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《技術報告》

韓国における PET 医薬品の承認制度枠組に関する調査報告
栗原千絵子 *1

井上登美夫 *2

要旨
目的：韓国における PET 医薬品承認に関する規制制度を明らかにする．
方法：聞き取り調査および文献調査
結果：韓国においては，PET 医薬品を含む放射性医薬品に関する薬事法に基づく GMP 規則が 2014

年 8 月に発行され，2015 年 7 月から施行される．そのガイダンスは 2014 年 12 月に発行された．2015

年 7 月 1 日以降に新規に設立される施設は新規則に適合しなければならず，すでに設立されている施設

は 2 年の猶予期間を経て 2017 年 6 月 30 日までに新規則に適合しなければならない．この猶予期間に，

規制当局は放射性医薬品の承認を取得している，あるいは申請したすべての製造施設を査察する．
2015 年 9 月現在韓国では，7 つの商業的企業と 15 の病院または研究機関が PET 医薬品の承認を取得

しており，主としてそれらは FDG である．これらの企業や病院等は，PET 医薬品を機関外に提供するこ
とができる．
本稿では，韓国の放射性医薬品の開発と承認に関する規制について報告する．

結論：このような韓国の放射性医薬品に関する承認制度・政策は，米国で PET 医薬品用 GMP が設け

られた際の動きとある程度似ており，今後，行政当局と製造現場の PET コミュニティが実際の査察を
通して多くの議論を重ねながらも，体制が整備されていくことが予想される．

（核医学 52: 341–352, 2015）

1.

はじめに
製薬企業によるブロックバスター大量生産の時

代から，医学研究機関がリードし希少疾患を標的
とする開発戦略が重視される時代へとシフトしつ
つある今日，医療機関内で製造する医薬品の規制

方について世界中で多くの議論がなされてきた製
品の一つである．
1990 年代から 2000 年代にかけて，米国，欧州，

日本で，放射性医薬品とりわけ PET 医薬品，マ
イクロドーズ臨床試験など，微小な投与量で人体

の適切なあり方が求められてくる．PET (Positron

の生理学的メカニズムや薬物の作用機序を探索す

製造の品質確保，医薬品承認に向けた規制のあり

に議論されてきた1〜7)．

Emission Tomography) 医薬品は，医療機関内での
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る手法や製品の開発・規制・承認のあり方が様々
こうした中，韓国においても，放射性医薬品の
製造基準が検討され，2014 年 8 月 21 日に薬事法
に基づく規則が公布され8)，同年 12 月にそのガ

イダンスが公布された9)．

そこで本稿では，韓国における PET 医薬品の

承認に向けた規制枠組について，現地訪問を含
む，主として聞き取りによる調査報告の結果をま
とめて報告する．
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医療機関による承認取得と他機関への供給

務付けられたものではないにも関わらず，準用し

韓国では，放射性医薬品を他の病院や診療所に

ていた，という状況であった．このような中で，

供給・販売する機関は，薬事法に基づき，食品

韓国の PET コミュニティによって放射性医薬品

医薬品安全省（Ministry of Food and Drug Safety：

の製造規則について議論が重ねられ，その結果と

and Drug Administration：KFDA）
）に医薬品とし

されることとなった．

に「NDA」と記載する）を行って承認取得するほ

3.

MFDS（以前の韓国食品医薬品安全庁，Korea Food
ての承認申請（以下，承認を取得した場合も同様

か，原子力安全法 (Nuclear Safety Act) に基づき，

韓国原子力安全技術院 (Korea Institute of Nuclear

して，放射線医薬品に特化した GMP 規則が施行

韓国における放射性医薬品製造基準
3.1. 放射性医薬品 GMP の施行と内容
韓国では，医薬品安全性規則の一部として放

Safety：KINS) による申請文書に対する審査を経

射性医薬品に関する規則が 2014 年 8 月 21 日に

Commission：NSSC) より放射性同位元素生産の

となった8)．同規則は 2 頁ほどの短いものだが，

て 原 子 力 安 全 委 員 会 (Nuclear Safety and Security

ライセンスを取得しなければならない．この規則
は，企業，医療または研究機関の間に区別なく適
用され，承認を取得した医療・研究機関は，他
機関に製品を供給・販売することが可能になる．

発行され，2015 年 7 月 1 日から適用されること

これに対するガイダンスは 157 頁になるもので，
2014 年 12 月に公布された9)．放射性医薬品の製

造は，通常の医薬品 GMP，原薬 GMP，無菌医薬

品 GMP が適用され，放射性医薬品に関する別添

2015 年 9 月現在 7 企業と 15 病院による PET 医

に放射性医薬品特有の事項が記されている．放射

NDA は，6 企業と 13 病院が取得している）
．

適用される．院内製剤としての使用のみの場合に

は研究機関を問わず，個々の患者ごとに分けられ
た “single dose” の形態か，多人数の患者に使うこ

が，GMP 規則は適用されない．

も外部機関に提供することができる．MFDS は最
近この “multi dose” の形態を，申請者が必要な資

で既承認薬剤を使う場合には 2 年間の猶予期間を

た．この “multi dose” による供給は，個々の患者

し，適合施設には GMP 証明書を与える．問題あ

薬品の NDA 取得の情報が得られている（FDG の

承認取得した PET 医薬品は，企業，医療また

とのできる “multi dose” の形態か，いずれの形で

料を適切に揃えて提出すれば認めるようになっ

に最適の用量で投与できるようにフレキシブルに
使うことができるので効率的である．放射性医薬

性医薬品の臨床試験においては，試験薬 GMP が

は，院内での調剤についての承認が求められる
適用時期は，新規に設置する施設および新規薬
剤については 2015 年 7 月 1 日以降，既存の施設

設け，2017 年 7 月 1 日から適用される．この 2

年間の間に，MFDS はすべての機関を訪問し査察
る施設には警告文書 (warning letter) を出す．この
猶予期間については，韓国核医学会は 5 年間以上

品の薬局にライセンスを与えるシステムはない

とすることを要望したが，当局側は発行の年も入

が，このような形態が可能である．

れれば 3 年あるため十分だと主張した．

一方，製造基準については，一般的な医薬品の
製造に関する規則が放射性医薬品には外部に供給
する場合も含めて適用されなかったため，今回放
射 性 医 薬 品 用 GMP (Good Manufacturing Practice)
が作成される以前は，承認申請時に製造所に対す
る規制当局の査察はあっても直接適用する品質基

内 容 は PIC/S10)（ ヨ ー ロ ッ パ GMP に 基 づ

く）を適用したもので，PET 用，SPECT (Single
Photon Emission Computed Tomography) 用 医 薬 品
など，放射性医薬品すべてに適用されるが，韓国
では放射性医薬品のマーケットの多くの割合が
PET 医薬品なので，これに重きを置いた内容と

準を示す規則がなく，薬局方にある通常の医薬品

なっている．規制の対象範囲は放射性医薬品であ

の品質基準を，放射性医薬品に対しては法的に義

れば企業の製造するものも病院や医学研究機関が
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製造するものも区別なく適用される．Table 1 に，
これらそれぞれの枠組みについての米国，韓国，

日本の制度比較をまとめた．
当局は，この作成過程で世界中の放射性医薬品
の規制をレビューしたが，訪問調査は行っていな
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常に詳しい内容である．日本の規制についても調
査は行ったがガイダンスには記載されていない．
3.2.

放射性医薬品 GMP の作成過程

放射性医薬品 GMP 作成の過程には紆余曲折が

い．様々な解釈に基づく柔軟な運用を可能にする

あった．2010 年頃に一度政府側が規制の案を作

ため，ガイダンスには，WHO，米国，欧州医薬品

成したことがあったが，その際には核医学の専門

庁，カナダ，オーストラリアにおける規制状況が参

家を 1 名だけ作成過程に加えていたこともあり現

考として記載されている．中でも米国とカナダは非

場の意見が十分に反映されず，規制案は韓国核

Table 1 Comparison of GMP regulations for PET drugs of U.S., Korea and Japan

外部供給を含む
全般的な製造販売

一般臨床に用いる
施設内製造

臨床試験
臨床研究

米国3〜7)

韓国

PET 医薬品用 GMP *1

医薬品 GMP
＋原薬 GMP
＋無菌医薬品 GMP
＋放射性医薬品 GMP

PET 医薬品用 GMP *1

USP 823 *2
（IND の枠組）*3

USP 823 *2
（RDRC の枠組）*4

GMP については
特定の規制なし *5

試験薬 GMP
＋放射性医薬品 GMP

日本
医薬品 GMP *6
（保険診療）
承認合成装置
＋日本核医学会ガイドライン *7
（保険診療外）
特定の規制なし
治験薬 GMP
（承認申請を目的とする治験）*8, 9
特定の規制なし
（国の倫理指針に基づき実施）*10

米国規制は文献 3–7) による．
*1: PET 医薬品に特化した GMP で，2009 年末に最終化し，2012 年 6 月より施行（施行は 2011 年末に予定されて
いたが，関係者の意見を受けて延長された）．食品医薬品化粧品法に基づく連邦行政規則．
*2: 米国薬局方の中の，PET 医薬品に特化した製造基準．規則のボリュームは小さく，簡潔な記載である．詳細な
文書化の義務はない．
*3: FDA (Food and Drug Application) に IND 申請 (Investigational New Drug application) をして臨床試験を実施する枠組
み．
*4: RDRC (Radioactive Research Review Committee) の承認を得ることによって，FDA への直接の IND 申請を免除さ
れる枠組み．放射性医薬品を，きわめて少量で薬理作用がないと考えられる限られた用量のみ使用し，被ばく
線量も安全とされる一定基準以下であり，臨床開発または診断の意図がなく，人体の病態生理や薬剤の作用機
序を見出すことを目的として行われる基礎医学的な臨床研究を FDA が認可した RDRC と通常の IRB で審査す
る（FDA の審査は行わない）．
*5: GMP については特定の規則はないが診療としての使用には，韓国での調剤承認が求められる．
*6: 通常の医薬品 GMP が PET 医薬品にも適用される．
*7: 日本核医学会によるガイドライン11)．アカデミア主導の自主規制的なガイドラインであるが，PET 医薬品合成
装置を医療機器として承認する際に，学会基準に従うべきことが承認要件とされた事例がある．
*8: 治験に特化した GMP で，PET 医薬品に関するコメントが Q&A に含まれる．通知として出され，薬事法に基づ
く GCP 省令に対する解説であるガイダンスの中でこれに従うべきとされている．
*9: 治験のほかに保険収載を目指した別の臨床試験の枠組みとして健康保険法に基づく「先進医療」がある．この
枠組みで日本核医学会ガイドラインに従うことが推奨された事例もあるが，法的拘束力はない．
*10: 日本では，承認申請や保険収載の目的を持たずに実施される臨床研究は，未承認薬を用いるものであっても，
GMP 的な規制を受けずに実施できる．日本核医学会はこの臨床研究の枠組みで用いるものとして学会ガイドラ
インを作成した．
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医学会には歓迎されなかった．その後，2012 年

3.3.

放射性医薬品の品質保証の考え方

に当局は助成金事業として学会が主導し規制案

韓国の放射性医薬品の品質保証に関する考え方

を作成するように提案し，韓国核医学会は，欧

の特徴について，専門家から得たコメントを以下

州核医学会の「cGRPP（Good Radiopharmaceutical

に記す．

準）12)」や米国の PET 医薬品用 GMP13) を参考に

ストアプローチに関するガイドライン14) に従っ

して規制案を作成した．しかし韓国核医学会の草

たフレキシブルな運用が可能である．結果として

案は政府には受け入れられなかった．

の信頼性を保証できるのであれば手順については

Practice， 放 射 性 医 薬 品 製 造 お よ び 品 質 管 理 基

2013 年の時点では，放射性医薬品の GMP は存

在せず，一般的な医薬品の GMP は外部に供給す

・PIC/S を採用しているが，ICHQ のリスクベー

様々な可能性が許容されうる．
・エンドトキシン試験は韓国薬局方によるもの

る場合も含めて，放射性医薬品に適用されなかっ

で，放射性医薬品に特化した簡易なものである．

た．放射性医薬品が承認されているものであれば

試験をバリデーションした後に，陽性対照，陰性

GMP 適合でなくても保険償還も得られた．公的

対照を設けて実施し，その後にリリースする，と

ある．当局は，すべての医薬品に対して PIC/S 対

・エンドトキシン試験には PTS (portable transport

保険と GMP は関連づけられていなかったためで

応で規制するという考えだった．このため KFDA

は韓国核医学会と会合を持ち，交渉を重ねた．

2013 年の時点では，外部に供給される場合も施

いう簡便なものである．
system) というスモールカートリッジによる方法

を用いることもできる．これによる検査は，20
マイクログラムほどの製剤品を用いて約 1/3 時間

設内製造の場合にも PIC/S 対応の GMP が厳格に

かけて行う．具体的には，希釈された溶液（LAL

これに抵抗した．

けて入れる．この方法は当局から完全に認められ

適用される可能性があったので，韓国核医学会は

水＋製剤）25 microliters を 4 つの well spots に分

2014 年になって当局側が改めて専門家との協

たものではなく研究段階であるが，企業の経験で

これは核医学会，核医学医師，放射性医薬品を専

けた際に問題にはされなかった．
（日本薬局方準

門とする薬学専門家 (radiochemist)，薬剤師，病

拠試験法としては認められていない．
）

力による検討の場 (collaboration body) を設置した．

は，MFDS からいくつかの製品に対する承認を受

院，企業などの代表者十数名からなるものであっ

・エンドトキシン試験は原則として出荷 (release)

た．この検討によって，2014 年夏に放射性医薬

前に実施しなければならないが，PIC/S に従って

品に関する法令が発行されたが，その後にさらに

いればパラメトリックリリースも許容される可能

継続して約 10 名が専門委員となって，法令に対

性がある．

するガイダンスを作成した．すなわちこのガイダ
ンスは 2014 年夏から年末にかけての 4 か月間で

作成されたものである．

ドラフト段階で，公開のセミナーもあり，医療

・出荷後の sterility test をすること，場合によっ

ては減衰後に行うことも，PIC/S に従っていれば
許容される可能性がある．
・ガンマスペクトロメトリーを用いて，放射性核

機関にも GMP が適用されることには多くの異論

種純度の試験を行う．

医薬品については特に経験を持たない通常医薬品

4.

も唱えられた．また，教育的なセミナーを放射性

臨床試験の実施および承認までに求められる

Cross などの大企業）
．GMP と放射性医薬品の両

データ
4.1. 韓国における臨床試験制度

ある．

要とされる情報について，非臨床・臨床のデー

の製薬企業が行うこともあった（Uninhan，Green
方に精通している人材が十分にいなかったためで

次に，臨床試験の実施から承認に至るまでに必
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Table 2 Comparison among U.S., Korea and Japan of preclinical and clinical data
required for IND and NDA: Global/General and Local/Specific
国際基準／医薬品全般

U. S.

臨床試験開始時を含み，臨床試験の
各段階に必要とされる非臨床安全性 ICHM3
データ
承認申請に必要とされる，非臨床・
CTD
臨床データ

Korea

ICHM3

Japan

ICHM3

（放射性医薬品は CTD を
CTD
求められない）

各国基準／特定の医薬品
臨床試験開始の要件
（M3 における臨床試験開始時に部分 探索的 IND *1
に関連）

IND
（microdose に 関 し て は 草 マ イ ク ロ ド ー ズ 臨 床 試
案作成されたが発行され 験 *3
ず）

PET 医薬品と関連する特定の医薬品
（特定のガイドラインは
（CTD に対する特定の除外規定また 医用画像用製剤 *2 ないが，CTD における除 診断用放射性医薬品 *4
は検討事項）
外規定がある）
*1:
*2:
*3:
*4:

探索的早期臨床試験実施のための非臨床試験についてのガイダンス15)
医用画像用製剤の非臨床・臨床の安全性評価についてのガイダンス16)
マイクロドーズ臨床試験に特化し，臨床・非臨床・製造についてカバーするガイダンス17)
診断用放射性医薬品の承認に至る臨床評価基準を示した通知で，一部非臨床試験も含む18)．

タ，これらの要件緩和についてまとめる．
前提として，韓国では，日本のように承認申請

● ICH-M3 の韓国版
医 薬 品 全 般 に つ い て， 臨 床 試 験 の 各 段 階 で

目的とする臨床試験のみが薬事法に基づく GCP

必 要 と さ れ る 非 臨 床 安 全 性 試 験 に 関 し て は，

様，未承認医薬品（承認医薬品の承認外適応を含

のガイドラインは，ヒトに初めて投与する時点か

む）の臨床試験は，研究目的か承認申請目的かを

ら承認に至るまでの各段階で必要とされる非臨床

問わず，規制当局の許可を必要とし，薬事法下

安全性データを規定している．このガイドライン

の GCP 規則で実施される．未承認の化合物を人

は，放射性医薬品を除外している．
● IND に必要なデータのガイドライン

規制で実施されるのとは異なり，他の諸外国と同

体に投与する場合には，臨床試験であるとみなさ
れ，GCP 適合が求められる．

ICHM319) が導入され韓国版20) が作成された．こ

韓国には IND すなわち臨床試験実施の許可申

このため，臨床試験を実施する際には，承認申

請に必要とされるデータについてのガイドライ

請目的の有無を問わず，製造物の品質保証と，非

ン21) がある．非臨床のみならず，GMP，臨床な

臨床安全性データに基づき規制当局に申請し，実

ども含まれる．この中に，ExploratoryIND につ

施の許可を得なければならない．

いてのガイダンスも含まれる．この構成は日本の

4.2.

マイクロドーズ臨床試験（MD 試験）のガイダン
医薬品の臨床試験の開始から承認までに必

ス 17) に似ているが，韓国では，MD 試験のガイ

要な非臨床・臨床データ

ダンスは一度作りかけたが実施が少ないため発行

臨床試験の開始から承認に至るまでに必要とさ

に至らなかった．

れるデータについては，以下のような規制文書が
ある．Table 2 に，米国，日本のどの文書に該当す

るかを示した．

PET 医薬品の非臨床試験については，1 回の投

与における用量が非常に少なく，単回投与である
ため，臨床試験開始時には単回投与毒性試験があ
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Table 3 Items of required data for NDAs of Rhxs in Korean guidelines for CTD
1,2: 化学的組成および開発経緯
3: 安定性
Required data for NDA of RPs
4: 毒性データ
a. 単回投与毒性試験：要
b. 反復投与毒性試験，遺伝毒性試験，生殖・発生毒性試験，がん原性試験，
その他の毒性試験：必ずしも必要ではない
5: 薬理学的データ
a. 薬効データ：必要に応じて
b. 一般薬理試験データまたは安全性薬理試験：必要に応じて
c. ADME：要
d. 薬物相互作用：要
6: 臨床試験
7,8: 海外データ
*1: 放射性医薬品については，ADME，安全性薬理は省略可能である（必須ではない）

れば十分とされる．安全性薬理は，早期試験にお

がすでに先進国の薬局方（規制文書で定義されて

いては必要とされないが，承認申請時には，安全

おり，米国，欧州，日本，英国，ドイツ，フラン

性薬理，ADME が必要とされる場合もある（必

スが該当する）に収載されている場合には，
「ジェ

須ではない）．

ネリック」医薬品であるとみなされ，完全な申請

●承認申請に必要とされる非臨床・臨床データの

データパッケージを求められず，有効性と安全性

ガイドライン

のエビデンスという意味では，韓国内における新

承認までに必要とされる非臨床・臨床データに

たな臨床試験データを求められることはない．第

ついて示す CTD (common technical document)22) の

Ⅲ相臨床試験は，SCI (Science Citation Index) に収

ンでは，医薬品の分類に従って，臨床試験の各段

明文化されたルールではない．

韓国版ガイドライン23)

もある．このガイドライ

階および承認までに必要とされるデータを示して
いる．「医薬品の種類および提出資料の範囲」と

載された論文があれば免除されることもあるが，
韓国では民族差に関する ICHE524) ガイドライ

ンを 2001 年に導入し，2002 年以降は必要に応じ

題する表があり，新規の化学合成製品（カテゴリ

て国内試験を求めているので，海外薬局方に載っ

Ⅰ），ジェネリック医薬品（カテゴリⅡ）
，放射

ていても臨床試験（ブリッジング試験）を求めら

性医薬品（カテゴリⅢ）と分類され（生物医薬品

れることはある．PET 医薬品の場合には，ほと

はこのガイドラインには含まれない）
，それぞれ

んどの場合に，上記の海外の薬局方に載っていれ

の承認申請に必要な非臨床・臨床データに関し

ば，手順の変更がなければ，新たな臨床データを

て，Table 3 に示す 1〜8 の項目のそれぞれの下位

求められない場合もある．
● PET 医 薬 品 の 承 認 申 請 に 求 め ら れ る CMC/

分類の項目について，必須（◎）
，必須ではない

（×）
，オプショナル（△）と区分されている．こ
れによれば，放射性医薬品に必要とされるデータ
は Table 3 に示すようである．

●海外承認データの利用可能性
韓国の薬局方は最近になって FDG を含む放射

性医薬品を収載した．韓国の薬事法では，医薬品

STM 基準

CMC (chemistry, manufacturing, and control) に関

しては，韓国では STM (standard and test method)

と呼ばれる方法があり，これは CMC と同じカテ

ゴリの情報で，NDA に必要とされるが CMC ほ
ど高水準ではない．医薬品の準備，製造，品質管
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Table 4 Regulatory approval and public health insurance coverage of each PET drug
FDG（腫瘍イメージング）
・旧来の規則に基づき承認取得され，多くの癌について保険適用となっているが，除外されているものや回
数制限などもある．FDG の NDA を保有している会社は 6 社，病院は 13 ある．
・Care Camp，HDX，duchembio（三大企業）は病院の中に製造施設を設置して FDG を製造し，近隣の病院
に販売している．例えば Severance Hospital は duchembio に場所を提供し，duchembio がサイクロトロンを
保有し Severance Hospital および外部の病院に提供している．
・病院では，Asan Medical Center，Samsung Medical Center，Seoul National University Hospital，Korea Cancer
Center Hospital，National Cancer Center などが自家製造しているが，その他の病院では，会社または病院か
らデリバリを受けている．
F-18 FP-CIT（ドパミン・トランスポータ・イメージング）
・Asan Medical Center (AMC) が最初の NDA を取得し，duchembio にライセンスアウトし，委託製造を行
わ せ て い る．Seoul 域 内 は AMC が カ バ ー し，20〜30 の 他 施 設 へ 提 供 し て い る．Daejeon，Daegu に は
duchembio の製造施設があり，Seoul 以外はすべて同社がカバーする．これにより韓国全体に供給が可能
となっている．全国をカバーしなければならないという規則はない．
・海外の薬局方に収載されていないので AMC が NDA 申請した際には多くのデータが求められた．非臨床
データ，第Ⅰ相からⅢ相までに臨床データと CMC (chemistry, manufacturing, and control) が求められ，承認
審査には 8 か月から 1 年ほどかかった（下記の FLT も同様）．
・保険適用は，パーキンソニズム (bradykinesia, tremor, instability) について 20% をカバーする．撮像に関す
る医学的手技のみであり，医薬品についての保険収載は通っていない．Asan Medical Center が今後は保険
収載を申請すべきであると考えている．
F-18-FLT（肺がんのイメージング）
・Asan Medical Center のみが NDA を取得しているが肺がんのみが適応である．FDG より優れている面があ
るにも関わらずあまり広く使われていない．核医学医師らは有効性確認には長い時間がかかるという意見
である．細胞増殖イメージングには FDG が使われており FLT はあまり必要とされないため，AMC は他
の病院への供給は行わず，自らの病院内でのみ利用している．それでも NDA を取得したのは，患者の安
全性と有効性を保証するためという病院の方針による．
・公的保険適用はない．
F-18-NaF (Sodium Fluoride) (bone imaging)
・5 つ の 企 業 お よ び 大 学 病 院 (Care Camp, HDX, Duchembio, Seoul National University, Siemens PETNET) が
NDA を取得している．米国では “ET imaging of bone to define areas of altered osteogenic activity” について適
応があり，USP に載っているので，韓国では ANDA による申請が可能である．
・医療機関の申請による撮像の保険適用は 9 月 1 日に決定したが 20% の適用である．医薬品としての保険
収載は 9 月 1 日に Care Camp が申請したが保険適用にはエビデンスが不十分であるとして却下された．

C-11 acetate, C-11 methionine, N-13-ammonia
・アンモニアは医薬品としての承認，C11 acetate, C11 methionine は，compounding drug としての承認を得
ている．Compounding は医療機関内の薬局における調剤の承認であり，外部に供給しないことが前提であ
る．定められた海外薬局方に載っていれば，compounding としての承認はずっと容易である．半減期が短
いからではなく他の薬局方に載っているかどうかが問題である．
・Care Camp，Siemens PETNET，ソウル国立大学病院はアンモニアの ANDA（abbreviated NDA：ジェネリッ
ク承認）を取得しているが，保険はカバーしない．
Florbetapir (AV45, Amyvid®), flutemetamol (F-18 version of C-11 PiB, VizamylTM), Florbetaben (AV1,
NeuraceqTM)（アミロイド・イメージング）
・Florbetaben は 2014 年 5 月に CiCo Healthcare（duchembio が 100% 株式保有）が NDA 申請し同年 12 月 19
日に承認取得した．duchembio の製造施設は韓国内に 6 か所あるが，そのうち 3 か所で ﬂorbetaben の製造
を行う．2015 年 8 月 Care Camp が GE Healthcare との契約に基づき ﬂutemetamol の承認を取得した．これ
らについての公的保険適応はない．
DOTA agents (68Ga-dotatoc, dotatate, dotanoc)
・dotatoc は EP に 2014 から入っているが，USP には入っていない．韓国では compound としての承認はある
が保険適用はない．
・米国ではこれらの PET 医薬品を製造するためのプレカーサ，キット，ジェネレータの規制上の位置づけ
が議論されるが，韓国では，compounding の承認については，キットなどの承認は必要とされない．
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理の方法に関するものである．CMC は国際標準
だが STM は韓国の基準である．PET 医薬品のみ

ならず医薬品一般に用いることができる．
5.

6.

個別の PET 医薬品の承認状況

冒頭で述べたように，概ね 7 つの企業と 15 の

病院が FDG を主として PET 医薬品の NDA を取

得しているが，Table 4 に，個別の医薬品につい

保険収載の仕組み

てのより詳細な状況をまとめた．

保険収載については，医薬品の製造販売承認取

企業の製造所の形態は，独立した製造所である

得者が医薬品についての保険収載を，病院が手技

場合と，企業が病院内に製造所を持って PET 医

について（核医学手技，PET 撮像等）を，それ

薬品を製造しこの病院と外部の病院に供給すると

ぞれ別個に行う．病院が承認取得者である場合に

いう場合とがある．企業と医療・研究機関の以下

は，両方を申請することができる．例えば Asan

のような協力関係の事例もある．

医薬品としての保険償還の申請はしたが，病院と

FDG の NDA を取得し，他機関に供給している．

Medical Center は FPCIT の承認を取得しており，

しての手技についての申請は現在準備中で，まだ

Asan Medical Center (AMC) は，FLT，FPCIT，

FPCIT については企業にライセンスアウトして

委託製造を行わせ，AMC と企業とで韓国全体を

申請していない．
病院による保険適用の申請は，制度上は病院ご

カバーしている．

とに行われることとなっており，保健福祉省によ

大学では，同じエリアで，企業と大学の学生が

り，完全な適用，部分的な適用，適用不可，のい

サイクロトロンを共有し，企業が外部の病院に

ずれかに決定される．内容によって，何％カバー

FDG を供給し，大学の学生が別の合成機を用い

されるかが異なる．回数についての制限であった

て非臨床実験を行っているケースもある．

PET 医薬品の供給を行う企業の事例として，

り特別なプロトコルに限定した適用であったりす
る．公式には病院が個別に申請することとされて
いるが，実際には，1 つの病院が申請して保健福
祉省が 6 か月ほどかけて審査し，その後に結果が
公式に通知されると，他の病院は新たに申請しな
くても同じ医学的手技を保険診療下で実施できる
という形で運用されている．保険でカバーされな
い，あるいは一部しかカバーされない場合には，
その部分は患者負担になる．

duchembio 社は，7 年前にビジネスを始め，2014

年に Severance Cancer Hospital の地下 5 階に 5 つ

めの製造施設を設けた．Severance Hospital では 1

日に 100 ドーズを製造・提供している．そのう
ち 20〜30 ドーズを外部に出している．取り扱い

PET 医薬品と製造所は Table 5 のようである．

ま た，β ア ミ ロ イ ド PET 医 薬 品（ﬂorbetapir

(AV45, AmyvidTM)，ﬂutemetamol (PiB の F18 標 識

版，VizamylTM)，ﬂorbetaben (AV1, NeuraceqTM)）に

ついては，米国ではいずれも承認され公的保険
Table 5 6 RP (radiopharmaceuticals) Centers of duchembio in Korea
製造施設
Eulji RP center

Incheon St. Marys RP center

Gang Won RP center (run by CiCo)
Han Yang RP center
ChilgokKyungpook RP center

Severance RP center

提供 PET 医薬品
FDG, FPCIT, NaF
FDG
FDG

FDG, FPCIT, NaF
(1 or 2 new drugs are to be added in 2015)
FDG, FPCIT, NaF
FDG, NaF

韓国における PET 医薬品の承認制度枠組に関する調査報告

については「Coverage with Evidence Development

発を促進する活動について，まとめた．

(CED)」における 1 回のスキャンだけがメディケ
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韓国におけるこの新しい制度は，様々な議論を

アでカバーされる．日本では，Florbetapir が先に

経て構築されたが，実際に動き出すのはこれから

承認され，他の 2 製品も続いて承認された（2015

である．新たな制度を設け，2 年間の猶予を設け，

ある．韓国では，CiCo Healthcare（duchembio が

る．

認を取得，Care Camp が GE Healthcare との契約

度・政策は，米国で PET 医薬品用 GMP が設けら

年 6 月時点）．保険についてはいずれも検討中で

100% 株式保有）が 2014 年 12 月 ﬂorbetaben の承
に基づき 2015 年 8 月 ﬂutemetamol の承認を取得

した．これらの保険適用はない．
7.

この期間に行政当局が査察する，という政策であ
このような韓国の放射性医薬品に関する承認制

れた際の動きとある程度似ており，今後，行政当
局と製造現場の PET コミュニティが実際の査察

を通して多くの議論を重ねながらも，体制が整備
イメージングの標準化と臨床試験ネット
ワーク

韓国核医学会では，2013 年 12 月 2 日腫瘍に関

する PET/CT 検査に関するガイドラインを作成

されていくことが予想される．
韓国の PET 医薬品製造体制の今後の整備状況，

新たな PET 医薬品の開発・承認については，さ
らに注視していきたい．

した 25)．日常診療における検査を標準化するも
のである．このガイドラインは，米国放射線学
会 (American College of Radiology：ACR)，小児放

資金源

本論にまとめた調査は 2014 年度厚生労働科学

射線学会 (Society for Pediatric Radiology：SPR)26)，

研究費補助金「院内製造 PET 薬剤の合成装置を

のガイドラインを参照して，成人および小児の患

ラトリーサイエンスの研究」
（研究代表者：井上

欧州核医学会27〜30)，日本核医学会31,32) それぞれ
者について FDG により PET/CT 検査を実施する

医師に役立つように，という目的で作成されたも
のである．
臨床試験ネットワークに関しては，韓国核医学
会はこれまでに稀ではあるが後ろ向き研究を行う
ことはあったが，前向きの臨床試験を学会が主導
するという動きはまだ実現してはいない．現在学

用いた核医学診断技術の臨床応用に関するレギュ

登美夫）の一部として行った．栗原は 2013 年 8

月 26，27 日，2014 年 12 月 8 日（月）から 12 日（金）

まで，同研究事業外で 2015 年 9 月 18 日（金）から
22 日（火）まで，韓国ソウル市に滞在した．
利益相反
本稿の内容に影響する利益相反は存在しない．

会ではこれを進めようとする動きがあり，核医学
の医師らに対して臨床試験の対象とする課題につ
いて何を望んでいるかを調べるアンケート調査を
行った．
2014 年に臨床試験ネットワークが設立され，

謝辞

Dr. Seungjun Oh, Associate Professor, Department

of Nuclear Medicine, Asan Medical Center に は， 本

稿にまとめた韓国規制に関する情報の大部分を

いくつかの候補が挙がっており，FDG の適用拡
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Summary
Regulatory Framework for Approval of PET Drug in Korea: A Survey Report
Chieko Kurihara*1 and Tomio Inoue*2
*1 Molecular Imaging Center, National Institute of Radiological Sciences
*2 Department of Radiology, Yokohama City University School of Medicine

Objectives: To identify regulatory framework for
approval of PET drugs in Korea.
Method: interview and literature survey
Results: In Korea Good Manufacturing Practice
(GMP) regulation speciﬁc to radiopharmaceuticals,
including PET (Positron Emission Tomography) drugs,
under the Pharmaceutical Affairs Act was issued in
August 2014, to be enforced on July 1, 2015, and its
guidance was issued in December 2014. The new
facilities to be established after July 1 of 2015 have
to be compatible with this new regulation and already
established facilities have two years grace period until
June 30 of 2017. During this period, the regulatory
authority will inspect all of the production sites which
hold or submit approvals of radiopharmaceuticals.
As of September 2015 in Korea, there are 7 com
mercial companies and 15 hospitals and institutes,

which have approvals of PET drugs mainly FDG,
and these companies and/or hospitals can supply PET
drugs outside institutions.
In this article we introduce the Korean regulations
of development and approval of radiopharmaceuticals.
Conclusion: The Korean regulatory authorization
policy for radiopharmaceuticals are to some extent
similar to the policy which the U.S. regulators set as
the new regulations of PET drug. It is expected that
the situations of production sites in Korea are to be
improved through actual discussions among regulators
and PET community through the process of actual
inspection.
Key words: Drug development, New drug
application (NDA), Good manufacturing practice
(GMP), Radiopharmaceuticals, PET (positron emis
sion tomography) drug.

