言された場合の迅速なリスト記載決定を可能にするための、緊急事態宣言

前の活動が適切に計画および実行されていることも保証すべきである。 

 

2. 手続きの適用範囲および目的 

新たな手続きの目標は、詳細なデータが収集され評価されている一方で、時間が限られたリスト

記載状況の下で製品をリスト記載するための評価の際に用いられる製品の適格性、要求される必

須情報、およびプロセスを確立するために WHOが従うステップを規定することである。 

事前認証チームは、製品の評価、および調達企業や製品の規制監督責任を担う国家規制当局

（NRA）（潜在的な使用国の NRA を含む）との交渉の専門知識に鑑み、リスト記載のための製

品の評価において WHO の中で最も適した部門である。しかし、EUL は WHO 事前認証と同等あ

るいは代替的なものではなく、またそのように考えられるべきではない。むしろ、入手可能な

データが限られ、当該製品が事前認証の申請に適さない緊急事態の背景において、限られた時間

の中での製品のリスト記載を提供することを意図したものである。事前審査（PQ）で承認され

ない主な理由は、これらの製品は、EUL への申請時には事前認証プログラムの適用範囲にない

ことである。しかし、最終的な目標は、WHO の事前認証のために製品の開発を完了することで

ある。 

EUL は、地域／公共の保健機関が、疾病の罹患率および／または死亡率、また治療もしくは予防

の選択肢の欠如あるいは不足を考慮し、製品の有効性と安全性に関する確実性が低くても容認を

望むと思われる公衆衛生上の緊急事態におけるワクチン、医薬品および体外診断薬に対する特別

な手続きである。 

WHO が EUL プロセスを開発したのは、公衆衛生上の緊急事態の状況下で必要とされる製品の供

給を促進し、公衆衛生上の緊急事態の背景において一連の基本的な供給品質、および有効性／免

疫原性／効能データに基づき、特定の製品の使用に関する許容性について利害関係のある国連の

調達機関および加盟国を支援するためである。 

ワクチン／医薬品／IVD 候補の緊急時使用を自国で許可するかどうかは WHO 加盟諸国が持つ単

独の権限である点には注意すべきである。 
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本稿は、EUL の下でのリスト記載に対する製品の適格性および評価の手順について記述する。こ

れは、公衆衛生上の緊急時の使用製品のリスト記載を得ることを目的として申請の提出を望む製

造業者の支援を意図するものである。 

 

3. 手続きの段階 

緊急事態の状況下における過去の経験から、緊急事態が宣言された場合、準備計画が迅速な

対応の鍵となることが示されている。WHO 研究開発部門（R&D）のブループリントは、こ

の原則に基づいて確立されたものである。 

優先度の高い各疾患に対するパイプラインには開発中の製品が追加されるため、緊急事態の

前段階での計画と実行が可能な活動がいくつか存在する。この戦略は、先駆けて完了可能な

活動すべてに可能な限り集中して取り組むことで、公衆衛生上の緊急事態が宣言されたとき

の使用製品のリスト記載に関する最終決定に要する時間を最小限にすることを意図してい

る。 

この活動は、目的と関与する利害関係者に応じて 2 種類に分けられる。 

1) 審査プラットフォームの確立 

これには、WHO、外部の専門家、監督責任があるユーザー国の国家規制当局の協力体制に

関するプラットフォームを確立することを意図する活動が含まれる。また、手続きの異なる

段階で参加する専門家の名簿を確立する活動も含まれる。 

2) 製品の適格性と審査 

緊急事態の前段階におけるこれらの側面は、申請者らとの相互関係に関連する。これらに

は、申請前の会議／活動、既定の適格性基準に沿った評価すべき製品の選択（以下の適格性

基準を参照）、審査経路の適用、提出データの評価（初回および更新）、それらに関する報告

が含まれる。これらの側面は、適格性と評価プロセスの一環であり、審査プラットフォーム

の資源を利用する。 

これらの緊急事態の前段階における活動すべての実行は、公衆衛生上の緊急事態が宣言され

た場合のリスト記載における意思決定プロセスを加速させることを目的とするものである。

緊急事態の段階では、使用（または不使用）に関する勧告が発行され公表される。 

この手続きには、緊急事態の進展に沿った持続的なモニタリングによる、当該製品の使用に

関する WHO 主導の配布後の評価も含まれる。 
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3.1. 緊急事態の前段階 

3.1.1. 審査プラットフォームの確立 

3.1.1.1. 情報共有のための記録に関する NRA との合意事項 

迅速審査を適用するため、WHO は、製品の規制監督の責任を担う NRA との間で情報共有に関

する正式合意を得ている。これらの合意によって、公衆衛生上の緊急事態のような特別な状況下

で承認を発行した NRA による品質、前臨床および臨床情報ならびに施設の評価／調査に WHO
が依存することが可能となる。本来製品の規制監督に責任を負うべき NRA への依存は、EUL 手

続きでの審査経路が、簡略化または完全なレビュープロセスのいずれに基づいて適用されるべき

かを判断するものである。EUL リスト記載の簡略化経路は、評価の完了に要する時間に影響しう

る（以下の「審査経路の選択」を参照）。 

EUL 手続きは、公衆衛生上の緊急事態のような特別な状況下での製品の使用を承認するための代

替的メカニズムが用いられるこれらの状態への対策を確保するため、既存の合意事項および強化

された新規の合意事項が考慮に入れられている。 

WHO は、WHO EUL 審査が追加的価値をもたらす側面に重点を置くことによって、作業の重複

を避け、製品の評価に費やす時間を短縮させる。WHO は、品質、安全性および有効性（IVD の

場合は診断能）に関する入手可能なエビデンスをレビューし、製品が簡略化 EUL 審査に適格か

どうかを決定する。簡略化審査に適格でない製品は、完全な EUL レビューの対象となる。 

3.1.1.2. 流行の可能性のある国の NRA と倫理委員会との協力体制の枠組み 

優先疾患は WHO R&D ブループリントに合致して特定され、製品が申請に適格と判定されるこ

とから、流行の可能性のある国も特定できる。流行の可能性のある国の NRA と倫理委員会との

間で、個別に、または既存の規制機関の協力体制プラットフォームを通してコミュニケーション

戦略が確立される。 

レビューの階層と承認に要する時間を国レベルで最小化するため、EUL 手続きの下でリスト記載

されたこれらの製品の使用の承認に対し、緊急事態の前段階および緊急事態段階に潜在的使用国

の関連機関が関与して特定の枠組みが確立される。迅速な国内承認を支援するために必要な必須

情報に関する潜在的使用国との合意は、国レベルでの意思決定に要する時間の最短化の鍵とな

る。 

3.1.1.3. 異なる段階の手続きを支援するための専門家名簿の確立 

専門家名簿は、医薬品およびその他の保健技術の規制（RHT）による「呼びかけと選任（call 
and selection）」プロセスを通して確立される。 

専門家は、既存の緊急または常任委員会の相応の資格を有するメンバー、製造国の NRA 代表者

など関連する WHO の専門家パネル、製品の規制監督責任を担う NRA と流行の可能性のある国
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の NRA、学会その他の関連機関から選択される。専門家のプールは、緊急事態の前段階、緊急

事態および緊急事態の後段階の意思決定において考慮すべき技術的／科学的分野をすべてカバー

すべきであり、そうすることによって必要な場合には緊急委員会の迅速な設置が可能となる。 

専門家らは、WHO のルールと手続きに従い、利益関係の宣言（DOI）を行うとともに機密保持

契約（NDA）を締結する。 

 

3.1.1.4. 委員会等 

専門家名簿から設置される緊急委員会には 2 種類がある。 

1. 製品評価委員会（PEC） 

この委員会は、緊急事態の前段階に招集され、a) ガイドライン、要求事項および科学的コンセン

サスのどの組み合わせを製品の評価に用いるかを決定し、b) EUL 適格性基準を満たしスクリー

ニングに合格した製品の申請を評価する。 

PEC の議長は、専門家らによって作成された勧告を集約し、報告が EUL に対する勧告に用いら

れる場合は常に、事前認証（PQ）グループリーダーまたは緊急時使用リスト記載に関する諮問

委員会（ACEUL）による詳細な検討と一貫するかどうかを判断する。 

 

製品評価委員会（PEC）には以下の 3 つの部門がある。 

a- PEC-V：ワクチンに関連する部門で、ワクチン事前認証グループリーダーによって調整され

る。 

b- PEC-M：医薬品に関連する部門で、医薬品事前認証グループリーダーによって調整される。 

c: PEC-D：IVD に関連する部門で、体外診断薬事前認証グループリーダーによって調整される。 

 

PEC は、確立された専門家名簿のメンバーから専門分野に応じて構成される。メンバーは、製

品の品質、安全性／有効性、およびプログラム的側面を含む科学的データについてリスクに基づ

いた審査を行う。この委員会は、入手しえた情報に基づいて報告書を作成し、必要に応じて追加

情報を要求し、補完データ／更新データを審査する。 

この委員会は、付託条項に規定される基準に従い、事前認証チームによって選任される（付属資

料 4 を参照）。 
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2. 緊急時使用リスト記載に関する諮問委員会（ACEUL） 

この委員会には以下の 3 つの部門がある。 

a- ACEUL-V：ワクチンに関連する部門で、ワクチン事前認証グループリーダーによっ

て調整される。 

b- ACEUL-M：医薬品に関連する部門で、医薬品事前認証グループリーダーによって調

整される。 

c: ACEUL-D：IVD に関連する部門で、体外診断薬事前認証グループリーダーによって

調整される。 

 

この委員会は、公衆衛生上の緊急事態が宣言された後に設置され、製品評価委員会の勧告に基づ

き、特定の製品についてリスト記載の決定を行う。この段階では、追加情報が要求される場合が

ある。 

委員会は、事前認証チームグループのリーダーが主導する。これらの審議および勧告は、対面会

議またはその他のコミュニケーション手段を介して行われる。 

付属資料 4 に記載する委員会の付託条項を参照のこと。 

 

3.1.1.5. 特定の製品の品質、安全性、有効性／免疫原性／効能およびロット（該当す

る場合）に対する必須要件における規制機関のコンセンサス 

EUL 手続きの下で医薬品の評価が開始された場合、特定の製品に完全に適合する入手可能な

WHO の書面による基準または規制ガイドラインが存在しない可能性が非常に高い。書面による

技術的基準の開発に関する優先リストは、R&D ブループリントに沿った疾病の優先リストと連

携していない可能性がある。 

しかし、より一般的な性質のいくつかのガイドライン（例：細胞基質、ウイルスの不活化等に対

するワクチンに関するもの）が、開発段階のためにそれらに特化した WHO または NRA の公表

ガイドラインがまだない製品の評価に使用できる可能性がある。書面による基準および／または

ガイドラインが入手できない場合の既存のガイドラインの使用については、WHO または NRA
いずれの場合であっても、特定の製品の評価にどのガイドラインを使用し、適用される科学的お

よび／または規制上の基準が何であるかを決定するために、製品評価委員会によって検討と議論

がなされる。 
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3.1.2. 製品の適格性と審査 

3.1.2.1. 候補製品の適格性 

製品が評価に適格であるためには、3 種類のプロダクトストリームでの要件が必要である。 

EUL に認定されるためには、製品の使用について以下の基準を満たさなければならない。 
• 当該製品が適応とする疾患が WHO 事務局長によって国際的に懸念される公衆衛生上

の緊急事態（PHEIC）として宣言されている。事務局長は、公衆衛生上最良の利益で

あると判断する場合には、PHEIC の基準を満たさない公衆衛生上の緊急事態にこの手

続きを適用することを承認してもよい。 

• 当該製品が適応とする疾患が、重篤または直ちに生命を脅かすものであり、アウトブ

レイク、流行または世界的流行を引き起こし、その疾患に対する承認済み製品がな

い。 

• 特定の公衆衛生上の緊急事態の対応策に基づき、当該製品が EUL 評価に該当すると考

えられる正当な理由がある。例えば、適応症または重要なサブ集団（例：子供）に対

する承認済みの治療法がない場合など。 

• 当該製品が、医薬品およびワクチンの場合には最新の医薬品製造管理および品質管理

基準（GMP）に準拠し、IVD の場合には機能的な品質マネジメントシステム（QMS）
の下で製造されている。 

• 申請人は、当該製品の開発を完遂（IVD の場合は製品の検証および立証）することを意

図して WHO の事前認証を申請している。理想的な状況としては、EUL 申請時点で、

残っている臨床試験およびその他の必要な試験がすでに実施中である 2。 

 

WHO は、すべての要件を満たしていない EUL 候補製品のレビューを検討してもよい。そのよう

な場合、WHO に提出された申請書および関連文書によって、当該製品がすべての要件を満たし

ていなくとも申請できる妥当な根拠が示される必要がある。 

  

2 将来の事前認証申請では、EUL の申請で提出したすべての情報に加え、事前認証申請の完了に必要なその他の

情報を組入れる必要がある。 
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3.1.2.2. 提出前の活動／会議 

申請人と WHO が必要または望ましいと判断する場合には、実際の審査プロセスを開始する前に

申請人と WHO との間で会議を開いてもよい。これらの申請提出前の情報交換は、対面会議など

の選択したコミュニケーション手段を介して行われる。申請前会議は、できる限り速やかに予定

を組み、申請人から前もって WHO に送付された質問に対処する事前に決められた議題を用意す

る。このような会議は、特定の製品に必要な必須データの有効性、予想される提出と更新の期

限、配布後の安全性と有効性のモニタリング、その他の関連情報についての議論に必要である。

審査プロセスの過程で追加の会議を持ってもよい。 

申請前会議の手続き上の側面は、付属資料 2 に詳細を記載する。 

 
3.1.2.3. 審査経路の適用 

国家規制当局の中には、まだ臨床開発段階の製品の申請を審査し、公衆衛生上の緊急事態のよう

な特別な状況下で使用を承認するための経路を定めている場合がある。WHO EUL に提出された

製品が過去に NRA による審査を受け、および／またはそのような特別な承認を得ている場合に

おいて、その緊急時のメカニズムが十分に基準を満たすとみなされるのであれば、重複する審査

を行うことは WHOの意図するところではない。 

製品の規制監督を担う NRA への依存に沿った各種製品の審査基準およびワクチンと医薬品に対

するその他のパラメーターは、付属資料 8 に詳細を記載する。 

 
IVD の場合は、当該診断薬が簡略化審査手続きに適格であるかどうかを検討する際に、WHO は

次の 2 点を考慮に入れる。別の緊急時のメカニズムを通してすでに承認されているかどうか、事

前認証の申請がなされた製品に対する規制機関の見解が別の緊急時のメカニズムを通して承認さ

れたものと同一の見解かどうか。 

 
3.1.2.4. 最初に受領した情報の審査 

製品が EUL 手続きの下で審査に適格と判断された後、各プロダクトストリームの PQT グループ

リーダーが特定の製品（または製品群）の EUL 審査の担当者を指名する。 

担当者は、提出物のスクリーニングを行い、必須データ要件に基づき、審査に十分な情報が提供

されていることを確認する。 

EUL 申請書類のレビュープロセスに加え、PQT 調査チームが、入手された調査報告書の机上レ

ビューを行う。必要な場合には、PEC の結果と勧告および入手された調査報告書の机上審査結

果に応じ、調査チームが製造施設および臨床施設の現地調査を行う場合がある。 
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担当者は、提出データ一式の PEC メンバーへの配布を調整し、必要に応じてレビューに関する

特定の指示を送り、委員会と申請人とのコミュニケーションを管理する。 

総括報告書は、受領された情報が勧告に十分であると判断できるか、または勧告する前に追加情

報が必要かどうかを示すものとなる。申請人が、製品開発計画に沿って追加の結果提出の予定を

提出している場合は、その予定が総括報告書に記載される。 

この報告書の目的は、公衆衛生上の緊急事態の宣言の有無／時期、リスト記載に対する最終的な

勧告の責任を負う委員会（ACEUL）が現時点で利用可能なデータに基づいた PEC の意見を把握

していること、ならびに審査のための追加データが受け取れる時期が示されていることを確認す

ることである（付属資料 4 の PEC の TOR を参照のこと）。 

PEC のレビュー報告書は、付属資料 3 の書式に従って記載しなければならない。 

 
3.1.2.5. 提出書類の更新 

初回審査に必要な情報をすべて揃えた申請書類の初回提出後、申請人は、当該製品の開発に関す

る追加情報、特に製品のベネフィット／リスク評価に影響する可能性のある情報を提出する必要

がある。 

申請人は、現在実施中または早々に開始される試験の完了予定日／計画する中間解析の実施予定

日に基づき、追加／補完情報の暫定的な提出期限を可能な限り提供すべきである。 

更新／追加データの提出は、初回提出資料のセクション番号システムに明確に沿ったものでなけ

ればならない（付属資料 1 の必須データ要件を参照のこと）。 

 

3.2. 緊急事態宣言段階の活動 

3.2.1. 緊急委員会 

公衆衛生上の緊急事態の宣言を受け、緊急時使用とリスト記載に関する臨時諮問委員会

（ACEUL）が設置される。この委員会のメンバーは、確立された専門家名簿から選任される。

各 PQ プロダクトストリームのグループリーダーによって指名された担当者が、関連する PEC
によって作成された報告書および審議と決定に重要と思われるその他の情報をメンバーに提供す

る。 

（付属資料 4 の ACEUL の付託条項を参照のこと） 
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3.2.2. 緊急時使用リスト記載に対する WHO の決定 

この手続きには、緊急事態の前段階での入手可能なデータの提出と審査に関連する活動の大部分

に集中するための条項が含まれる。したがって、ACEUL は、審議に必要なすべての情報を至適

に得て、リスト記載に対する勧告と使用条件を短時間で発行することができる。関連する PEC
の報告は、上記のとおり、新たなデータの有無および予想入手時期の記載を含んでいる必要があ

る。ただし、ACEUL は勧告を作成する前に申請人からのさらなる情報を要求してもよい。勧告

は、ACEUL が作成するものであり、当該製品に関する緊急事態における使用のリスト記載を発

行するために WHOによって使用される。 

 

3.2.3. レビューの結果とコミュニケーションの公表 

WHO は、緊急時使用リストへの記載を認める決定をしたときは、WHO の専用ウェブサイト上

で入手可能な公開報告書で当該製品に関する情報を公開する。公衆衛生上の緊急事態の背景にお

ける緊急時使用リスト記載の効力は一般的に 12 カ月である。緊急時使用リストへの記載を認め

る決定はすべて 12 カ月経過時点（当初の見解を変える可能性のある新たなデータが入手された

場合はそれより早く）で再審査される。必要と判断される場合は、緊急時使用リスト記載を延長

することができる。当該製品のベネフィット－リスクバランスを変える新たなデータが入手され

た場合は早期に、または WHO 事務局長によって PHE 収束が宣言されたときには直ちに、当該

製品は EUL から削除される。新たな情報／データを入手した場合は、製造業者はできる限り速

やかにそれらを WHO に提供しなければならない。 
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3.3. 製品が配布され使用された後の活動 

3.3.1. 配布後のモニタリング 

EUL の下でリストに記載され使用された製品については、適切なタイミングでの有害事象

（AE）の評価ならびに WHO および関連する NRA への報告を可能にするための適切な EUL 後

モニタリングのメカニズムを確立する必要がある。このメカニズムには、予防接種後の自然発生

的な有害事象（AEFI）／AE 報告システムの存在、当該製品の臨床評価中にシグナルとして同定

されたことまたはその他の検討事項によって特定された懸念を調査するためのアクティブサーベ

イランス試験の実施可能性の確認が含まれる。 

適切なタイミングでの有害事象の評価ならびに WHO および関連する NRA への報告を可能にす

るための適切な EUL 後モニタリングメカニズムが整っていなければならない。EUL 後モニタリ

ングを支援するメカニズムを開発するため、事前認証チームが、潜在的な使用国の WHO 地域事

務局と関連機関との調整を行う。当該製品に関連する情報は、関連する安全性通知プラット

フォームを介して WHOに送付される。 

WHO は、必要な是正措置が取られていること、および安全性通知を介してユーザーに周知され

ていることを確認する。WHO は、EUL 有資格者がリスト記載後の品質／安全性の問題点に対し

て適切なタイミングかつ科学的根拠に基づいた方法で対応していないと判断する場合はいつで

も、WHO自らがユーザーに情報の通知を発行する権利を留保する。 

品質／安全性／有効性の問題点が WHO の満足のいく形で解消できない場合は、WHO は、当該

製品の緊急時使用リスト記載を制限もしくは取り消す権利を留保する。 

 

3.3.2. EUL 後の変更 

製品が EUL 手続きの下でリスト記載された後は、可能な限り、事前認証が完了するまで当該製

品の開発は継続する。 

製造業者が製品に対して導入を意図する変更は、レビューのために WHO に提出しなければなら

ない。本レビュープロセスに関する詳細は、3.1.2.4 項に記載している。 

製品が EUL にリスト記載された後、またはリストから削除された場合に提案される変更は、

PQT に提出する必要がある。簡素化手続きに基づいてリストに記載された製品に対する変更

は、当該製品の監督責任を負う当初の NRA によって許容されていなければならず、許容された

変更は WHO に通知されなければならない。 
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表 1：EUL の 3 つの段階における活動一覧 

活動 緊急事態の前段階 緊急事態宣言段階 配布後 

NRA との合意    

専門家名簿    

特定の製品の適格性    

要件に関するコンセンサス    

審査経路の適用    

緊急委員会の設置    

提出資料の審査    

リスト記載の決定    

有害事象のモニタリング    
リスト記載の延長    
EUL 後の変更    
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付属資料 1：ワクチン、医薬品および体外診断薬に対する

EUL の必須データ要件 

EUL に提出された製品の開発は完了するまで継続し、最終的に事前認証に提出されることが予想

されるため、医薬品およびワクチンの EUL への提出は、ICH CTD フォーマットに従う必要があ

る。CTD 資料では、初回提出時に入手されている情報がないセクションは、場合によって

「データまたは情報が未入手」、「試験継続中」または「該当しない」のいずれかで示されている

必要がある。 

IVD については、提出に用いる資料の構成が IVD PQT によって開発されている。申請人は、文

書 PQDx_018 承認申請用資料の編集に関する指示書（Instructions for compilation of a product 
dossier）および PQDx_049 承認申請用資料チェックリスト（Product dossier checklist）に記載

されている資料の構成に関する要件に従う必要がある。承認申請用資料の編集に関する指示書と

承 認 申 請 用 資 料 チ ェ ッ ク リ ス ト は 、PQ の ウ ェ ブ サ イ ト で 見 る こ と が で き る

（http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/PQDxInfo/en/）。 

特定のデータに関する要件の明確化には、申請人と WHO との協議が必要となる場合がある。申

請人は、申請の詳細を協議するためにできるだけ速やかに WHO と連絡を取ることが強く勧奨さ

れる（申請前会議を参照）。 

 
ワクチン 

製造および品質データ： 
(1) WHO TRS 978 に準拠した細胞バンクの完全な特性評価およびその後の更新データ 
(2) 最も適切な WHO TRS の参照に基づく、マスターシードおよびワーキングシード生物

の完全な特性評価 
配布されるロットに使用される製造規模でのプロセスバリデーションおよび生産物の

一貫性の実証。適切と判断する場合には、製造ロットに対するバリデーションを完了

することおよびロットリリースのレビューの一環としてデータを提出することを確約

した上で、臨床試験用ロットに関するデータを検討してもよい。 

注意：提出時点で完全な特性評価が不可能な場合は、なぜ不可能かに対する適切な理

由を提出し、データのギャップに対処するための計画を提示しなければならない。 

(3) 出発物質、中間体、および最終産生物に関する妥当性のある規格 
(4) 力価試験の検証（または入手可能な場合は初回の中間データ） 
(5) 市場供給規模で製造されたワクチンの安定性データ。緊急時使用のために審査される

ワクチンについては、WHO と緊急時使用リスト記載に関する緊急委員会（ACEUL-V – 
以下を参照）（会議が持たれた場合）は、プログラム的な適合性を検討し、候補ワクチ

ンを事前認証が認められない特性評価を持つものと判断する場合がある。 
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a. −20°C より低温での保存が必要なワクチンは、通常、事前認証には許容されな

い。ただし、緊急事態の背景下では、そのようなワクチンも検討可能である。

そのような申請を受け付けたときは、WHO 緊急事態対応グループ内のワクチ

ン配布担当などの別の部署に WHO EUAL チームから通知される。緊急事態対

応グループは、受取り国のワクチンの保管や必要な温度での配布に対するイン

フラを評価し支援を検討する。 
b. 通常、事前認証に出されたワクチンが、有効期間内に+2°C 未満での保存を要

する場合は、+2°C～+8°C での保存期間が最低 6 カ月間でなければならない。

緊急事態の背景下では、+2°C～+8°C での保存期間が 6 カ月間未満のワクチン

も検討することが可能である。申請には、+2°C～+8°C での最低許容保存期間

を決めるための+2°C～+8°C での安定性データが含まれる必要がある。そのよ

うな申請を受け付けたときは、WHO 緊急事態対応グループ内の別の部署に

WHO EUAL チームから通知される。緊急事態対応グループは、受取り国のワ

クチンの保管や必要な温度での配布に対するインフラを評価し支援を検討す

る。 
c. 通常、事前認証を申請する複数回投与ワクチンは、弱毒化生ワクチンを除き

（保存料が微生物の生存率に悪影響を及ぼす可能性がある）、適切な保存料を

含有している必要がある。ただし、緊急事態の背景下で提出された複数回投与

ワクチンが保存料を含有していない場合、そのワクチンが市場でどのように安

全に管理できるかについての情報／計画を提出する必要がある。 
(6) 公衆衛生上の緊急事態を軽減するために必要な GMP 要件を満たしていることを示す責

任 NRA または WHO事前認証チームからの調査報告書、ならびに 
(7) プロセスの変更。提出時までに製造プロセスが最終的に確定しておらず、初回のリス

ト記載後に多くの変更を加えなければならない可能性が高い場合。審査における通常

の規制プロセスとこれらの変更リストを簡略化手続きで適用すべきである。 
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非臨床および臨床データ： 
(1) 至適な動物モデルにおいて許容できる安全性、免疫原性、および有効性を示す非臨床

データ。申請人は動物モデルの選定の妥当性の根拠を示す必要がある。提出時点で非

臨床データ一式が完成していない場合は、申請人は、完成データを欠いていることの

正当性およびこれらのデータの作成計画と提出期限を提出しなければならない。 
(2) 公衆衛生上の緊急事態の背景下でワクチンを投与される集団における至適用量および

初期の許容可能な安全性および免疫原性を示す臨床データ 
(3) 可能な場合は、ある程度の有効性を示す予備データ。検討中のワクチンについて、あ

る程度の有効性を示すヒトにおける予備データがない場合、また同時開発中の他のワ

クチンに関するデータが緊急に入手できない場合、WHO は、臨床的有効性を合理的に

予測すると考えられる潜在的サロゲートとしての免疫原性データを考慮し、非臨床お

よびヒトにおける初期段階の試験から得られたエビデンスの優位性が妥当であるかど

うかを検討する。このような場合は、サロゲートに関する検証データを最終的に提供

しうる継続中の試験が存在する場合に限り、緊急時使用リスト記載を続行することが

可能である。製造業者が同一の製造プラットフォームを用いて製造した他のワクチン

の安全性と免疫原性データは、審査における補完データとみなすことができる。 

 

有害事象のモニタリングと報告に関する計画 

ワクチンが配布され使用された後、EUL 手続きの下でリスト記載されたワクチンは通常接種の設

定では使用が許可されていないため、申請時には市販後データは入手できない。したがって製造

業者は、承認の有効期間内およびその後の合理的な期間内での EUL 製品の安全性と有効性に関

する情報の収集および分析に関する計画について、申請前会議で WHO と協議してもよい。

WHO は申請人に対し、EUL の下での有害事象情報を得るための実データの収集およびフォロー

アップメカニズムの提案について、申請前会議で協議することを勧奨する。 

ラベル表示： 

• 製品の特性評価の要約（医療従事者に向けた情報） 
• 患者情報のリーフレット 
• 容器のラベル表示 
• ユーザーに提供するその他の指示事項 
• 予想される被投与者および医療従事者が、潜在的なベネフィットとリスクに関する不

確実性について適切に説明を受けることを保証するための補助となる計画 
 
注：製品がリスト記載された場合、ラベル表示には、リスク評価に関する記載が含まれ、当該製

品は緊急時使用のみであることが明示されている必要がある。 
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医薬品 

特定のデータに関する要件の明確化には、申請人と WHO との協議が必要となる場合がある。申

請人は、申請の詳細を協議するためにできるだけ速やかに WHO と連絡を取ることが強く勧奨さ

れる。 

1. 製造および品質データ： 

(1) 特性評価（既知および潜在的な不純物を含む）、組成、調製、規制（規格、分析手法および

その検証方法）を含む、有効成分と最終製品に関する情報 

(2) 規模拡大のための意図的な変更一覧（もしあれば）、および当該医薬品の品質、安全性／有

効性プロファイルに対するこれらの変更の影響に関する考察 

(3) 安定性データ 

(4) 公衆衛生上の緊急事態の軽減に必要な GMP 要件を満たすことを示す NRA または事前認証

の調査からの調査報告書。NRA の報告書に基づき、GMP 遵守に対する WHO の独自審査が

必要となる場合もあれば、不要な場合もある。 

 
2. 非臨床および臨床データ： 

(1) 関連する in vitro および in vivo 薬力学（PD）データすべて（例：微生物学的／ウイル

ス学的活性（実施したモデル化をすべて含む）） 
(2) 良好に管理され、文書化された条件の In-vitro 試験および動物モデルでの有効性と安全

性に関するデータ。望ましいモデルは疾患によって異なり、当該医薬品の作用機序に

よって多岐にわたることがある。申請人は、動物モデルの選定の妥当性を示さなけれ

ばならない。 
a. 有効性に関するエビデンスは、関連する条件下での望ましいモデルの動物にお

ける生存率の改善および／または罹患率の低下を含む必要がある。有効性を予

測することが検証された、または合理的に期待が持てるサロゲートマーカー

は、裏付けとなりうる。 
b. 当該医薬品の in vitro およびその他の動物での入手可能なすべてのエビデンス、

ヒトにおける薬物動態および有効性、また他の疾患に対するエビデンスも提出

すべきである。 
(3) ヒトに対する提案用量の根拠を、適切なモデルにおいて安全かつ有効であることが示

された薬物曝露量の参照とともに示す必要がある。理想的には、関連する動物モデル

での提案用量の投与後の薬物濃度が安全かつ有効であることが分かっている血中濃度

と比較して同程度であることを示すヒトでの薬物動態データを入手すべきである。 
(4) PHE 疾患の治療用に提案される曝露量でのヒト薬物動態試験またはその他の適応に対

する試験が実施されている場合は、標準的なパラメーター（例：有害事象、臨床検査

値のモニタリングなど）を用いた安全性評価が実施されていると思われる。この安全
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性評価は、その他の異なる曝露量での非臨床および臨床データによって補完されう

る。 
(5) 入手可能な場合は、PHE 市場で提案される用量での安全性と有効性を示す臨床データ

を提出すべきである。 
 

3. ラベル表示： 
• 医薬品の特性評価の要約（医療従事者に向けた情報） 
• 患者情報のリーフレット 
• 主要な、および二次的なラベル表示 
• ユーザーに提供するその他の指示事項 
• 予想される被投与者および医療従事者が、潜在的なベネフィットとリスクに関する不

確実性について適切に説明を受けることを保証するための補助となる計画 
 

注：医薬品がリスト記載された場合、ラベル表示には、リスク評価に関する記載が含まれ、当該

医薬品は緊急時使用のみであることが明示されている必要がある。 

 
体外診断薬 

1) QMS のレビュー 

製造業者の QMS 文書および詳細な製造関連文書のレビューがこのプロセスの第 1 段階である。

この段階の結論で、勧告が開始されるか、追加の文書を要求するか、または申請が打ち切られ

る。申請人が法的に認可された製造業者であること、適切な QMS が整備されている証拠がある

こと、さらに必要な製造能力があることを証明できる十分な証拠がある場合は、審査プロセスを

継続する決定がなされる。 

• 製造品質管理システムが実行されていることの証明（例：ISO 13485 認証および直近

の規制機関（または認証団体）の監査報告書、品質マニュアル、除外または不適用規

定、有効な品質管理文書の一覧、管理に関する審査報告書） 
• QC の実施時点（工程内および最終的な出荷作業時）を含む製造ワークフローの詳細 
• 供給品（成分／原材料）およびサービスを含む重要な供給業者の一覧 
• 当該製品に関する経験の詳細（該当する場合、製品の開発時期および最初に上市され

た時期） 
• 製造能力の詳細（既存の在庫、最終製品を供給するまでの最短時間、最大ロットサイ

ズ） 
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2) 承認申請用資料（ドシエ）のレビュー 

第 2 段階は、安全性と効能に関する文書上のエビデンスの審査である。EUAL を受ける IVD に関

しては、規制要件をすべて満たすために必要な試験の多くが実施されていないことは認識されて

いる。提出された文書に基づき、好ましいベネフィット／リスクプロファイルがあるかどうかと

いう点についてリスクを基にした判断がなされる。完了した分析的および／または臨床的な効能

試験がない場合、過去の試験からのバンク試料を用いた試験、文献上の関連する試験、臨床試料

の検査を補完するための代替検体などの人為的試料を用いた試験を含む初期のエビデンスベース

は、安全性および効能に関する合理的な保証を提供するのであれば許容される。 

いくつかの管轄地域では、緊急時承認メカニズムによって承認された IVD の潜在的な害を最小限

に抑えることは、市販後のアクティブサーベイランスによって達成される。しかし、公衆衛生上

の緊急事態の設定においてこの EUL プロセスが役に立ち、持続的で有用なサーベイランスのた

めに十分な資源と施設が整っていることを常に前提とすることはできない。EUL が承認された場

合、緊急時使用リスト記載後にどのような安全性モニタリング活動が行われるのかについて（も

しあれば）製造業者が詳細を明らかにすることが極めて重要である。 

この段階の結果において、申請を第 3 段階に進めるかどうか、追加の文書を要求するかどうか、

または申請を打ち切るべきかの判断がなされる。 

以下のセクションは、申請人からの提出が必要であり、その際は文書 PQDx_018 承認申請用資

料の編集に関する指示書（Instructions for compilation of a product dossier）および PQDx_049
承認申請用資料チェックリスト（Product dossier checklist）に記載されている要件に従う。 

5. 製品情報 
5.1. 当該製品に対する規制機関の見解 
5.2. 構成（形状）と付属物を含む製品の説明 
5.3. 基本原則チェックリスト 
5.4. リスクの分析および管理 
 
6. デザインおよび製造に関する情報 
6.1. 製品デザイン 
6.1.1. デザインの概要 
6.1.2. 製剤および組成 
6.1.3. 生物学的安全性 
6.1.4. デザイン変更履歴 
6.2. 製造工程 
6.2.1. ～の概要 
6.2.2. 製造施設 
6.2.3. 主要な供給業者 

EUL-Draft V8-051018 
 

20 
 



緊急時使用リスト記載手続き 

 
7. 製品の効能に関する規格、ならびに関連する検証試験および証明試験 3 

7.1. 分析試験 
7.1.1. 試料の種類 
7.1.2. 分析的効能特性 
7.1.2.1. 測定の正確性 
7.1.2.1.1. 測定の真度 
7.1.2.1.2. 測定の精度 
7.1.2.1.2.1. 繰り返し精度 
7.1.2.1.2.2. 再現性 
7.1.2.2. 分析感度 
7.1.2.3. 分析特異度 
7.1.2.4. 校正機および制御材料の値のトレーサビリティ 
7.1.2.5. 試験の測定範囲 
7.1.2.6. 試験のカットオフ値の検証 
7.1.2.7. 試験手順の検証 － 読み取り時間 
7.2. 安定性（試料の安定性を除く） 
7.2.1. 公称有効期間 
7.2.2. 使用時の安定性 
7.2.3. 出荷時の安定性 
7.3. ロバスト性試験 
7.4. 臨床的エビデンス（臨床または診断における感度と特異度） 

 
  

3 提出すべき各試験について、以下を必ず提供すること。 
• 試験の詳細、試験 ID、製品 ID（例：ロット番号）、使用 IFU バージョン、開始日付および終了日

付 
• 試験の目的がどのように満たされたかを明確にする結論を含む試験結果の要約 
• プロトコールおよび総括報告書 
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付属資料 2：申請前会議 

申請前会議は、EUL 手続きにおける緊急事態の前段階の重要な要素である。会議によって、申請

される製品の適格性判定および提出物の審査を担当する PQT との面会の機会が申請人にもたら

される。 

申請前会議によって、PQT は、当該製品の概要を把握し、また、a) 申請人が提出のための十分

な情報を持っていることを確認し、b) 申請および資料の進め方に関する全般的なガイダンスを提

供し、c) 提出前に対処すべき問題点の特定に関するガイダンスを提供することができる。同時

に、申請人が、a) 目的資料を提示して協議し、b) 質問し重要なフィードバックを得、c) 提出前

に問題点に対処する機会でもある。申請前会議は、スクリーニングおよびその後の審査段階を経

てより迅速に処理できる資料を申請人が提出できるようにすることを目的とする。 

EUL 申請前会議は、可能な限り迅速に計画される必要がある。この会議は、留保問題の可能性を

回避するための決められた議題と明確な目的を設定すべきである。 

申請前会議を要求するためには、申請人は申請前会議要求フォーム（本付属資料を参照）に記入

の上、事前認証チームのコーディネーターに送付しなければならない。グループリーダーは、必

要に応じて希望する会議日程および資料一式の提出期限を添えて申請人に返信する。申請人は、

会議の 10 日前までに希望する出席者の一覧を送付しなければならない。 

PQ グループリーダーは、PQ チームに加えるため、専門家名簿のメンバーを申請前会議に招集

してもよい。 

 

会議 

会議は PQT グループリーダーによって組織され、WHO の建物内での対面形式または電話／テ

レビ会議形式で行われる。予定時間は、受領した資料一式、予定のプレゼンテーションおよび申

請人が事前に提出した質問事項に基づいて PQT が作成した議題に応じ、3 時間を超えないもの

とする。 

議事録が作成され、示された情報、質問と回答、および該当する場合はフォローアップアクショ

ンを記録する。 
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申請前会議要求フォーム：EUL 審査 

必要に応じ、本申請フォームの各項目を記入し、ワード文書にて PQ グループリーダー宛に電子メー

ルで送付されたい。 

ワクチン：電子メールアドレス 

医薬品：電子メールアドレス 

IVD：電子メールアドレス 

 

会議の要求の際に補完情報の送付を希望するときは、会議の提案議題を含む記入済みの申請前会議要

求フォームに 8 MB 以下のサイズの電子フォーマットによる資料を添付して電子メールで送付でき

る。電子フォーマットの添付資料で 8 MB を超えるものは CD／DVD にコピー、または紙に印刷して

宅配業者経由または普通郵便（船便）にて世界保健機関 WHO 事前認証チーム PQ グループリー

ダー、20 avenue Appia, 1211 Geneva, Switzerland 宛に送付すること。 

 

連絡先 

申請人（製造業者の名称）   

本申請の連絡担当者   

連絡担当者の役職／地位  

連絡先（住所、電話番号、ファックス番号、

電子メールアドレスなど）  

 

会議の詳細 

要求する会議の形式 

対面会議  □ 電話会議  □ 

 
目的資料の簡単な説明（一般名（INN）／強度／剤形）および WHOへの EUL 申請予定日 

 
 
会議に期待する具体的な目的／結果 
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各議題と指名発言者らに必要な予想時間を含む事前提案議題 

 
 

技術分野別の具体的な質問の一覧 

 
 

申請人の組織および／またはコンサルタントから希望する会議の出席予定者の氏名一覧（役職を

含む） 

 
 

希望する会議の日程および時間 

 
 

追加情報の添付の有無： 有 □ 無 □ 

 

追加情報の別送の有無： 有 □ 無 □ 

 

記入者：  日付： 

 

 

 

WHO 内部使用に限る 

  

内部参照事項   

会議の予定日と時間  

開催場所   
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付属資料 3：審査報告書テンプレート 

 

 

 

 
審査報告書 

製品評価委員会 － ワクチン（PEC-V） 

緊急事態における使用のリスト記載 

製品 

製造業者 
 

 

 

 

 

WHO/PQT 担当者  

PEC 議長  

PEC レビュー担当  

本報告書の日付  
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1. 勧告 

品質、臨床およびその他の関連する側面に関するデータのレビューと PEC LOQ（製品評価委員

会の照会事項リスト）に対する申請人の回答に基づき、本製品の開発が進展し、本製品の使用を

勧告する肯定的なリスクベネフィットバランスが認められる（ない）ため、本委員会は、（品

質）、（安全性）、（有効性）に対する追加データが提出される前に PHEIC が宣言されるべきであ

ると判断する。 

主な反対意見は、以下の欠落に関連するものである。 

a) 品質 

b) 安全性 

c) 有効性／免疫原性 

d) GMP、GLP、GCP の遵守 

e) その他 

 

2. エグゼクティブサマリ 

2.1.1. 本製品 

本製品の詳細、製造場所、臨床開発の段階 

 
2.1.2. 本製品の規制監督責任を担う NRA によって付与された承認 

緊急時、または特別な状況下での使用など、被験薬に対して使用を認めるあらゆる種類の承認に

関する詳細 

 

3. 審査に用いられる参照標準 

WHO または規制団体から出されているガイドラインの一覧、WHO の勧告、科学的な報告や出

版物およびその他の関連する文書で、当該製品に関して提出された情報を審査するための一連の

パラメーターとして使用することに PEC が同意したもの 

4. 提出物の科学的レビュー 

4.1. 品質評価 

レビュー済み情報の要約 
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申請人からの一連の質問と回答 

結論 

 

4.2. 非臨床評価 

レビュー済み情報の要約 

申請人からの一連の質問と回答 

結論 

 

4.3. 臨床評価 

レビュー済み情報の要約 

申請人からの一連の質問と回答 

結論 

 

4.4. GMP／GLP／GCP の遵守 

レビュー済み情報の要約 

申請人からの一連の質問と回答 

結論 

 

4.5. 提案するラベル表示 

レビュー済み情報の要約 

申請人からの一連の質問と回答 

結論 

 

4.6. ベネフィット／リスク評価 

5. 最終所見 
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審査報告書 

製品評価委員会 － 医薬品（PEC-M） 

緊急事態における使用のリスト記載 

製品 

製造業者 

 

 

 

 

WHO/PQT 担当者  

PEC 議長  

PEC レビュー担当  

本報告書の日付  
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1. 勧告 

品質、安全性および有効性に関するデータのレビューと PEC LOQ に対する申請人の回答に基づ

き、本委員会は、公衆衛生上の緊急事態が宣言されるべきであると判断する。当該医薬品のリス

ク－ベネフィットバランスは 

- 肯定的 

- 否定的 

主な反対意見は 

-   

以下の欠落に関連するものが特定された。 

a) 品質 

b) 安全性 

c) 有効性 

d) GMP、GLP、GCP の遵守 

e) その他 

 

2. エグゼクティブサマリ 

2.1. 本製品 

本製品の詳細、製造場所、臨床開発の段階 

 
2.2. 本製品の規制監督責任を担う NRA によって付与された承認 

緊急時、または特別な状況下での使用など、被験薬に対して使用を認めるあらゆる種類の承認に

関する詳細 

 

3. 審査に用いられるガイドライン等 

WHO または規制団体から出されているガイドラインの一覧、WHO の勧告、科学的な報告や出

版物およびその他の関連する文書で、当該製品に関して提出された情報を審査するための一連の

パラメーターとして使用することに PEC が同意したもの 
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4. 提出物の科学的レビュー 

4.1. 品質評価 

レビュー済み情報の要約 

申請人からの一連の質問と回答 

結論 

 

4.2. 非臨床評価 

レビュー済み情報の要約 

申請人からの一連の質問と回答 

結論 

 

4.3. 臨床評価 

レビュー済み情報の要約 

申請人からの一連の質問と回答 

結論 

 

4.4. GMP／GLP／GCP の遵守 

レビュー済み情報の要約 

申請人からの一連の質問と回答 

結論 

 

4.5. 提案するラベル表示 

レビュー済み情報の要約 

申請人からの一連の質問と回答 

結論 

 

4.6. ベネフィット／リスク評価 

4.7. リスト記載後の評価 

 

5. 最終所見 
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審査報告書 

製品評価委員会 － IVD（PEC-D） 

緊急事態における使用のリスト記載 

製品 

製造業者 

 

 

 
 

WHO/PQT 担当者  

PEC 議長  

PEC レビュー担当  

本報告書の日付  
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1. 勧告 

品質、臨床および診断能に関するデータのレビューと PEC LOQ に対する申請人の回答に基づ

き、本製品の開発が進展し、本製品の使用を勧告する肯定的なリスクベネフィットバランスが認

められる（ない）ため、本委員会は、（品質）、（安全性）、（有効性）に対する追加データが提出

される前に PHEIC が宣言されるべきであると判断する。 

主な反対意見は、以下の欠落に関連するものである。 

• ラベル表示 
• 製品情報 
• 製品の診断能規格、および関連する検証試験と証明試験 
• 試料の種類 
• 分析的な診断能の特性評価 
• 安定性（試料の安定性を除く） 
• ロバスト性試験 
• 臨床的エビデンス（臨床的または診断的な感度および特異度） 
• 品質マネジメントシステム（QMS）の要件 

 

2. エグゼクティブサマリ 

2.1. 本製品 

本製品の詳細、製造場所、臨床開発の段階 

2.2. 本製品の規制監督責任を担う NRA によって付与された承認 

緊急時、または特別な状況下での使用など、被験薬に対して使用を認めるあらゆる種類の承認に

関する詳細 

 

3. 審査に用いられる参照標準 

WHO または規制団体から出されているガイドラインの一覧、WHO の勧告、科学的な報告や出

版物およびその他の関連する文書で、当該製品に関して提出された情報を審査するための一連の

パラメーターとして使用することに PEC が同意したもの 

 

4. 提出物の科学的レビュー 

• ラベル表示 

• 製品情報 
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• 製品の診断能の規格、および関連する検証試験と証明試験 

○ 試料の種類 

○ 分析的な診断能の特性評価 

○  安定性（試料の安定性を除く） 

○ ロバスト性試験 

○ 臨床的エビデンス（臨床的または診断的な感度および特異度） 

• 品質マネジメントシステム（QMS）の要件 

 

5. 最終所見 
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付属資料 4：緊急委員会の付託条項 
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付託条項：製品評価委員会（PEC） 
背景 
医薬品の緊急時使用に関する世界保健機関（WHO）の手続きにおいて、WHO PQ 事務局は、製

品評価委員会（PEC）として知られる独立評価グループの支援が必要となる。 

各プロダクトストリームの PQ 事務局は、EUL 手続きの下での評価のための要件に従い、事前に

作成された名簿から専門家を選任する。 

PEC は、以下に記載する役割と責任を担う。 

委員会には 3 つの部門があり、それぞれのプロダクトストリームを担当する。 

PEC-V：ワクチンの評価を担当し、ワクチン PQ チームリーダーによって選任、招集、監督され

る。 

PEC-M：医薬品の評価を担当し、医薬品 PQ チームリーダーによって選任、招集、監督される。 

PEC-D：診断薬の評価を担当し、体外診断薬 PQ チームリーダーによって選任、招集、監督され

る。 

専門家名簿のメンバーとして、PEC のメンバーは、WHO のルールに従い利益関係および機密保

持の宣言を行い、WHO により PEC への呼びかけがなされたときは、緊急招集に応じられるよ

う最大限の努力を払うことを確約する。 

 
役割と責任 

PEC の付託事項は以下のとおりである。 
- WHO および規制機関から入手可能なガイドライン、要求事項／勧告事項の中でどれが

製品または製品グループの評価に関連するものかを評価すること。 
- 製品の安全性、免疫原性またはその他の臨床的有効性に関する科学的コンセンサスのエ

ビデンスが記載されている関連公表資料の検索を行うこと。 
- 製品または製品グループの評価に用いられる一連のガイドライン、要件／勧告およびそ

の他のパラメーターについて合意すること。 
- 提出物について、必要な情報の記載をスクリーニングすること。 
- 候補製品の品質、臨床および効能に関する情報をレビューすること（製品が EUL 審査

に適格であると決定された後に必要となる情報に関しては付属資料 2 を参照のこと）。 
 

PEC による報告および勧告は、以下に基づいて行われる。 
- PQ チームに提出された完全な申請 
- 初回レビュー後に作成された照会事項一覧に対する申請人の回答（該当する場合） 
- すべての時点で申請人から提出された追加情報または更新情報 
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- 当該製品に関して委員会がレビューのために重要であると判断したその他の情報 
 

PEC によって作成される報告は、付属資料 4 のテンプレートに従う必要がある。 

 

議長は、特定のレビューに対しレビュー担当者を指名する。 
提出物の初回レビュー後に PEC が申請人に対し追加の照会事項を送る決定をする場合、議長が

集約された照会事項一覧（LOQ）を作成し、内部のコンセンサスを得るためにメンバー全員に送

付する。この LOQ は、PQ チームの担当者に提出され、担当者が申請人に転送する。 

回答を受領したら、それらの回答はレビューに付され、すべての回答が満足のいくものと判断さ

れるまで、または申請人からこれ以上回答が得られなくなるまで、さらに一連の照会事項が送ら

れる場合がある。その後、PEC は勧告が記載された報告書を作成する。 

 

メンバーの資格 
1) PEC-V 
PEC-V は、確立された専門家名簿からのメンバーで構成され、以下の専門分野が含まれる。 
- 品質に関する専門家（製造および品質管理） 
- GMP に関する専門家 
- 臨床評価の専門家 
- 感染症の専門家 

PEC-V の一員に招集された専門家名簿のメンバーは、所属の変更によって利益相反となる場合

にはその旨を報告する必要がある。 

2) PEC-M 
PEC-M は以下のメンバーで構成される。 
a) 下記の評価に関連する専門知識を有する規制担当者 

- 医薬品の品質データ（製造、品質管理および GMP） 

- 毒性学／前臨床データ 

- 薬物動態およびモデリング／シミュレーションデータ 

- 臨床的有効性および安全性データ 

- ファーマコビジランスの評価 
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b) 感染症の専門家（医師、非規制担当者）、小児科医、その他疾患の性質に応じた臨床専門医 

 
PEC-M の専門家名簿のメンバーは、実際の利益相反またはそうみなされる関係をすべて PQ
チームリーダーに報告する必要がある。 

3) PEC-D 

PEC-D は、以下の評価に関連する専門知識を有する専門家で構成される。 
• 品質管理システム 
• 検証試験および証明試験ならびにラベル表示 

 
PEC-D の専門家名簿のメンバーは、実際の利益相反またはそうみなされる関係をすべて PQ
チームリーダーに報告する必要がある。 

 
条項 
 
PEC メンバーは全員、当該製品の評価が完了するまで、緊急の職務に着くことを確約する。 

 
議長 
議長は、PQ 事務局によって PEC メンバーの中から選出される。 

 
議長は以下の責任を負う。 
- PQ 事務局とのコミュニケーションを管理すること。 
- レビュープロセスを管理し、すべての PEC の報告および公式記録を承認すること。 
- 期限の遵守を確保すること。 
- 照会事項一覧を提出すること。 
- 報告を調整し、PQ の担当者に最終報告書を提出すること。 
 

手法 
 
PEC 活動のスケジュール 
PQ 事務局は、計画会議を招集するために PEC 委員会メンバーに呼びかけを行い、提出物を配

布し、報告書の協議および作成のためのバーチャルもしくは対面会議を招集する。 
PQ の担当者が PEC 議長および他のメンバーに提出物を配布したら、専門家らは受領した情報

のレビュー期間として 3 カ月が与えられる。追加情報が必要な場合は、各専門家は議長に提出す

るための照会事項一覧（LOQ）に追加する照会事項を作成する。議長は、必要に応じ PEC メン

バーの討議を調整する。議長は、LOQ を集約し、PQ の担当者に送付する。回答を受けたら、各

専門家は、回答が満足のいくものであるか、または不適切な部分があるかを報告する。LOQ
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は、申請人からのさらなる情報が得られなくなるまで複数回作成されることがある。入手した情

報に基づき、議長は総括報告書を作成し（付属資料 3 のテンプレート）、コンセンサスを得るた

め PEC メンバー全員に回覧する。 

新たなデータが入手可能になった場合、PQ の担当者は、情報のレビューとそれに伴う報告書の

更新のため、同じ PEC に呼びかけを行う。 

PQ の担当者と PEC とのコミュニケーションの管理 
PQ グループリーダーに指名された担当者は、PQ 事務局と PEC とのコミュニケーションをすべ

て管理する。 

提出物が受領されたら、担当者は専門家名簿のメンバーと連絡を取り、情報のレビュー、複数の

製品に関する審査報告書の協議および作成のための PEC を編成するため、メンバーの参加を要

請する。担当者は、参加可否の回答期限および議長に指名するメンバーの氏名を提示する。 

各レビューに関して、担当者は以下の業務を行う。 

- PEC 議長に対し、受領した提出物、ならびにすべての WHO の勧告とガイドライン、規制団体

からのガイダンス文書、および報告書の電子コピーを提供する。 

- 申請人に対し、申請が EUL 手続きに従って PEC によりレビューされる旨を連絡する。完了予

定は、明確にすべき点や PEC からの追加情報の要求の必要性によって異なる。 

- PEC メンバー間の電話会議またはその他のコミュニケーション手段の手配を円滑にする。 

- PEC 議長とともに進捗状況をモニターする。 

- LOQ を申請人に提出し、申請人から提出された回答を PEC 議長に転送する。 

- 勧告が記載された最終報告書を PEC 議長から回収し、PQ 事務局に引き渡し、レビューを正式

に終了する。PHE(IC)が宣言される前に追加データが入手できない場合、最終報告書が

ACEUL に使用される。それ以外の場合は、追加データが提出されたら（臨床試験結果に対す

る更新、プロセスや検査の検証の完了など）、報告書も同時に更新され、ファイルされる。報告

書は、レビューされた情報の評価、照会事項一覧と回答、および最終的な勧告／意見を含む標

準フォーマットを用いて作成されなければならない。 
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付託条項：緊急時使用リスト記載に関する諮問委員会

（ACEUL） 

背景 

医薬品の緊急時使用に関する世界保健機関（WHO）の手続きにおいて、WHO PQ 事務局には、

緊急時使用リスト記載に関する諮問委員会（ACEUL）として知られる独立評価グループの支援

が必要となる。 

各プロダクトストリームの PQ 事務局は、必要な専門知識に従い、事前に作成された名簿から専

門家を選任する。 

ACEUL は、以下に記載する役割と責任を担う。委員会には 3 つの部門があり、それぞれのプロ

ダクトストリームを担当する。 

ACEUL-V：ワクチンをリスト記載し、ワクチン PQ チームリーダーによって選任、招集、監督

される。 

ACEUL-M：医薬品をリスト記載し、医薬品 PQ チームリーダーによって選任、招集、監督され

る。 

ACEUL-D：診断薬をリスト記載し、体外診断薬 PQ チームリーダーによって選任、招集、監督

される。 

専門家名簿のメンバーとして、ACEUL のメンバーは、WHO のルールに従い利益関係および機

密保持の宣言を行い、WHO により ACEUL への呼びかけがなされたときは、緊急招集に応じら

れるよう最大限の努力を払うことを確約する。 

役割と責任 
ACEUL の付託事項は、要求に応じて緊急時使用における医薬品の許容性に対する意見を提供す

ることである。 

勧告を策定するため、ACEUL は以下の情報を使用する。 
- 製品評価委員会（PEC）によって作成された、初回評価および申請人から提出された

追加情報に基づく更新を含む、品質、安全性および有効性に関する報告 
- 該当する場合は、プログラム的な側面 
- ACEUL が PQ チームまたは PQ チームを介して申請人に要求する追加情報 
- リスク／ベネフィット評価 
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求める勧告は以下のいずれかである。 
- 緊急時使用に対する製品の許容 
- 緊急時使用に対する製品の非許容 

 

ACEUL は PQT に勧告をもって助言を与え、審査の結果は、対象の調達機関および加盟国に対し

て入手可能となるが、 

- ACEUL は、行政機関、規制機関または意思決定の機能を持たない。 
- ACEUL は、諮問団体に過ぎず、調達の決定には関与しない。 
- ACEUL からの助言は事前認証と同一ではない。 
- 本手続きを受けた製品は、将来のいずれかの時点において、事前認証の要件を満たし

た場合には事前承認となる可能性がある。 
- ACEUL の肯定的な意見の有効期間は、12 カ月を超えてはならない。 

メンバーの資格 
1) ACEUL-V 
ACEUL-V は、確立された専門家名簿からのメンバーで構成され、以下のメンバーを含む。 
- 審査対象のワクチンによって予防できる疾患の疫学的専門知識を有するメンバー1 名ないし 2
名 

- メンバーの 1 名ないし 2 名は、ワクチンの評価およびリスク管理計画に関連する規制上の専門

知識を有している必要がある。 
- 流行の可能性のある国の NRA からのメンバー1 名ないし 2 名 
- メンバー1 名は WHO特定疾患コントロールユニットから指名される。 
- 品質評価の専門知識を有する PEC からのメンバー1 名 
- 臨床評価の専門知識を有する PEC からのメンバー1 名 

ACEUL-V の一員に招集された専門家名簿のメンバーは、所属の変更によって利益相反となる場

合にはその旨を報告する必要がある。 

2) ACEUL-M 
ACEUL-M は、確立された専門家名簿からのメンバーで構成され、以下のメンバーを含む。 
- 対象の疾患または症状の疫学的専門知識を有するメンバー 
- 製品および潜在的リスク管理計画に関連する規制上の専門知識を有するメンバー 
- 流行が発生した国の NRA からのメンバー 
- WHO特定疾患コントロールユニットからのメンバー 
- 品質評価の専門知識を有する PEC からのメンバー 
- 臨床評価の専門知識を有する PEC からのメンバー 
- WHO の裁量により説明を受け、地域社会の視点を代表する、流行の可能性のある地域からの

メンバー（専門家以外）を加えることができる。 
ACEUL-M の一員である専門家名簿のメンバーは、実際の利益相反またはそうみなされる関係を

すべて PQ 事務局に報告する必要がある。 
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3) ACEUL-D 
専門家は、以下の審査に関連する専門知識を有する。 

- 品質管理システム 
- 検証試験と証明試験、およびラベル表示 

条項 

ACEUL メンバーは全員、特定の製品に関する助言を提供するための緊急の職務に着くことを確

約する。 

議長 
議長は、審査すべき製品に基づき、審議ごとに ACEUL のメンバーの中から PQ 事務局とディレ

クターEMP によって選出される。 

議長は以下の責任を負う。 
- PQ 事務局およびディレクターEMP とのコミュニケーションを管理すること。 
- レビュープロセスを管理し、すべての ACEUL の公式記録を承認すること。 
- 期限の遵守を確保すること。 
- 最終的な勧告をディレクターEMP に提出すること。 
- これらの記録に基づき、公表資料を承認すること。 

手法 

ACEUL 活動のスケジュール 
PQ 事務局は、計画会議を招集するために委員会メンバーに呼びかけを行い、報告書を配布し、

バーチャルもしくは対面会議を招集する。最終的な勧告は、総括報告書の受領から 5 日以内に発

行する必要がある。追加情報が要求されている場合は、新たなデータの受領から 3 日以内に勧告

を発行する必要がある。 

PQ 事務局と ACEUL とのコミュニケーションの管理 
PQ 事務局に指名された担当者は、PQ 事務局と ACEUL とのコミュニケーションをすべて管理

し、勧告または技術的助言が求められる場合は、レビュープロセスのモニターおよび支援を行

う。 

公衆衛生上の緊急事態が宣言されたら、担当者は専門家名簿のメンバーと連絡を取り、情報のレ

ビュー、複数の製品に関する勧告の協議および発行のための ACEUL を編成するため、メンバー

の参加を要請する。担当者は、参加可否の回答期限および議長に指名するメンバーの氏名を提示

する。 

EUL-Draft V8-051018 
 

41 
 



緊急時使用リスト記載手続き 

各レビューに関して、担当者は以下の業務を行う。 
- ACEUL 議長に対し、PEC によって作成された特定の製品に関する総括報告書および協

議に必要と思われるその他のデータを提供する。 
- 製造業者に対し、申請が EUL 手続きの下で ACEUL によってレビューされる旨、およ

び予想される完了期限を連絡する。 
- ACEUL メンバー間の電話会議またはその他のコミュニケーション手段の手配を円滑に

する。 
- ACEUL 議長とともに、各レビューの進捗状況をモニターする。 
- 製造業者または必要に応じて WHOの他部門との機密連絡を円滑にする。 
- 勧告が記載された最終報告書を ACEUL 議長から回収し、PQ 事務局に引き渡し、レ

ビューを正式に終了する。報告書は、勧告（許容可または却下）およびサマリの妥当

性の根拠を含む標準フォーマットを用いて作成されなければならない。 
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付属資料 5：審査経路の選択の基準 

 

a) ワクチン 

ワクチンについて、事前認証に関する手続きの簡素化に用いられる原則は、EUL でも検討され、

さらに事前認証に関する製造業者の経験についても検討される。なぜなら、製造業者の施設は過

去に監査を受け、品質管理システムが評価され、また経験に対する信用を裏付ける製造機器や製

品の性能の記録が残されているからである。ワクチンについては、審査アプローチを決定する際

に以下の基準が用いられる。 

表 1：ワクチンに関する審査カテゴリーの適用 

  PQd ワクチンの 
製造業者 

PQd 製品を持たない 
製造業者 

NRA との合意／報告書が入手可能 A C 

NRA との合意がない B C 

 

表 2：カテゴリーごとの審査アプローチと予定 

カテゴリー 審査アプローチ 予定 

A WHOが迅速レビューを実施する。 
- 責任 NRA からの報告書（緊急時使用の承認または同等の決

定に関する概要） 

- プログラム的な側面 

 

B WHOが迅速レビューを実施する。 
- 申請（上記の内容を参照） 
- プログラム的な側面 

 

C WHOがレビューを実施する。 
- 申請（上記の内容を参照） 
- PQ からの調査報告書 
- プログラム的な側面 
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b) 医薬品 

 審査手続き 調査手続き 
対象疾患に対し SRA
によって使用が承認

されている製品 

SRA の報告書に基づ

く簡略化審査 
入手可能な SRA の調

査報告書、または必

要な場合は WHO によ

る調査の机上レ

ビュー 

SRA によって使用が

承認されていない製

品 

提出された資料に対

する WHO の完全審

査 。 レ ビ ュ ー は

NRA によって作成

された有効な審査報

告書も考慮に入れ

る。 

入手可能な WHO、

SRA、PIC/s メンバー

の査察報告書の WHO
による調査または机上

レビュー 

 

c) 体外診断薬 

 

 審査手続き 調査手続き 

別の緊急事態メカニ

ズムによって承認さ

れた製品 

証拠書類の簡略化審

査 
QMS の 
机上レビュー 
 

別の緊急事態メカニ

ズムによって承認さ

れていない製品 

提出された証拠書類

に対する WHOの完全

審査 

QMS の 
机上レビュー 

 

簡略化 EUL 審査 

WHO EUL に提出された申請の中には、過去に別の緊急事態メカニズム、例えば、米国食品医薬

品局緊急時使用許可（EUA）プロセスなどによって審査を受けたものもあると思われる。この場

合において、当該緊急事態メカニズムが満足のいく基準であると考えられるならば、重複して審

査を行うことは WHO の意図するところではない。これらの状況下で EUL 審査の視点を放棄す

る権限は、3 つの段階すべてにおいて適用される。ただし、WHO EUL は、現行の公衆衛生上の

緊急事態の設定での使用という主目的に対するこれらの評価の品質、安全性、性能を保証するレ

ベルを提供するために設計されている。この点において、WHO が必要と判断した場合には追加

の審査活動を行う可能性があることを意味している。 
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付属資料 6：WHO 専門家の利益関係の宣言 

 

プレースホルダ 

 

付属資料 7：WHO 専門家用の機密保持契約 

 

プレースホルダ 
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