
医薬品分野での第二種使用等
に関する法規制について

厚生労働省医薬・生活衛生局
医療機器審査管理課 再生医療等製品審査管理室
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遺伝子組換え生物等の使用等による生物多様性影響を防止するための施
策の実施に関する基本的な事項等を定め、これを公表。

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）の概要

国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ず
ることにより、生物多様性条約カルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保。

目的

遺伝子組換え生物等の使用等に係る措置

「第一種使用等」
環境中への拡散防止措置を
執らずに行う使用等

使用
者

申請

・第一種使用規程
・生物多様性影響評価書 を作成

厚生労働大臣
環境大臣

学識経
験者

意見聴取

※必要に応じてパブコメ承認

「第二種使用等」 環境中への拡散防止措置を執って行う使用等

GILSP
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

カテゴリー１
GILPS以外であって、病原性がある可能性が低いもの

カテゴリー２
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
ヒトに対し病原性があり、取り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

リ
ス
ク
等
の
性
質
に
よ
り
区
分

告示指定されている品目

省令で定められた拡散防止措置を執って使用等を
行う（大臣確認不要）

告示指定されていない品目（新規品目等）

使用者が拡散防止措置を定め、大臣の確認を受
けたのち、使用等を行う

使用
者

申請
厚生労
働大臣確認

拡散防止措置

主務大臣による基本的事項の公表

その他 未承認の遺伝子組換え生物等の輸入の有無を検査する仕組み、輸出の際の相手国への情報提供、科学的
知見の充実のための措置、国民の意見の聴取、違反者への措置命令、罰則等所要の規定を整備。

・第一種使用規程を告示・使用規程に従い使用
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第二種使用等の申請から確認までの流れ

申請書の作成

ドラフトの印刷物／電子版をＰＭＤＡに送付 ※内容に応じて整備に係るやりとり

申請（PMDAへ申請書を送付）

ＰＭＤＡにおける審査 ※必要に応じて申請書の差換え

厚生労働大臣の確認通知

申請から確認までの流れについて、見直しを実施し、平成28年7月14日から新たな運用開始
（平成28年7月14日 薬生発第0714第2号、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）

約３か月
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GILSPリストの更新

個別品目の申請
収載希望の提出

生理活性等の検討

申請者への収載可
否の確認

GILSP告示の改正

GILSPリストに収載されていない、GILSP区分に該当する品目に

ついて、個別に、企業から第二種使用等の拡散防止措置の
確認の申請又は収載希望の提出

生理活性の高いもの（サイトカインや強いアレルゲンなど）に
ついては、GILSP告示への収載を行わないこととしていること
から、生理活性等の観点から、収載の可能性を検討

収載可能であった場合、申請者に対して、知的財産等の観点
から、収載の可否について確認

収載可能なものについて、一定数ごとにとりまとめてGILSP告
示を改正

厚生労働大臣が定めるGILSP告示については、最初の制定時から現在まで３回改正
（平成23年11月11日厚生労働省告示第428号、平成26年７月25日厚生労働省告示第299号、平成
27年6月23日厚生労働省告示第298 号）
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最近の運用改善の取り組み
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薬事・食品衛生審議会での取扱いの変更

○ 第一種使用等の承認並びにカテゴリー１であって既に部会審議された遺伝子組換え生物等を
用いたもの及びＧＩＬＳＰ以外の第二種使用等の確認について、部会での審議を不要とした。

○ 平成28年7月14日から新たな運用開始

（平成28年7月14日 薬生発第0714第2号により通知）
（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号により通知）

変更前 変更後

部会審議

・第一種使用等の承認

・第二種使用等の確認（カテゴリー１
であって既に部会審議された遺伝
子組換え生物等を用いたもの及び
ＧＩＬＳＰ以外）

―

部会報告

・第二種使用等の確認（カテゴリー１
であって既に部会審議された遺伝
子組換え生物等を用いたもの及び
ＧＩＬＳＰ）

・第一種使用等の承認

・第二種使用等の確認
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第二種使用等の申請から確認までの手続きの見直し内容

申請（PMDAへ申請書を送付）

申請書の作成

ドラフトの印刷物／電子版を
ＰＭＤＡに送付

申請（厚労省へ申請書を送付）

ＰＭＤＡにおける審査

必要に応じて厚生労働省薬事・
食品衛生審議会での審議

厚生労働大臣の確認通知

見直し前

申請書の作成

ドラフトの印刷物／電子版を
ＰＭＤＡに送付

厚生労働大臣の確認通知

見直し後

ＰＭＤＡにおける審査
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GILSPリストの改正

○ 経産省における第二種使用等の拡散防止措置のこれまでの確認状況を
踏まえ、経済産業大臣等の定めるGILSP遺伝子組換え微生物を、厚生
労働大臣の定めるGILSP遺伝子組換え微生物に含むこととしたこと。

○ 挿入DNAについては、これまでは宿主ごとに使用できるものが限定
されていたが、宿主にかかわらず使用できるようにGILSP告示の構成
を改正したこと（参考１）。

○ 宿主については、これまで株を限定してリストに掲載していたが、具
体的に有害性が懸念される株が想定される場合を除き、株を限定しな
いこととしたこと。

○ 挿入DNAについては、リスト掲載の際に発現産物の一部のみ使用実
績がある場合は、リストの掲載も「～の一部」として限定していたが、
具体的に有害性が懸念される場合を除き、その限定を行わないことと
したこと

（平成27年6月23日厚生労働省告示第298号により改正）

※ これに伴い、年次報告の様式を変更（品目の概要をより具体的に記載するこ
となど）

（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号により改正）8



GILSP告示のリストの構成の改正内容
改正前

宿主 ベクター

株１

株２

別表第１：宿主・ベクター

宿主 ベクター

株１

宿主 ベクター

株１

別表第１（１）

別表第１（２）

・
・

別表第１（９）

挿入DNA(発現産物) 由来生物

別表第２：挿入ＤＮＡ（発現産物）

挿入DNA(発現産物) 由来生物

挿入DNA(発現産物) 由来生物

別表第２（１）

別表第２（２）

・
・

別表第２（９）

マーカー遺伝子 遺伝子由来

別表第３：選択マーカー

別表第３

改正後

宿主 ベクター

株１

株２

別表第１：宿主・ベクター

宿主 ベクター

株１

宿主 ベクター

株１

別表第１（１）

別表第１（２）

・
・

別表第１（９）

挿入DNA(発現産物) 由来生物

別表第２：挿入ＤＮＡ（発現産物）（選択マーカーを含む）

別表第２

宿主によらず、
挿入DNAの使用を可能に

参考１
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GILSPリストへの収載希望の提出を受けています

対象
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

内容
・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
・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 等

提出先

＜医薬品、医薬部外品又は化粧品の場合＞
厚生労働省医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課

＜医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の場合＞
厚生労働省医薬・生活衛生局 医療機器審査管理課 再生医療等製品審査管理室

様式など
「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号医薬食品局長通知）

10



質疑応答集（Ｑ＆Ａ）の改正

・平成27年7月1６日にＱ＆Ａを改正（旧事務連絡
を廃止）

「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日厚
生労働省医薬食品局審査管理課、厚生労働省医薬食品局医療
機器・再生医療等製品担当参事官室事務連絡）

平成26年6月30日事務連絡からの
代表的な追加・変更をご紹介します
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問 遺伝子組換え生ワクチンなど、遺伝子治療用製
品たる再生医療等製品に該当しない場合は、カル
タヘナ法の第一種使用等の手続の対象にならない
と考えてよいか。

答 遺伝子治療用製品たる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。
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（続き）
なお、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ことから、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、
適切な手続をとるように留意されたい。
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問 遺伝子組換え生物等を用いた治験において、患
者を個室管理する場合は、第一種使用規程の中で
個室管理の期間を特定する必要はあるか。

答 治験における患者の個室管理を実施する場合に、
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、短縮前の
期間と短縮後の期間を併記するか、又は「必要な
期間」等と記載して差し支えない。
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＜例＞
「必要な期間、被験者を個室内で管理する。」

「投与後○日間、被験者を個室内で管理する。ただ
し、投与後○日目以後に、本遺伝子組換え生物の
体外への排出が認められない被験者にあっては、
個室管理期間を短縮することができる。」

「少なくとも○人目の被験者までは投与後72時間、
個室内で管理する。○人目までの被験者のウイル
ス検査結果から、ウイルス排出が無いことが確認
された場合は、個室管理の期間を24時間とする。
その後必要に応じて適宜個室管理期間を設定でき
る。」
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問 第二種使用等に係る拡散防止措置について、既
に経済産業大臣等の確認を受けて製造・市販して
いるものを、医薬品等の原材料として転用する場
合、改めて、厚生労働大臣の確認が必要か。

答 転用するに当たって第二種使用等の内容が変わ
らない場合は、改めて厚生労働大臣の確認を受け
る必要はない。
なお、その場合、製造開始時の報告に、経済産

業省大臣等の確認を受ける際に申請した資料の写
し及び経済産業大臣により確認されたことを示す
通知書を添付すること。
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問 治験に用いる遺伝子組換えウイルス等について、
治験開始前に実施が必要とされる非臨床安全性試
験を外部委託する場合は、外部委託先での臨床の
段階にない使用等と解釈し、厚生労働省への申請
は不要と考えて差し支えないか。

答 差し支えない。なお、委受託を問わず、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。）の実施は、臨床の段階にな
い第二種使用等と解釈してよい。

被験者のモニタリングを目的とした検査等は、
厚生労働省の確認が必要となる
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問 国内で治験薬製造の段階を経ず、医薬品等の製
造を開始する場合※は、いつまでに当該確認を受
ける必要があるのか。
※他の製造所で既に製造販売承認を受けている場合
海外で製造工程が確立されたものを製造移管する場合
治験薬を海外で製造する場合 等

答 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）を開始する前
までに確認を受ける必要がある。
ただし、第二種使用等に係る確認申請に必要な

試験を行う場合など、製造工程の確立に向けた検
討を行う段階の製造にあっては、産業上の使用等
には当たらないため、当該確認を受ける必要はな
い。
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問 GILSP告示別表第二の挿入DNAには、その部分
配列及びその一部の配列が除去されたものを含む
のか。

答 含む。
ただし、少なくとも、抗原や核酸検出用のプ

ローブ等の機能を有するために適した長さがある
ことが望ましい。
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問 第一種使用規程の承認又は第二種使用等の拡散
防止措置の確認の申請に必要な資料の内容に関し
て事前の相談は可能か。

答 可能。
具体的な事例をもって、PMDAが実施する治験

相談又は薬事戦略相談を活用されたい。
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ご静聴ありがとうございました。
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