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⽬的 
再⽣医療等製品、体外診断⽤医薬品等に係る延⻑登録制度との関係における課題への
対応、制度及び運⽤の在り⽅等について検討するための基礎資料とする。 

背景 
再⽣医療等製品、体外診断⽤医薬品に係る特許権の延⻑登録に関し、特許権による保
護の現状、延⻑登録の課題、想定される処分等について⼗分な情報がない現状であ
る。 

国内ヒアリング調査 
（⼤学等） 
⼤学等 5 者にヒアリン
グ調査を実施し、アカ
デミアの知財担当者の
⽴場からの延⻑登録制
度への意⾒および再⽣
医療研究者からの研究
の現状に関する情報を
得た。 

公開情報調査 
⽇本、⽶国、欧州（英
国、ドイツ）及び韓国
における延⻑登録制度
および製造販売承認制
度 に 関 す る 情 報 を 調
査 、 整 理 及 び 分 析 す
る。 
 
海外質問票調査 
⽶国、欧州（英国、ド
イツ）及び韓国を対象
として、各国における
延⻑登録制度の詳細、
現状について質問票調
査を⾏った。 
 

国内ヒアリング調査 
（アンケート先企業） 
アンケート調査先の企業
12 者へのヒアリングを
実施し、具体的な事例等
の把握を⾏った。 

国内アンケート調査 
ユーザーニーズおよび
課題の把握のため、延
⻑登録制度及び製造販
売承認制度に関し、ア
ンケート調査を実施し
た。 
【回答数／送付数】 
129 件／428 件

まとめ 
・特許権の存続期間の延⻑制度の創設後、３０年が経過し、研究開発環境の変化や

再⽣医療、ドラッグ・デリバリー・システム（ＤＤＳ）等の制度創設当時には、
想定されなかった形態の特許の出現等を考慮すると、特許権の存続期間の延⻑登
録制度が時代に⾒合った制度であることが必要であることが明らかになった。 

・現⾏の特許権の存続期間の延⻑登録制度の在り⽅について、今後の司法判断の動
向を踏まえた上で、先発品製造企業、後発品製造企業の双⽅のニーズも聴取しつ
つ、先発品および後発品双⽅の開発への影響のバランスがとれた制度とするため
に、必要に応じて更なる検討が⾏われることを期待する。 
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Ⅰ． 本調査研究の背景と目的 

 

 近年急速に研究開発が進み、重要性が増している再生医療等製品や、コンパニオン診断

薬等の体外診断用医薬品に係る特許権については、これまでに延長登録された実績が少な

く、今後どのような特許権について、どのような処分（製造販売承認）に基づく延長登録

出願がなされるのか、どのような課題があり得るのか、などについて十分に把握する必要

がある。 

 特許権の存続期間の延長登録制度に関しては、ここ数年の間に２度の 高裁判決が出さ

れ、その都度、審査基準を改訂する必要が生じたことで、当該制度のユーザー等に急な対

応が求められることになったが、今後、再生医療等製品及び体外診断用医薬品について同

様の事態にならないためには、再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護

の現状及び課題、想定される処分（製造販売承認）等について事前に十分に把握し、対応

を検討しておく必要がある。 

 再生医療等製品及び体外診断用医薬品と同様に製造・販売にあたって安全性や有効性を

担保するための規制があり、同様の特許保護の現状や課題等を有すると考えられる医療機

器に関する状況も含めて調査することが必要である。 

本調査研究では、国内外の再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現

状、延長登録制度との関係における課題、想定される処分（製造販売承認）等について調

査研究し、再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る延長登録制度との関係における課

題への対応、制度及び運用の在り方等について検討するための基礎資料とする。 

 

Ⅱ． 調査研究の実施方法 

 

 本調査研究では、延長登録制度及び製造販売承認制度について、公開情報調査、国内ア

ンケート調査、国内ヒアリング調査（アンケート先企業、大学等）及び海外質問票調査を

行った。 

 

（１） 公開情報調査 

 

 書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ット情報等を利用して、日本、米国、欧州（英国、ドイツ）及び韓国における、再生医療

等製品、体外診断用医薬品、医療機器の特許権の存続期間の延長登録制度及びその利用実

態等、ならびに製造販売承認制度及び承認の現状等に関する文献等（海外の文献等を含む）

を調査、整理及び分析した。 

 



 

- iii - 

（２） 国内アンケート調査 

 

 再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器の特許存続期間延長に関するニーズ・課

題について、関連国内企業428者に対しアンケート調査を行い、得られた結果について単

純集計・クロス集計等の手法により分析を行った。 

 

（３） 国内ヒアリング調査 

 

 アンケート先企業12者、大学等5者に対してヒアリング調査を行い、国内アンケート調

査の分析結果をさらに深堀りするための調査・分析を行った。 

 

（４） 海外質問票調査 

 

 米国、欧州（英国、ドイツ）、韓国の再生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器

の特許権存続期間延長登録制度に関する質問票を現地法律事務所に送付し、得られた回答

について各国比較を行いつつ分析を行った。 

 

（５） 委員会による検討 

 

調査研究に関して専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査研究に関

して専門的な知見を有する者（産業界、学識経験者、弁理士等）11名（1名を委員長とす

る）で構成される調査研究委員会を設置し、4回にわたって議論を行った。 

委員会では、公開情報調査、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査及び海外質問票

調査の実施方法について検討し、これらの調査結果を踏まえて、再生医療等製品、体外診

断用医薬品等に係る延長登録制度との関係における課題への対応、制度及び運用の在り方

等について議論した。 

 

Ⅲ． 調査結果 

 

（１） 我が国の延長登録制度 

 

 特許法第67条第2項において、「特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安

全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、

手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるも

のを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があ
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つたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。」と規定

されている。 

 再生医療等製品及び体外診断用医薬品に関する特許は、この規定に基づき延長登録が可

能である。一方、医療機器に関する特許は、我が国では延長登録の対象外である（特許法

施行令第2条第2号ロ～ニ）。 

 

 特許・実用新案審査基準「第Ⅸ部 特許権の存続期間の延長」において、特許法第67条

第2項の「特許発明の実施をすることができない期間」は、「政令で定める処分を受ける

のに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から、

承認又は登録が申請者に到達した日、すなわち申請者が現実にこれを了知し又は了知し得

べき状態におかれた日の前日までの期間」とされている。「政令で定める処分を受けるの

に必要な試験を開始した日」は、医薬品類の場合は治験計画の届出日等により示される臨

床試験を開始した日とされている。 

 再生医療等製品が条件及び期限付承認を受けた場合、「承認又は登録が申請者に到達し

た日」は条件及び期限付承認が対象となり、同承認後の再度の承認は対象とならない（特

許法施行令第2条第2号ニ）。 

 

 延長登録された特許権の効力範囲は、特許法第68条の2において、処分の対象となった

物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては、

当該用途に使用されるその物）についての延長登録された特許発明の実施行為と定められ

ている。 

 

（２） 我が国の製造販売承認制度 

 

 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（以降、「医薬品

医療機器等法」とする。）により規制されている。医薬品医療機器等法において、再生医

療等製品の製造販売に関する条文は第六章（第23条の20～第23条の42）、体外診断用医薬

品及び医療機器の製造販売に関する条文は第五章（第23条の2～第23条の19）に主に記載

されている。 

 

 製造販売承認の審査は独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）で行われる。 

 再生医療等製品は、医薬品医療機器等法第23条の25において、販売にあたり製造販売承

認を受けることが必要と規定されている。再生医療等製品は治験に長期間を要するため、

「条件及び期限付承認」と「本承認」の二段階承認制度を採用し、治験により一定数の症

例が得られた時点での早期上市を可能としている。 
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 体外診断用医薬品は、クラスⅢ製品、基準不適合品目のクラスⅠ・Ⅱ製品について、販

売にあたり製造販売承認を受けることが必要である。認証基準に適合するクラスⅡ製品は、

販売にあたり製造販売承認が不要であるが、後述のクラスⅡ医療機器と同様に品目ごとに

厚生労働大臣の登録を受けた者（「登録認証機関」）による第三者認証が必要である。 

 医療機器は、クラスⅢ・Ⅳ製品、認証基準が定められていないクラスⅡ製品について必

要である。認証基準が定められているクラスⅡ製品は製造販売承認が不要であるが、品目

ごとに登録認証機関による第三者認証が必要である。 

 

（３） 国内アンケート及びヒアリング結果 

 

（ⅰ）延長登録制度について 

 

 アンケートの結果においては、延長登録制度において重視すべきこととして、「先発企

業のイノベーションの促進と後発品の市場参入を阻害しないことの両者のバランスが採れ

た制度であること」、「特許権の存続期間の延長制度がわかりやすい制度、運用であるこ

と」との意見が多数あり、特許権の延長登録により延長される効力の範囲については、調

査研究の開始時には、知財高裁判平成26年5月30日大合議判決中の傍論、東京地判平成28

年3月30日（平27（ワ）12414号）において判示されてはいたものの、不明な点も多かった

こともあり、アンケートの結果、「延長後の特許権の効力の範囲を明確にすること」、

「革新的な発明の特許権の延長後の特許権の効力の範囲が革新性に見合う適切な広さとな

ること」とする意見も多く寄せられた。 

 

（ⅱ）再生医療等製品の延長登録について 

 

 再生医療等製品に関する延長登録については、①承認された再生医療等製品が少ないた

め、我が国ではまだ登録例が少ないこと、②海外においても、米国では登録例がなく、欧

州および韓国でもまだ僅かであること、③審判決例については、国内外いずれもまだ存在

していないことが明らかとなった。 

 しかし、再生医療等製品は開発に長期間を要することから、アンケート及びヒアリング

の結果、企業、大学等のいずれにおいても医薬品等と同様に延長登録のニーズが高いこと

が示された。 

 また、延長制度について検討する際には、延長登録制度が後続品の開発を阻害しないこ

とが重要であり、どのような後続品が開発されうるかを考慮する必要があるが、アンケー

ト及びヒアリングの結果、再生医療等製品の後続品は、現時点では細胞の同等性の判断が

難しく、上市される可能性はかなり低いとの見解が企業および大学等より示されたことも
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あり、今後の再生医療研究の進展を見守る必要がある。 

 なお、再生医療等製品を保護する特許としては、ヒアリングの結果、製法特許の割合が

多くなる傾向にあるとのコメントが企業および大学等よりなされたが、①製法特許は再生

医療等製品との関係がわかりにくい、②延長された特許権の効力範囲がわかりにくい、③

ライセンサーとなる大学等側からはライセンス活動が進めにくい等との意見もあった。 

 

（ⅲ）体外診断用医薬品の延長登録について 

 

 体外診断用医薬品に関する延長登録については、体外診断用医薬品の臨床試験および処

分に必要な期間が一般的には短く、特許発明の実施をすることができない期間による弊害

が生じていないことに起因しているためか、延長登録の事例がそれほど多くはないことが

明らかとなった。しかし、コンパニオン診断薬に関しては、ヒアリングの結果、通常の医

薬品と並行して臨床試験が進められるため、一般の体外診断用医薬品より実施できない期

間が長くなる可能性があり、延長登録の必要性が高いとの意見が複数寄せられた。 

 

（ⅳ）医療機器の延長登録ニーズについて 

 

 医療機器に関する延長登録については、アンケート及びヒアリングの結果、医療機器が

延長登録の対象とされないことにより不都合を感じている企業がごく少数であり、また、

承認を受けるために必要な期間や製品のライフサイクルが短いため、延長登録の必要性に

乏しいとの意見がなされたことから、現状では、医療機器全般を延長登録の対象とするニ

ーズは低いと認められる。ただし、一部の分野の医療機器に関しては、承認を受けるため

に必要な期間が長期化しており、延長登録を必要とする意見も存在することから、今後の

医療機器の開発の進展、承認を受けるために必要な期間の動向等を見守る必要がある。 

 

（４） 各国の延長登録制度について 

 

（ⅰ）米国 

 

 米国では、再生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器に関する特許は、いずれも

延長登録が可能である（米国特許法第156条）。しかし、体外診断用医薬品及び医療機器

については、製造販売承認申請(PMA)の対象となるクラスⅢ製品のみが延長登録の対象と

なっている。体外診断用医薬品に関しては、現状では延長登録された特許が非常に少ない。 

 米国特許法第156条(a)において、 初に承認を受けた製品のみが延長を受けることがで

きると規定されており、再生医療等製品の場合、「主成分」が既に承認されているが、培
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地・培養液、運搬チューブが変更され、後で承認を受けたという点が異なっている製品の

場合、延長を利用できる可能性は低い。 

 

（ⅱ）欧州 

 

 欧州では、再生医療等製品に関する特許は延長登録が可能であるが、体外診断用医薬品

及び医療機器に関する特許は、製造販売承認の対象となっておらず、したがって延長登録

の対象外である（欧州特許条約第63条第2項(b)、SPC規則第1条）。但し、医薬品と同レベ

ルの治験が要求される製品については、ドイツ、英国、オランダ、フランス、イタリア等、

加盟国判断で延長を認めた例がある。 

 再生医療等製品の場合、製品における先行製品との相違が培地や培養液等といった担体

のみであり、その製品が同じ用途に指定されている場合には、延長が認められる可能性は

ほとんどない。 

 

（ⅲ）韓国 

 

 韓国では、再生医療等製品に関する特許は延長登録が可能であるが、体外診断用医薬品

及び医療機器に関する特許は、薬事法の規制対象ではなく医療機器法の規制対象であるた

め、延長登録の対象外である（韓国特許法第89条、韓国特許法施行規則第7条）。 

 韓国特許法施行規則第7条第1項において、延長登録の対象となるのは新薬であることが

条件とされている。主成分である構成細胞又は導入遺伝子が同じで、培地・培養液や組織

運搬チューブなど主成分以外の構成のみ変更され、主成分に対して既に許可を受けた場合

は、追って別途に許可を受けたとしても、一般医薬品の場合と同様に存続期間延長登録の

対象になり得ない。 

 

（５） 委員会における検討結果 

 

 委員会においては、再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る延長登録制度の在り方

も含めた、特許権の存続期間の延長制度の在り方についても検討を行った。 

 それぞれの委員の立場の違いから種々の意見が出されたが、特許権の存続期間の延長制

度において重視すべきことは、①特許権の存続期間の延長制度は、先発企業のイノベーシ

ョンの促進と後発品の市場参入を阻害しないことの両者のバランスが採れた制度であるべ

きであること、②特許権の存続期間の延長制度がわかりやすい制度、運用であるべきであ

ることについて、先発品製造企業や後発品製造企業の委員をはじめとする委員全員の意見

が一致した。委員会においては、先発品製造企業の委員や後発品製造企業の委員も含め、
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そのような認識のもとで、特許権の存続期間の延長制度の在り方を検討すべきであること

のコンセンサスが得られた。 

 また、延長登録出願の要件に関する複数の 高裁判決及びそれに伴う特許庁の審査基準

の改訂の結果、特許権の存続期間の延長制度が複雑なものとなったことへの危惧が先発品

製造企業や後発品製造企業の双方の委員から示された。 

 

（６） 知財高裁の大合議判決に対する意見 

 

 平成29年1月20日に、延長登録後の特許権の効力に関して、前記東京地裁の判決の控訴

審判決が知財高裁の大合議判決としてなされたため、更に委員から意見を聴取した。 

 委員からは、存続期間が延長された特許権の効力は、処分の対象となった物と同一のも

ののみならず、これと医薬品として実質同一なものにも及ぶとし、実質同一の範囲の判断

基準および具体的な類型が示されたことを評価するとの意見が示され、また、再生医療等

製品についても同様の考えが取られることを期待する等の意見が示された。 

 一方、存続期間の延長登録制度の創設以来なされてきた解釈と相違すること、具体的事

例における「実質同一」の解釈の不明確さが残ること、「実質同一」の解釈が明確になる

ためには、今後の判決の蓄積が待たれる等の意見も示された。 

 

Ⅳ． まとめ 

 

 今回の調査研究においては、特許権の存続期間の延長制度の創設後、３０年が経過し、

研究開発環境の変化や再生医療、ドラッグ・デリバリー・システム（ＤＤＳ）等の制度創

設当時には、想定されなかった形態の特許の出現等を考慮すると、特許権の存続期間の延

長登録制度が時代に見合った制度であることが必要であることが明らかになった。 

 このため、再生医療等製品および体外診断用医薬品を保護対象として含む、現行の特許

権の存続期間の延長登録制度の在り方について、今後の司法判断の動向を踏まえた上で、

先発品製造企業、後発品製造企業の双方のニーズも聴取しつつ、先発品および後発品双方

の開発への影響のバランスがとれた制度とするために、必要に応じて「延長対象となる特

許権」、「延長対象となる処分」、「一処分あたりの延長可能な特許数」、「一特許の延

長回数」、「延長された特許権の効力」等に関し、更なる検討が行われることを期待する。



 



 

 

 

 

 



 

 

はじめに 

 

 近年急速に研究開発が進み、重要性が増している再生医療等製品や、コンパニオン診断

薬等の体外診断用医薬品に係る特許権については、これまでに延長登録された実績が少な

く、今後どのような特許権について、どのような処分（製造販売承認）に基づく延長登録

出願がなされるのか、どのような課題があり得るのか、などについて十分に把握する必要

がある。 

 特許権の存続期間の延長登録制度に関しては、ここ数年の間に２度の 高裁判決が出さ

れ、その都度、審査基準を改訂する必要が生じたことで、当該制度のユーザー等に急な対

応が求められることになったが、今後、再生医療等製品及び体外診断用医薬品について同

様の事態にならないためには、再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護

の現状及び課題、想定される処分（製造販売承認）等について事前に十分に把握し、対応

を検討しておく必要がある。 

 再生医療等製品及び体外診断用医薬品と同様に製造・販売にあたって安全性や有効性を

担保するための規制があり、同様の特許保護の現状や課題等を有すると考えられる医療機

器に関する状況も含めて調査することが必要である。 

 このような背景を踏まえ、本調査研究において、再生医療等製品、体外診断用医薬品等

に係る延長登録制度との関係における課題への対応、制度及び運用の在り方等について検

討するための基礎資料とするため、国内外の再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る

特許権の保護の現状、延長登録制度との関係における課題、想定される処分（製造販売承

認）等について調査及び検討を行った。あわせて、医療機器に関する特許権の延長登録ニ

ーズについても調査及び検討を行った。 

 本調査研究で得られた情報及び検討結果が、今後特許庁における延長登録制度の制度及

び運用の在り方について検討するための基礎資料になるとともに、ユーザーの利便性を高

めるための参考資料となれば幸いである。 

 後に、本調査研究の遂行に当たり、委員会にて貴重なご意見を頂いた委員及びオブザ

ーバー各位、アンケート・ヒアリング調査及び質問票にご協力いただいた企業、大学等研

究機関及び各国の法律事務所の関係各位に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次

第である。 
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 なお、本報告書の執筆にあたり、「Ⅴ． 我が国における再生医療等製品、体外診断用

医薬品及び医療機器に関する製造販売承認制度について」の１および２については吉田委

員、「Ⅶ． まとめ」については熊谷委員長に執筆協力いただいた。 

 

 また、本調査研究に当たっては、以下の方々にもご協力いただいた。 

 

・海外質問票調査 

 White & Case LLP（米国） 
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Ⅰ． 序 

 

１． 本調査研究の背景と目的 

 

（１） 背景 

 

・ 近年急速に研究開発が進み、重要性が増している再生医療等製品や、コンパニオン診

断薬等の体外診断用医薬品に係る特許権については、これまでに延長登録された実績

が少なく、今後どのような特許権について、どのような処分（製造販売承認）に基づ

く延長登録出願がなされるのか、どのような課題があり得るのか、などについて十分

に把握する必要がある。 

・ 特許権の存続期間の延長登録制度に関しては、ここ数年の間に２度の 高裁判決が出

され、その都度、審査基準を改訂する必要が生じたことで、当該制度のユーザー等に

急な対応が求められることになったが、今後、再生医療等製品及び体外診断用医薬品

について同様の事態にならないためには、再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係

る特許権の保護の現状及び課題、想定される処分（製造販売承認）等について事前に

十分に把握し、対応を検討しておく必要がある。 

・ 再生医療等製品及び体外診断用医薬品と同様に製造・販売にあたって安全性や有効性

を担保するための規制があり、同様の特許保護の現状や課題等を有すると考えられる

医療機器に関する状況も含めて調査することが必要である。 

 

（２） 目的 

 

 国内外の再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現状、延長登録制

度との関係における課題、想定される処分（製造販売承認）等について調査研究し、再生

医療等製品、体外診断用医薬品等に係る延長登録制度との関係における課題への対応、制

度及び運用の在り方等について検討するための基礎資料とする。 

 

２． 調査研究の実施方法 

 

（１） 公開情報調査 

 

 書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ット情報等を利用して、日本、米国、欧州（英国、ドイツ）及び韓国における、再生医療

等製品、体外診断用医薬品、医療機器の特許権の存続期間の延長登録制度及びその利用実
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態等、ならびに製造販売承認制度及び承認の現状等に関する文献等（海外の文献等を含む）

を調査、整理及び分析した。 

 

（２） 国内アンケート調査 

 

再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器の特許存続期間延長に関するニーズ・

課題について、関連国内企業428者に対しアンケート調査を行い、得られた結果について

単純集計・クロス集計等の手法により分析を行った。 

 

（３） 国内ヒアリング調査 

 

 アンケート先企業 12 者、大学等 5 者に対してヒアリング調査を行い、国内アンケート

調査の分析結果をさらに深堀りするための調査・分析を行った。 

 

（４） 海外質問票調査 

 

 米国、欧州（英国、ドイツ）、韓国の再生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器

の特許権存続期間延長登録制度に関する質問票を現地法律事務所に送付し、得られた回答

について各国比較を行いつつ分析を行った。 

 

（５） 委員会による検討 

 

 調査研究に関して専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査研究に関

して専門的な知見を有する者（産業界、学識経験者、弁理士等）11 名（1 名を委員長とす

る）で構成される調査研究委員会を設置し、4回にわたって議論を行った。 

 委員会では、公開情報調査、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査及び海外質問票

調査の実施方法について検討し、これらの調査結果を踏まえて、再生医療等製品、体外診

断用医薬品等に係る延長登録制度との関係における課題への対応、制度及び運用の在り方

等について議論した。 
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Ⅱ． 再生医療等製品について 

 

１． 概要 

 

 再生医療等製品は、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（以降、「医薬品医療機器等法」とする。）第2条第9項において、以下の通り定義され

ている。 

 次に掲げる物（医薬部外品及び化粧品を除く。）であつて、政令で定めるものをいう。 

一 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動

物の細胞に培養その他の加工を施したもの 

 イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成 

 ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防 

二  人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物

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 

 

 平成25年11月の旧薬事法改正（平成25年法律第84号）により、それまで医薬品又は医療

機器に分類されていた組織再生製品（例、人工軟骨、人工皮膚、細胞シート）、免疫細胞

療法製品（例、がん免疫細胞）、遺伝子治療製品（例、遺伝子導入ウイルス）等について、

医薬品や医療機器とは別に「再生医療等製品」として新たに定義された。 

 再生医療等製品は、ヒトの細胞を用いることから、個人差を反映して品質が不均一にな

るため、有効性を確認するためのデータの収集・評価に長時間を有する。そのため、再生

医療等製品については、製造販売承認において「条件及び期限付承認」制度を導入するこ

とにより早期の承認及び上市を可能にしている1。 

 

【図表Ⅱ-1】再生医療等製品の製造販売承認までのプロセス2 

 

 

 

                         
1「再生医療等製品：条件及び期限付き承認」 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

https://www.pmda.go.jp/files/000199506.pdf [ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 
2 「第１回再生医療等製品の特許権の存続期間検討ＷＧ説明資料～改正薬事法の概要について～」厚生労働省、8 頁 

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/saisei-wg01_shiryou/02.pdf 

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 



 

- 4 - 

 

２． 我が国で承認された再生医療等製品について 

 

（１） 「再生医療等製品」として承認を受けた製品 

 

 平成27年度現在、「ハートシート」（テルモ株式会社）及び「テムセルHS注」（JCRフ

ァーマ株式会社）の2製品が承認されており、国内で上市されている。 

 

（ⅰ）ハートシート3,4（テルモ株式会社） 

 

①一般的名称 

 

 ヒト（自己）骨格筋由来細胞シート 

 

②形状、構造、成分、分量又は本質 

 

 本品は、医療機関において患者自身から採取した骨格筋に含まれる骨格筋芽細胞を体外

で培養して増殖させた後に、専用容器に充てんして凍結保存したものを主構成体とする再

生医療等製品である。 

 本品の副構成体は、医療機関において採取した骨格筋やシート形成を行う際に使用する

培地成分である患者血清を運搬するための器具類、凍結保存細胞をシート化するために用

いる器具・材料などからなる。 

 

③効能、効果又は性能 

 

 下記の基準のすべてを満たす、薬物治療や侵襲的治療を含む標準治療で効果不十分な虚

血性心疾患による重症心不全の治療。 

＜対象とする心不全の状態＞ 

・NYHA心機能分類がⅢ又はⅣ度 

・安静時における左室駆出率が35％以下 

 

                         
3 テルモ株式会社ホームページ 

http://www.terumo.co.jp/ [ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 
4「ハートシート」審査報告書 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

http://www.pmda.go.jp/regenerative_medicines/2015/R20151008001/470034000_22700FZX00002_A100_2.pdf 

[ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 
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④用法、用量又は使用方法 

 

＜本品の製造前に行う事項＞ 

１）患者から骨格筋を採取する。なお、神経筋疾患の診断で行われている筋生検の手技を

基本とし、採取部位は大腿部を標準とするが、患者の状態等を考慮し適切な部位から採取

する。採取した骨格筋は骨格筋容器へ入れて製造販売業者の指定する施設へ輸送する。 

２）患者から採血して血清を分離する。分離した血清は容器に入れて製造販売業者の指定

する施設へ輸送する。 

＜本品を患者に適用する際に行う事項＞ 

１）副構成体を用いて、凍結保存細胞から骨格筋芽細胞シート5枚（予備を含め6枚調製す

ることが望ましい）を調製する。なお、各操作は無菌的に行う。 

２）骨格筋芽細胞シート5枚を心臓表面に順次移植する。なお、移植手術は左側開胸手術

を基本とする。 

 

⑤承認日 

 

 2015年9月18日（条件及び期限付承認） 

 

（ⅱ）テムセルHS注5,6（JCRファーマ株式会社） 

 

①一般的名称 

 

 ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞 

 

②形状、構造、成分、分量又は本質 

 

 1バッグ(10.8mL)中にヒト間葉系幹細胞72×106個を含有する。 

 

③効能、効果又は性能 

 

 造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病 

                         
5 JCR ファーマ株式会社ホームページ 

http://www.jcrpharm.co.jp [ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 
6 「テムセル HS 注」審査報告書 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

http://www.pmda.go.jp/regenerative_medicines/2015/R20151009001/530210000_22700FZX00001_A100_4.pdf  

[ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 
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④用法、用量又は使用方法 

 

 通常、体重1kg当たりヒト間葉系幹細胞として1回2×106個を、1バッグ当たり生理食塩

液18mLで希釈して、4mL/分を目安に緩徐に点滴静注する。1週間に2回、投与間隔は3日以

上とし、4週間投与する。なお、症状の程度に応じて、さらに1週間に1回、4週間投与する

ことができる。 

 

⑤承認日 

 

 2015年9月18日 

 

（２） 平成25年11月の旧薬事法改正前に「医療機器」として承認を受けた再生医療等製

品 

 

 「ジェイス」及び「ジャック」（いずれも株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニア

リング）の2製品が医療機器として承認されており、国内で上市されている。 

 なお、「ジェイス」は、旧薬事法改正後に適用拡大の承認（条件及び期限付承認）を受

けている。 

 

（ⅰ）ジェイス7,8（株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング） 

 

①一般的名称 

 

 ヒト（自己）表皮由来細胞シート 

 

②形状、構造、成分、分量又は本質 

 

 培養表皮パッケージ中の表皮細胞シートは、患者自身の皮膚組織を採取し、分離した表

皮細胞を培養し、シート状に形成して患者自身に使用する「自家培養表皮」である。表皮

細胞シートは真皮が存在する創面に移植され、生着し上皮化することにより創を閉鎖する。

                         
7 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングホームページ 

http://www.jpte.co.jp/ [ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 
8 「ジェイス」審査報告書 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

http://www.pmda.go.jp/regenerative_medicines/2016/R20161005001/340938000_21900FZX00039001_A100_1.pdf.pdf 

[ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 



 

- 7 - 

培養表皮容器1個に表皮細胞シート1枚を封入する。組織運搬用チューブは、採取組織の保

存及び輸送に用いる。 

 

③効能、効果又は性能 

 

1. 重症熱傷 

 自家植皮のための恵皮面積が確保できない重篤な広範囲熱傷で、かつ、受傷面積として

深達性Ⅱ度熱傷創及びⅢ度熱傷創の合計面積が体表面積の30%以上の熱傷を適応対象とす

る。表皮細胞シートはⅢ度熱傷創において、再構築された真皮に適用し、創を閉鎖するこ

とを目的とする。真皮の再構築は原則として同種皮膚移植による。深達性Ⅱ度熱傷創への

使用は、Ⅲ度熱傷と深達性Ⅱ度熱傷が混在し、分けて治療することが困難な場合に限る。 

 

2. 先天性巨大色素性母斑 

 表皮細胞シートは先天性巨大色素性母斑を切除した後の創部に適用し、創を閉鎖するこ

とを目的とする。 

 

④用法、用量又は使用方法 

 

移植計画 

1. 移植計画 

 担当医師からの連絡を受けて、J-TECは表皮細胞シートの必要枚数、組織採取予定日、

移植予定日、移植回数、その他必要情報（医療機関情報、患者情報） （以下 「移植計画

情報」 ）を入手し、移植計画ごとに発行するユニークな組織コード及び移植計画情報を

記載した注文書を担当医師に送付する。 

 担当医師は、注文書に記載された移植計画情報を確認した後、本品を発注する。 

  J-TECから、組織採取日にあわせ、組織運搬セット及び専用の断熱輸送容器が送付され

る。組織コードは、J-TECから送付される組織運搬セットの外箱、組織運搬用チューブ、

及び組織運搬用の断熱輸送容器に記載されている。 

 

医療機関における組織採取〜採取組織の受け入れ 

2. 組織の採取 

 移植計画、移植面積に応じた皮膚組織を採取する。ただし、採取皮膚組織の大きさは、

低1cm2以上とし、紡錘形など縫合しやすい形状とする。採取する皮膚組織は病変部を含

まない正常皮膚とし、特に採取部位は規定しない。また、採取する皮膚は真皮を含む全層

皮膚とする。 
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3. 採取組織の保存 

 断熱輸送容器の封印バンドをハサミで切断してフタを開け、組織運搬セットを取り出す。

断熱輸送容器、組織運搬セットの外箱及び組織運搬用チューブに記載されている組織コー

ドと、注文書に記載されている組織コードを照合する。 

 

 清潔環境下（例えば、手術室・処置室等）で組織運搬セットを開封し、組織運搬用チュ

ーブを取り出し、液漏れがないこと、組織運搬用チューブ内に充てんされた組織運搬液に

混濁が無いことを確認する。混濁の有る場合は予備のチューブを使用する。 

 組織運搬用チューブを大きく傾けたり振ったりしないこと。 

 

 組織運搬用チューブのキャップを開け、滅菌済みピンセット等を用いて、清潔環境下で

採取した皮膚組織を専用の組織運搬用チューブに入った組織運搬液に浸漬させる。組織運

搬液が漏れないようキャップをしっかりと締める。組織運搬用チューブに採取日時及び採

取者名を記載する。 

 

4. 採取組織の輸送 

 組織運搬用チューブを外箱に戻し、容易に開封できないよう封印シールを貼る。専用の

断熱輸送容器に入れ（輸送温度：4～25℃）、封印バンドで4箇所結紮し、J-TECへ輸送す

る。また、J-TECより断熱輸送容器の発送(「1．移植計画」参照)を行ってから、J-TECに

よる皮膚組織の受け入れまでは62時間以内を期限とする。 

 

発送〜医療機関における受け入れ 

5. 医療機関における受け入れ時の確認及び対応 

(1)培養表皮パッケージは封印バンドで封印された断熱輸送容器で輸送され、医療機関に

おいては、封印されていることを確認の上で使用する。 

 断熱輸送容器の封印バンドをハサミで切断し、包装された培養表皮パッケージを取り出

す。 

(2)培養表皮パッケージに記載されている製造番号中の組織コード(5桁の英数字の組み合

わせ)と医療機関で保管する注文書の組織コード(「1．移植計画」で発行されたもの）を

照合し、枚数を確認する。 

(3)培養表皮パッケージは、使用直前まで10～25℃の貯蔵条件で保管する。 

 

移植 

6. 表皮細胞シート移植前の処置 
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(1)重症熱傷 

表皮細胞シートを移植する部位の真皮を再構築する。 

(2)先天性巨大色素性母斑 

患者の病変部（母斑）を切除する。なお、その術式については、患者の年齢及び母斑のサ

イズを考慮し、判断すること。また必要に応じて真皮を再構築する。 

 

7. 表皮細胞シートの移植  

(1)重症熱傷 

再構築された真皮上に表皮細胞シートの移植を行う。その際、壊死組織等の移植床として

不適切な組織の除去等、適切な処置を行った後、表皮細胞シートの移植を行う。 

 深達性Ⅱ度熱傷創への使用は、Ⅲ度熱傷と深達性Ⅱ度熱傷が混在し、分けて治療するこ

とが困難な場合に限る。 

(2)先天性巨大色素性母斑 

母斑切除後の創部の残存真皮上、又は再構築された真皮上に、表皮細胞シートの移植を行

う。 

 

8. 単回移植又は複数回移植の場合の移植枚数  

 表皮細胞シートの1回あたりの移植枚数は 大50枚、複数回移植を行う場合の合計移植

枚数は 大200枚である。これを超えて移植を行わない。 

 

⑤承認日 

 

 2007年10月29日（重症熱傷） 

 2016年9月29日（先天性巨大色素性母斑への適用拡大、条件及び期限付承認） 

 

（ⅱ）ジャック9,10,11（株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング） 

 

①一般的名称 

 

 ヒト（自己）軟骨由来組織 

 

                         
9 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングホームページ 

http://www.jpte.co.jp/ [ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 
10 「ジャック®」添付文書 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 
11 「ジャック」審査報告書 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

https://www.pmda.go.jp/files/000203221.pdf [ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 
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②形状、構造、成分、分量又は本質 

 

 本品は、患者から採取した軟骨組織より分離した軟骨細胞を、アテロコラーゲンゲルに

包埋して培養し、患者自身に適用する自家培養軟骨である。 

 

③効能、効果又は性能 

 

 膝関節における外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎（変形性膝関節症を除く）の臨床

症状の緩和。ただし、他に治療法がなく、かつ軟骨欠損面積が4cm2以上の軟骨欠損部位に

適用する場合に限る。 

 

④用法、用量又は使用方法 

 

1. 移植計画の策定 

(1)担当医師からの連絡を受けて、製造販売業者から所定の様式が担当医師に送付される。 

(2)担当医師は、術前検査として、あらかじめウシ血清に対するアレルギーの有無を確認

するため牛肉アレルギー検査を、ウシ真皮由来コラーゲンに対するアレルギーの有無を確

認するため皮内テスト用アテロコラーゲンを用いて皮内テストを実施する。なお、皮内テ

ストは、本品の移植の4週間以上前に実施する（2. 皮内テストの実施 参照）。牛肉アレ

ルギー検査又は皮内テストが陽性の場合、本品を使用できないことから、その患者には本

品を移植しない。〔皮内テストの判定基準等〕テスト部位を4週間にわたって慎重に観察

するとともに、この4週間で認められた異常な反応はいかなるものであっても報告するよ

う患者に指示する。腫脹、発赤、掻痒感、硬結、発熱等の有害事象又は予測できない未知

の異常反応が発現した場合には、皮内テスト陽性と判断する。 

(3)担当医師は、所定の様式を用いて本品の必要個数、組織採取予定日、移植予定日、そ

の他必要な情報を記載し、製造を依頼する。 

(4)移植計画ごとに、患者を特定できる固有のコードを発行する。 

 

2. 皮内テストの実施（本品の移植4週間以上前） 

(1)皮内テスト用アテロコラーゲンの包装を開け、ガラスシリンジ部分を指で摘みながら

取り出す。 

(2)ゴム栓を外し、注射針をルアーロック部にねじ込み確実に装着する。 

(3)針先を傷つけないよう注射針のニードルキャップをまっすぐ引き抜いて外す。 

(4)プランジャーをゆっくりと押して、アテロコラーゲン約0.1mLを前腕部に皮内注入する。 
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3. 組織運搬セットの送付 

 組織採取にあたり、製造業者から医療機関に組織運搬セットが送付される。組織運搬セ

ットは、組織運搬用チューブ及び血液保管用チューブにて構成され、組織運搬時には組織

運搬用の断熱輸送容器が用いられる。 

 

4. 組織の採取 

 採取部位は膝関節の健常な軟骨組織とし、通常の関節鏡手術手技に従い関節鏡視下で大

腿骨内・外側顆非荷重部等、採取後に機能障害等が生じないと担当医師が診断した部位を

選択する。採取にあたっては、刃幅3～7mm の耳手術用溝状ノミ又はリングキュレット等

を用いて、軟骨組織の表層から深層までを採取する。軟骨組織採取量は0.4g を目安とす

る。ただし、関節内遊離体は採取の対象から除外する。 

 

5. 医療機関における採取組織の保存 

(1)清潔な環境下（例えば、手術室・処置室等）で組織運搬用チューブの外箱を開封し、

組織運搬用チューブに液漏れがないこと、組織運搬用チューブ内に充てんされた組織運搬

液に濁りがないことを確認する。組織運搬用チューブは大きく傾けたり振ったりしない。 

(2)組織運搬用チューブのキャップを開け、滅菌済みピンセット等を用いて、清潔な環境

下で採取した軟骨組織を組織運搬用チューブに入った組織運搬液に浸漬する。組織運搬液

が漏れないようキャップをしっかりと締める。 

3.通常の手技に従って採血を行う。採取した血液は、血液保管用チューブに保管する。 

4.組織運搬用チューブ、血液保管用チューブ、及び所定の様式に固有のコードを付し、取

り違えを防止する。 

 

6. 採取組織の運搬 

 組織運搬用チューブと採血済みの血液保管用チューブを外箱に戻し、封印シールを貼る。

断熱輸送容器に入れ、封印バンドで4箇所を封印し、製造業者に返送する（輸送温度：2～

20℃）。製造業者から提供される断熱輸送容器に明記されている使用期限（温度管理性能

が維持される期間）を遵守すること。 

 

7. 医療機関における製品受け入れ時の確認及び対応 

一次包装（培養軟骨輸送容器）  

(1)製品は封印バンドで封印された断熱輸送容器で輸送される。医療機関は、製品の納入

時に断熱輸送容器が封印されていることを確認する。封印が解けている場合には開封せず、

製造販売業者に連絡する。 

(2)断熱輸送容器の封印バンドを切断し、製品を取り出す。 
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(3)培養軟骨輸送容器に記載されている組織コードと医療機関で保管する所定の様式の組

織コードを照合し、納入個数を確認する。 

(4)目視により、培養軟骨輸送容器のひび割れ、欠け、液漏れ、培養軟骨輸送液の濁り及

び異物がないことを確認し、使用直前まで8～25℃の貯蔵条件で保管する。これらに問題

がある場合には使用しない。 

(5)培養軟骨輸送容器に表示されている使用期限までに移植する。使用期限を超えた場合

は使用しない。  

 

8. 移植前の確認 

 培養軟骨輸送容器から本品を載せた多機能皿を取り出し清潔区域に置く。培養軟骨輸送

容器から本品を取り出す際にも培養軟骨輸送液の濁り及び異物がないことを確認する。濁

りや異物が確認された場合には使用しない。 

 

9. 移植の手順（例） 

(1)通常の外科的手技に従い、軟骨の欠損部を露出する。 

(2)欠損部の変性した軟骨等を除去し、軟骨下骨を露出させる。 

(3)欠損部周囲の変性した軟骨を除去し、移植部を整形する。 

(4)必要に応じて、ジャック用テンプレート等を用いて移植部の形状を型取りし、これよ

り一回り大きく骨膜を脛骨近位前内側面等から採取する。 

(5)骨膜を骨形成層が関節面に面するように移植部に置き、約半周を縫着する。縫着は約

3mm 間隔とする。 

(6)本品を取り出し、必要に応じて、型取りしたジャック用テンプレート等を用いて移植

部の形に合わせてトリミングする。移植部と骨膜の間に本品の平らな面が骨側になるよう

に挿入する。 

(7)骨膜の残りの半周を同様に縫着する。これとは別にPull-out法により骨膜の固定を行

う。 

(8)関節を屈伸しても骨膜が剥離しないこと、本品の漏出が見られないことを確認し、通

常の外科的手技に従い創を閉鎖する。 

 

⑤承認日 

 

 2012年7月27日 
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Ⅲ． 体外診断用医薬品について 

 

１． 概要 

 

 体外診断用医薬品は、医薬品医療機器等法第2条第14項において、「専ら疾病の診断に

使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されるこ

とのないもの」と定義されている。かつては医薬品同様の承認審査がなされていたが、昭

和60年より承認申請方法が簡素化され12、平成17年より体外診断用医薬品の承認申請にお

ける取扱いが規定された13。 

 診断におけるリスクの程度によりクラスⅠ～Ⅲのクラス分類がなされており、製造販売

承認が必要であるのは、 もリスクの高いクラスⅢ製品である。基本的にクラスⅠ製品は

届出のみ、クラスⅡ製品は第三者機関による認証により販売が可能である。 

 一方、米国、欧州及び韓国においては、我が国と異なり、体外診断薬用医薬品は医薬品

ではなく医療機器に分類されている14。 

 

２． コンパニオン診断薬について 

 

（１） コンパニオン診断薬の範囲 

 

 厚生労働省からの通知15において、「コンパニオン診断薬等の範囲」として以下の通り

記載されている。 

 

 コンパニオン診断薬等とは、特定の医薬品の有効性又は安全性の向上等の目的で使用す

る次のいずれかに該当するものであって、当該医薬品の使用に不可欠な体外診断用医薬品

又は医療機器（単に疾病の診断等を目的とする体外診断用医薬品又は医療機器を除く。）

であること。 

・ 特定の医薬品の効果がより期待される患者を特定するための体外診断用医薬品又は医

療機器 

・ 特定の医薬品による特定の副作用について、それが発現するおそれの高い患者を特定

するための体外診断用医薬品又は医療機器 

・ 特定の医薬品の用法・用量の 適化又は投与中止の判断を適切に実施するために必要

                         
12 昭和 60 年 6 月 29 日 医薬発第 662 号通知 
13 平成 17 年 2 月 16 日 薬食発第 0216004 号通知 
14 「コンパニオン診断薬を用いた個別化医療」第 2 章 2-1 財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 

http://www.jhsf.or.jp/paper/report/report_no79.pdf [ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 
15 平成 25 年 7 月 1 日 薬食審査発 0701 第 10 号通知 
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な体外診断用医薬品又は医療機器 

 

（２） 我が国で承認を受けているコンパニオン診断薬の例 

 

（ⅰ）ポテリジオテスト（FCM, IHC）16（協和メデックス株式会社） 

 

①対象となる医薬品 

 

 ポテリジオ（モガムリズマブ、協和発酵キリン株式会社）17 

 

[効能・効果] 

・ CCR4陽性の成人T細胞白血病リンパ腫 

・ 再発又は難治性のCCR4陽性の末梢性T細胞リンパ腫 

・ 再発又は難治性のCCR4陽性の皮膚T細胞性リンパ腫 

 

②使用目的18 

 

 血液中の血球細胞表面上に発現するCCR4タンパクの検出（モガムリズマブ（遺伝子組換

え）の適応を判定するための補助に用いる） 

 

③承認日 

 

 2012年3月2日 

 

（ⅱ）コバス EGFR 変異検出キット19（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社） 

 

①対象となる医薬品 

 

 タグリッソ（オシメルチニブ、アストラゼネカ株式会社）20 

 

                         
16 協和メデックス株式会社ホームページ 

http://www.kyowamx.co.jp [ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 
17 「ポテリジオ®点滴静注」添付文書 協和発酵キリン株式会社 
18 「ポテリジオ®テスト FCM」添付文書 協和メデックス株式会社 
19 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ホームページ 

http://www.roche-diagnostics.jp [ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 
20 「タグリッソ®錠」添付文書 アストラゼネカ株式会社 
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[効能・効果]  

 EGFRチロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性のEGFR T790M変異陽性の手術不能又は再発非小細

胞肺癌 

 

②使用目的21 

 

・ 生体由来の組織から抽出したDNA 中のEGFR 遺伝子変異の検出（EGFR 遺伝子変異の判

定の補助） 

・ 癌組織から抽出したゲノムDNA 中のEGFR 遺伝子変異（T790M）の検出（オシメルチニ

ブメシル酸塩の非小細胞肺癌患者への適応を判定するための補助に用いる） 

 

③承認日 

 

 2016年3月3日 

 

 

 

 

                         
21 「コバス®EGFR 変異検出キット v2.0」添付文書 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 
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Ⅳ． 我が国における再生医療等製品及び体外診断用医薬品に関する延長登

録制度、ならびに医療機器の延長登録ニーズについて 

 

１． 我が国の延長登録制度 

 

（１）制度の概要及びその利用実態 

 

（ⅰ）延長登録制度 

 

①制度概要 

 

 特許法第 67 条第 2 項において、「特許権の存続期間は、その特許発明の実施について

安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、

手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるも

のを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があ

つたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。」と規定

されている。 

 また、同法第 67 条の 2から第 67 条の 4において延長登録出願から登録に至るまでの流

れ、第 68 条の 2 において延長された特許権の効力、第 125 条の 2 において延長登録無効

審判について規定されている。 

 特許法施行令では、第 2条において延長登録の理由となる処分、第 3 条において延長登

録の出願の期間について規定されている。 

 特許法施行規則では、第 4 章の 4 において、延長登録出願の願書の様式（第 38 条の

15）、書面の様式（第 38 条の 15 の 2）、延長の理由を記載した資料（第 38 条の 16）、

延長登録の出願についての査定の記載事項（第 38 条の 17）、準用事項（第 38 条の 18）

について規定されている。 

 延長登録出願に関する審査基準は、特許・実用新案審査基準「第Ⅸ部 特許権の存続期

間の延長」に記載されている。 

 

②延長期間 

 

 特許・実用新案審査基準「第Ⅸ部 特許権の存続期間の延長」において、特許法第67条

第2項の「特許発明の実施をすることができない期間」は、「政令で定める処分を受ける

のに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日か

ら、承認又は登録が申請者に到達した日、すなわち申請者が現実にこれを了知し又は了知
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し得べき状態におかれた日の前日までの期間」とされている。「政令で定める処分を受け

るのに必要な試験を開始した日」は、医薬品類の場合は治験計画の届出日等により示され

る臨床試験を開始した日とされている。 

 なお、再生医療等製品の場合、「承認又は登録が申請者に到達した日」は条件及び期限

付承認が対象となり、同承認後の再度の承認は対象とならない（特許法施行令第2条第2号

ニ）。 

 

（ⅱ）延長登録出願から登録に至るまでの流れ 

 

①出願に必要な書類 

 

 特許法第 67 条の 2 第 1 項及び 2項により、以下の通り規定されている。 

 

・ 願書（様式第五十六）（特許法施行規則第 38 条の 15） 

・ 延長の理由を記載した資料（特許・実用新案審査基準第Ⅸ部 4-6 頁） 

 a) 特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったことを証明するた

め必要な資料 

 b) 政令で定める処分を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることが

できなかった期間を示す資料 

 c) 政令で定める処分を受けた者が特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権

者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料 

 d) 記載内容を裏付けるための資料 

 

②出願書類に記載すべき内容 

 

 特許法第 67 の 2 第 1 項により、以下の通り規定されている。 

 

・ 出願人の氏名等  

・ 特許番号  

・ 延長を求める期間 

・ 政令で定める処分の内容  

 

 「政令で定める処分の内容」には、延長登録の理由となる処分、処分を特定する番号、

処分の対象となった物及び用途を記載する（特許・実用新案審査基準第Ⅸ部 3-4 頁）。 

 ｢処分の対象となった物｣としては以下の事項を記載する。 
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（ア）再生医療等製品：承認書に記載された名称及び、構成細胞又は導入遺伝子 

（イ）体外診断用医薬品：承認書に記載された名称及び反応系に関与する成分 

 

 ｢用途｣としては以下の事項を記載する。 

 

（ア）再生医療等製品：承認書に記載された効能･効果･性能 

（イ）体外診断用医薬品：承認書に記載された使用目的 

 

③審査体制 

 

 特許庁の審査官が審査を行う。 

 

④登録方法とその具体的な内容 

 

 査定があったときには延長を登録する（特許法第 67 条の 3 第 3 項）。査定には下記事

項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印する（特許法施行規則第 38 条の 17）。 

 

・ 延長登録出願の番号  

・ 特許番号  

・ 延長の期間  

・ 特許法第六十七条第二項 の政令で定める処分の内容  

・ 延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称  

・ 査定の結論及び理由  

・ 査定の年月日 

 

⑤公示方法とその具体的な内容等 

 

 登録があったときは以下の事項を公報に掲載する（特許法第 67 条の 3 第 4 項）。 

 

・ 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 

・ 特許番号  

・ 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日  

・ 延長登録の年月日  

・ 延長の期間  
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・ 第六十七条第二項の政令で定める処分の内容 

 

（ⅲ）延長登録数及びその特許権の内容 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 再生医療等製品として登録を受けたハートシート及びテムセルに関し、公開情報調査の

結果、以下の延長登録がなされていた。 

 

・ハートシート（テルモ株式会社） 

①特許第 5378743 号（医療用細胞シートの製造方法） 

②特許第 5436905 号（シート状細胞培養物の製造方法） 

③特許第 5634646 号（シート状細胞培養物の製造方法） 

④特許第 5667357 号（シート状細胞培養物の製造方法） 

⑤特許第 5667680 号（医療用細胞シートの製造方法） 

⑥特許第 5677559 号（シート状細胞培養物の製造方法） 

⑦特許第 5727665 号（シート状細胞培養物の製造方法） 

⑧特許第 5763829 号（医療用細胞シートの製造方法） 

⑨特許第 5770921 号（シート状細胞培養物の製造方法） 

 

・テムセル（JCR ファーマ株式会社） 

①特許第 5394932 号（ヒト間葉系幹細胞含有医薬組成物） 

②特許第 4740452 号（移植で免疫応答の予防と処置のための間葉幹細胞を利用する方法、

組成物およびその使用法、※特許権者：メゾブラスト・インターナショナル・ソシエテ・

ア・レスポンサビリテ・リミテ） 

 

（イ）体外診断用医薬品 

 

 J-PlatPat により過去の延長登録を確認し、以下の 10 件を見出した。なお、現在も有

効な延長登録は①～④である。各延長登録の詳細は、資料編の「資料Ⅰ 我が国の延長登

録リスト」に掲載した。 

 

①特許第 5191544 号（皮膚筋炎の検出方法および診断キット：学校法人慶應義塾） 

②特許第 3550410 号（好塩基球に結合するモノクローナル抗体、好塩基球の分離方法、好

塩基球からのケミカルメディエーターの遊離方法、及び好塩基球由来ケミカルメディエー
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ター遊離試験法：塩野義製薬株式会社、3 件  ） 

③特許第 3259768 号（腎疾患の検査方法：シミックホールディングス株式会社） 

④特許第 3996191 号（ＣＣ型ケモカイン様タンパク質：塩野義製薬株式会社） 

⑤特許第 3053503 号（骨ぜい弱性と骨粗しょう症骨折の危険性の検査方法：サントル・

ド・ルシェルシュ・アン・リュマトロジー） 

⑥特許第 2015335 号（ヒト酸性グルタチオンＳ―トランスフェラーゼの測定方法：帝人株

式会社） 

⑦特許第 3012666 号（心筋梗塞の判定方法：大日本住友製薬株式会社） 

⑧特許第 2030564 号（ヒトⅣ型コラーゲンのサンドイッチ酵素免疫学的定量法：協和ファ

ーマケミカル株式会社（元：富士薬品工業株式会社）） 

 

（ⅳ）延長登録制度に関する裁判例・審決例 

 

 再生医療等製品及び体外診断用医薬品の延長に関する直接の審判決はない。 

 ただし、平成 27 年 11 月 17 日 高裁判決（平成 26 年（行ヒ）356 号）について、製造

販売承認における審査事項が実質的同一性に直接かかわると判断されており、再生医療等

製品及び体外診断用医薬品についても延長登録の審査及び延長登録された特許権の効力範

囲の判断に影響があると思われる。 

 なお、審査事項で同一性に関わる審査事項は以下の通り（特許・実用新案審査基準第Ⅸ

部 9頁）。 

 

①再生医療等製品 

 

 構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能 

 

②体外診断用医薬品 

 

 成分、分量、構造、使用方法及び性能 

 

（ⅴ）延長登録の対象となる特許権の制限の有無 

 

 再生医療等製品及び体外診断用医薬品については特に規定はない。 
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（ⅵ）延長登録された特許権の効力範囲 

 

 処分の対象となった物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められて

いる場合にあっては、当該用途に使用されるその物）についての延長登録された特許発明

の実施（特許法第 68 条の 2）。 

 

（ⅶ）延長登録の対象となる承認の制限の有無 

 

 すべての医療機器は延長登録の対象外である（特許法施行令第 2 条第 2 号ロ）。 

 製造販売承認の対象外であるが、第三者認証が必要なクラスⅡ体外診断用医薬品は延長

登録の対象となっている（特許法施行令第 2 条第 2 号ハ） 

 

（２）医療機器の延長登録ニーズについて 

 

 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会・特許権の存続期間の延長制度検討

ワーキンググループの「中間取りまとめ」（平成 21 年 9 月）において、「今後も常態的

に医療機器の承認期間に２年以上の長期間がかかり、特許された発明が実施できないため、

他の技術分野よりも発明の保護が著しく欠けているか否かは現時点では不明」及び「医療

機器分野は一般的に製品のライフサイクルが短いこと等の指摘もあり、特許権を延長させ

る政策的な必要性が不明」であったことから、「今後、承認期間の実態が判明し、特許さ

れた発明が実施できないため、他の技術分野よりも発明の保護が著しく欠けていることが

明確になり、かつ、延長の政策的な必要性が認められた段階で、再度検討することとする。

また、医療機器全体でなくても、客観的に明確に区分される特定の分野において上記条件

を満たせば、当該分野のみを対象とする可能性も検討する。」と結論づけている22。 

 

 

                         
22 特許権の存続期間の延長制度検討ワーキンググループ「中間とりまとめ」平成 21 年 9 月 

https://www.jpo.go.jp/iken/pdf/houshikibinrankaitei/torimatome.pdf [ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 



 

- 22 - 

２． 委員会における検討結果 

 

本調査研究の委員会において、以下の観点から議論を行った。 

 

（１） 再生医療等製品及び体外診断用医薬品に関する特許権の延長される効力範囲につ

いて 

 

 本調査研究の委員会において、 高裁判決（ 三小判平成 27 年 11 月 17 日、平成 26 年

（行ヒ）第 356 号）に対応した改訂審査基準、ならびに延長された特許権の効力範囲につ

いての判示事項（知財高裁判平成26年 5月 30日大合議判決中の傍論及び東京地判平成28

年 3 月 30 日（平成 27 年（ワ）第 12414 号））に基づき、再生医療等製品及び体外診断用

医薬品に関する特許権の延長される効力範囲について議論を行った。各委員からの意見を

以下に示す。 

 

・ 視点として加えると良いと思ったのは、審査における禁止、いわゆる解除範囲とその

効力の関係を、ここで議論するのかどうかである。基本的に今の厚生労働省の考え方

では、そのジェネリック医薬品なりバイオ後続品は、安定供給の観点から特許の問題

がないと彼らが一応確認しないと市場に出ない。再生医療に関しては、まだ状況がは

っきりしないが、現特許法 68 条の２の解釈の文言が、裁判で争われる機会というの

はほとんど想定されにくいと思う。その状況で、効力範囲を再生医療に関しても議論

するのはどっちにしても難しいので、効力範囲に関しては議論しないか、もしくは、

同じ禁止解除範囲と同一であるということを仮定して考えるか、どちらかにしないと

いけないと思う。あと、大合議判決においては、それが必ずしも一致する必要はない

ということが書いてあったと思う。 

 

・ 構造、用法、用量、効果とそれぞれに幅があるということで考えていけば良いとは思

うが、効能、効果、用法、用量に関しては、比較的ぶれが少ないのかと思うところが

ある。おそらく、構造というところが一番、再生医療等製品の問題になるのかなと思

う。例えば、今ハートシートとテムセルしか出ていないが、ES 細胞から神経細胞を作

ってそれを有効成分とする時と、iPS 細胞から神経細胞を作ってそれを有効成分にす

る、すなわちES細胞とiPS細胞が違うだけ、この時において、これらを同等品ととる

のかそれとも違うものととるか、単に工程と出発物質が違うというところだけで 終

製品はおそらく規格の中で同一物というふうにとれるときに、これをどうするのか、

という時があるかと思う。ES の特許があるけど iPS ならフリーかということをよく聞

かれることがあり、文言上書いてあれば無理だが、今度延長になったときにこの対象
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物が変わったときの均等という話になれば、また話が別になって回答がしにくい、と

いうところがあった。同じものであるというところで、ただ工程が違う、使っている

ものが違うというだけに関して、これを延長される権利範囲ではないとした場合、非

常に容易に擦り抜けが可能ということになると、果たして法としてはそれで十分守ら

れていたのか、というところが一つ議論になるのか、と思うので、全く同じものでも

製造工程が違うという時にどうとらえるのか、というところが論点として挙げたいと

思う。 

 

・ 薬事審査する立場からすると、おそらく iPS 細胞で作ったのか、ES 細胞で作ったのか

で全然審査のやり方が違うと思う。推測が入る部分はあるかもしれないが、おそらく

審査上、例えば ES 細胞で作ったか、iPS で作ったかで、作ったものは神経細胞だった

としても、たぶんものとしては全然違うものとして審査をしておそらく新しい別物と

して、新再生医療等製品という形で審査をして承認する可能性は高いのではないか、

と私個人的には思う。 

 

・ それ（iPS 細胞で作った製品と ES 細胞で作った有効成分が同じ製品）が同じ物だと認

められたら、危うくて仕方がないというか、製造工程で何が入ってくるのか、何が含

まれてきてしまうのか、というのも 終的な品質を担保するうえで非常に重要なファ

クターになるので、出発物質が違っても 終的に出てきてるものは一緒だろうという

のは、製造メーカーとしても非常に危うい考え方だと思う。 

 

・ 低分子の化学構造は当然明らかなことで、誰でも作れるし、例えば、NMR など分光学

的なもので必ず同定できるものであるが、出発物質の細胞が違う、入れる遺伝子が違

うとやる工程も違う、だけど、iPS も ES も目指すところは人間の本来の細胞になるべ

く似せるという形で、それが究極の目的だと思う。そのときに何が違うのか、それは

全く違うものだという考えで見るという話については、できたものという点で言うと、

何が違うのかというところが、実際にものを作って供給しようとしているわれわれの

会社からすれば、究極の目的は、同じものを、生体内にある細胞を作ろうとしている

わけであるが、その部分がこの構造に入って、ほかの細胞とかインピュリティとかも

全部含めて構成要件として違うものと考えるのか、というところが論点だと思う。 

 

・ 製造工程の微妙な差でさえ品質特性に影響を及ぼす可能性が高く、不純物が入りやす

いということで、おそらく細胞が違ってくる、作り方が違ってくると、本質的には、

例えば神経細胞製品だけれども、それ以外の非細胞成分とか製造工程で不純物、これ

は明らかに違うだろうと、さらに再生医療等製品の場合には、それが入ったら不活化
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とか除去が非常に難しいので、こういったものを患者さんに戻すという段階では、本

質成分も重要だが非細胞成分あるいは不純物、これを含めて安全性とかが問題ないか

どうかというのを PMDA は審査する。だから、物が全体として、同等、同質なのかと

いうところを見てるということなんだろうと思う。確かに、化学合成品のジェネリッ

クも全然違うと言われれば、確かにそれはそうなのかもしれないが、危険度が違うと

いう認識を PMDA は持っているのではないかと思う。すなわち、化学合成品の場合は

添加物が確かに違う。しかし、体内に入れたらその有効成分が血中に入ってそれで効

くというのは変わらない。従って、添加物は効果がないものだ、という理解をしてい

るので、生物学的同等性さえ確認できればそれは実質的に同等だという扱いができる

が、再生医療等製品、バイオ製品も同じかもしれないが、それが不純物とかそのほか

のものというのが、効果がないとか安全性が問題ないとは言えないので、そこまで含

めてトータルで安全性とか有効性を言わざるを得ない、審査をせざるを得ない。従っ

て、そこが根本的に化学品と再生医療等製品、あるいはバイオ製品の違いだろうと思

うので、その辺のところ、特許上の扱いがどうされるのかは、それは特許法の考え方

だが、審査する立場としては全然違うと思う。 

 

・ 制度設計として、分かりやすいものが望まれているというのは一致したご意見と思っ

ている。制度設計について分かりやすいという点について、今の特許法に照らし合わ

せると、登録要件のところもそうであるし、事業の予見可能性という点では効力範囲

のところも分かりやすい方が良いと考えている。効力範囲について判決が出された事

案が１件あるということで、その中では実質同一という観点に基づいて判断をなされ

たようである。この判決に関して言うと、この事件でどういう議論がされたのか、と

いうところは私も詳しくは承知していないが、そもそも実質同一、均等という考え方

についてどういう規範で考えていくのかというところは、先立つ知財高裁の判決でも

よく分からないところがあると感じており、この研究会の中では、効力範囲について

も分かりやすさについて、議論が必要だと思う。 

 

・ 均等物、実質的同一という部分が立場によって変わるところがあると思う。PMDA 的な

観点から判断すると、これは先ほどのESとiPSでの例をあげると、これは違うという

立場に立つところがあるかと思うが、一方、メーカーとか、特許の審査を対応した人

間からすると、これは同一物というように、新規性の観点から言うと新規性がどう、

もしくは進歩性という話になると思う。そのときに、実質的同一物と見られることは

多い。このように、どちらの立場をとるべきか、というだけの問題になってくるのか

と思われ、これは本当に立場が変われば意見が変わる、としか言いようがないと思う

ので、先ほどの分かりやすい、誰でも理解できる制度設計という話になると、もうど
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ちらかに振れるしかない、PMDA の観点から、もう不純物が違うので全部違うととるの

か、特許の進歩性、新規性の考え方でいて、大体同業者は同一物と考えるととるのか

という、立場によって考え方がどちらをとったらいいのかというところになってくる

と、これは経済的、産業的な状況を見るしかないのではないか、というところがある

かと思う。 

 

・ 確かに立場が変わることによって、この均等物、実質的同一っていう考え方は全然変

わってくるのかと思うし、企業の考えもあるかもしれないが、研究者側から考えた場

合に、気になったのは、例えば、神経細胞を作ろうとしている研究者、これを ES で

作ろうとしている、iPS で作ろうとしている、その他の手法で作ろうとしている方が、

多分たくさんいると思う。頭に浮かぶだけでも、どこの大学は何を作っている、とか

あるが、例えば、神経細胞を再生医療等製品として作った場合、それらは全部、何で

作っても一緒となった場合に、誰かが一つ特許を押さえたら、ほかの人たちが特許を

押さえられないとなると、これは研究者サイドでは結構大変な話になるのではないか。

細胞が違うということ、それぞれの先生方は、やっぱりES細胞が良いと思っている、

iPS が良いと思っている、例えば、また他のもので作った方が良いと思っている人が

いて、いろいろな研究が進んでいる。それぞれいいところ悪いところがあるわけで、

それで今競争しているわけだから、 終的な PMDA の審査というところもあるかもし

れないが、研究者が研究開発するときに当然知財を押さえなきゃいけないが、そこの

ところで目的が一緒だったら全部一緒と、 初押さえたら一発で決まり、みたいにな

った場合は研究開発にも相当影響があるような気がしたので、その辺も慎重に議論し

た方がいいのではないかと思う。 

 その辺のところは、研究者の方々は非常に慎重な、実質的に同一とか均等とか、そ

こは先生方も研究をやる中で、細胞が微妙に違う、例えば培養条件を変えた、培地を

変えた、これもしかしたら同じではないかもしれない、それが研究者の悩みになって

いるという実態である。従って、研究している人たちも、微妙にそれが変わるだけで、

それは違うものかもしれない、と思いつつやっているわけなので、その辺の研究者の

感覚ともあまりにもずれてしまうと、何となく現場感覚的にも、あるいは患者さんの

感覚的にもかなり離れてしまう懸念があるような気がする。 

 

（２） 延長登録制度の在り方について 

 

（ⅰ）適切と考える延長登録制度について 

 

 本調査研究の委員会において、以下の観点から、どのような延長登録制度が適切と考え
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るか議論を行った。 

 

① １延長登録制度について、アンケート（Q6,Q7）やヒアリングで多く要望が得られた、

「自社の特許権の適切な延長と、他者の特許権がむやみに延長されないことのバラン

ス」、「先発企業のイノベーションの促進と、後発品の市場参入を阻害しないことの

バランス」、「制度自体の分かりやすさ」を実現すること 

② 上記「バランス」がとれた制度は、例えば以下の２パターンが考えられる。 

i) 延長の効力範囲は狭くなってもよいので、なるべく多くの種類の特許権が延長さ

れること 

ii) 革新的な発明の特許権のみが延長され、その延長の効力範囲が革新性に見合う適

切な広さとなること 

 

 各委員からの意見を以下に示す。 

 

・ 体外診断用医薬品に限って言えば、認可を受けるまでの時間がさほど長くないので、

延長制度は不要と考えている。延長制度を認めるのであれば権利を明確にするという

ことが非常に重要でないかと思っている。現在の法律では、延長が認められた場合に

は権利の範囲が元の権利より狭くなるが、どこまで減縮されたのかがわかりにくく、

問題と思っている。延長された場合、例えば、減縮された権利の範囲が明確になるよ

うな公報を出すことによってこの問題は解消できるのではないかと思う。 

 

・ 医療周辺の産業（医薬品等の製造等や流通に係る産業）は、国民の生活の安定及び福

祉の向上を目指し、経済的の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合

的に図ることをその目的とすべきである。そのため、国民が広く医療を受けることが

できるものであること、且つ、医療上特にその必要性が高い新たな技術の開発が促進

されること、その双方の側面に資するものである必要がある。 

 これを要約すれば、医療周辺産業の目的は、 

１． 医療上必要性が高い技術であって、真に革新的な技術の開発及び実用化が促進

されること（「真に革新的技術の開発及び実用化の促進」）、 

２． 上記に係る技術が適正な経済的負担により、普及されること（「適正な経済的

負担による普及」）。 

に集約されるものと考えられる。 

 医療周辺の産業に求められているこれら事項は、様々な法律等制度によって支えら

れ規制されているが、主要には医療の関連事項を規制する法律、制度によって律せら
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れるものであろう23。なお、産業という側面から特許法も、発明の保護及び利用を図

ることにより、これらに資すると考えられる。 

 特に特許権存続期間延長登録制度は、医療周辺の産業にかかわるものであり、医療

に係る「真に革新的技術の開発及び実用化の促進」及び「適正な経済的負担による普

及」を導くためには、そのバランスを考慮するものでなければならない。したがって、

真に革新的で実用化された技術に係る特許発明について、保護と利用のバランスが考

慮される延長期間と効力の射程を持つということが必要と考えられる。 

 ところで、アバスチン 高裁判決24によって示された先行処分が存在する場合の特

許権存続期間延長登録の要件は、 

「医薬品医療機器等法の規定に基づく医薬品の製造販売の承認を受けることによって

可能となるのは，その審査事項である医薬品の「名称，成分，分量，用法，用量，効

能，効果，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」（医薬品医療機器

等法１４条２項３号柱書き）の全てについて承認ごとに特定される医薬品の製造販売

であると解される。もっとも，前記のとおりの特許権の存続期間の延長登録の制度目

的からすると，延長登録出願に係る特許の種類や対象に照らして，医薬品としての実

質的同一性に直接関わることとならない審査事項についてまで両処分を比較すること

は，当該医薬品についての特許発明の実施を妨げるとはいい難いような審査事項につ

いてまで両処分を比較して，特許権の存続期間の延長登録を認めることとなりかねず，

相当とはいえない。そうすると，先行処分の対象となった医薬品の製造販売が，出願

理由処分の対象となった医薬品の製造販売を包含するか否かは，先行処分と出願理由

処分の上記審査事項の全てを形式的に比較することによってではなく，延長登録出願

に係る特許発明の種類や対象に照らして，医薬品としての実質的同一性に直接関わる

こととなる審査事項について，両処分を比較して判断すべきである。 

 以上によれば，出願理由処分と先行処分がされている場合において，延長登録出願

に係る特許発明の種類や対象に照らして，医薬品としての実質的同一性に直接関わる

こととなる審査事項について両処分を比較した結果，先行処分の対象となった医薬品

の製造販売が，出願理由処分の対象となった医薬品の製造販売を包含すると認められ

るときは，延長登録出願に係る特許発明の実施に出願理由処分を受けることが必要で

あったとは認められないと解するのが相当である。」であり、当該製造販売承認によ

って実施された個々の特許権につき、特許発明の「種類」と「対象」に照らして、審

査事項として挙げられた 9 つの事項につき、医薬品としての実質的同一性に直接かか

わる審査事項を決する必要がある。なお、この判決で述べられている特許発明の「対

                         
23 健康保険法（大正十一年四月二十二日法律第七十号）、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（昭和三十五年八月十日法律第百四十五号）等。 
24 平成２６年（行ヒ）第３５６号 審決取消請求事件 平成２７年１１月１７日 第三小法廷判決 
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象」とは、様々な解釈の余地を残すものであり、どのような承認処分において、どの

ような特許の存続期間が延長されるのか、依然混沌としている部分がある状況といえ

る。 

 また、延長された特許権の効力は、処分の対象となった物と用途（これは技術思想

で表現される特許請求の範囲を特定するための物もしくは用途ではない。実態として

存在する物であって、現実に用いられる用途である）についての当該特許発明の実施

以外の行為には及ばない25のであるが、延長された特許権の効力範囲を検討する場合

に、処分の対象となった物と用途によってその射程が決められる延長された特許権に

係る特許発明の実施をどう捕えるかについての規範は、未だ定立していない。 

 したがって、真に革新的技術を開発、実用化し、当該技術につき特許を有する者に

とっても、特許権の延長機会の見通し、また、延長された特許権の効力範囲の見通し

が明らかではない現況は、投資の回収見込みを不透明にさせ、開発意欲を阻害する一

因となる可能性がある。一方で、実用化された革新的技術に係る特許発明の利用によ

り、別の新たな技術の開発・実用化を目指す事業者、もしくはすでに当該特許発明を

実用化した製品と同等の製品につき適正な経済的負担による普及を図る者からしても、

特許権の延長機会の見通し、また、延長された特許権の効力範囲の見通しが明らかで

はない状況は、投資の回収見込みを不透明にさせ、開発や事業化の遅延を招き、その

普及を阻害する一因となる可能性がある。以上の通りであって、特許権利者側、特許

発明の利用を図る者、いずれにとっても、登録要件及び効力範囲が明確であることが

望まれる。したがって、延長登録機会の見直し、整理や制限（処分及び特許双方の側

面から）、延長登録された特許権の効力範囲の明確化などの措置が必要と考えられる。 

 

・ 延長登録制度はあって良いという意見で、これから述べることは、再生医療等製品だ

けではなく、医薬品とかメディカルデバイスにも関わることなのかもしれないが、個

人的な意見として、国別に考えるとアメリカの制度が一番シンプルと思っており、１

製品につき１特許のみ延長と、延長の権利範囲は承認された用途に制限される、とい

うところで、一番シンプルかと考えている。今回の話も、先発企業のイノベーション

の促進と後発品の市場参入を阻害しないことのバランスと、あと分かりやすさという

ことで、この２点も大変賛同するが、そこから一つ参考にすると、例えば、日本の制

度として、例えば、一つの処分で複数の特許延長対象を可能とするということと、あ

とは延長後の権利範囲というのは承認された用途に制限する、というのはどうかと考

                         
25 第六十八条の二 特許権の存続期間が延長された場合（第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなさ

れた場合を含む。）の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象

となつた物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用され

るその物）についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。 
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えている。 

 

・ 薬事の世界では再審査申請というものがあって、これは特許と同時に先発メーカーの

先発権を守るところで、再審査期間は後発品が参入できない、という制度に守られて

いる。そういうこともあり、先発メーカーとしては、実は特許期間がいつまであるの

かと、再審査期間がいつまであるのか、というのがよく知財部と薬事部で話をする内

容になっているが、薬事担当からすると、特許期間の登録延長制度が分かりにくい状

況ですので、延長制度等々を今後考える場合は、素人にとっても分かりやすい制度を

考えてもらえればと思っている。 

 

・ バランスという観点で見た場合、後発メーカーの参入を阻害する特許権の延長はむや

みにやるべきではないと考える。それと同時に、分かりやすいということも大事だと

思う。一方で、先発メーカーの観点から話をすると、新規化合物等の発見率が年々下

がっているのも事実であるし、それに伴って必要な投資もかなり増加しているという

現状もある。そういった中で、いかに先発メーカーのインセンティブを保っていくか、

ということも考えていかなければいけないか、というのは考えている。延長される効

力範囲の考え方自体は、そもそも申請ごとに特許権の範囲が異なっているという観点

に基づくものだとは思うが、前回での医薬品等の延長制度の中でもあったが、先発メ

ーカーにとって、複数の延長申請ができるということは、必ずしも手間とか費用とか

いう観点から良いと考えているわけではない。延長の効力範囲にかかわらず期間が

大５年という現状があることを考えると、先発メーカーの観点からすると、複数の申

請ができても結局延長 大５年ということなので疑問を感じる点もあるのかと、後発

メーカーにとっても、どの権利がどの範囲で延長されているのか、ということが分か

りにくくなる原因でもあるので、この観点は分かりやすくしたほうが良いと考えてい

る。 

 

・ 近、非常に問い合わせやご質問を受けることが増加しており、不透明さが増大して

いるところはあると思う。それから、日本が高齢化で活力を失いつつある産業がある

中で、健康産業だけは日本市場が非常に大事だと外国の企業さんも考えるところは多

いように感じている。そういった意味で、今後も存続期間延長制度も非常に重要であ

ろうと感じている。ただ、その予見性がどうなのか、というところも問題で、これを

どう解決していくべきであろうか思う。また、製造される立場の人が、もし日本独自

の制度がちょっと複雑になりすぎている、と思うのであれば、それは解消していった

方がいいという感じがする。実際の効力範囲が狭くなってもいいと言っても、どこま

で狭くなってもいいのか、意味のある制度になっているのかと思う。他方、製造され
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ている方の話からも、発明者の方に話を伺っても、実際に新薬を作るっのが相当大変

そうであるので、そういったものを今後も実用化に持っていけるような状態を維持し

ておく、そのためには、ある一定の保護を有効なものとして保てるというような制度

構築を望まれているのではないかとに感じている。 

 

・ 再生医療等製品に限定すると、今までの低分子や抗体と違って、再生医療等製品は特

許で守る際に非常に曖昧になっている。どの特許がどの製品を守っているのか非常に

分かりにくいという状況下で、さらに延長制度ということになるとさらに分かりにく

くなっているのではないか、ということで、この制度を分かりやすくするという現状

では、一番分かりやすかったのは、やはりどの特許がその製品を守っているのか、と

いうのをきちんと明確化するファイリング制度のようなものがあると、非常にそれが

延長をする、というところでいけば、もう少し話がスマートになるところがある。そ

もそも、再生医療等製品で後発品というものが存在するのかしないのかというところ、

さらに今の仮承認制度というかたちを取ると、低分子と違って承認時に非常に少ない

症例数でも承認が受けられるということで、そもそも論で 初の製品自体が後発品に

非常に近いものがあるのではないのかというところがあるので、別に後発品を防ぐ意

味での延長というよりは、むしろ後続品というか、同等製品をいかに防ぐのか、とい

うところが延長制度として利用するようになるのが再生医療等製品かと思うので、単

に後発品というところを対象に考えるとバランスを欠くというような気がしている。 

 個人的な意見としては、延長になったものがどういうものかというのをクレームで

書き直すと非常に分かりやすいと思う。現状、同等品が効力の範囲とか、用途に限定

する、しないとか、というところが曖昧であるが、実際に仮にどれかのクレームが延

長になったとすると、どの範囲が本当にそうなのかと、添付文書を見るという話にな

っているが、添付文書は非常に曖昧に書かれたり明確に書かれたりと、こうなると恐

らく添付文書に書かれるところが特許のクレームを書くようなかたちの作業が必要に

なってしまうので、そこに添付文書の書き方のテクニックなんて非常に制度のバラン

スを欠く、ということが起きうるとも感じられるので、そういった意味で、どの製品

が延長になったというのが改めてクレームで出てくると、非常に分かりやすい制度か

と感じているところがある。バランスという意味では、当然先発メーカーは延長を広

く取ってほしいし、後発メーカーはないほうがいいというところがあるが、革新的な

発明は言葉で書くと非常に簡単であるが、何が革新で何が革新でないのかという非常

に曖昧さが出てしまうので、一律、特許になったものは延長になればいいと思うとこ

ろがある。 

 

・ 特許権の存続期間の延長制度は、第 67 条第 2 項の政令で定める処分を受けるために
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特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的とするものである

( 一小判平成23 年4 月28 日(平成21 年(行ヒ)326 号・民集65 巻3 号1654 頁)、

三小判平成 27 年 11 月 17 日(平成 26 年(行ヒ)356 号))。 

 製薬協としては、本制度を見直す場合、①明確で安定した制度であること、②イノ

ベーションの創出を促進すること、③医療費の抑制に繋がる制度であることの 3 つの

要件を満足することが必要と考える。 

①明確で安定した制度 

 現行制度では、延長された特許権の効力について法律の解釈や制度の運用をめぐり

係争が生じている。延長された特許権の効力等を明確化し、制度の安定性とビジネス

の予見性を確保することが望ましい。 

②イノベーションの創出を促進 

 新薬の開発に繋がるイノベーションの創出を促進するとともに、幅広い医療ニーズ

に対応するための効能追加や製剤改良など、多様なイノベーションの創出を支援する

制度でなければならない。これにより医療産業の発達と保健衛生の向上に繋げたい。 

③医療費の抑制に繋がる制度であること 

特許期間が延長された医薬品について、不適切に後発品の参入時期を遅らせる制度

であってはならない。新薬が継続的に創出され、かつ、適切な時期に後発品が市場参

入することが、医療費全体の抑制に繋がると考える。多数の延長登録が乱立すること

により後発参入が遅れるのでは、医療費削減に資するものとはいえず好ましくない。 

 なお、欧米とは延長制度の導入趣旨、薬価制度、保険制度等が異なるため、日本の

医薬品の研究開発及び薬事制度の実態に即した制度設計が望ましい。 

 

・ 特許法の中で、延長登録制度というのは基本的に例外だと認識している。存続期間は

出願日から 20 年で、その内の例外として延長を５年まで認める場合があるという例

外規定だと認識している。それが前提なので、制度はシンプルである必要があると思

う。バランスが取れた制度という意味では、基本的には「ii) 革新的な発明の特許権

のみが延長され、その延長の効力範囲が革新性に見合う適切な広さとなること」の方

を支持する。今の状況は非常に問題がある、と皆さん思っているのはもちろんである

が、それをどこまで単純化できるかをこれから議論していかなくてはいけないと思う。

個人的には単純に１特許に１回だけ延長が認められるのが良いと思う。 

 今回の調査において、再生医療等製品の関係する方々にヒアリングをしたところ、

やはり延長の対象となる可能性の特許権が多すぎる、ということが非常に印象に残っ

た。そもそも再生医療等製品においては権利関係が錯綜していて、今現在基礎研究で

行われている技術でさえ今ある特許が影響する状況が強く出ていると思うが、それが

さらに延長の特許が、しかも細分化した特許が多くなるというのは、そもそもイノベ
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ーティブな活動を阻害してしまう可能性が強くなると思う。従って、なるべく単純化

するべきと思う。それからバイオ医薬品と低分子化合物について、これは、 近の医

薬品に関する延長制度の錯綜状態というか、複雑化してしまった一つの原因が、低分

子化合物とバイオ医薬品を分けずに議論していることにあると思う。低分子化合物と

バイオ医薬品を分けて検討したほうが良いと思っているが、いずれにしても、単純化

した延長登録出願制度を作る点から、どういうかたちで１回だけにするかは議論しな

くてはいけないが、１回だけの延長をできるだけかたちにしたほうが良いと思う。事

例を紹介すると、一つはバイオ医薬品のオプシーボの出願について、基本となるＰＣ

Ｔ出願が出たあとに分割出願が何度もされてきている。分割をして、メラノーマとか、

癌腫、適応部位ごとに分割して権利化するかたちを取っていて、存続期間自体は長く

ならないかもしれないが、延長期間は適切な期間が得られる戦略が取れるのではない

かというように見える。特にこの傾向はバイオ医薬品に強く出ていると思う。 

 そう考えると、結局承認ごとに延長を認めるような制度にすると、各社の特許戦略

に対応して複雑化する、という状況が起こりえるので、それはなるべく回避すべきと

思う。低分子化合物については、実際に延長された特許権がジェネリック市場の参入

の抑止にどこまで効果を及ぼしているか、という点はよく議論したほうが良いと思う。

調べたところ、過去10年ぐらいの間にジェネリックが新たに参入した品目が140品目

で、その内 96 品目に関しては対応する先発品の延長特許権というものが存在してい

る。延長が認められている特許権がある品目 96 品目中、ちょうど半分の 43 品目に関

してはまだ延長された期間が残っている特許権があるにもかかわらず、ジェネリック

は薬価収載されて市場に参入している。つまり、延長されている特許権があったとし

ても、その延長された特許権がジェネリック市場参入の抑止につながっていないケー

スも相当数ある、ということが分かった。そういうものを全部見て、どれくらいの実

効性が今の制度にあるのか、それからどこまでシンプル化しても新薬開発企業のイン

センティブを、というか今の方法の水準を維持できるのかを議論すれば良い制度がで

きるのではないかと思っている。 

 

・ 先発企業のイノベーションの促進と後発品の市場参入を阻害しないことのバランスを

とても大事にしなきゃいけない、そういう制度設計にしなければいけない、これには

全く賛成である。それを達成するための延長登録制度を考える際に、再生医療等製品、

あるいは体外診断用医薬品、医療機器を別で考えるという形になるが、その際に、薬

事の視点から見た場合に、これまでの低分子を中心とした医薬品と今回の再生医療、

体外診断薬、あるいは医療機器で、どこが同じでどこが違うのかを考えながら、延長

登録が必要かどうか、どのようにあるべきかを考えるべきではないかと思う。 

 違うところ、同じところというのを考えるポイントとして、一つは、再生医療等製
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品と普通の医薬品の開発の仕方、開発期間などの違いも考慮する必要があると思う。

もう一つは、申請されてから承認されるまでの審査期間だが、体外診断薬の審査期間

は普通の医薬品よりは短い。三つ目は、薬事承認の在り方について、そもそも後発品、

あるいは後続品というものがあるのかどうか、ということである。特に再生医療等製

品は、ヒアリングにもあったが、後続品はないだろうと認識しているので、それが出

ないという前提で考えるのであれば、逆に言えば延長登録制度がなくても先発がずっ

と維持できるという話になると思うし、そのような開発の在り方、あるいは審査期間、

PMDA での審査期間、あるいは薬事承認の在り方、あるいは与え方、そのようなことを

踏まえた上で後発品等の市場参入を阻害しないような制度を提供してもらえればと思

う。 

 

・ 今の状況では、延長された特許権の効力が非常に不明確になってしまい、どちらの立

場の方にとっても非常に問題になっている状況だということを感じているし、今回の

アンケート調査でもそれが出ていると思う。これを改善するにはどうしたらいいか、

という観点で考えると、１特許あたりの延長可能な回数についてのアンケート結果に

よれば、１回のみという回答が非常に多く 45.3％となっている。このようなかたちに

すると、非常に今より単純化されますので、単純化されるとやはり分かりやすい制度

にはなるだろうと感じている。また、効力の範囲についてのアンケート結果でも、昔

考えられていたように有効成分と効能効果で効力範囲を考えるのが好ましいとの回答

が、六つの審査項目で考えるという回答に比べると選択された方が多くなっている。

あまりにいろいろなものを入れて効力範囲を考えるとよく分からなくなるので、例え

ば有効成分と効能効果のような、もう少し単純化したもので効力範囲を考えることで

分かりやすい制度になっていくのではないかと感じている。もしも、１特許あたりの

延長回数が１回という、先ほど出ていたようなかたちにするのであれば、当然 初の

延長で取った効能効果だけではなくて、その後に承認を取った効能効果にも延長の効

力は及んでいくと、アメリカなどがそうであるが、そういうかたちには当然なってい

く必要はあると思う。もう少し単純な制度にすることによって効力の範囲を明確にし

ていく、これは非常に重要なことと感じている。 

 

・ 知財協としては製薬協の意見に賛同する。具体的には以下の通り。 

特許存続期間延長制度は、①明確で安定した制度であること、②イノベーションの創

出を促進すること、③医療費の抑制に繋がる制度であることの 3 つを満足することが

必要であると考える。 

 革新性について言及するならば、そもそも特許として登録された技術は新規性、進

歩性等の特許要件を満足するものであるから革新的であると考える。そして、特許と
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して登録された技術（特許発明）の全てが製品に採用されるわけではない。その特許

技術が実施されて事業化された場合、数ある特許発明のうち特定の技術のみが選抜さ

れ新しい製品（医薬品の処分）に採用されたわけなので、当該技術（医薬品の処分）

が革新的であることに疑いはない。よって、医薬品の処分に初めて実施された特許発

明については等しく延長の機会が与えられるべきと考える。また、当該技術が革新的

であるかどうかは、その技術が実際に製品に使用され、幅広く市販された後に判明す

る例も多いため、初期の段階でふるい分ける性質のものではないと考える。したがっ

て、革新的な特許、処分であるかどうかを、薬機法処分の種類等で切り分けることは

適切ではないし、延長対象を特許の種類で制限することも考えていない。たとえば、

１処分あたりの延長特許数の制限、1 特許あたりの延長可能回数の制限等で明確でわ

かりやすい制度を構築することは可能だと考える。 

 

・ 一つは、まず延長制度の趣旨というものを明確にすることではないかと思う。あくま

で例外的な制度であることに加えて、当時の制度趣旨は特定の分野において安全性等

の確保において一定期間その特許発明の実施化できなかった分野があるならその分野

を指定することによって特許の延長をしよう、ということで、そこには革新的だとか

イノベーティブっていうのは要件とはされていない。ただ、その延長登録の対象とな

った分野においてイノベーティブな特許を保護するというのは当然配慮すべきだと思

うが、10 年ぐらい前に産構審でこの延長制度の在り方について検討する際に、当時一

つ問題になったのが、某社の青いバラが研究開発され、製品化にすごく時間もかかり

ましたが、イノベーティブな特許であることは事実であるが、延長登録の対象とすべ

きかどうかっていうのを議論する際にも、少なくとも現行のその延長登録制度は分野

ごとに、相対的にというか全体的にその安全性の確保等に一定期間要することによっ

て特許の実施ができなかったものの延長を確保するという制度を取っているので、そ

こを変えるという議論もあると思うが、その範囲であるとすれば分野を指定した中で

いかにイノベーティブな特許なり、そのバランスを取るなり押していくのか、分かり

やすい制度にしていくのか、延長対象とか効力範囲も含めてしていくのか、というの

が一つあるのではないかと思う。 

 もう一つ、今の延長登録制度は、67 条２項でどの分野を延長するかということを政

令で定めることにしている。ところが、その出願の要件と効力については法律上で規

定をしている、このアンバランスが分かりにくさとか、効力範囲がどうなるのかとい

うことで、薬の分野においては物と用途っていうものを有効成分と効能効果と考えよ

うというのが 30 年前の考え方であったが、法律上はあくまで物と用途としか書いて

いない。その物と用途というものをそれぞれの分野においてどう考えるか、というの

は分野によって、その再生医療等の製品等によっても違うかもしれないし、その理念
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としてどのような特許を延長対象とするのか、というのも分野によって異なる。する

と、法律上にその出願の要件と効力についていろんな分野がこれから考えられる際に、

分かりにくさなり不明確なところが出てきている、ということも一つ検討すべきかも

しれない。だから、 後は特許庁なり内閣法制局で制度改正の際にはご議論いただく

ことだと思うが、分野を政令指定するのであれば、それぞれの分野においてどのよう

な出願を延長登録に対象にするか、延長されたものの効力をどうするか、というのも

やはり政令でそれぞれの分野に応じた規定を設けていくということが一つの分かりや

すさ、その前提としてどういう要件にするかを議論の必要があるかと思う。 

 三つ目に、これからこの日本がどう変わっていくのか、研究開発も現在の状況だけ

ではなく今後どうなっていくのか、ということも見据えた制度にしていく、これはま

だ見えないところもあると思うが、健康産業というのは世界中の企業が日本というマ

ーケット、これだけ人口が減っているけど、高齢化が進んでいるからかもしれないが、

非常に重要なマーケットと位置づけているとすれば、日本の制度が国際的に見てどこ

の制度を取るというわけではなく、明確である必要があると思うので、いろんな国の

制度と比較しながらどういう制度であるべきか、ということをこれからいろんな立場

を超えて議論することが必要かと思う。 

 

（ⅱ）革新的な医薬品等の特許／処分について 

 

 本調査研究の委員会において、革新的な医薬品等の特許／処分（薬事承認）はどのよう

なものと考えるか議論を行った。 

 各委員からの意見を以下に示す。 

 

・ 特許権の延長というのは、特許性のあるものが特許されて、出願から 20 年までの独

占権が与えられるという中で、実際に安全性の確認であるとか、臨床試験とかで特許

を活用する期間が短く、不公平が生じるから延長しようという流れに来ていると思う。

従って、特許法の下の例外的な扱いと考えている。特許法には革新的とかそういうも

のというのは基本的にはなく、いわゆるパイオニア発明であろうが、ささいな改良で

あろうが、特許性、審査基準に合えば特許が登録されて全て20年で満了するという、

極めて平等になっており、その中で、革新的な発明だったら延長していいとかという

のは、特許法の考えと相いれないところがあるのではないかと思っている。 

 もう一方、革新的とかそういうことは一体どなたが判断されるのかと思う。特許庁

の審査官か、裁判所か。革新的どうこうという話は、実際に産業で使われていて、あ

る会社の方が判断すれば革新的かもしれないし、ほかの方から見れば革新的ではない

かもしれない。極めて主観的な要素が多くて、そういうものを延長の判断に使うとい
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うのは、この考え方自身というか、制度自身が不安定になってくるのではないかと考

えており、私としては、その革新的というのはなじまないのではないかと思う。 

 

・ 特許法で捉えるのが非常に難しいと考えており、何をもって医療とか、あとは産業の

発展とか、そういうものに寄与する特別な例外措置として特許延長を認めるべきか、

ということになると、ここで議論すべきことの一つとして、処分をどう考えるのかと

いうことになってしまうのではないか、と考えている。我々としては、やはり革新性

に見合う処分というのは何かと考えると、医薬品に関して言うと、やはり新有効成分

医薬品の処分ではないかと考えている。 

 

・ 製薬協としては、委員会で度々議論となった革新性について言及するならば、そもそ

も「革新性」との概念は特許法にはなく、強いて言うならば特許として登録された技

術（特許発明）は新規性・進歩性等の特許要件を満足するものであるから、革新的で

あると考える。さらに、製薬企業がなす数ある特許発明のうち一部の特定の発明のみ

が、多くの試験を経た結果、事業可能性が高いものと期待されて選抜され新しい製品

（医薬品）において実施されるのであるから、その特許発明は革新的であることに疑

いはない。よって、基本的に医薬品の処分（現行制度では特許法施行令第２条に規定

される）を受けることによって実施可能となった特許発明は等しく延長の機会が与え

られるべきと考える。 

 同様の理由で、延長対象を特許の種類（カテゴリー等）で制限することも適切でな

い。 

 また、仮に、「革新的技術」を、製品の中でも特に優れた製品に使用されている技

術を指すと定義したとしても、当該技術が革新的であるかどうかは、その技術が実際

に製品に使用され幅広く市販された後に判明する場合も多い。よって、処分がなされ

た段階で又は処分の種類等によって、その処分の革新性（処分の対象となった製品の

技術の革新性）の有無をふるい分けできる性質のものではなく、特許存続期間延長制

度の対象特許（処分）か否かを判断する指標とはなり得ないと考える。 

 以上の通りであるから、延長対象の該否を“革新的”な特許／処分（薬機法処分の

種類等）に相当するか否かで切り分けることは適切ではない。 

 

・ 特許法の延長制度は特許法の例外的な規定であるというお話もあったと思うが、現在

はその例外として認められる範囲が広くなってしまっていることが大本の問題である

と思う。革新的とかそういう問題はさておき、その例外を認める範囲を狭くする一番

簡単な方法は、延長期間の上限を設定してしまうということが一つあると思う。効能

追加が革新的とか、あるいはＤＤＳで革新的な技術があるというのは当然あって、そ
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れらを例外として認める議論もあると思うが、医薬品の開発においてフェーズのタイ

ムラインを見たときに、そのような技術はどうしても後ろに出てくることが多く、そ

うすると医薬品全体としてみたときに、延長により与えられる新薬の独占期間が、延

長が認められることでより長くなってしまうということが考えられるので、その部分

に上限を設定すれば、大分問題は収束していくのではないかと考えている。 

 

・ 知財協の立場から参加しているので、知財協の方々にも伺ったところ、製薬協の方の

ご意見に従うというご見解が多かった。 

 ここからは個人的な意見であるが、この革新的なイノベーション特許をどうするの

かというところの大前提として、革新的なものにしか延長登録を与えないという話な

のか、革新的なものには延長登録に少しプラスアルファの考え方を出すのか、どちら

で捉えるべきなのかというところで、少し私はこのご質問をいただいたとき悩む部分

があった。当然、全ての特許は革新的と考えて、一定の処分は平等に与えて良いと、

その上で革新的なものに対しては、その処分に対しての広さを広く取るのだとか、そ

ういった形を取り得るのかという議論であれば、革新的というものの議論もすべきか

と考えるところがあった。 

 一方、この再生医療の革新的な特許というところで、ｉＰＳ細胞という特許が一つ

あると考えたときに、一つの議論として、特許の範囲をどこまで広げるのかというと

ころがあった。それは決して特許を与える、与えないとか、そういうデジタルな話で

はなく、どのぐらいまで特許を与えるべきか、という議論が少しあったと思う。それ

に合わせて考えるのであれば、特許制度としてもどのぐらいの範囲を与えるのか、与

える、与えないというデジタルな話ではなく、どれぐらいの範囲でやるのかというと

ころを議論する上においては、革新的という一つのメルクマールを取ってもいいので

はないか。この革新的だからどうする、というその先の議論がないと話が難しいのか

と感じているところがある。 

 

・ 個人的な意見として述べると、期間延長における革新的な医薬の特許とは、いろいろ

議論があったと思うが、私は、実施技術をカバーしている特許は、期間延長の観点か

らは革新的と言えるのではないかと考えている。処分については、今回、再生医療等

製品の条件、期限付きの承認という制度ができ、承認されて製品となったということ

で、それが一つ革新的かと思う。企業からすると、治験が長くてコストがかかるとき

に、どのようにリスクを判断するかという観点で言うと、ある程度の安全性が確認さ

れ、有効性が推定されるような状況において、あくまでも条件、期限付きで承認され

るということで、さらに先に進めていけるような制度ということで、とても良いと考

えている。 
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・ 延長制度が非常に複雑になりすぎているので、特定の革新的な医薬だけに対象を絞っ

たしたほうがいいという考えも一つ背景にあるかと思う。他方、他にも素晴らしい発

明がいろいろあり、そういったものもなんとか存続期間延長の対象できないかと、そ

ういうのを両方合わせられないかと感じる。通常の進歩性を満たす発明についてはそ

れぞれピンポイントで保護し、他方、非常に大きな貢献をしたものは、パイオニア発

明と同じように別途考えることができないだろうかと思う。これは通常の特許権でも

難しいものを、存続期間延長制度でさらに複雑な扱いとなるのはどうかという考えも

あろうかと思う。 

 

・ 革新的というのを、何をもって判断するのかというのが一つであるが、薬事の承認審

査をやっていると、結局 後までやらないと分からないということがある。要は医薬

品、あるいは再生医療もそうかもしれないが、 初は革新的なものと思って開発をす

るが、結果的にはそれがデータ的に示されないことがよくあり、結局、薬事承認、審

査をする時には全部出そろって、そのデータが出てきて結果的に分かるのだが、知財

の判断をする時はかなり上流の所で判断するわけだから、結局、革新的かどうかは分

からないのではないかと思う。技術的な部分について、データがないと結局は分から

ないのではないか、という感じになるので、この判断は極めて難しいのではないかと

いう感じを持った。もしそうであれば、本当に外形的に何か、例えば有効成分が全く

違うとかそういうもの、極めて外形的なところで決めてしまわないと、恐らく分かり

にくい制度になるのではないかと思う。 

 

・ 薬事承認と特許とは言葉の使い方とか考え方が違うのかという印象を持っている。革

新的というのは、例えば３相までいって、３相で既存品と大差がない結果しか出なけ

れば、それはもう革新的なものでも何でもないという判断になってしまう。そういう

意味で薬事承認と特許は切り離して考えたほうがいいのかと思っている。新有効成分

の含有薬品は全部革新的という話があった、さっき言ったロジックで言うと、結果が

たいしたことがないとそれは革新的でも何でもないので、薬事の考え方は違うという

印象である。 

 

・ 革新的な技術に関しては、言葉としてはすごくきれいであるが、誰がどう定義するの

かというのは極めて疑問が残るというのは、私も同意見である。確かに、革新的技術

は、端的に言えば、これまでできなかったことがそれによってできるようになるとい

うのが言葉としては定義することは可能であるが、特許の面からそれを革新的である

というのは違うのではないかというのが率直な意見である。革新的な技術というもの
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は、その技術が所属する分野や業界が学術的見地から判断するものなので、特許とい

う観点から判断するのは違和感がある。 

 

（ⅲ）延長対象となる特許の範囲と延長される特許権の効力範囲について 

 

 本調査研究の委員会において、全ての特許が期間延長の対象となり、全ての処分に基づ

いて期間延長が認められる、という現行制度の運用と、延長される特許権の効力範囲につ

いて議論を行った。 

 各委員からの意見を以下に示す。 

 

・ 基本的には延長は特許制度の中の例外中の例外であり、簡単に認めるべきではないと

考えている。仮に認めるとすれば、延長された時にその権利範囲がどうなのか、例外

的に延びたのであればその権利も非常に明確にすべき。不安定な状況もあり、延長が

基本的に不要であるという考えに基づけば、延長になれば効力範囲は非常に狭くなる

と思う。延びたのが悪いとか、いいとか以前に、制度を明確にしてほしいと考えてい

る。制度が明確になれば、皆が同じルールに基づいて競争ができるはずだと、今そこ

の部分が明確でないところで、いろいろな問題が起きているのではないかと思う。 

 

・ 私見として言わせていただくと、特許期間延長制度が例外的であるということは十分

承知している。ただ、この地裁判決において、「特許権者が研究開発に要した費用を

回収することができるようにするとともに、研究開発のインセンティブを高めるとい

う目的で、特許期間延長を認めることとした特許権の存続期間延長登録の制度趣旨に

鑑みると」とあるが、やはりそこが制度趣旨であると思う。それから考えると、有効

成分だけではなく、例えば、効能、効果にしても特許で認められたものは革新的だと

いうのは我々の立場であるが、その中は失敗することがほとんどで、臨床３相まで進

めるとほとんど失敗し、その中の本当にいいものが残り、それが承認につながる、そ

ういうものと考えている。そこで言うと、 終的に承認されたものは延長されてしか

るべきものだと、私自身は考えている。 

 新有効成分というようなものは、今まで低分子医薬をやっている立場からすると十

分分かるが、再生医療等製品のところに新有効成分という概念が非常に難しいという

のがあるので、それから考えると、新有効成分だけではなくその周辺の基本となる特

許、その特許が関与する製品というようなものが 終的に製品となって商品にされた

場合は、やはりそれは皆さんの言葉で言う画期的製品だというように、私自身は考え

ている。 

 



 

- 40 - 

・ バイオ医薬品について細かい延長の効力の議論をするときには、低分子医薬品とは別

に考えないといけないと思うので、基本的には低分子の医薬品とバイオ医薬品と再生

医療に関しては、この議論では、何が革新的かという話をするにあたっても区別して

考えたほうがいいと思う。 

 

・ 製薬協としては、３つの要件（①明確で安定した制度であること、②イノベーション

の創出を促進すること、③医療費の抑制に繋がる制度であること）及び見直しにあた

り検討すべき事項を踏まえて仮に延長対象を（現行制度のそれと比較して）所定の制

限を設けるのが妥当という結論になるならば、たとえば、「１特許あたりの延長可能

回数の制限」、「１処分あたりの延長特許数の制限」等は、明確で安定した制度の構

築に資すると考える。 

 なかでも、「１特許あたりの延長回数を制限」することは、現行法で問題とされて

いる延長登録の細分化に伴う問題、すなわち、延長された特許権の効力が不明確とな

ることの解消に繋がるとともに、延長登録出願数が大幅に減少し制度の明確化及び簡

素化に繋がるものである。 

 また、「１処分あたりの延長特許数を制限」することは、処分を特徴付ける特許の

みを延長対象とし、制度の明確化及び簡素化に繋がることが期待される。しかし、医

薬品に実施される多様な技術の保護が不十分となり、医薬品に関連する産業全体のイ

ノベーションの創出に繋がらないことも懸念され、特に、再生医療等製品のように複

数の特許で多面的に保護される技術分野では、延長特許数を限定せず複数の特許に延

長機会を与えることが望ましい。 

 先に述べたとおり、「延長対象処分を制限」することは制度趣旨に合致せず、医薬

品開発の多様化に対応するためのイノベーションの創出を阻害するものであり、製薬

協として賛成することはできない。 

 再生医療等製品に関しては、単一物質に精製され得る合成有機化合物や組換えタン

パク質医薬品とは、有効成分の形態、品質管理、製造方法等様々な点で大きく異なる。

また、必ずしも低分子医薬品のように、有効成分が物質特許で守られるというものも

のではない可能性が高い。また、製造方法が有効成分に及ぼす影響についても、精製

技術が確立されているこれまでの医薬品と同様に考えることは適切ではない。更に、

製造承認審査制度も大きく異なり、少数の臨床試験結果に基づく条件付承認制度が設

けられている上、対象疾患、対象患者及び市場の大きさ等、どれをとっても未知数で

ある。このように、上市後の状況を予測できない新しい分野において、冒頭の 3 要件

の全てを考慮してバランスのとれた制度とするためには、別途詳細に検討する必要が

あると考える。 

 前回会合で熊谷委員長が述べたように延長対象となる技術分野ごとに登録要件を政
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令等で定めることは検討する価値があると思われる。 

 

・ 特許法は、その第一条に定められているように、「発明の保護及び利用を図ることに

より、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」を目的としている。 

 特許法による保護は、特許法に定められた範囲で特許された発明技術の独占を認め

ることにより次なる発明の創生への動機となる。また、特許法では、発明の公開と、

発明を権利期間が満了した後は万人共有の財産とすることで、その利用を促すもので

ある。よって、満了した特許の特許権者自ら及び特許権者以外にとっても新たな発明

への動機づけとなり、それら発明が実用化され普及することによって、産業の牽引力

となる健全な競争状態が生み出されるのである。 

 したがって、保護が過少であっても過剰であっても、発明の創生と実用化、普及の

循環は機能しない。その均衡を考慮する必要があることから、特許法の目指す思想と

して、「保護と利用」、それぞれを図り発明を奨励することによる産業の発展が、目

的となっているものと考えられる。 

 ところで、特許存続期間延長制度は、例外的に、その特許発明の実施について安全

性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、

手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定め

るものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない

期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができ

る26こととなっている。したがって、特許存続期間延長登録の対象となる処分は、政

令である特許法施行令27に委ねられているのである。 

 そして、現在の社会において、大凡全ての商業的に流通される物品もしくは役務は、

様々な規制によってその安全性を確保するための措置がなされており、これら物品も

しくは役務には特許された発明が利用されているものも多数ある。また、安全性確保

のためには、実用化に向けて何らかの検証期間が必要と考えられる。 

 しかしながら、特許法の委任を受けた特許法施行令では、特許された発明が実用化

され、その実用化のために安全性等の確保が必要な場合であっても、該当する特許全

てを存続期間の延長対象とするものではない。即ち、どのような分野でどのような特

許発明に対して存続期間を延長することが、国家の成長や安定につながるのかという、

政策的な観点から、その対象が政令で決められているものと考えられ、特許された発

明であって、それが実用化されるのであれば、全てが延長の対象となりうるというこ

とは、特許法の例外を定めている特許存続期間延長制度において予定されていないと

いえる。 

                         
26 特許法第 67 条 2 項。 
27 特許法施行令第 2 条 
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 以上、特許法の目的趣旨や、社会的な状況を考慮すれば、個人的な意見としては、

特許存続期間延長制度は、国際的な調和も考慮し、医薬品の場合には安定的な社会保

障の存続維持のため期待されているジェネリック医薬品の普及という競争を阻害する

ものであってはならず、その対象が何らかの形で整理、制限されるべきであると考え

られる。 

 即ち、医薬品の特許存続期間延長制度でいえば、現状制限のない特許の数及び対象

となる処分を、制限する必要があると考えられる。対象となる特許の数は国際的な調

和を考慮すれば一つに制限されるべきであり、また、対象となる処分は、医療の質の

飛躍的向上を望むことができる処分で、且つ適用される範囲の広がりに役立つ処分に

制限されるべきである。 

 なお、現状、特許存続期間延長制度の対象となっている農薬、体外診断薬、再生医

療等製品においては、先に述べた産業政策の観点から、存続期間延長という例外措置

の適用範囲はそれぞれの製品群で、一律とは言えないものとも考えられるため、慎重

な検討が必要であろう。 

 

（ⅳ）委員長による総括について 

 

 以上の延長制度の在り方についての議論に基づき、委員長は以下の通り総括した。 

 

 延長登録制度は、各委員の意見もそうだったと思うが、延長登録制度とは何か、という

ことをベースに考えざるを得ないと思う。別に、医薬の延長登録を否定しているわけでは

ないが、制度自体はそうなっているわけではない。規制によって一定期間実施できなかっ

た分野に対して、例外的に特許法でまず保護を与えるべきか、与えるとしたら、どういう

範囲でどういう保護を与えるのかという制度なので、もちろん医薬、農薬、今後、ほかの

分野でも延長される分野があるかもしれない。「革新」という概念が入ってくることは、

現在の延長登録制度を前提として考えればあり得ないかと思う。結果として革新的な発明

と評価されるようなものは、延長登録の制度の下で有効に保護されるべきではあると思う。

そうであるからといって、革新的なものは延長登録の対象とするとか、革新的なものを想

定したうえでこの制度を構築するというのは、本末転倒という気がする。 

 また、昭和６０年頃の社会情勢と、三十数年たった現在で、社会情勢が変わってくれば、

延長登録制度の在り方も変わってくるのかもしれない。制度創設当初、想定していたよう

な形で、現在どのような制度・運用の延長登録制度が運用されていないとすれば、どのよ

うな制度・運用が先発メーカーの方にとっても、ジェネリックメーカーの方にとっても、

もっと言えば、患者さんも含めた広い意味で望ましい制度であるかを検討する際に、制度

を明確化するということではコンセンサスは得られているかと思うが、前回もお話しした
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ように、今の制度のひとつの問題点は、どの分野を対象とするかとは政令に規定するとさ

れていながら、延長登録の要件と、延長登録後の効力が法律で規定されていることかと思

う。どの分野が延長登録の対象になるかについては、法律に規定されていないのに、延長

登録の要件と効力は、法律の条文に基づいて、延長登録の要件として、延長登録を認める

かどうかと、効力をどう解釈するかということになっている。個人的な意見でもあり、法

制局などとの協議も必要だと思うが、本来であれば、延長登録の要件や延長後の効力につ

いても、政令で指定分野ごとに規定することができるのであれば、より明確になるのかな

と思う。延長登録の要件と効力を法律で規定しても、農薬と医薬では違うし、医薬の中で

も、医薬品と再生医療等製品とか、今度もし医療機器が入ってくれば、それぞれ異なって

くるので、そこに根本的な限界があるように思う。そこは、個人的には、社会状況の変化

も考慮し、検討すべきかと思う。 

 当初想定していたものと今の運用が相当乖離しているという前提で、それでは、どのよ

うな形で行うことが望ましいのかを考えたときに、諸外国とは薬事行政も違うから単純に

は比較できないとしても、諸外国の制度等も参考にしながら、日本の制度も本来の考え方

に戻すというと失礼かと思うが、検討する際に、どのような点が議論のポイントになるか

とことを考えると、１処分、１特許の延長や、１特許は１回だけの延長としたときに、原

稿の制度・運用とはまた違った問題が、制度の明確性と引き替えにいろいろ出てくるとは

思うが、そのことをどのように考えていくのか、そのうえで、 後は裁判所が延長後の効

力をどう解釈していくか。今よりはより明確になるのであれば、範囲が政令レベルなのか

どうかは別として、規定できるのかどうなのかということが、トータルで見た場合、望ま

しいのではないか。現状の制度上の問題なのか、運用上の問題なのか、たぶん両方だと思

うが、そこから生じていることをいくらかでも解決できるのであれば、それは制度改正に

より解決するしかないということが、今の状況なのかなというのが個人的な意見である。 

 

 制度設計当時との違いの一つは、当初は制度を創設するにあたって非常に簡略化した制

度を考えていて、対象となる特許は、物質特許か用途特許、プラス製法特許までで、例え

ばドラッグデリバリーシステムのようなものは想定していなかったということがあると思

う。もう一つ、これは当時の考え方であるが、処分の項目、現在のように、全てが処分に

よって新たに解禁されたという考え方を取らずに、その中から物と用途をどう捉えるかと

ことで、その特許が物質特許であり、用途特許であり、せいぜい製法特許であるという前

提で考えると、登録要件と効力の範囲は、一致するという考え方を取っていたと思う。だ

から、特許も細分化され、いろんな形の特許もなされ、処分も細かな形で用法、用量まで

全部対応させるということを、物質特許からとか用途特許にまで当てはめるということは、

残念ながら当時は検討されてなかったかと思う。 

 現在のような状況は、想定外であったというのが、当時の状況かと思う。当時は、この
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ような場でジェネリックメーカーの方と製薬メーカーの方が一緒に議論するなんてことは、

天と地がひっくり返ってもあり得なかったが、現在は、それができるようになっているか

ら、建設的にコンセンサスを得られるような制度改正をすることが、日本というか、場合

によっては世界全体のメリットになるのではないかと思う。特許庁を中心に制度改正に向

けた議論も、現在の議論をベースにして進めていただければと思う。 

 

（３） 知財高裁大合議判決について 

 

 オキサリプラチン製剤に関し、先発品メーカーの存続期間が延長された特許権に基づく

複数のジェネリックメーカーに対するジェネリック製品販売の差止請求に関する裁判のう

ち、一件が知的財産高等裁判所において大合議に付されていた（平成28年（ネ）第10046

号）。 

 平成 29 年 1 月 20 日に判決が言い渡され28、延長された特許権の効力に関しては以下の

判断が示された。 

 

 「政令処分で定められた上記構成29中に対象製品と異なる部分が存する場合であっても，

当該部分が僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異にすぎないときは，対象製品は，医

薬品として政令処分の対象となった物と実質同一なものに含まれ，存続期間が延長された

特許権の効力の及ぶ範囲に属するものと解するのが相当である。」 

 

 「対象製品が政令処分で定められた「成分，分量，用法，用量，効能及び効果」によっ

て特定された「物」と医薬品として実質同一なものに含まれる類型を挙げれば，次のとお

りである。 

 すなわち，①医薬品の有効成分のみを特徴とする特許発明に関する延長登録された特許

発明において，有効成分ではない「成分」に関して，対象製品が，政令処分申請時におけ

る周知・慣用技術に基づき，一部において異なる成分を付加，転換等しているような場合， 

②公知の有効成分に係る医薬品の安定性ないし剤型等に関する特許発明において，対象製

品が政令処分申請時における周知・慣用技術に基づき，一部において異なる成分を付加，

転換等しているような場合で，特許発明の内容に照らして，両者の間で，その技術的特徴

及び作用効果の同一性があると認められるとき， 

③政令処分で特定された「分量」ないし「用法，用量」に関し，数量的に意味のない程度

の差異しかない場合， 

                         
28 知的財産高等裁判所 大合議事件 

http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/ [ 終アクセス日：2017 年 2 月 6 日] 
29 「成分，分量，用法，用量，効能及び効果」 
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④政令処分で特定された「分量」は異なるけれども，「用法，用量」も併せてみれば，同

一であると認められる場合（本件処分１と２，本件処分５ないし７がこれに該当する。） 

は，これらの差異は上記にいう僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異に当たり，対象

製品は，医薬品として政令処分の対象となった物と実質同一なものに含まれるというべき

である（なお，上記①，③及び④は，両者の間で，特許発明の技術的特徴及び作用効果の

同一性が事実上推認される類型である。）。 

 これに対し，前記の限定した場合を除く医薬品に関する「用法，用量，効能及び効果」

における差異がある場合は，この限りでない。」 

 

 「法６８条の２の実質同一の範囲を定める場合には，前記の五つの要件30を適用ないし

類推適用することはできない。」 

 

 「ただし，一般的な禁反言（エストッペル）の考え方に基づけば，延長登録出願の手続

において，延長登録された特許権の効力範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの

特段の事情がある場合には，法６８条の２の実質同一が認められることはないと解され

る。」 

 

 本判決で示された延長された特許権の効力の範囲に関する判断について、各委員の意見

を以下に示す。 

 

・ 今回の大合議判決について、個人的な見解として、次の通りコメントする。 

 延長特許の効力範囲について、政令処分の対象となった物との実質同一の範囲の判

断指標が得られ、これにより不意に実質同一の範囲が広がることを防止できるため評

価できる。 

 しかしながら、実質同一の範囲を判断するためには、そもそも政令処分の対象とな

った物との同一の範囲を明確にすることが必要であるが、この同一の範囲は特許公報

からは判断できず、公示性の観点から問題である。例えば、政令処分で定めれた「成

分、分量、用法、用量、効能、効果」を考慮した事項を公報に明示する等の措置を取

ることを提案する。 

 

・ 本大合議判決では、特許権存続期間延長登録制度の趣旨から、特許法68条の2を規定

について、以下、判示しているように、特許権者と第三者の衡平を考慮すべきである

                         
30 高裁平成１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁（ボールスプライン事件 判）で示された、

均等の五要件。 
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とする31。 

 「特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨が，「政令処分を受けることが必要であ

ったために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的とす

るものである」（ベバシズマブ事件 判）ことに鑑み，存続期間が延長された場合の

当該特許権の効力についても，その特許発明の全範囲に及ぶのではなく，「政令で定

める処分の対象となつた物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定め

られている場合にあつては，当該用途に使用されるその物）」についての「当該特許

発明の実施」にのみ及ぶ旨を定めるものである。同条は，かかる「政令で定める処分

の対象となつた物」（「当該用途に使用されるその物」を含む。以下同じ。）の範囲

内では，延長された特許権の効力を及ぼすことが，政令処分を受けることが必要であ

ったために特許発明を実施することができなかった特許権者を救済するために必要で

あると認められる反面，その範囲を超えて延長された特許権の効力を及ぼすことは，

期間回復による不利益の解消という限度を超えて，特許権者を有利に扱うことになり，

前記の延長登録の制度趣旨に反するばかりか，特許権者と第三者との衡平を欠く結果

となることから，前記のとおり規定されたものである。」 

 そして、医薬品の成分を対象とする物の発明に関して、68 条の 2 における効力範囲

に属するものとは、文言通りの実施と、実質同一の物が該当するとし、「物」を検討

するにあたって、均等を考慮すべきではないとした32。ベバシズマブ 判で、存続期

間延長の登録要件において、先の処分と、存続期間延長登録出願に係る物の異同を、

実質的同一性で判断しているので、本大合議判決は、存続期間延長登録の要件と効力

範囲を連動させていると考える33。 

 上述した、特許権者と第三者との衡平、存続期間延長登録の要件と効力範囲の連動、

それぞれを考慮している点において、本大合議判決は、評価できるものである。 

 なお、医薬品の成分を対象とする物の発明について、延長登録された特許権の効力

範囲を検討する場合に、68 条の 2 の物は「成分（有効成分に限られない），分量，用

法，用量，効能及び効果」によって特定された「物」であるとし、4 つの類型化を試

みている。 

 しかし、この類型化によってもなお、どのような事例において、存続期間延長登録

の対象となった物と実質同一なものをどのように考えるかは、今後の個別の判断に委

ねられると考えられる。 

                         
31 これは会社の見解ではなく、個人的な見解である。 
32 延長登録出願における包袋禁反言の原則は適用されるとしている。 
33 本大合議判決では、「一審原告の主張は，要するに，医薬品の承認制度の面から，後発医薬品として承認されたもの

は全て実質同一物等に当たる（先発医薬品に係る特許発明の効力が及ぶ）と断じるに等しく，法６８条の２の制度趣旨

や解釈論を無視するものであって，採用することはできない。」として、後発医薬品である故に直ちに実質同一物に当

たるということはできないとしている。 
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・ 個人的な意見としては、存続期間が延長された特許権の効力は、処分の対象となった

物と同一のもののみならず、これと医薬品として実質同一なものにも及ぶこと、及び、

実質同一の範囲とはどの範囲であると解すべきかについて説示された点など、今後の

方向性を示したことで、よいと考えられる。今後、再生医療等製品についても同様に

基準が示されることが望まれる。 

 

・ 今回の判決では存続期間が延長された特許権の効力範囲について言及し、特許法68条

の２と比較しながら『存続期間が延長された特許権に係る特許発明の効力は、政令処

分で定められた「成分、分量、用法、用量、効能及び効果」によって特定された「物」

（医薬品）のみならず，これと医薬品として実質同一なものにも及ぶというべきであ

り、第三者はこれを予期すべきである』としており、これまで曖昧であった延長され

た特許権の効力の範囲に言及したという点で興味深いと考えられる。また『政令処分

で定められた上記構成中に対象製品と異なる部分が存する場合であっても、当該部分

が僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異にすぎないときは、対象製品は、医薬品

として政令処分の対象となった物と実質同一なものに含まれ、存続期間が延長された

特許権の効力の及ぶ範囲に属するものと解するのが相当である』としている点も同様

である。 

 例示された類型①の中で、『医薬品の有効成分のみを特徴とする特許発明に関する

延長登録された特許発明において、有効成分ではない「成分」に関して、対象製品が、

政令処分申請時における周知・慣用技術に基づき、一部において異なる成分を付加，

転換等しているような場合』に相当すると考えられる、有効成分を特徴とする物質特

許の延長に関しては、先発品と後発品でその技術的な特徴が異なる事はないと考えら

れるから、実質的にその効力範囲が及ぶということが明確になったとも考えられる。 

 一方、類型②では『公知の有効成分に係る医薬品の安定性ないし剤型等に関する特

許発明において、対象製品が政令処分申請時における周知・慣用技術に基づき、一部

において異なる成分を付加、転換等しているような場合で、特許発明の内容に照らし

て、両者の間で、その技術的特徴及び作用効果の同一性があると認められるとき』に

関しては、剤形等の製剤特許がこれに相当すると考えられるが、その発明の技術的特

徴と作用効果が、対象となる先行処分の内容とどのように異なるか否かによって判断

が分かれることにもなると考えられる。したがって今後、このようなケース、いわゆ

る製剤特許が処分対象となった案件に関して係争が起こることが予想される。 

 先発品メーカーにとっては、有効成分にかかる特許権の延長された効力の範囲が明

示されたという点では、今回の判決は有意義なものであると考えられるが、製剤特許

においては、今後様々なケースによって判断が異なる事が予想されうるという点で、
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課題が残ったことになると思われる。 

 

・ 先の大合議事件（アバスチン事件、平成 25 年(行ケ)第 10195 号 他 3 件）では傍論で

存続期間が延長された特許権の効力についての考え方を示されたが、本合議事件（平

成28年(ネ)第10046号）は、先の大合議の傍論の考え方に沿い原審で示された判断基

準がより詳細に分析して示された。 

 アバスチン事件では、「もとより，その均等物や実質的に同一と評価される物が含

まれることは，延長登録制度の立法趣旨に照らして，当然であるといえる。」とは示

されたものの、具体的に、「均等物や実質的に同一」の範囲は示されていなかった。 

原判決（東京地裁平成 27 年（ワ）第 12414 号）では、「当該政令処分の対象とな

った「（当該用途に使用される）物」と相違する点がある対象物件であっても，当該

対象物件についての製造販売等の準備が開始された時点（当該対象物件の製造販売等

に政令処分が必要な場合は，当該政令処分を受けるのに必要な試験が開始された時点

と解される。）において，存続期間が延長された特許権に係る特許発明の種類や対象

に照らして，その相違が周知技術・慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな

効果を奏するものではないと認められるなど，当該対象物件が当該政令処分の対象と

なった「（当該用途に使用される）物」の均等物ないし実質的に同一と評価される物

（以下「実質同一物」ということがある。）についての実施行為にまで及ぶと解する

のが合理的であり，特許権の本来の存続期間の満了を待って特許発明を実施しようと

していた第三者は，そのことを予期すべきであるといえる。」と述べ、と実質同一に

ついて一定の判断基準を明らかにした。 

 ところで、特許出願の審査における特許法第 29 条の 2（拡大先願）の適用について、

審査基準「3.2 本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの判断」34では

「ここでの実質同一とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題

解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、 削除、転換等で

あって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合をいう。」とされている。

「特許性の判断における発明の同一性」と、「対象製品は，医薬品として政令処分の

対象となった物との同一性」との違いはあるものの、「周知技術・慣用技術の付加，

削除，転換等に当たり，新たな効果を奏しない」という点で類似した判断基準である

ように思われる。 

 大合議判決では、まず、「医薬品の成分を対象とする物の特許発明において，政令

処分で 定められた「成分」に関する差異，「分量」の数量的差異又は「用法，用量」

の数量的差異のいずれか一つないし複数があり，他の差異が存在しない場合に限定」

                         
34 特許・実用新案 審査基準 第 III 部 特許要件 第 3 章 拡大先願(特許法第 29 条の 2)  3. 第 29 条の 2 の要件

についての判断 ·3.2 本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの判断 ·· 
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して検討し、上記限定した場合において，「対象製品が政令処分で定められた「成分，

分量，用法，用量，効能及び効果」によって特定された「物」と医薬品として実質同

一なものに含まれる類型を列挙している。 

 他方、「前記の限定した場合を除く医薬品に関する「用法，用量，効能及び効果」

における差異がある場合は，この限りでない。なぜなら，例えば，スプレー剤と注射

剤のように，剤型が異なるために「用法，用量」に数量的差異以外の差異が生じる場

合は，その具体的な差異の内容に応じて多角的な観点からの考察が必要であり，また，

対象とする疾病が異なるために「効能，効果」が異なる場合は，疾病の類似性など医

学的な観点からの考察が重要であると解されるからである。」と述べている。 

 本大合議判決で示された判断基準からみて、「物質特許や通常の医薬用途発明」に

おいて、処分を受けた物の有効成分以外の成分を周知慣用である他の成分に変えたの

みの生物学的同等性のある後発薬は、「政令処分申請時における周知・慣用技術に基

づき，一部において 異なる成分を付加，転換等しているような場合」で、「用法，

用量」の数量的差異しかないのであれば、実質同一のものとして取り扱われるであろ

うと予想される。他方、製剤の発明については、処分を受けた医薬品と対象製品で

「特許発明の内容に照らして，両者の間で，その技術的特徴及び作用効果の同一性が

ある」ことが実質的同一の要件であることから、実質同一と判断される場合がより限

定的となるであろうこと考えられる。 

 ところで、「物質特許や通常の医薬用途発明」において、処分を受けた物の有効成

分以外の成分が周知・慣用技術とは言えない場合、例えば、通常とは多少異なる成分

であれば実質同一といえるであろうか？ 実質同一から外れるとすると、今後の後発

品開発においては、処分の対象となった医薬品とは実質同一物とはならないように、

例えば、作用効果に差のある添加成分の開発を刺激することになるのかも知れない。

また、例えば、本大合議事件で扱われた特許発明は製剤の発明であったが、仮にオキ

サリプラチン自体の発明であったとしても、後発の対象製品が濃グリセリンを含んで

いた場合、たとえ濃グリセリンが周知の添加剤であったとしても、高い毒性が懸念さ

れているジアクオ DACH プラチン二量体の生成を抑制できるとの作用効果が示されれ

ば、対象製品と処分を受けた医薬品とが作用効果が同一であるといえるか疑問が生じ

るように思われる。 

 また、「いわゆる物質発明や通常の医薬用途発明」のような場合でも、用法・用量

において数量的差異以外の差異が生じる場合、有効成分は同じであっても、後発品に

対して、物質特許の効力が及ぶとは一概に言えない状況が生ずると考えられる。これ

は、物質特許であれば、有効成分と用途でのみ画された範囲で延長された特許権の効

力が及ぶとの以前の理解からは、大きく制限されたものとなっている。 

 1987 年の存続期間の延長制度導入時から少なくともパシーブ知財高裁事件判決（平
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成 20 年（行ケ）第 10460 号）頃まで、おそらく多くのユーザーは、医薬品の成分を

対象とする物の特許発明について，存続期間が延長された特許権の効力は有効成分と

用途で画された範囲に及ぶと理解し、延長登録出願をし、登録された特許権を維持し

ていたのではと思われる。確かに、薬事法のポイントは、有効成分と効能とは言えな

いのかであろうが、ユーザーの 20 年以上の長期にわたる制度理解はなんらの保護に

値しないのであろうかと感じる。 

 現行法の枠組みの中で解決できない問題であれば、ユーザーのニーズに合わせた制

度改正の必要性についても検討されるべきかも知れない。存続期間延長の対象となる

処分を政令で定める現行法では、処分の性質から異なる存続期間延長された特許権の

効力を法律で定めることができないというのであれば、存続期間の延長を受けること

ができる処分も法律で定め、効力も処分ごとに法律で定めることを検討されても良い

ように思われる。 

 

・ 日本製薬工業協会・知的財産委員会としての意見は以下の通り。 

 製薬企業が新薬を製造販売するためには、医薬品医療機器等法の規定に従い、品質、

有効性及び安全性の確保を目的とした各種の試験を実施し厚生労働大臣の承認を受け

なければならない。そのため新薬の承認を取得するには長期にわたる研究開発期間と

多額の費用が必要であり、その成功確率は極めて低い。このようにハイリスクな新薬

の研究開発に対するインセンティブとして特許権の存続期間の延長制度が導入されて

いる。 

 本制度は、製薬企業が新薬の承認を受けるにあたり特許発明を実施できなかった期

間について 5 年を限度として特許期間を回復する制度である。本制度により、国内の

製薬企業による医薬品の研究開発が活性化され、世界に通用する新薬が数多く創製さ

れた。また、新薬の特許期間が満了した後にジェネリック薬企業が市場に参入するた

めのビジネス環境を提供するなど、本制度は国内製薬産業の発展と国際競争力の強化

に大きく貢献してきた。 

 近になって本制度に関係する特許法の条文解釈及びその運用をめぐり係争が発生

している。直近のアバスチン事件では、特許権の延長登録を受けるための要件につい

て争われ、その 高裁判決に基づいて延長登録出願の審査基準が改訂された。しかし、

延長された特許権の効力については、アバスチン事件の知財高裁大合議判決で傍論と

して言及されるに留まり、明確な判断が示されていない。 

 当委員会は、アバスチン事件の 高裁判決を受けて延長登録出願の審査基準が改訂

されるにあたり、登録要件が処分単位にまで細分化されることにより本制度が直面す

るかもしれない課題について懸念を表明するとともに、裁判所が延長登録された特許

権の効力の及ぶ範囲を解釈するにあたり、本制度の導入趣旨に合致するよう、登録要
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件とは独立して、特許発明の種類や対象など事件の事実関係に基づいて判断されるよ

う要望していた。 

 今般、オキサリプラティヌム事件の知財高裁大合議判決において延長された特許権

の効力の及ぶ範囲について一定の判断が示されたので、当委員会として意見を述べる。 

 本事件は、オキサリプラティヌムを有効成分とする先発医薬品の承認（本件処分）

に基づいて延長登録された製剤特許の効力が、一定の安定化作用を有する成分が配合

された医薬品に及ぶかどうかについて争われたものである。判決は、存続期間が延長

された特許権に係る特許発明の効力は、政令処分で定められた「成分、分量、用法、

用量、効能及び効果」によって特定された「物」（医薬品）のみならず、これと医薬

品として実質同一なものにも及び、政令処分で定められた上記構成中に対象製品と異

なる部分が存する場合であっても、当該部分が僅かな差異又は全体的にみて形式的な

差異にすぎないときは、対象製品は、医薬品として政令処分の対象となった物と実質

同一なものに含まれ、存続期間が延長された特許権の効力の及ぶ範囲に属するものと

解するのが相当であると説示し、これに該当する具体的な類型についても言及した。

その上で、本事件について、特許請求の範囲と明細書の記載に基づき当業者の技術常

識を踏まえて認定される本件発明の技術的特徴から、一審被告製品は本件処分の対象

となった物と実質同一なものに含まれるということはできず、延長登録された特許権

の効力範囲に属するということはできないと判決した。 

 本判決は、特許権の効力の及ぶ範囲に医薬品として実質同一なものが含まれること

を明示し、その判断基準および具体的な類型にも言及した点で高く評価される。これ

により当委員会の本制度に対する懸念の一部は解消されたと考えるが、医薬品として

の実質同一は事案ごとに判断されるため、更なる判決の蓄積により本制度の予見性と

安定性が高まることを期待する。 

 なお、本判決によっても、アバスチン事件を受けて改訂された審査基準の運用に伴

う課題は残されており、延長登録された特許権の効力の及ぶ範囲についても今後の司

法判断が本制度の導入趣旨に反する方向に進むおそれが認められる場合には、法改正

を含めた本制度の抜本的な見直しを行うことも引き続き検討する必要があるものと考

える。 

 当委員会は、特許法の法目的、医薬品分野における本制度の導入趣旨及びその運用

実績に鑑み、登録要件及び効力規定が適切に運用され、本制度が新薬の研究開発に対

するインセンティブとして我が国の製薬産業の更なる発展に寄与することを期待する。 
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・ 製薬業界では、アバスチン®大合議判決（平成 25 年(行ケ)第 10195 号, 判決日：

2014/5/30）以降、延長特許権の細分化が進み、また、延長された特許権の効力範囲

（特許法 68 条の２）が明確でない状態が続いているため、新薬開発企業とジェネリ

ック企業、双方の立場において、混乱を生じている。本事件は、知財高裁により、延

長された特許権の効力範囲（68 条の２）に関する一定のルールが示されることが期待

され、注目された。 

 しかし、本判決で示された延長効力範囲（68 条の２）に関するルールは、新薬開発

企業とジェネリック企業双方にとって、両極端な権利解釈の可能性が排除され、それ

ぞれがもっとも困る 悪のシナリオ35に対する不安が少々取り除かれた、という程度

のインパクトにすぎない。具体的なルールである、対象製品が「医薬品として政令処

分の対象となった物と実質同一」とみなすことができる 4類型は、ごく限定的な場 

合36に関するものである。判決の中でも「前記の限定した場合を除く医薬品に関する

『用法，用量，効能及び効果』における差異がある場合は，この限りでない」と述べ

られ、方法の特許発明において、あるいは、医薬品に関する「用法，用量，効能及び

効果」における対象医薬品との差異がある場合は，依然として不明瞭な状況である。

なお、均等 5 要件（ボールスプライン事件 判）の類推適用を認めないと明示したの

は、極端な権利解釈を排除した点で意味がある。 

 今回の大合議判決により、延長効力範囲（68 条の 2）に関する現状の課題をすべて

解決できる明確なルールが示されたわけではない。それどころか、「医薬品として実

質同一」の 4 類型に関してでさえ、技術的特徴・作用効果の同一性の比較検討する際

に、立場によって見解が相違する可能性は残る。また、本事件は、典型的な低分子医

薬品に関する新薬と後発品の「差異」を扱ったものであり、今回示されたルール（特

に 4 類型）をバイオ医薬品にそのまま用いることができるか否かは疑問が残るところ

である。 

 延長効力範囲（68 条の 2）が、後発品上市後に特許権侵害訴訟によって争われる状

況は、後発品の安定供給に鑑みれば好ましくない。また、厚労省では、新薬（先発品）

の物質特許と用途特許の権利満了までは後発品の承認はされない運用37となっており、

後発品上市後に、物質特許と用途特許に関して特許権侵害訴訟が起こることは想定さ

                         
35 例えば、新薬開発企業にとって、有効成分に関する基本物質特許において、添加物が異なるだけの後発品に対して、

「医薬品として実質同一」がみとめられず、後発品参入が早まること、あるいは、ジェネリック企業にとって、製剤等

に関する周辺技術特許において、技術回避したはずの後発品に対して、「医薬品として実質同一」がみとめられ、後発

品参入が阻害されることが挙げられる。 
36 (判決文より)医薬品の成分を対象とする物の特許発明において，政令処分で定められた「成分」に関する差異，「分

量」の数量的差異又は「用法，用量」の数量的差異のいずれか一つないし複数があり，他の差異が存在しない場合に限

定・・・ 
37 さらに言えば、後発品承認手続過程では、ジェネリック企業にとって、延長された特許権の効力範囲を画する法的手

段がないのが現状である。 
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れていない。そんな中、延長効力範囲（68 条の 2）に関する判例の集積を待つことは、

問題の早期解決には程遠く、また社会的な損失も大きい。現行法の改正を視野に入れ、

延長登録出願制度の制度設計を再検討するなどの対応が必要であろう。 

 



 

- 54 - 

３． 国内企業に対するアンケート及びヒアリング結果 

 

 アンケート調査及びヒアリング調査において回答対象の企業に対し、再生医療等製品及

び体外診断用医薬品に関する延長登録制度、ならびに医療機器の延長登録に関するニーズ

について調査を行った。以下に代表的な設問の結果を示す。 

 なお、ヒアリングの調査結果については、アンケート調査における自由記載質問の回答

に追加する意見のみ掲載する。 

 

 全結果の詳細は、資料編の「資料Ⅲ 国内アンケート調査結果」、「資料Ⅳ 国内ヒア

リング調査結果」に掲載した。 

 

（１） 共通質問 

 

 アンケート先企業の所属団体は、設問【Q1-1】の回答の集計結果によれば以下の通り

であった。 

 

【図表Ⅳ-1】アンケート先企業の所属団体 

 

 

 

（ⅰ）日本の延長登録出願の利用経験について 

 

① アンケート結果（設問【Q5】） 

 

 医薬品に関する延長経験がほとんどであり、再生医療等製品、体外診断用医薬品に関す

る延長経験のある企業はたいへん少なかった。 

 

件数 割合

① 再生医療イノベーションフォーラム 31 23.7%

② 日本臨床検査薬協会 26 19.8%
③ 日本製薬工業協会 41 31.3%
④ 日本ジェネリック製薬協会 21 16.0%
⑤ 日本医療機器産業連合会 23 17.6%
⑥ それ以外の団体 25 19.1%

無回答 4 3.1%

131 100.0%回答者数
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【図表Ⅳ-2】アンケート各回答数 

 

 

 

②ヒアリング結果 

 

(a)再生医療等製品関連企業 

 

 延長出願経験があるとの回答が多かった。 

 

(b)体外診断用医薬品関連企業 

 

 体外診断用医薬品の申請から承認までの期間が短いため延長登録出願を行ったことがな

い、との意見が多数であった。コンパニオン診断薬に関しても、現状では延長の必要性が

具体化されていないとの意見があった。 

 

（ⅱ）延長登録制度において重視すべき点について 

 

①アンケート結果（設問【Q6】） 

 

 「自社の特許権が適切に延長されること」、「他社の特許権がむやみに延長されないこ

と」と回答したものはそれぞれ56者、38者であったが、「両者のバランス」と回答したも

のは65者であった。 

 「制度自体が分かりやすいこと」、「国際的に調和すること」と回答したものはそれぞ

れ57者、38者であった。 

 

件数 割合

① 農薬 4 3.1%

② 医薬品 42 32.1%
③ 再生医療等製品 1 0.8%
④ 体外診断用医薬品 3 2.3%
⑤ 利用なし 82 62.6%

無回答 4 3.1%

131 100.0%回答者数
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【図表Ⅳ-3】アンケート各回答数 

 

 
 

なお、上記質問の集計結果について、再生医療等製品関連企業、体外診断用医薬品関連

企業及び医療機器関連企業別（設問【Q3-2】の回答に基づく）にクロス集計を行ったとこ

ろ、以下の結果が得られた。 

 

【図表Ⅳ-4】クロス集計結果 

 

 

 

 

 

 「その他」の意見としては、重視すべき点として、長期間安定した制度、延長根拠の明

確化が挙げられていた。 

 

件数 割合

① 自社の特許権が適切に延長されること 56 42.7%

② 他社の特許権がむやみに延長されないこと 38 29.0%
③ 両者（①、②）のバランス 65 49.6%
④ 制度自体が分かりやすいこと 57 43.5%
⑤ 国際的に調和すること 38 29.0%
⑥ その他 4 3.1%
⑦ わからない 8 6.1%

無回答 2 1.5%

131 100.0%回答者数

①再生医療
等製品

②体外診断
用医薬品

③医療機器 無回答

①自社の特許権が適切に延長されること 25 16 15 14
②他社の特許権がむやみに延長されないこと 12 11 10 15
③両者（①、②）のバランス 24 19 23 18
④制度自体が分かりやすいこと 24 15 17 17
⑤国際的に調和すること 14 9 12 11
⑥その他 3 2 1 1
⑦わからない 4 1 4 1
無回答 0 0 0 2

Q6

①再生医療
等製品

②体外診断
用医薬品

③医療機器 無回答

①自社の特許権が適切に延長されること 52% 44% 31% 39%
②他社の特許権がむやみに延長されないこと 25% 31% 20% 42%
③両者（①、②）のバランス 50% 53% 47% 50%
④制度自体が分かりやすいこと 50% 42% 35% 47%
⑤国際的に調和すること 29% 25% 24% 31%
⑥その他 6% 6% 2% 3%
⑦わからない 8% 3% 8% 3%
無回答 0% 0% 0% 6%

Q6
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②ヒアリング結果 

 

 (a)再生医療等製品関連企業 

 

 制度の分かりやすさについては、現状の日本の制度については特に問題がないという回

答が多かったが、分かりにくい点として、 高裁判決以前に登録された延長の効力範囲、

延長登録の対象となる特許の範囲が挙げられていた。 

 国際調和については、「（延長期間、延長対象が）各国で同じだと管理しやすい。」、

「国際調和が求められた場合、日本がどれだけ現状の制度を保つことができるか疑問に思

う。」との意見があった。 

 また、「実務では処分の内容の営業秘密保護の作業が発生する点が負担であった。」、

「医薬品産業の発展を考慮すると、特許権のむやみな延長は他社開発を妨害している面が

あるため、あまり好ましくないと思う。発明を実施できない期間である臨床試験や薬事承

認などの開発プロセスを短くすれば、結果として販売独占期間が増加するため、そのよう

な（厚労省における）政策が求められる。」との意見があった。 

 

(b)体外診断用医薬品関連企業 

 

 業界の現状に関し、「先発企業と後発企業が明確に分かれておらず、製品によって先発

になったり、後発になったりする状況にある。」との背景から、バランスの取れた制度が

良いとの意見が多かった。一方、「ビジネスにおいては、一定の利害対立は避けられない

ので、先発企業と後発企業の利益のバランスに重点を置きすぎるのは意味がないように思

う。」という意見も見られた。 

 制度の分かりやすさについては、現状の日本の制度については特に問題がないという回

答が多かったが、分かりにくい点として、延長される特許権の効力範囲、先行処分と後行

処分の関係が挙げられていた。「延長制度はあくまで『例外』の制度であるのに、あたか

も制度の一部であるような取扱いがなされており、その結果として制度全体が不明確にな

っているのではないか。」という意見もあった。 

 

(c)医療機器関連企業 

 

 制度の分かりやすさについては、現状で問題がないが、運用面での分かりやすさが重要

との意見があった。 

 医療機器に関して延長の対象とすることについて要望は持っていないという意見もあっ

た。 
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（ⅲ）延長可能な特許権の種類と延長された特許権の効力範囲の関係について重視すべき

点について 

 

①アンケート結果（設問【Q7】） 

 

 「先発企業のイノベーションの促進と、後発品の市場参入を阻害しないことの両者のバ

ランスが採れた制度であること」と回答したものは89者であった。 

また、延長可能な特許権の種類と延長された特許権の効力範囲の関係に関する回答につ

いては「革新的な発明の特許権のみが延長され、その延長の効力範囲が革新性に見合う適

切な広さとなること」、「なるべく多くの種類の特許権が延長され、かつ、延長の効力範

囲も広いものとなること」、「延長の効力範囲は狭くなってもよいので、なるべく多くの

種類の特許権が延長されること」の順に回答が多く、それぞれ30者、17者、7者であった。 

  

 

【図表Ⅳ-5】アンケート各回答数 

 

 
 

なお、上記質問の集計結果について、再生医療等製品関連企業、体外診断用医薬品関連

企業及び医療機器関連企業別（設問【Q3-2】の回答に基づく）にクロス集計を行ったとこ

ろ、以下の結果が得られた。 

 

件数 割合

① 延長の効力範囲は狭くなってもよいので、なるべく多くの種類の特許権
が延長されること

7 5.3%

② 革新的な発明の特許権のみが延長され、その延長の効力範囲が革新
性に見合う適切な広さとなること

30 22.9%

③ なるべく多くの種類の特許権が延長され、かつ、延長の効力範囲も広い
ものとなること

17 13.0%

④ 先発企業のイノベーションの促進と、後発品の市場参入を阻害しないこと
の両者のバランスが採れた制度であること

89 67.9%

⑤ その他 6 4.6%
⑥ わからない 14 10.7%

無回答 3 2.3%

131 100.0%回答者数
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【図表Ⅳ-6】クロス集計結果 

 

 

 

 

 

 「その他」の意見としては、重視すべき点として、延長される権利範囲の明確性、延長

制度は例外規定である点、実施できない期間に十分見合う期間延長されること、制度趣旨

と運用に齟齬がないことが挙げられていた。また、「延長可能な特許権の種類と延長され

た特許権の効力範囲の関係自体は独立して考えるべきである。」との意見があった。 

 

②ヒアリング結果 

 

(a)再生医療等製品関連企業 

 

 多くの種類の特許を延長すべきか、パイオニア特許のみを延長すべきかについては、ケ

ースバイケースとの意見があった。「例えば、様々な製剤の開発を想定している場合は日

①再生医療
等製品

②体外診断
用医薬品

③医療機器 無回答

①延長の効力範囲は狭くなってもよいので、なるべ
く多くの種類の特許権が延長されること

2 2 5 1

②革新的な発明の特許権のみが延長され、その延
長の効力範囲が革新性に見合う適切な広さとなる
こと

10 7 12 12

③なるべく多くの種類の特許権が延長され、かつ、
延長の効力範囲も広いものとなること

10 6 3 3

④先発企業のイノベーションの促進と、後発品の市
場参入を阻害しないことの両者のバランスが採れた
制度であること

34 26 25 27

⑤その他 2 2 3 2
⑥わからない 6 2 9 1
無回答 0 0 1 2

Q7

①再生医療
等製品

②体外診断
用医薬品

③医療機器 無回答

①延長の効力範囲は狭くなってもよいので、なるべ
く多くの種類の特許権が延長されること

4% 6% 10% 3%

②革新的な発明の特許権のみが延長され、その延
長の効力範囲が革新性に見合う適切な広さとなる
こと

21% 19% 24% 33%

③なるべく多くの種類の特許権が延長され、かつ、
延長の効力範囲も広いものとなること

21% 17% 6% 8%

④先発企業のイノベーションの促進と、後発品の市
場参入を阻害しないことの両者のバランスが採れた
制度であること

71% 72% 51% 75%

⑤その他 4% 6% 6% 6%
⑥わからない 13% 6% 18% 3%
無回答 0% 0% 2% 6%

Q7
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本型、他社へのライセンスアウトを想定するなら欧米型の方が望ましいと思う。」との意

見もあった。 

 また、「パイオニア特許を少しだけ変更した特許については延長対象にすべきでないと

考える。延長制度を他社参入排除のためだけに活用されるというのは、延長制度の本来の

趣旨より外れているように感じ、後続品開発を考慮すると問題であると考える。」、「延

長制度は特許制度における例外規定なので、延長された特許権の効力範囲は限定的にすべ

きと考えている。技術の過度な長期間にわたる独占により後発品等の開発を阻止するのは、

かえってイノベーションにマイナスではないかとも考えられる。」との意見があった。 

 

(b)体外診断用医薬品関連企業 

 

 「絶えず試薬を改良する必要があるので、特定の試薬について１社が長期間独占した場

合、それ以上の改良が進まなくなってしまうという問題点があるように思われる。」、

「明確でわかりやすいルールを定めることが 重要。」という意見があった。 

 

(c)医療機器関連企業 

 

 多くの種類の特許を延長すべきか、パイオニア特許のみを延長すべきかについては、製

品の競合状況によりケースバイケースであるとの意見があった。「日本の制度は先発品寄

りではないかと感じる。」、「延長された特許権の効力がどこまで及ぶのか、特に、均等

や類似の範囲についての判断が難しいと感じている。」、「医療機器は、１つの製品に対

して複数の特許権が存在するので、その点も考慮する必要がある。」との意見もあった。 

 

（ⅳ）延長対象や期間に関し適切な制度について 

 

①アンケート結果（設問【Q8】） 

 

（ア）各国比較について 

 

 延長登録制度に関し、以下の各国比較表（概略）の「項目」について、日本型、米国型、

欧州型及び韓国型のいずれが適切と考えるか質問した。 
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【図表Ⅳ-7】延長制度各国比較 

 

項目 日本 米国 欧州 韓国 

延長登
録の対
象とな
る特許 

製品に関する特許
（具体的には、 
物質特許（有効成
分に限られな
い）、 
用途特許、 
製剤特許、 
物質（有効成分に
限られない）の製
造方法特許、 
製剤の製造方法特
許等） 

製品、 
製品の使用方法、 
製品の製造方法の
特許 
（具体的には、 
有効成分の物質特
許、 
有効成分による治
療方法特許、 
製剤特許、 
有効成分の製造方
法特許、 
製剤の製造方法特
許等） 

製品（医薬品の活
性成分又は活性成
分の組合わせ）自
体、 
製品の取得方法、 
製品の方法を保護
する特許 
（具体的には、 
有効成分の物質特
許、 
用途特許、 
有効成分の製造方
法特許、 
有効成分の組み合
わせ配合剤特許
等） 

有効成分の物質特
許、 
用途特許、 
製剤特許、 
有効成分の製造方
法特許、 
製剤の製造方法特
許等 

延長登
録の対
象とな
る製造
販売承
認（処
分）種
類 

医薬品、農薬の製
造販売承認（処
分） 

医薬品、医療機
器、食品添加物、
着色料の 初の製
造販売承認（処
分） 

医薬品、農薬の
初の製造販売承認
（処分） 

医薬品、農薬の
「新物質」に対す
る 初の製造販売
承認（処分） 

延長可
能な特
許の数 

１製造販売承認
（処分） 
（成分（有効成分
に限られず、賦形
剤等のすべての成
分）、分量（有効
成分に限られず、
賦形剤等のすべて
の成分）、 
用法、用量、効
能、効果のいずれ
かが先行処分と異
なる処分は、いず
れも別の１処分と
なる）について、
その処分に関する
特許はいずれも延
長可能（数はいく
つでも可） 

有効成分の 初の
製造販売承認（処
分）につき、 
特許権者が選択す
る一つの特許 

有効成分の 初の
製造販売承認（処
分）につき、 
特許権者が選択す
る一つの特許 
（但し、有効成分
の組み合わせ配合
剤の 初の処分に
つき、組み合わせ
配合剤の特許一つ
も延長可） 

有効成分の 初の
製造販売承認（処
分）につき、 
その処分に関する
特許はいずれも延
長可能 
（数はいくつで
も） 

1特許あ
たり延
長可能
な回数 

複数回可能 1回のみ 1回のみ 1回のみ 

延長期
間の算
定方法 

臨床試験を行うた
めの治験を届け出
た日と特許権設定
登録日のうちのい
ずれか遅い方の日
から医薬品の製造

臨床試験に要した
期間の半分と医薬
品の製造販売承認
（処分）のために
要した期間の和、
但し5年以下、ま

特許出願日から医
薬品製造販売承認
（処分）日までの
期間から5年を差し
引いた期間、但し5
年以下（結果とし

臨床試験に必要な
試験期間（実際試
験した期間のみ）
と行政処理期間の
合計で、5年以下 
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販売承認（処分）
を了知し得た日ま
で、但し5年以下 

た、医薬品の製造
販売承認（処分）
日から特許権の満
了日までの期間が
14年を超えない期
間 

て、医薬品の製造
販売承認（処分）
日から特許権の満
了日までの期間は

長15年となる） 

延長さ
れた特
許権の
効力範
囲（い
ずれの
国も特
許権の
範囲は
超えな
い） 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た物（その製造販
売承認（処分）に
おいてその物の使
用される特定の用
途が定められてい
る場合にあって
は、当該用途に使
用されるその物）
の範囲（※） 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た有効成分と医薬
用途が同一の範
囲、後に承認され
る医薬用途にも及
ぶ 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た有効成分と医薬
用途が同一の範
囲、後に承認され
る医薬用途にも及
ぶ 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た有効成分および
用途と同一の範囲 

延長登
録出願
を行う
ことが
可能な
時期 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら3ヶ月以内 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら60日以内 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら6ヶ月以内、製造
販売承認（処分）
日に特許が未成立
の場合は特許が付
与された日から6ヶ
月以内 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら3ヶ月以内 

 
※但し、以下の判決において、効力範囲について言及がされている。 
(1) 知財高裁判平成 26年 5月 30 日大合議判決では、傍論ではあるが、延長された特許権の効力が及

ぶ範囲について、「特許権の延長登録制度及び特許権侵害訴訟の趣旨に照らすならば，医薬品の
成分を対象とする特許発明の場合，特許法 68 条の 2 によって存続期間が延長された特許権は，
「物」に係るものとして，「成分（有効成分に限らない。）」によって特定され，かつ，「用途」
に係るものとして，「効能，効果」及び「用法，用量」によって特定された当該特許発明の実施
の範囲で，効力が及ぶものと解するのが相当である（もとより，その均等物や実質的に同一と評
価される物が含まれることは，延長登録制度の立法趣旨に照らして，当然であるといえる。）。」
とされている。 

 (2) 東京地判平成 28 年 3 月 30 日（H27（ワ）1241）においても同様に、医薬品について延長された
特許権の効力を「承認された製品の成分、分量、用法、用量、効能、効果が同一の範囲」に及ぶ
ものと解されている。 

 

 その結果、「延長登録の対象となる特許」、「延長登録の対象となる製造販売承認」、

「延長可能な特許の数」、「延長期間の算定方法」、及び「延長登録出願を行うことが可

能な時期」は、日本型が適切との意見が一番多かった。 

 「１特許あたり延長可能な回数」及び「延長された効力範囲」は、日本型と米国型がほ

ぼ同数であった。 

 後に、「いずれの国の制度が、先発企業のイノベーションの促進と、後発品の市場参

入を阻害しないことの両者のバランスが採れた制度と考えるか。」と質問した結果、日本

型が適切との意見が一番多かった。 
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【図表Ⅳ-8】アンケート各回答数 

 

・延長登録の対象となる特許（有効成分の物質特許、用途の特許、製造方法の特許等） 

 

 

 

・延長登録の対象となる製造販売承認（処分） 

 

 

 

・延長可能な特許の数 

 

 

 

  

件数 割合

ａ 日本型 53 40.5%

ｂ 米国型 29 22.1%
ｃ 欧州型 17 13.0%
ｄ 韓国型 5 3.8%
ｅ わからない 37 28.2%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数

件数 割合

ａ 日本型 50 38.2%

ｂ 米国型 27 20.6%
ｃ 欧州型 17 13.0%
ｄ 韓国型 5 3.8%
ｅ わからない 32 24.4%

無回答 8 6.1%

131 100.0%回答者数

件数 割合

ａ 日本型 58 44.3%

ｂ 米国型 31 23.7%
ｃ 欧州型 14 10.7%
ｄ 韓国型 5 3.8%
ｅ わからない 30 22.9%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数
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・１特許あたり延長可能な回数 

 

 

 

・延長期間の算定方法 

 

 

 

・延長された特許権の効力範囲 

 

 

 

・延長登録出願を行うことが可能な時期 

 

 

件数 割合

ａ 日本型 39 29.8%

ｂ 米国型 46 35.1%
ｃ 欧州型 30 22.9%
ｄ 韓国型 17 13.0%
ｅ わからない 32 24.4%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数

件数 割合

ａ 日本型 58 44.3%

ｂ 米国型 18 13.7%
ｃ 欧州型 14 10.7%
ｄ 韓国型 4 3.1%
ｅ わからない 37 28.2%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数

件数 割合

ａ 日本型 44 33.6%

ｂ 米国型 42 32.1%
ｃ 欧州型 23 17.6%
ｄ 韓国型 6 4.6%
ｅ わからない 30 22.9%

無回答 7 5.3%

131 100.0%回答者数

件数 割合

ａ 日本型 63 48.1%

ｂ 米国型 13 9.9%
ｃ 欧州型 24 18.3%
ｄ 韓国型 7 5.3%
ｅ わからない 32 24.4%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数
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・上記表の延長制度全体をみたときに、いずれの国の制度が、先発企業のイノベーション

の促進と、後発品の市場参入を阻害しないことの両者のバランスが採れた制度と考えるか 

 

 

 

 「その他」の意見としては、「日本型と欧米型の混合型」との意見があった。一方、

「どれも適切ではなく、新制度を作るべき」との意見もあった。 

 

 「日本型」と考えた理由としては、「既存の有効成分についてのドラッグ・リポジショ

ニングにより画期的な医薬品が創出される場合もあることから、延長できる特許権の数・

種類や延長できる機会を過度に制限すべきではない」、「製品の価値向上に寄与する発

明・開発に対し適切な保護が与えられる可能性がある」との意見があった。 

 「米国型」や「欧州型」と考えた理由としては、「 初のの製造販売承認（処分）につ

き、特許権者が選択する1つの特許に対し、1回のみ延長することが、真にイノベーティブ

な特許のみに限定され、医薬品の延長制度がより明確になると考える」、「日本は先発企

業のイノベーションを重視しているため、後発品の参入が阻害され、医薬業界全体として

世界に遅れをとっている」との意見があった。 

 

（イ）特許の延長登録の制度が国際的に調和していないことにより、困ること、困ったこ

と（自由記載設問） 

 

 各国ごとの対応が必要になるため、制度の理解や手続きが煩雑であり、タスクやコスト

が発生するとの意見が多かった。また、日本の制度を海外の担当者に理解してもらえない

との意見も複数あった。一方、「（国際的に調和されている必要はなく）日本として良い

制度と考える制度を自信をもって導入すればよい。」との意見もあった。 

 後発品開発の立場からは、「日米で延長登録制度について考えが異なり、（米国で延長

が認められない一方で）日本では延長になっている医薬があり、後発としての市場参入が

結果として遅くなる。」、「日本のみ延長の効力が及んでいる場合には、ライセンスを受

件数 割合

ａ 日本型 26 19.8%

ｂ 米国型 23 17.6%
ｃ 欧州型 16 12.2%
ｄ 韓国型 2 1.5%
ｅ その他 8 6.1%
ｆ わからない 53 40.5%

無回答 8 6.1%

131 100.0%回答者数
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けずに特許権満了まで上市を遅らせる対応策を選択する企業が一般的であることから、日

本における医薬品開発の進捗が他の主要国に遅れてしまう」との意見があった。 

 

（ウ）特許の延長登録の制度が国際的に調和していないことにより、良いこと、良かった

こと（自由記載設問） 

 

 複数の先発品企業からは、複数回延長が可能であるため市場での独占期間が長い点が挙

げられていた。また、製品の多面的な保護、欧米で延長できない特許の延長が可能な点も

挙げられていた。 

 「制度の立法趣旨が異なるので、制度設計も異なるのは当然のことである。」との意見

もあった。 

 

（エ）医薬品を対象とした延長登録出願の要件について 

 

 延長対象や期間について、適切と考えられるものについて質問した。 

 その結果、「延長登録の対象となる特許」については、「有効成分の物質特許」、「用

途の特許」の順に回答が多く、回答数はそれぞれ93者、79者であった。「製造方法の特

許」及び「製剤の特許」と回答したのは、回答者数の半数弱（55者、57者）であった。 

 「延長登録の対象となる製造販売承認（処分）」については、「有効成分の初回処

分」、「全ての処分」の回答数がほぼ同数であり、それぞれ44者、42者であった。 

 「延長可能な特許の数」については、「複数回（上限なし）」が一番多く、51者が回答

しており、「１特許のみ」の回答数は36者であった。 

 「１特許当たり延長可能な回数」については、「１回のみ」が一番多く、59者が回答し

ており、「複数回（上限なし）」の回答数は33者であった。 

 「延長された特許権の効力範囲」については、「延長登録の理由となった製造販売承認

（処分）の対象の有効成分、かつ、効能効果が同じ範囲に加え、同じ有効成分について後

の処分で認められた効能効果の範囲も追加される」、「延長登録の理由となった製造販売

承認（処分）の対象の有効成分、かつ、効能効果が同じ範囲に限る」、「延長登録の理由

となった製造販売承認（処分）の対象の「成分、分量、用法、用量、効能、効果」が同じ

範囲に限る」、「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、

添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る」の順に回答が多く、回答数はそれぞれ30

者、28者、21者、15者であった。 
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【図表Ⅳ-9】アンケート各回答数 

 

・延長登録の対象となる特許 

 

 

 

・延長登録の対象となる製造販売承認（処分） 

 

 
 

・延長可能な特許の数 

 

 

 

・１特許あたり延長可能な回数 

 

 

件数 割合

ａ 有効成分の物質特許 93 71.0%

ｂ 用途の特許 79 60.3%
ｃ 製造方法の特許 55 42.0%
ｄ 製剤の特許 57 43.5%
ｅ その他 7 5.3%
ｆ わからない 26 19.8%

無回答 7 5.3%

131 100.0%回答者数

件数 割合

ａ 有効成分の初回処分 44 33.6%

ｂ 全ての処分 42 32.1%
ｃ その他 8 6.1%
ｄ わからない 33 25.2%

無回答 7 5.3%

131 100.0%回答者数

件数 割合

ａ １特許のみ 36 27.5%
ｂ 複数回（上限あり） 7 5.3%
ｃ 複数回（上限なし） 51 38.9%
ｄ わからない 31 23.7%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数

件数 割合

ａ １回のみ 59 45.0%

ｂ 複数回（上限あり） 5 3.8%
ｃ 複数回（上限なし） 33 25.2%
ｄ わからない 27 20.6%

無回答 7 5.3%

131 100.0%回答者数
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・延長された特許権の効力範囲 

 

 

 

 「延長された特許権の効力範囲」の「その他」の意見としては、「製造販売承認（処

分）が得られるまで実施できない範囲全て。」、「延長登録の理由となった製造販売承認

（処分）の対象の製品に依拠するかたちでなされる簡略申請によって承認される医薬品

（例：先発医薬品のデータに依拠して承認される後発医薬品）に及ぶ効力範囲。」との意

見もあった。 

 また、「初回処分は上記(c)、二回目以降の処分は(a)又は(b)。」と、処分により異な

るべきという意見もあった。 

 

②ヒアリング結果 

 

(a)再生医療等製品関連企業 

 

 延長登録の対象となる特許については、「製品に関わる製法や試験法等も含めた種々の

特許が（延長対象として）保護される方が望ましいと考える。」、「一つの製品について

複数の特許が延長されていれば、その中で無効になるものがあっても、有効なものが一つ

でも残れば製品は引き続き保護できる。」との意見があった。一方、「後発品参入阻止の

ためだけが目的と思われる特許は延長対象とすべきでないと考えている。」との意見もあ

った。 

 延長登録の対象となる製造販売承認については、「延長の趣旨は利益を回収できない期

間を補填することであることを考えると、２回目以降の承認については、初回承認により

その製品について既にビジネスを開始した後であるため、そのような承認まで補填の対象

件数 割合

ａ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、
添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

15 11.5%

ｂ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「成分、分量、
用法、用量、効能、効果」が同じ範囲に限る

21 16.0%

ｃ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の有効成分、か
つ、効能効果が同じ範囲に限る

28 21.4%

ｄ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の有効成分、か
つ、効能効果が同じ範囲に加え、同じ有効成分について後の処分で認め
られた効能効果の範囲も追加される

30 22.9%

ｅ その他 6 4.6%
ｆ わからない 32 24.4%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数
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にするというのは違和感がある。」、「延長の対象があまり多岐にわたると、後から参入

する企業は権利関係が把握しづらく、混乱する。」との意見があった。 

 延長期間の算定方法については、「再生医療等製品は治験期間が非常に長いが、その期

間を全て延長期間に組み込むのは問題と考えている。その点では、米国型の算定方法が一

理あると思う。」との意見があった。 

 延長された特許権の効力範囲については、「パイオニア発明を保護する特許の延長され

た効力範囲については、日本の 高裁判決に基づく権利範囲の解釈では狭いのではないか

と感じる。」との意見があった。 

  

 

(b)体外診断用医薬品関連企業 

 

 延長登録の対象となる特許については、「製剤の特許は、後発企業が参入しやすい分野

であるので、延長を認めるべきではない。」との意見があった。 

 延長登録出願を行うことが可能な時期については、現行制度が特許権の登録後に行われ

た処分のみを対象としていることについて、「権利範囲を確定させてから延長を認めたほ

うが、ウォッチングする側にとって負担が少ない。日本の延長制度は、特許権の登録後に

行われた処分のみを対象としているので、その点ではバランスが取れていると感じてい

る。」という意見があった。 

 延長された特許権の効力範囲については、「添付文書の記載はあくまで例示にすぎない

ため、添付文書の範囲のみでは狭すぎる。」との意見があった。 

 また、「日本の制度は、１処分につき複数の特許権が延長できる等、全体的にみて先発

企業に有利な制度になっている。」、「延長の対象となる品目及び特許権は少ない方がよ

いと考える。」との意見があった。 

 

(c)医療機器関連企業 

 

 延長登録の対象となる製造販売承認については、「米国では、延長対象として医療機器

が入っており、選択が可能という点では好ましいのではないか。」との意見があった。 

 延長可能な回数については、「製品によって保護する特許のパターンが異なるので、製

品によって、好ましい制度が異なるように思う。」、「他社特許のウォッチングを考慮す

ると、延長機会が多い日本型よりは、より少ない欧米型が良いのではないかと思う。」と

の意見があった。 

 延長された特許権の効力範囲については、「米国の弁護士から、『ハードウエア特許は、

延長の効力がどこまで及ぶかの判断が難しく、ケースバイケースの判断になるため、一般
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論を述べることは困難である』という話を聞いたことがある」との話があった。 

 また、「客観的に制度として見たとき、米国型の規定が合理的に思える項目が多い。」、

「医療機器は約２～３年ごとにモデルチェンジを行うので、新しい技術を搭載する場合は、

その都度特許出願を行ってその技術を保護している。そのため、出願から２５年後まで特

許権を延長したいというニーズは小さいように思われる。」との意見があった。 

 

（ⅴ）延長登録制度に対して求めることについて 

 

 アンケート（設問【Q9】、自由記載設問）及びヒアリングの結果において、以下のよう

な意見があった。 

 

・ 登録の要件と権利行使の範囲を統一する。 

・ 有効成分やそれを製造する方法以外の特許は延長を決めて欲しくない。後発品参入の

障害となる。 

・ 延長登録出願は要件をシンプルにして広く登録を認めるべき。 

・ 延長の効果については、特許請求の範囲内で、対象処分に対応するGE製品が承認され

ないような範囲まで及ぶべき。 

・ 延長された特許権の効力範囲を明確にして頂きたい。 

・ 真に革新的な医療を提供する発明に対する保護。 

・ 先発と後発の訴訟回避ができるように、制度がわかりやすく、延長の効力範囲が明瞭

であること。 

・ 欧米の制度のように分かりやすい制度にすべきである。 

・ 改良発明（物質より後の出願）等に 大特許期間（製造承認からのCAP）を設けるこ

とも一案ではないかと考える。 

・ 延長した特許請求の範囲の解釈について、特許庁と裁判所のダブルスタンダードにな

らないようなガイドラインを制定してほしい。 

・ 先発メーカーのイノベーションへの投資に対して、それを適切に回収できるような、

延長制度であること。 

・ 体外診断用医薬品では、臨床性能試験の際に届け出が不要であるため、延長期間の始

点がはっきりしない。より実態に即した制度設計が必要ではないかと感じる。 
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（２） 再生医療等製品に関する質問 

 

（ⅰ）再生医療等製品における延長登録の対象となる特許の種類について 

 

①アンケート結果（設問【Q10】） 

 

 「構成細胞・導入遺伝子に関する特許（構成細胞・導入遺伝子自体の特許のほか、その

用途特許や製造方法の特許、構成細胞・導入遺伝子を含む製剤の特許など）」の回答数が

一番多く、20者であった。 

 延長登録の対象となる特許の種類について、より範囲が狭い「構成細胞・導入遺伝子自

体の特許」と回答したのは5者、逆により範囲が広い「全ての特許（例えば、細胞・遺伝

子以外の成分に関する特許、培地・培養液の特許、組織運搬用チューブの特許等、構成細

胞・導入遺伝子を含まない構成体に関する特許も含まれる）」と回答したのは12者であっ

た。 

 

【図表Ⅳ-10】アンケート各回答数 

 

 

 

 「その他」の意見としては、「現実問題として、複雑・多様で変化する生き物である細

胞の特許化は難しい。」との意見もあった。 

 

②ヒアリング結果 

 

 「全ての特許（例えば、細胞・遺伝子以外の成分に関する特許、培地・培養液の特許、

組織運搬用チューブの特許等、構成細胞・導入遺伝子を含まない構成体に関する特許も含

まれる）」に含まれる「構成細胞・導入遺伝子を含まない構成体に関する特許」について

件数 割合

① 構成細胞・導入遺伝子自体の特許 5 13.2%

② 構成細胞・導入遺伝子に関する特許（構成細胞・導入遺伝子自体の特
許のほか、その用途特許や製造方法の特許、構成細胞・導入遺伝子を
含む製剤の特許など）

20 52.6%

③ 全ての特許（例えば、細胞・遺伝子以外の成分に関する特許、培地・培
養液の特許、組織運搬用チューブの特許等、構成細胞・導入遺伝子を含
まない構成体に関する特許も含まれる）

12 31.6%

④ その他 2 5.3%
⑤ わからない 5 13.2%

無回答 1 2.6%

38 100.0%回答者数
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は、汎用性があることを理由に基本的に延長対象とすべきではないとしつつ、「効果を治

験で示すことができた物の特許、構成細胞に特化した物の特許、薬事承認前は実施できな

い特許については延長対象としてもよいのではないか。」という意見があった。 

 

（ⅱ）再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）における延長登録

の対象となる製造販売承認（処分）について 

 

①アンケート結果（設問【Q11】） 

 

 「構成細胞又は導入遺伝子の初回処分（但し、延長の効力は、同じ構成細胞又は導入遺

伝子について後の処分で認められる効能効果の範囲も追加される）」の回答が多く、17者

が回答した。「全ての処分（例えば、培地・培養液が変わったことによる処分、組織運搬

用チューブが変わったことによる処分なども含まれる）」は9者であった。 

 

【図表Ⅳ-11】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

②ヒアリング結果 

 

 「全ての処分（例えば、培地・培養液が変わったことによる処分、組織運搬用チューブ

が変わったことによる処分なども含まれる）」に含まれる軽微な変更による処分は、「延

長対象とすべきではない。」との意見があった。 

 また、「再生医療等製品は保護特許が多く、延長可能な回数が少ない方が先行特許の調

査の際に満了時期の予測がしやすい。」との意見があった。 

 

  

件数 割合

① 構成細胞又は導入遺伝子の初回処分（但し、延長の効力は、同じ構成
細胞又は導入遺伝子について後の処分で認められる効能効果の範囲も
追加される）

17 44.7%

② 全ての処分（例えば、培地・培養液が変わったことによる処分、組織運搬
用チューブが変わったことによる処分なども含まれる）

9 23.7%

③ その他 2 5.3%
④ わからない 8 21.1%

無回答 2 5.3%

38 100.0%回答者数
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（ⅲ）再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）における１製造販

売承認（処分）あたり延長可能な特許の数について 

 

①アンケート結果（設問【Q12】） 

 

 「複数特許（上限なし）」の回答が一番多く、20者が回答した。「複数特許（上限あ

り）」、「１特許のみ」はそれぞれ3者、5者であった。 

 

【図表Ⅳ-12】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

（ⅳ）再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）における１特許あ

たり延長可能な回数について 

 

①アンケート結果 

 

（ア）１特許当たり延長可能な回数について（設問【Q13-1】） 

 

 「１回のみ」、「複数回（上限なし）」に回答が割れ、それぞれ回答数は15者、12者で

あった。 

 

【図表Ⅳ-13】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

  

件数 割合

① １特許のみ 5 13.2%

② 複数特許（上限あり） 3 7.9%
③ 複数特許（上限なし） 20 52.6%
④ わからない 8 21.1%

無回答 2 5.3%

38 100.0%回答者数

件数 割合

① １回のみ 15 39.5%

② 複数回（上限あり） 0 0.0%
③ 複数回（上限なし） 12 31.6%
④ わからない 8 21.1%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数
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（イ）１特許あたり延長可能な回数が複数回である場合、延長期間の満了時として望まし

いものについて（設問【Q13-2】） 

 

 「初回延長による満了時と２回目以降の延長による満了時は異なっていてよい」の回答

が一番多かった（14者）。 

 

【図表Ⅳ-14】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

②ヒアリング結果 

 

 １特許当たり複数回の延長が可能な場合、二回目以降の処分についての延長期間につい

て、二回目以降の処分についても実施できない期間はあるため初回処分時より長くなって

も認めるべきという意見と、他社モニターの面から考えると初回処分時に満了日を合わせ

た方が良いという意見があった。 

 

（ⅴ）再生医療等製品における延長された特許権の効力範囲について 

 

①アンケート結果 

 

（ア）延長された特許権の効力範囲として望ましいものについて（設問【Q14-1】） 

 

 「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子、か

つ、効能効果が同じ範囲に加え、同じ構成細胞又は導入遺伝子について後の処分で認めら

れた効能効果の範囲も追加される」、「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の

対象の審査事項（構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び

性能）が同じ範囲に限る」、「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構

成細胞又は導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に限る」の回答がこの順に多く、回答

件数 割合
① 初回延長による満了時と２回目以降の延長による満了時は異なってい

てよい
14 36.8%

② 初回延長による満了時に、２回目以降の延長による満了時を合わせた
方がよい

2 5.3%

③ 初回延長の満了時より２回目以降の延長による満了時が短い場合の
み、初回延長の満了時に合わせた方がよい

5 13.2%

④ わからない 13 34.2%
無回答 4 10.5%

38 100.0%回答者数
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数はそれぞれ9者、7者、6者であった。 

 一番範囲の狭い「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、

添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る」については、回答数は1者のみであった。

また、「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子

及びその他の成分（培地、器具等）、かつ、効能効果が同じ範囲に限る」の回答数は2者

であった。 

 

【図表Ⅳ-15】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

 「その他」の意見としては、「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の

製品に依拠するかたちでなされる簡略申請によって承認される製品に及ぶ効力範囲」との

意見もあった。また、初回処分より二回目以降の処分の延長された効力範囲を狭くすべき

との意見もあった。 

 

（イ）現状の運用に従えば、延長された特許権の効力範囲はどの程度の範囲と判断される

と思われるかについて（設問【Q14-2】） 

 

 「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（構成細胞、導入遺

伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能）が同じ範囲に限る」の回答が

一番多かった（9者）。 

 

件数 割合

① 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、
添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

1 2.6%

② 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（構成
細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能）
が同じ範囲に限る

7 18.4%

③ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は
導入遺伝子およびその他の成分（培地、器具等）、かつ、効能効果が同
じ範囲に限る

2 5.3%

④ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は
導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に限る

6 15.8%

⑤ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は
導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に加え、同じ構成細胞又は導
入遺伝子について後の処分で認められた効能効果の範囲も追加される

9 23.7%

⑥ その他 3 7.9%
⑦ わからない 6 15.8%

無回答 4 10.5%

38 100.0%回答者数
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【図表Ⅳ-16】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

②ヒアリング結果 

 

 後の処分で認められた効能効果の範囲も延長された効力範囲に追加すべきとの意見の理

由として、「再生医療等製品は初回承認では効能がオーファンでしか取れないことが多い

ため承認範囲が狭く、二回目以降の承認で適用拡大される可能性が高い」というコメント

があった。 

 

（ⅵ）再生医療等製品における延長期間について 

 

①アンケート結果 

 

（ア）特許権の存続期間の延長の期間を見直すとしたらどうすべきかについて（設問

【Q15-1】） 

 

 回答対象者の半分以上が「現行と同様、（ 長）５年とすべき」と回答し、回答数は26

者であった。 

 ちなみに、「現行の（ 長）５年より長くすべき」との回答は4者であったが、逆に

「現行の（ 長）５年より短くすべき」との回答者はいなかった。 

 

件数 割合

① 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、
添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

4 10.5%

② 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（構成
細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能）
が同じ範囲に限る

9 23.7%

③ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は
導入遺伝子およびその他の成分（培地、器具等）、かつ、効能効果が同
じ範囲に限る

2 5.3%

④ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は
導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に限る

3 7.9%

⑤ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は
導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に加え、同じ構成細胞又は導
入遺伝子について後の処分で認められた効能効果の範囲も追加される

3 7.9%

⑥ その他 2 5.3%
⑦ わからない 11 28.9%

無回答 4 10.5%

38 100.0%回答者数
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【図表Ⅳ-17】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

 延長の期間を「現行と同様、（ 長）５年とすべき」と回答した理由については、主要

国の制度との調和を図るべきであること、後発品の参入が困難であること、薬事審査期間

の効率化・短期化が進んでいることが挙げられた。 

 「現行の（ 長）５年より長くすべき」と回答した理由については、開発期間が長期で

ある点、条件付承認の場合は特許の実施が制限されている点が挙げられた。 

 

（イ）延長期間の算定方法として、海外（米国、欧州、韓国）の考え方を採用した場合に

不都合はあるかについて（設問【Q15-2】～【Q15-4】） 

 

 米国は「不都合がある」（13者）の方が回答が多かったのに対し、欧州は「不都合はな

い」（17者）の方が回答が多かった。一方、韓国は「不都合がある」、「不都合はない」

の回答がほぼ同数であり、それぞれ12者、11者であった。 

 

【図表Ⅳ-18】アンケート各回答数及び割合 

 

・米国 

 

 
 

件数 割合

① 現行と同様、（最長）５年とすべき 26 68.4%

② 現行の（最長）５年より長くすべき 4 10.5%
③ 現行の（最長）５年より短くすべき 0 0.0%
④ わからない 6 15.8%

無回答 2 5.3%

38 100.0%回答者数

件数 割合

① 不都合がある 13 34.2%

② 不都合はない 8 21.1%
③ その他 1 2.6%
④ わからない 13 34.2%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数
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・欧州 

 

 
 

・韓国 

 

 

 

「不都合がある」と回答した理由について、米国の算定方法は「開発に要した期間が延

長期間に十分反映されない」、「十分な投資回収ができない可能性がある」、欧州の算定

方法は「実施の意図がなかった期間も延長登録の対象となる」、韓国の算定方法は「海外

での臨床試験結果を参入できない」との意見があった。 

 

②ヒアリング結果 

 

 延長の期間を「現行と同様、（ 長）５年とすべき」と回答した理由について、「再生

医療等製品の薬事審査期間が長かったのはこれまで審査の蓄積がなかったからであり、今

後は審査に必要なポイントが明確化され審査期間が短くなってくると思う。」とのコメン

トがあった。 

 

（ⅶ）製造販売承認（処分）に対応する特許権について 

 

①アンケート結果 

 

（ア）再生医療等製品について、製造販売承認（処分）（現在ＰＭＤＡに申請中の製品、

将来申請予定の製品も含む）に対応する特許権を取得しようとしているかについて（設問

【Q16-1】） 

件数 割合

① 不都合がある 5 13.2%

② 不都合はない 17 44.7%
③ その他 1 2.6%
④ わからない 11 28.9%

無回答 4 10.5%

38 100.0%回答者数

件数 割合
① 不都合がある 12 31.6%

② 不都合はない 11 28.9%
③ その他 1 2.6%
④ わからない 11 28.9%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数
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 「はい（取得しようとしている）」の回答が多く、全回答者数の７割程度であった（27

者）。取得しようとしている特許は「構成細胞・導入遺伝子に関する特許（構成細胞・導

入遺伝子自体の特許のほか、その用途特許や製造方法の特許、構成細胞・導入遺伝子を含

む製剤の特許など）」の回答が多く、20者が回答しており、「構成細胞・導入遺伝子自体

の特許」は4者のみであった。 

 

【図表Ⅳ-19】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

※「はい」詳細 

 

 

（イ）薬事審査の流れで製造販売承認（処分）を受けた内容が申請当初より変更された結

果、処分の内容と対応する特許のクレーム範囲にずれが生じて困ることの想定について

（設問【Q16-2】） 

 

 「はい（想定される）」の回答の方が多かった（13者）。 

 

【図表Ⅳ-20】アンケート各回答数及び割合 

 

 

件数 割合

① はい 27 71.1%

② いいえ 6 15.8%
無回答 5 13.2%

38 100.0%回答者数

件数 割合

ａ 構成細胞・導入遺伝子自体の特許 4 14.8%

ｂ 構成細胞・導入遺伝子に関する特許（構成細胞・導入遺伝子自体の特
許のほか、その用途特許や製造方法の特許、構成細胞・導入遺伝子を
含む製剤の特許など）

20 74.1%

ｃ その他 4 14.8%
無回答 2 7.4%

27 100.0%回答者数

件数 割合

① はい 13 34.2%

② いいえ 2 5.3%
③ わからない 18 47.4%

無回答 5 13.2%

38 100.0%回答者数
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 「はい」と回答した理由については、「例えば、特許のクレーム範囲に処分を受けた製

品や用途が包含されないこととなり、延長の対象とならない場合が想定される。」、「製

品の安全性・安定性の観点により、培地成分、添加蛋白質等を変更することがあり得る。」

とのコメントがあった。 

 

②ヒアリング結果 

 

 取得する特許に関しては、構成細胞・導入遺伝子自体の特許以外としては、製造方法、

プロダクトバイプロセス、製剤の特許が挙げられていた。細胞の特許としては、発現マー

カーに特徴のある細胞の出願を行っているとのコメントがあった。また、「今までは、大

学等で確立した技術の移転に基づく開発が主流であり、大学等で行われていなかった製品

化ステージに関する技術について、企業が特許出願している状態であるが、今後は探索段

階から企業が関与した特許出願が増えてくると考えられる。」とのコメントもあった。 

 処分の内容と特許のクレームの範囲とのずれに関しては、原因として、薬事審査過程で

の効能の限定、成分又は用法の変更が挙げられていた。 

 

（ⅷ）厚労省の処分後に特許査定を受ける特許権についても、一定期間に限り、延長登録

出願可能な制度を採用できる場合、その制度についてどう考えるかについて 

 

① アンケート結果（設問【Q17】） 

 

 「不都合はない」の回答の方が多かった（20者）。 

 

【図表Ⅳ-21】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

 「不都合がある」と考えた理由としては、延長登録制度の趣旨にそぐわない点、他者特

許の延長登録の予測が難しくなる点が挙げられていた。 

 「不都合はない」と考えた理由としては、「既に欧州のSPCで認められており問題無い」

件数 割合

① 不都合がある 4 10.5%

② 不都合はない 20 52.6%
③ その他 2 5.3%
④ わからない 9 23.7%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数
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とのコメントがあった。 

 

②ヒアリング結果 

 

 「不都合がある」と考えた理由としては、延長制度の趣旨に反することや、後続品メー

カーによる満了時期の予見が困難となることが挙げられていた。ただし、「（基本的には

不都合があると考えるが）救済措置はあってもいいと思う。」とのコメントもあった。 

 一方、「不都合はない」と考えた理由としては、「条件付き承認は、承認までの期間は

短く、（特許査定より）先に薬事承認が下りることも十分に想定されるので、そのような

特許権についても延長を認める必要性が高いのではないか。」との意見があった。 

 

（ⅸ）後続品開発の可能性について 

 

①アンケート結果 

 

 アンケートの設問としては作成していない。 

 

②ヒアリング結果 

 

 現時点では後続品が開発される可能性はかなり低いと考えているとの回答がほとんどで

あった。 

 その理由としては、細胞の同一性、同等性の判断が困難な点が多く挙げられた。さらに、

そのことが理由で、再生医療等製品の後続品は既製品に対して優れた薬効が求められる可

能性が高く、上市が難しいことが予想される点も挙げられた。 

 

（３） 体外診断用医薬品に関する質問 

 

（ⅰ）体外診断用医薬品における延長登録の対象となる特許の種類について 

 

①アンケート結果（設問【Q24】） 

 

 「「検出対象特異的に直接反応する成分」に関する特許（検出対象特異的に直接反応す

る成分自体の特許のほか、当該成分を含む試薬・検出キット・検出方法の特許、その製造

方法の特許等）」の回答数が一番多く、16者であった。 

 延長登録の対象となる特許の種類について、より範囲が狭い「「検出対象特異的に直接
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反応する成分」自体の特許（検出対象と特定的に直接反応する抗体、プローブ、プライマ

ー、酵素等の特許）」と回答したのは10者、逆により範囲が広い「全ての特許（例えば、

対象試料（コントロール）の特許、電気泳動装置の特許、標識蛍光体の特許、ＥＬＩＳＡ

の特許等も含まれる）」と回答したのは10者であった。 

 

【図表Ⅳ-22】アンケート各回答数 

 

 

 

②ヒアリング結果 

 

 「「検出対象特異的に直接反応する成分」自体の特許」に関しては、バイオマーカーそ

のもので特許が取得できることが少ないため、範囲が狭すぎるとの意見が多かった。 

 「全ての特許（例えば、対象試料（コントロール）の特許、電気泳動装置の特許、標識

蛍光体の特許、ＥＬＩＳＡの特許等も含まれる）」に関しては、研究用試薬の特許、既存

技術の組み合わせにすぎない特許、汎用性の高いものの特許が含まれるため適切ではない

との意見があった。また、「パテントクリアランスの負担が増加するので、あまり望まし

くないように感じる。」との意見もあった。 

 

（ⅱ）体外診断用医薬品における延長登録の対象となる製造販売承認（処分）について 

 

①アンケート結果（設問【Q25】） 

 

 「「検出対象特異的に直接反応する成分」の初回処分（但し、延長の効力は、「同じ検

出対象特異的に直接反応する成分」について後の処分で認められる使用方法の範囲も追加

される）」と「全ての処分（例えば、検出試薬の溶媒が変わったことによる処分、標識蛍

光体の種類が変わったことによる処分なども含まれる）」で回答が割れ、回答数はそれぞ

件数 割合

① 「検出対象特異的に直接反応する成分」自体の特許（検出対象と特定的
に直接反応する抗体、プローブ、プライマー、酵素等の特許）

10 28.6%

② 「検出対象特異的に直接反応する成分」に関する特許（検出対象特異的
に直接反応する成分自体の特許のほか、当該成分を含む試薬・検出
キット・検出方法の特許、その製造方法の特許等）

16 45.7%

③ 全ての特許（例えば、対象試料（コントロール）の特許、電気泳動装置の
特許、標識蛍光体の特許、ＥＬＩＳＡの特許等も含まれる）

10 28.6%

④ その他 2 5.7%

⑤ わからない 3 8.6%
無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数
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れは15者、13者であった。 

 

【図表Ⅳ-23】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

②ヒアリング結果 

 

 「全ての処分（例えば、培地・培養液が変わったことによる処分、組織運搬用チューブ

が変わったことによる処分なども含まれる）」については、「どのような処分であっても、

それなりに期間を要するため、すべての処分を延長の対象にすることが望ましい。」との

意見があったが、一方、「反応液や処理液など、組成物に関する特許もあるが、これらは

申請すると数か月程度で登録を受けられるので、そもそも延長するメリットがない。」と

の意見があった。 

 

（ⅲ）体外診断用医薬品における１製造販売承認（処分）あたり延長可能な特許の数につ

いて 

 

①アンケート結果（設問【Q26】） 

 

 「複数特許（上限なし）」の回答が一番多く、17者が回答した。「複数特許（上限あ

り）」、「１特許のみ」はそれぞれ4者、10者であった。 

 

件数 割合

① 「検出対象特異的に直接反応する成分」の初回処分（但し、延長の効力
は、「同じ検出対象特異的に直接反応する成分」について後の処分で認
められる使用方法の範囲も追加される）

15 42.9%

② 全ての処分（例えば、検出試薬の溶媒が変わったことによる処分、標識
蛍光体の種類が変わったことによる処分なども含まれる）

13 37.1%

③ その他 2 5.7%
④ わからない 5 14.3%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数
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【図表Ⅳ-24】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

②ヒアリング結果 

 

 複数特許の延長については、（ある疾患の診断マーカーに関連して）「さらに細分化し

た特許が複数出願されることがあるが、これらがすべて延長できるとすれば延長対象が広

くなりすぎるように思われる。」との意見があった。 

 

（ⅳ）体外診断用医薬品における１特許あたり延長可能な回数について 

 

①アンケート結果 

 

（ア）１特許当たり延長可能な回数について（設問【Q27-1】） 

 

 「１回」の回答が一番多く、18者が回答した。「複数回（上限あり）」、「複数回（上

限なし）」のそれぞれ回答数は4者、8者であった。 

 

【図表Ⅳ-25】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

（イ）１特許あたり延長可能な回数が複数回である場合、延長期間の満了時として望まし

いものについて（設問【Q27-2】） 

 

 「初回延長による満了時と２回目以降の延長による満了時は異なっていてよい」の回答

件数 割合

① １特許のみ 10 28.6%

② 複数特許（上限あり） 4 11.4%
③ 複数特許（上限なし） 17 48.6%
④ わからない 4 11.4%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数

件数 割合

① １回 18 51.4%

② 複数回（上限あり） 4 11.4%
③ 複数回（上限なし） 8 22.9%
④ わからない 5 14.3%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数
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が一番多かった（14者）。 

 

【図表Ⅳ-26】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

② ヒアリング結果 

 

 「１つの特許について１回の延長が理想と考えている。通常、特徴部分が異なれば、そ

れに対応する数の特許があると考えられるからである。」との意見があった。 

 １特許当たり複数回の延長が可能な場合、「後発企業等にとって、延長期間の満了時期

がわかりにくくなることを避けるため、初回延長による満了時に２回目以降の延長による

満了時を合わせたほうがよい。」という意見があった。 

 

（ⅴ）体外診断用医薬品における延長された特許権の効力範囲について 

 

①アンケート結果 

 

（ア）延長された特許権の効力範囲として望ましいものについて（設問【Q28-1】） 

 

 「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応

する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に加え、同じ「検出対象特異的に直接反応する成

分」について後の処分で認められた使用方法の範囲も追加される」、「延長登録の理由と

なった製造販売承認（処分）の対象の製品について、添付文書に記載された製品と同じ範

囲に限る」、「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（成分、

分量、構造、使用方法、性能）が同じ範囲に限る」の回答がこの順に多く、回答数はそれ

ぞれ8者、7者、6者であった。 

 「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応

する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に限る」、「延長登録の理由となった製造販売承

件数 割合
① 初回延長による満了時と２回目以降の延長による満了時は異なってい

てよい
14 40.0%

② 初回延長による満了時に、２回目以降の延長による満了時を合わせた
方がよい

7 20.0%

③ 初回延長の満了時より２回目以降の延長による満了時が短い場合の
み、初回延長の満了時に合わせた方がよい

2 5.7%

④ わからない 10 28.6%
無回答 2 5.7%

35 100.0%回答者数
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認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応する成分」及びその他の成分、かつ、使

用方法が同じ範囲に限る」の回答数はそれぞれ4者、2者であった。 

 

【図表Ⅳ-27】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

 「その他」の意見としては、「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の

製品に依拠するかたちでなされる簡略申請によって承認される体外診断用医薬品に及ぶ効

力範囲」との意見もあった。 

 

（イ）現状の運用に従えば、延長された特許権の効力範囲はどの程度の範囲と判断される

と思われるかについて（設問【Q28-2】） 

 

 「延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（成分、分量、構造、

使用方法、性能）が同じ範囲に限る」の回答が一番多かった（14者）。 

 

件数 割合

① 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、
添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

7 20.0%

② 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（成
分、分量、構造、使用方法、性能）が同じ範囲に限る

6 17.1%

③ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異
的に直接反応する成分」およびその他の成分、かつ、使用方法が同じ範
囲に限る

2 5.7%

④ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異
的に直接反応する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に限る

4 11.4%

⑤ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異
的に直接反応する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に加え、同じ「検出
対象特異的に直接反応する成分」について後の処分で認められた使用
方法の範囲も追加される

8 22.9%

⑥ その他 3 8.6%
⑦ わからない 5 14.3%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数
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【図表Ⅳ-28】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

②ヒアリング結果 

 

 延長された特許権の効力範囲として望ましいものについて、「バイオマーカーに関する

特許の場合、効力範囲としては選択肢の④（延長登録の理由となった製造販売承認（処分）

の対象の「検出対象特異的に直接反応する成分」）が妥当」、「体外診断用医薬品の場合、

医薬品と比較して特許権の権利範囲がわかりにくく、また、判例の蓄積もないため、延長

された特許権の効力範囲は、承認を受けた製品の「添付文書に記載された製品と同じ範囲

に限る」ことが望ましい」というコメントがあった。 

 

（ⅵ）体外診断用医薬品における延長期間について 

 

①アンケート結果 

 

（ア）特許権の存続期間の延長の期間を見直すとしたらどうすべきかについて（設問

【Q29-1】） 

 

 回答対象者の半分以上が「現行と同様、（ 長）５年とすべき」と回答し、回答数は25

者であった。 

 ちなみに、「現行の（ 長）５年より長くすべき」との回答数は1者、逆に「現行の

件数 割合

① 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、
添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

8 22.9%

② 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（成
分、分量、構造、使用方法、性能）が同じ範囲に限る

14 40.0%

③ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異
的に直接反応する成分」およびその他の成分、かつ、使用方法が同じ範
囲に限る

3 8.6%

④ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異
的に直接反応する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に限る

0 0.0%

⑤ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異
的に直接反応する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に加え、同じ「検出
対象特異的に直接反応する成分」について後の処分で認められた使用
方法の範囲も追加される

2 5.7%

⑥ その他 1 2.9%
⑦ わからない 7 20.0%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数
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（ 長）５年より短くすべき」との回答数は3者であった。 

 

【図表Ⅳ-29】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

 「現行と同様、（ 長）５年とすべき」と回答した理由については、国際調和の他、希

少疾患については検体を集める期間が長くなる点が挙げられた。 

 「現行の（ 長）５年より短くすべき」と回答した理由については、技術のライフサイ

クルが短い点が挙げられた。 

 

（イ）延長期間の算定方法として、海外（米国、欧州、韓国）の考え方を採用した場合に

不都合はあるかについて（設問【Q29-2】～【Q29-4】） 

 

 米国、欧州、韓国のいずれも「不都合はない」の回答の方が多かった。 

 

【図表Ⅳ-30】アンケート各回答数及び割合 

 

・米国 

 

 
 

件数 割合

① 現行と同様、（最長）５年とすべき 25 71.4%

② 現行の（最長）５年より長くすべき 1 2.9%
③ 現行の（最長）５年より短くすべき 3 8.6%
④ わからない 6 17.1%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数

件数 割合

① 不都合がある 3 8.6%

② 不都合はない 12 34.3%
③ その他 1 2.9%
④ わからない 19 54.3%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数
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・欧州 

 

 
 

・韓国 

 

 
 

②ヒアリング結果 

 

 延長の期間について、体外診断用医薬品は承認にかかる期間が短いことや国際調和の観

点から現行と同様に 長５年とすべきとの意見、「体外診断用医薬品は、ライフサイクル

が短く、数年後には別の測定方法や試薬が開発されるのが普通である。また、診断の精度

を上げるために日々改良を行っているので、製品が陳腐化しやすい。」との背景から５年

より短くても問題ないとの意見があった。 

 

（ⅶ）製造販売承認（処分）に対応する特許権について 

 

①アンケート結果 

 

（ア）体外診断用医薬品について、製造販売承認（処分）に対応する特許権が存在したか

について（設問【Q30-1】） 

 

 「はい」（17者）の回答が「いいえ」（12者）の回答より若干多かった。取得した特許

については、「「検出対象特異的に直接反応する成分」に関する特許（検出対象特異的に

直接反応する成分自体の特許のほか、当該成分を含む試薬・検出キット・検出方法の特許、

その製造方法の特許等）」の回答が一番多く、13社が回答しており、「反応系に関与する

件数 割合

① 不都合がある 2 5.7%

② 不都合はない 12 34.3%
③ その他 1 2.9%
④ わからない 20 57.1%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数

件数 割合

① 不都合がある 3 8.6%

② 不都合はない 15 42.9%
③ その他 0 0.0%
④ わからない 17 48.6%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数
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成分のうち、「検出対象特異的に直接反応する成分」自体の特許（検出対象と特定的に直

接反応する抗体、プローブ、プライマー、酵素等の特許）」は回答数が9者であり、前者

回答より若干少なかった。 

 

【図表Ⅳ-31】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

※「はい」詳細 

 

 

（イ）薬事審査の流れで製造販売承認（処分）を受けた内容が申請当初より変更された結

果、処分の内容と対応する特許のクレーム範囲にずれが生じて困ったことについて（設問

【Q30-2】） 

 

 ほとんどが「いいえ（困ったことはない）」と回答した。 

 

【図表Ⅳ-32】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

件数 割合

① はい 17 48.6%

② いいえ 12 34.3%
無回答 6 17.1%

35 100.0%回答者数

件数 割合

ａ 反応系に関与する成分のうち、「検出対象特異的に直接反応する成分」
自体の特許（検出対象と特定的に直接反応する抗体、プローブ、プライ
マー、酵素等の特許）

9 52.9%

ｂ 「検出対象特異的に直接反応する成分」に関する特許（検出対象特異的
に直接反応する成分自体の特許のほか、当該成分を含む試薬・検出
キット・検出方法の特許、その製造方法の特許等）

13 76.5%

ｃ 全ての特許（例えば、対照試料（コントロール）の特許、電気泳動装置の
特許、標識蛍光体の特許、ＥＬＩＳＡの特許等も含まれる）

4 23.5%

ｄ その他 0 0.0%
無回答 1 5.9%

17 100.0%回答者数

件数 割合

① はい 1 2.9%

② いいえ 29 82.9%
無回答 5 14.3%

35 100.0%回答者数
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②ヒアリング結果 

 

 「検出対象特異的に直接反応する成分」自体の特許としては、新規抗体、遺伝子配列に

関する特許があるとのコメントがあった。 

 「検出対象特異的に直接反応する成分」自体以外の特許としては、測定方法、試薬（診

断薬）、診断キット、コントロール、組成物の安定性に関する特許があるとのコメントが

あった。 

 

（ⅷ）厚労省の処分後に特許査定を受ける特許権についても、一定期間に限り、延長登録

出願可能な制度を採用できる場合、その制度についてどう考えるかについて 

 

①アンケート結果（設問【Q31】） 

 

 「不都合はない」のコメントの方が多かった（12者）。 

 

【図表Ⅳ-33】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

 「不都合がある」と考えた理由としては、特許の存続期間が侵食されていない点、第三

者の監視負担の問題が挙げられていた。 

 「不都合はない」と考えた理由としては、体外用診断薬は医薬品に比べ承認までの時間

が短く、特許査定前に承認されることが一定数想定される点が挙げられていた。「特許査

定もしくは処分の何れか遅い方となど、延長登録出願の時期的要件の緩和がなされると有

効に使えるのではないか」とのコメントもあった。 

 

②ヒアリング結果 

 

 現行制度と異なり処分後に延長登録を認める制度の場合、「厚労省の処分が下りた後で

もクレームを補正することが可能となる。ウォッチングする側としては、予期していなか

った特許権が延長されることになるので、不都合が生じる場合がある」とのコメントがあ

件数 割合

① 不都合がある 7 20.0%

② 不都合はない 12 34.3%
③ その他 0 0.0%
④ わからない 12 34.3%

無回答 4 11.4%

35 100.0%回答者数
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った。 

 

（４） 医療機器に関する質問 

 

（ⅰ）製造販売承認（処分）を受けることが必要であるために、特許発明の実施をするこ

とができない期間について 

 

①アンケート結果（設問【Q40】） 

 

 「６ヶ月～１年未満」が一番多く、回答数は12者であった。「６ヶ月未満」、「１年～

２年未満」の回答数はそれぞれ7者、8者であった。 

 一方、「２年～３年未満」、「３年以上」の回答数はそれぞれ5者、4者であり、２年以

上実施できないと答えた回答数全体は合計9者であった。 

 

【図表Ⅳ-34】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

②ヒアリング結果 

 

 「クラスIV製品では、2～3年もしくは3年以上の期間のものがある。」、「治験で長期

間要するものはない。そのため、延長の必要は特に感じていない。」との意見があった。 

 

（ⅱ）米国における医療機器の延長について 

 

①アンケート結果 

 

（ア）医療機器について米国で製造・販売等を行っているかについて（設問【Q41-1】） 

 

 「経験なし」（28者）が「経験あり」（18者）より回答が多かった。 

件数 割合

① ６ヶ月未満 7 14.9%

② ６ヶ月～１年未満 12 25.5%
③ １年～２年未満 8 17.0%
④ ２年～３年未満 5 10.6%
⑤ ３年以上 4 8.5%

無回答 16 34.0%

47 100.0%回答者数
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【図表Ⅳ-35】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

(イ)米国における医療機器の延長登録出願の利用経験について（設問【Q41-2】） 

 

 回答企業のうち、米国において医療機器の延長登録出願の利用経験のある企業は存在し

なかった。 

 

【図表Ⅳ-36】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

 米国で医療機器の延長登録出願を利用しなかった理由としては、「延長の必要性がな

い」、「対象となる製品を販売していない」、「一件の特許の権利満了による影響がそれ

ほど大きくない」、といった点が挙げられた。 

 

(ウ) 米国で医療機器の特許権が期間延長登録されることにより困った経験について（設

問【Q41-3】） 

 

 回答企業の大多数が「いいえ（困っていない）」と回答した。 

 

【図表Ⅳ-37】アンケート各回答数及び割合 

 

 

件数 割合

① 経験あり 18 38.3%

② 経験なし 28 59.6%
無回答 1 2.1%

47 100.0%回答者数

件数 割合

① 経験あり 0 0.0%

② 経験なし 46 97.9%
無回答 1 2.1%

47 100.0%回答者数

件数 割合

① はい 1 2.1%

② いいえ 40 85.1%
無回答 6 12.8%

47 100.0%回答者数
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 困った理由としては、権利範囲の確定や延長期間の確認が必要な点が挙げられた。 

 

②ヒアリング結果 

 

 「今後、延長対象となるPMA対象製品を販売することがあれば、延長を検討する可能性

がある。」、「米国で医療機器特許の延長が認められていることにより、権利範囲や延長

期間の確認の検討が必要である問題点がある。」とのコメントがあった。 

 

（ⅲ）日本で医療機器の特許権の期間延長登録が認められないことについて 

 

①アンケート結果（設問【Q42】） 

 

 日本で医療機器の特許権の期間延長登録が認められないことで、困っている、もしくは

困った経験はあるかと質問した結果、回答企業の大多数が「いいえ」と回答した。 

 

【図表Ⅳ-38】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

 困った理由としては、販売期間が短くなる点が挙げられた。 

 

②ヒアリング結果 

 

 上記アンケート結果に追加の意見は以下の通り。 

 

 「承認にかかる期間は半年～1年程度で、新製品開発サイクルも短く、20年以上の権利

の必要性は格段高くはない。」、「自社の医療機器は薬事審査期間が短い傾向があり、特

許登録までに製造販売承認されるものが多く、もし医療機器の特許について延長が認めら

れていたとしても延長要件を満たさない製品が多いと思われる。」との意見があった。 

 

件数 割合

① はい 4 8.5%

② いいえ 39 83.0%
無回答 4 8.5%

47 100.0%回答者数
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（ⅳ）他社が医療機器の特許権を２０年よりも長い期間独占すると仮定した場合、どのよ

うに考えるかについて 

 

①アンケート結果（設問【Q43】） 

 

 期間延長を認めるべきという回答と、期間延長が導入されることは望ましくないという

回答がほぼ同数であり、それぞれ14者、16者であった。 

 

【図表Ⅳ-39】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

 なお、上記質問の集計結果について、開発製品のクラス分類別（設問【Q3-2】③(1)の

回答に基づく）及びPMDA申請区分別（設問【Q3-2】③(2)回答に基づく）、ならびに特許

発明の実施ができない期間別（設問【Q40】回答に基づく）にクロス集計を行ったとこ

ろ、以下の結果が得られた。 

 

【図表Ⅳ-40】クロス集計結果 

 

・開発製品のクラス分類別のクロス集計 

 

 

 

件数 割合

① 医療機器の特許権についても、医薬品等と同様に、期間延長が認めら
れるべきである

14 29.8%

② 医療機器の特許権について期間延長が導入されることは、望ましくない 16 34.0%
③ その他 2 4.3%
④ わからない 14 29.8%

無回答 1 2.1%

47 100.0%回答者数

クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ クラスⅣ 無回答

①医療機器の特許権についても、医薬品等と同様
に、期間延長が認められるべきである

6 6 5 4 0

②医療機器の特許権について期間延長が導入され
ることは、望ましくない

11 11 7 4 0

③その他 1 0 0 0 0
④わからない 10 6 4 3 0
無回答 0 0 0 0 1

Q43
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・開発製品のPMDA申請区分別のクロス集計 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クラスⅠ

クラスⅡ

クラスⅢ

クラスⅣ

無回答

①医療機器の特許権についても、医

薬品等と同様に、期間延長が認めら

れるべきである

②医療機器の特許権について期間

延長が導入されることは、望ましくな

い

③その他

④わからない

無回答

新医療機器 改良医療機器 後発医療機器 無回答

①医療機器の特許権についても、医薬品等と同様
に、期間延長が認められるべきである

6 3 5 1

②医療機器の特許権について期間延長が導入され
ることは、望ましくない

5 7 8 3

③その他 0 0 0 1
④わからない 2 5 3 5
無回答 0 0 0 1

Q43

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新医療機器

改良医療機器

後発医療機器

無回答

①医療機器の特許権についても、医

薬品等と同様に、期間延長が認めら

れるべきである

②医療機器の特許権について期間

延長が導入されることは、望ましくな

い

③その他

④わからない

無回答



 

- 97 - 

・特許発明の実施ができない期間別のクロス集計 

 

 

 

 

 

 開発する医療機器のクラスが高いか、特許発明の実施ができない期間が長い企業ほど延

長ニーズが高い傾向が示された。また、新医療機器を開発する企業において、その他の企

業と比較して延長ニーズが高い傾向が示された。 

 

 「その他」の意見としては、一定の範囲で認めるべき、社会的要請度合いによって判断

すべき、との意見があった。 

 

 期間延長が認められるべき、と回答した理由としては、承認が必要な製品の開発費用回

収の長期化、自社製品の根幹技術保護が挙げられていた。 

 期間延長が導入されることは望ましくない、と回答した理由としては、審査期間／製品

ライフサイクルの短さ、医療機器一製品当たりの保護特許が複数である点、満了時期の早

期確定の必要性、マイナーチェンジ技術の特許取得による製品保護の実質的な延長が望ま

しくない、延長による産業発達阻害の可能性が挙げられていた。 

 

①6月未満 ②6月-1年 ③1-2年 ④2-3年 ⑤3年以上 無回答

①医療機器の特許権についても、医薬品等と同様
に、期間延長が認められるべきである

2 2 3 3 2 2

②医療機器の特許権について期間延長が導入され
ることは、望ましくない

2 7 3 1 2 5

③その他 1 0 0 0 0 1
④わからない 2 3 2 1 0 5
無回答 0 0 0 0 0 1

Q43

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①6月未満

②6月‐1年

③1‐2年

④2‐3年

⑤3年以上

無回答

①医療機器の特許権についても、医

薬品等と同様に、期間延長が認めら

れるべきである

②医療機器の特許権について期間

延長が導入されることは、望ましくな

い

③その他

④わからない

無回答
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②ヒアリング結果 

 

 「この分野では、ある1つの特許が基本特許になって、その特許によって身動きが取れ

なくなるという可能性は低く、一般的に設計回避の余地があると考える。」ために他者特

許の延長を問題としないとの意見、医療機器は製品ライフサイクルが非常に短く延長する

必要性は高くないとの意見があった。 

 

（ⅴ）改良製品を出すまでの期間について 

 

①アンケート結果（設問【Q44】） 

 

 「３年未満」、「３年～５年未満」の回答がほぼ同数で、それぞれ18者、17者であった。

それに対し、「５年～１０年未満」を回答したのは合計7者であり、「１０年以上」と回

答したものはいなかった。 

 

【図表Ⅳ-41】アンケート各回答数及び割合 

 

 
 

 

②ヒアリング結果 

 

 「アプリケーションなどのソフトウェアでは、特に改良製品までの期間が短い。」、

「医療機器は、概ね３年以内にマイナーチェンジを行うことが多い。」とのコメントがあ

った。 

 

  

件数 割合

① ３年未満 18 38.3%

② ３年～５年未満 17 36.2%
③ ５年～１０年未満 7 14.9%
④ １０年以上 0 0.0%

無回答 10 21.3%

47 100.0%回答者数
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（ⅵ）安全性の審査の申請から製造販売承認（処分）までの手続にかかる期間について 

 

①アンケート結果 

 

（ア）医療機器について、安全性の審査の申請から製造販売承認（処分）までの手続にか

かる期間が常態的に2年以上の長期間がかかり、特許された発明が実施できないため、他

の技術分野よりも発明の保護が著しく欠けていると考えられるかについて（設問【Q45-

1】） 

 

 「いいえ」（17者）の回答が「はい」（8者）より多かった。 

 

【図表Ⅳ-42】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

 なお、上記質問の集計結果について、開発製品のクラス分類別（設問【Q3-2】③(1)の

回答に基づく）及びPMDA申請区分別（設問【Q3-2】③(2)回答に基づく）にクロス集計を

行ったところ、以下の結果が得られた。 

 

【図表Ⅳ-43】クロス集計結果 

 

・開発製品のクラス分類別のクロス集計 

 

 

 

件数 割合

① はい 8 17.0%

② いいえ 17 36.2%
③ その他 1 2.1%
④ わからない 20 42.6%

無回答 1 2.1%

47 100.0%回答者数

クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ クラスⅣ 無回答

①はい 3 4 3 3 0
②いいえ 9 10 7 2 0
③その他 1 1 1 1 0
④わからない 15 8 5 5 0
無回答 0 0 0 0 1

Q45-
1
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・開発製品のPMDA申請区分別のクロス集計 

 

 
 

 

 

 開発する医療機器のクラスが高いほど、薬事審査期間が長いため他の技術分野よりも発

明の保護が著しく欠けていると考える傾向が示された。また、新医療機器を開発する企業

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クラスⅠ

クラスⅡ

クラスⅢ

クラスⅣ

無回答

①はい

②いいえ

③その他

④わからない

無回答

新医療機器 改良医療機器 後発医療機器 無回答

①はい 3 2 2 1
②いいえ 5 5 7 4
③その他 1 1 1 0
④わからない 4 7 6 5
無回答 0 0 0 1

Q45-
1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新医療機器

改良医療機器

後発医療機器

無回答

①はい

②いいえ

③その他

④わからない

無回答
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において、その他の企業と比較して、薬事審査期間が長いため他の技術分野よりも発明の

保護が著しく欠けていると考える傾向が示された。 

 

 「その他」の意見としては、「常態的に長期間かかるか否かはわからないが、特許され

た発明が実施できない期間があるのは他の技術分野に比べて発明の保護が欠けている」点

が挙げられていた。 

 

（イ）発明の保護が著しく欠けていると考える医療機器は、機器の種類、名称、製品カテ

ゴリー等で客観的に明確に区分できるかについて（設問【Q45-2】） 

 

 前問の【Q45-1】で「はい（安全性の審査の申請から製造販売承認（処分）までの手続

にかかる期間が常態的に2年以上の長期間がかかり、特許された発明が実施できないた

め、他の技術分野よりも発明の保護が著しく欠けている）」と回答した者を対象として質

問したところ、「いいえ」の回答が半数を超えていた（5者）。 

 

【図表Ⅳ-44】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

②ヒアリング結果 

 

 「審査手続きには２年もかからず、発明の保護が特に欠けているとは感じない。」、

「自己実施については、延長はされなくても担保されており、問題は感じない。」、との

意見があった。 

 

（ⅶ）医療機器のクラス分類に基づいて延長対象を定めることについて 

 

①アンケート結果（設問【Q46】） 

 

 「クラス分類に基づいて延長対象を決めることは不適切」と回答した企業が半数近く

（20者）であった。クラス分類に基づいて延長対象を定める場合は、クラスⅢ、クラスⅣ

件数 割合

① はい 2 25.0%

② いいえ 5 62.5%
③ その他 0 0.0%

無回答 1 12.5%

8 100.0%回答者数
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と回答した企業が比較的多かった。 

 

【図表Ⅳ-45】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

②ヒアリング結果 

 

 「クラスで（延長の）対象を限定することには不公平感がある。」、「（クラス分類だ

けでなく）治験の要否などを考慮するべきではないか。」、「機器や装置の細部に関する

特許は汎用性が高いため、延長が認められると他者に与える影響が大きいと思われる。ま

た、機器や装置は、特許調査が非常に難しいため、機器や装置に関する全ての特許が延長

の対象になるとパテントクリアランスの面で不安がある。」との意見があった。 

 

（ⅷ）「有効成分」に相当するものが医療機器にはあると考えるかについて 

 

①アンケート結果（設問【Q47】） 

 

 「ない」（12者）の回答が「ある」（8者）を上回った。 

 

  

件数 割合

① クラスＩ（例：体外診断用機器、鋼製小物、Ｘ線フィルム、歯科技工用用
品）を全て延長対象とすることが適切

2 4.3%

② クラスＩＩ（例：ＭＲＩ装置、電子内視鏡、消化器用カテーテル、超音波診断
装置）を全て延長対象とすることが適切

2 4.3%

③ クラスＩＩＩ（例：透析器、人工骨、人工呼吸器）を全て延長対象とすることが
適切

7 14.9%

④ クラスＩＶ（例：ペースメーカ、人工心臓弁、ステントグラフト）を全て延長対
象とすることが適切

7 14.9%

⑤ クラス分類に基づいて延長対象を決めることは不適切 20 42.6%
⑥ その他 0 0.0%
⑦ わからない 14 29.8%

無回答 3 6.4%

47 100.0%回答者数
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【図表Ⅳ-46】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

 「ある」と考える場合、具体的に何が相当すると考えるかについては、診断機器の測定

原理（測定原理が診断のための主な部分）、インプラントの原材料（原材料が骨の接合な

どの効果を奏するための部分）、低周波治療機における出力波形、ある治療を行うに際し

て特徴的な構造等が挙げられた。 

 

件数 割合

① ある 8 17.0%

② ない 12 25.5%
③ わからない 26 55.3%

無回答 1 2.1%

47 100.0%回答者数
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４． 再生医療を研究している大学等に対するヒアリング結果 

 

 再生医療を研究している大学等を対象とし、再生医療研究の現状及び再生医療等製品の

特許権期間延長に関する意見について調査を行った。以下に結果を示す。 

 結果の詳細は、資料編の「資料Ⅳ 国内ヒアリング調査結果」に掲載した。 

 

（１） 延長登録制度について 

 

（ⅰ）延長登録出願経験について 

  

 延長登録出願は行ったことがないか、行っていても１件のみという回答であった。 

 大学が延長登録出願するケースとしては、大学が単独で所有している特許について、企

業にライセンスアウトした場合にライセンス先から依頼される場合がほとんどであり、企

業との共有特許については、原則的に企業側が延長登録出願を行うとのことであった。こ

のような事情により、大学が直接延長登録出願するケースがあまりないのではないかと思

われる。 

 

（ⅱ）延長登録制度において重視すべき点について 

 

 後続品参入との関係に関しては、「様々な特許権が延長の対象となるため、ジェネリッ

クやバイオシミラー製品の参入時期がわかりにくいのは社会的にも問題であると感じてい

る。」、「先発品は開発に時間がかかり、後続品と比較して開発リスクが極めて高いため、

先発品の保護特許の延長が適切にされるべきではないか。」、「再生医療技術は化合物の

ように 1 つの特許で守られているわけではなく、一連の特許が必要。先行技術と自分たち

の特許の関係が複雑。」との意見があった。 

 また、アカデミアでの研究活動に対する影響として、「研究活動に直接影響を与えるこ

とはないように思われる。」との意見があったが、一方、「 終製品の特許権について延

長される効力範囲の判断によっては再生医療研究に支障が出る可能性を考えている。」と

の意見もあった。 

 再生医療の歴史がまだ浅いこともあり、再生医療に関する特許の延長について具体的に

検討したことがない、とのコメントも複数のヒアリング先より得られた。 
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（ⅲ）延長可能な特許権の種類と延長された特許権の効力範囲の関係において重視すべき

点について 

 

 再生医療分野の特許は、製法特許が主流であることもあり、延長された特許権の効力範

囲に不明瞭な点があるように感じる、との意見が複数得られた。また、「他社細胞との同

等性が容易に証明できないと権利行使に問題があるので、権利行使の観点からは細胞の同

等性を容易に判断できるような基準の必要性もあると考えている。」との意見もあった。 

  

 研究活動への影響に関しては、「強い特許権が長く延長された場合には、研究活動に影

響を与える可能性があるので、延長された特許権の効力は狭いほうが、研究活動への影響

が少ないと考える。」、「権利関係が複雑な研究の成果は、ライセンスアウトする際に企

業側が導入を躊躇することがある。」との意見があった。 

 再生医療等製品の開発においては、大学は直接関与せず企業をサポートする立場にある

ので、製品化や延長のニーズを把握するのが難しい、というコメントも複数のヒアリング

先より得られた。 

 

（ⅳ）延長対象や期間に関し適切な制度について 

 

 再生医療技術は複数の技術で構成されることから保護特許も複数となることが多いため、

従来通り複数特許が延長可能な方が良いとの意見が複数得られた。 

一方で、他社特許満了時期の予見性の観点、製剤特許等回避が容易な特許は延長の重要

性が低い、米国の制度に合わせた方が開発方針が考えやすい、等の見地から欧米と同様の

制度が良いのではないかという意見も複数得られた。 

 

（ⅴ）その他の要望について 

 

 「再生医療技術の実用化に時間がかかるために延長期間は 5 年より長くてもよいのでは

ないか。」、「手続き上のわかりやすさは実務上重要になると思う。」等の意見があった。 

 また、「出願方針の決定や費用負担をライセンス先や共同出願人の企業が行うケースが

多いことから、大学としては、延長制度に関する強いニーズは有していない状況にある。」

とのコメントもあった。 
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（２） 再生医療の研究開発の動向について 

 

（ⅰ）今後の発展が期待できる分野について 

 

 網膜、角膜、神経細胞、軟骨、血小板、心筋細胞に関する再生医療研究について、多く

のヒアリング先より今後の発展が期待できる分野として挙げられた。また、臓器再生につ

いても将来的には発展が期待できる、とのコメントも複数得られた。 

 「将来的にはあらゆる疾患領域に対応できる幹細胞等が出てくるのではないか。」、

「体性幹細胞の再生医療の研究が進んでいると再生医療の研究も進みやすい傾向がある。」

とのコメントもあった。 

 

（ⅱ）研究成果の特許出願について 

 

 細胞の作成方法、分化誘導方法、選別方法等、製法に関する特許出願が多いとのことで

あった。 

 細胞自体の特許出願については、「再生医療の研究は幹細胞を天然の細胞と同じ細胞に

分化させることを目標にしており、分化細胞が天然細胞に近づくほど特許が取りにくくな

る可能性がある。」とのコメントがあった。 

 企業との共同研究については、早期からの企業との戦略検討が重要との意見があった。 

 また、医学以外の分野になるが、「細胞の管理方法」など、横断的な共同研究の成果に

ついて特許出願を行っているヒアリング先もあった。 

 

（ⅲ）細胞の同等性の判断について 

 

 細胞同士の比較については、「細胞によって必要な比較条件が異なる。同等性を示すた

めの比較条件の項目数が少ない細胞については、同等性が容易に判定できる可能性がある。

細胞によっては同等性の基準について既に学会のコンセンサスを得ており、PMDA にもガ

イドラインを作成して提示している。」とのコメントがあった。 

 同等性の基準については、「製造方法で規定するしかないと考えている研究者は多い。

ただし、分化細胞の製造方法を多少変えることもあり、その場合は主要なマーカーで示す

などの方法が必要となる。マーカーについては、主要な細胞についてはコンセンサスも得

ている。」とのコメントがあった。 
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（３） 企業との共同研究及びライセンスアウトの現状と課題について 

 

（ⅰ）共同研究成果に関し、共同研究先企業において製品開発及び特許出願につながった

ものについて 

 

 多くが製品開発及び特許出願につながったものはあるとの回答であった。 

 

（ⅱ）感じている今後の知財面の課題について 

 

 再生医療に関する特許に製法特許が多いことによる問題点として、「権利範囲が狭く、

費用対効果で考えるとライセンスアウトによるメリットが少ない。」、「低分子化合物と

比較して 終製品に対する貢献度がわかりにくく、企業との契約時のロイヤリティ交渉が

難しくなる。」が挙げられた。また、「再生医療等製品が物として権利化できればライセ

ンス活動が進めやすい。」との意見もあった。 

 「共同研究についての企業からの打診は、 初から特定疾患を対象としてされることが

多い。」、「共同研究でないとき、ライセンス先を見つけるのが容易ではない。」とのコ

メントもあった。 

 

（４） 再生医療等製品の特許期間延長による研究戦略、産学連携戦略への影響について 

 

（ⅰ）再生医療研究、産学連携へのメリット及びデメリットについて 

 

 多くがメリットがあるとの意見であり、理由としては再生医療研究の必要期間の長さを

挙げていた。 

 一方、デメリットとしては、延長された特許権の効力範囲の判断による再生医療研究へ

の影響が挙げられた。 

 

（ⅱ）再生医療研究の活性化について 

 

 多くが、研究者の延長制度に対する認識度が低いため、研究活性化にはつながっていな

いのではないか、という意見であった。 

 

（ⅲ）共同研究、ライセンスアウトの活性化及びロイヤリティ増加について 

 

 特許権の活用期間が長くなり、活性化やロイヤリティ増加につながるとの意見が多く得
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られた。 

 一方、「再生医療の研究者には、表だってビジネスの話をしにくいという面がある。」、

「ライセンシーの開発した再生医療等製品が、延長されるライセンサーの特許権の効力範

囲に包含されるかどうかは薬事承認事項次第であり、ライセンシーの開発方針によること

から、ライセンサー側から延長の必要性を予測するのは難しい。」とのコメントもあった。 
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Ⅴ． 我が国における再生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器に関

する製造販売承認制度について 

 

１． 我が国の製造販売承認制度 

 

（ⅰ）製造販売承認制度 

 

①制度概要 

 

 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（以降、「医薬品

医療機器等法」とする。）により規制されている。 

 医薬品医療機器等法において、再生医療等製品の製造販売に関する条文は第六章（第

23条の20～第23条の42）、体外診断用医薬品及び医療機器の製造販売に関する条文は第

五章（第 23 条の 2～第 23 条の 19）に主に記載されている。 

 関係省令は以下の通りである。 

 

（ア）再生医療等製品 

 

・ 再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成 26 年 7

月 30 日厚生労働省令第 88 号）  

・ 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 日厚生労働

省令第 89 号）  

・ 再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令（平成 26 年 7

月 30 日厚生労働省令第 90 号）  

・ 再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（平成26年 8月 6日厚生

労働省令第 93 号）  

 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

・ 医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準

に関する省令（平成 26 年 8 月 6 日厚生労働省令第 94 号）  

・ 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第二十三条の二

の五第七項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令（平

成 26 年 8 月 6 日厚生労働省令第 95 号） 
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②製造販売承認の必要性の有無 

 

 製造販売承認の審査は独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）で行われる。 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 医薬品医療機器等法第 23 条の 25 において、製造販売にあたり製造販売承認を受けるこ

とが必要と規定されている。製造販売承認の区分は以下の通り38。 

 

・ 新再生医療等製品：既承認再生医療等製品と構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用

量、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なる再生医療等製品（医薬品医療機

器等法第 23 条の 29 第 1 項第 1 号）。 

・ 新用法・使用方法再生医療等製品 

・ 新効能再生医療等製品 

・ 新構造再生医療等製品 

・ 新用量再生医療等製品 

・ 規格追加に係る再生医療等製品：既承認再生医療等製品と構造、構成細胞、導入遺伝

子、用法、用量又は使用方法及び効能、効果又は性能は同一であるが、包装単位の規

格や含量が異なるその他再生医療等製品。 

・ その他の再生医療等製品：再審査期間を終了した再生医療等製品。 

 

（イ）体外診断用医薬品 

 

 クラスⅢ製品、基準不適合品目のクラスⅠ・Ⅱ製品について、製造販売にあたり製造販

売承認を受けることが必要である。認証基準に適合するクラスⅡ製品は、製造販売にあた

り製造販売承認が不要であるが、後述のクラスⅡ医療機器と同様に品目ごとに厚生労働大

臣の登録を受けた者（「登録認証機関」）による第三者認証が必要である。なお、登録認

証機関は、医薬品医療機器等法第 23 条の 6 第 1 項の規定により登録された認証機関であ

る39。 

 

                         
38 平成 26 年 8 月 12 日 薬食発 0812 第 30 号通知 
39「登録認証機関制度」PMDA ホームページ 

https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0025.html 

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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【図表Ⅴ-1】体外診断用医薬品のクラス分類と薬事規制40,41 

 

クラス分類 リスク 薬事規制上の区分

クラスⅠ 国内外で一般的なものとして認知されている

較正用標準物質が存在するものであって、体

外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の一

環として行う較正が比較的容易であると認め

られ、かつ一般用検査薬以外のもの 

低 届出のみ※ 

クラスⅡ 一般用検査薬 

クラスⅠ、クラスⅢに非該当 

中 第三者認証※ 

クラスⅢ 体外診断用医薬品を疾病の診断等に使用した

際、その診断情報リスクが比較的大きく、情

報の正確さが生命維持に与える影響が大きい

と考えられるもの 

高 製造販売承認 

 ※：基準不適合品目は製造販売承認が必要。 

 

 製造販売承認の区分は以下の通りである42。 

 

・ 新規品目：新規項目を検出又は測定しようとする品目。 

・ 承認基準外品目：承認基準の定めのない品目。 

・ 承認基準品目：承認基準の定めのある品目であって、承認基準に適合するもの。 

・ 基準不適合品目：承認基準、認証基準（医薬品医療機器等法第23 条の 2の 23 第 1項

に基づく基準をいう。）、承認・認証不要基準（医薬品医療機器等法第 23 条の 2 の

5 第 1 項に基づく基準をいう。）の定めのある品目であって、その基準に適合しない

もの。 

 

（ウ）医療機器 

 

 クラスⅢ・Ⅳ製品、認証基準が定められていないクラスⅡ製品について必要である。認

証基準が定められているクラスⅡ製品は製造販売承認が不要であるが、品目ごとに登録認

証機関による第三者認証が必要である。 

                         
40「アカデミアにおける臨床研究・治験に関する薬事の基礎と実例」（2012 年 2 月 1 日改訂）第 6 章：体外診断用医薬

品と薬事規制、薬事専門家連絡会、92 頁 

http://htr.ctr.hokudai.ac.jp/publication/  [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
41 平成 17 年 4 月 1 日 薬食発 0401031 号通知 
42 平成 26 年 11 月 21 日 薬食発 1121 第 15 号通知 



 

- 112 - 

 

【図表Ⅴ-2】医療機器のクラス分類と薬事規制43,44 

 

クラス分類 リスク 薬事規制上の区分 

クラスⅠ 

例：体外診断

用機器、ピン

セット、Ｘ線

フィルム等 

一般医療機器 

副作用又は機能の障害が生じた場合におい

ても、人の生命及び健康に影響を与えるお

それがないものとして、厚生労働大臣が薬

事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定す

るもの（医薬品医療機器等法第 2 条第 7

項） 

 

 

 

低 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 

届出のみ 

クラスⅡ 

例 ： MRI 装

置、電子内視

鏡、消化器用

カテーテル、

超音波診断装

置等 

管理医療機器 

副作用又は機能の障害が生じた場合におい

て人の生命及び健康に影響を与えるおそれ

があることからその適切な管理が必要なも

のとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生

審議会の意見を聞いて指定するもの 

（医薬品医療機器等法第 2 条第 6項） 

第三者認証 

※認証基準が定められ

ていないクラスⅡ製品

は製造販売承認が必要

クラスⅢ 

例：透析器、

人工骨、人工

呼吸器等 

高度管理医療機器 

副作用又は機能の障害が生じた場合（適切

な使用目的に従い適正に使用された場合に

限る。次項及び第七項において同じ。）に

おいて、人の生命及び健康に重大な影響を

与えるおそれがあることからその適切な管

理が必要なもの 

（医薬品医療機器等法第 2 条第 5項） 

※患者への侵襲性が高く、不具合が生じた

場合、生命の危険に直結する恐れがあるも

のはクラスⅣに分類される 

製造販売承認 

※厚生労働大臣が基準

を定めて指定したクラ

スⅢ製品については第

三者認証の対象 

クラスⅣ 

例：ペースメ

ーカ、人工心

臓弁、ステン

ト等 

製造販売承認 

 

                         
43 「医療機器に係る規制・制度の現状」（平成 24 年 2 月 9 日）厚生労働省、1 頁 

http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2011/wg1/120209/item5.pdf 

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
44 平成 16 年 7 月 20 日 薬食発 0720022 号通知 
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 製造販売承認の区分は以下の通りである45。 

 

・ 新医療機器：既承認医療機器と構造、使用方法、効果又は性能が明らかに異なる品目。 

・ 後発医療機器：既承認医療機器と構造、使用方法、効果及び性能が実質的に同等であ

る品目。 

・ 改良医療機器：「新医療機器」又は「後発医療機器」のいずれにも該当しない品目。 

 

③治験の必要性の有無 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 新再生医療等製品、新用法・使用方法再生医療等製品及び新効能再生医療等製品につい

ては治験が必要とされている。新構造再生医療等製品、新用量再生医療等製品及びその他

の再生医療等製品については個々の製品により判断する46。 

 

（イ）体外診断用医薬品（臨床性能試験） 

 

 体外診断用医薬品は人体に使用するものではないため、製造販売承認を受けるために必

要な臨床試験は「治験」ではなく「臨床性能試験」と呼ばれている。 

 製造販売承認が必要な製品（クラスⅢ、基準不適合品目のクラスⅠ・Ⅱ）のうち、新規

品目については臨床性能試験が必要とされている。基準承認外品目、承認基準品目及び基

準不適合品目については個々の製品により判断する47。 

 

（ウ）医療機器 

 

 製造販売承認が必要な製品（クラスⅢ・Ⅳ、認証基準が定められていないクラスⅡ）の

うち、新医療機器、生物由来製品（人その他の生物（植物を除く。）に由来するものを原

料又は材料として製造をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛

生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴い

て指定するもの。（医薬品医療機器等法第 2 条第 10 項））となることが見込まれる機械

器具等、遺伝子組換え技術を応用して製造される機械器具、改良医療機器の一部等につい

ては、治験が必要とされている（医薬品医療機器等法施行規則第 274 条等）。 

                         
45 平成 26 年 11 月 20 日 薬食発 1120 第 5 号 
46 平成 26 年 8 月 12 日 薬食発 0812 第 30 号通知 
47 平成 26 年 11 月 21 日 薬食発 1121 第 15 号通知 
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（ⅱ）治験開始から承認までの流れ 

 

①製造販売承認までのプロセス 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 再生医療等製品の製造販売承認までのプロセスは以下に示す図の通りである。再生医療

等製品は治験に長期間を要するため、「条件及び期限付承認」と「本承認」の二段階承認

制度を導入し、治験により一定数の症例が得られ、有効性の推定、安全性の確認がなされ

た時点での早期上市を可能としている。 

 

【図表Ⅴ-3】再生医療等製品の製造販売承認までのプロセス48 

 

 

 

（イ）体外診断用医薬品 

 

 体外診断用医薬品の製造販売承認までのプロセスは以下に示す図の通りである。製造販

売承認を受けるために必要な臨床試験に際し、医薬品、再生医療等製品及び医療機器の

「治験」とは異なり、「臨床性能試験」に関しては計画届が要求されていない。 

 

  

                         
48 「第１回再生医療等製品の特許権の存続期間検討ＷＧ説明資料～改正薬事法の概要について～」厚生労働省、8 頁 

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/saisei-wg01_shiryou/02.pdf 

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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【図表Ⅴ-4】体外診断用医薬品の製造販売承認までのプロセス49 

 

 

 

（ウ）医療機器 

 

 医療機器の製造販売承認までのプロセスは以下に示す図の通りである。 

 

【図表Ⅴ-5】医療機器の製造販売承認までのプロセス50 

 

 
 

 なお、再生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器に関する治験及び薬事審査に必

要な期間については、本章の「３．国内企業に対するアンケート及びヒアリング結果」を

参照のこと。 

 

②治験開始に必要な書類 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 平成 26 年 8 月 12 日薬食発 0812 第 1 号厚生労働省医薬食品局長通知により、以下の書

類を指定されている。 

 

  

                         
49 「アカデミアにおける臨床研究・治験に関する薬事の基礎と実例」（2012 年 2 月 1 日改訂）第 6 章：体外診断用医

薬品と薬事規制、薬事専門家連絡会、95 頁 

http://htr.ctr.hokudai.ac.jp/publication/ [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
50「医療機器に係る規制・制度の現状」（平成 24 年 2 月 9 日）厚生労働省、3 頁 

http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2011/wg1/120209/item5.pdf 

 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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・ 治験計画届書（局長通知別紙様式１及び別紙様式２） 

・ 当該治験の実施を科学的に正当と判断した理由を記した文書 

・ 治験実施計画書 

・ インフォームド・コンセントに用いられる説明文書及び同意文書 

・ 症例報告書の見本 

・ 新の治験製品概要書 

 

（イ）体外診断用医薬品（臨床性能試験） 

 

 上述の通り、体外診断用医薬品の臨床性能試験に関しては、治験計画届に相当する計画

届の提出を要求していない。 

 

（ウ）医療機器 

 

 平成 25 年 3 月 29 日薬食機発 0329 第 10 号厚生労働省医薬食品局長通知により、以下の

書類を指定されている。 

 

・ 治験計画届書（局長通知別紙様式１及び別紙様式２） 

・ 当該治験の実施を科学的に正当と判断した理由を記した文書 

・ 治験実施計画書 

・ インフォームド・コンセントに用いられる説明文書及び同意文書 

・ 症例報告書の見本 

・ 新の治験機器概要書 

 

③承認申請に必要な書類 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 医薬品医療機器等法第 23 条の 25 第 3 項により、以下の書類が必要と規定されている。 

 

・ 製造販売承認申請書 

・ 添付資料51 

 １ 起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料 

                         
51 平成 26 年 8 月 12 日 薬食発 0812 第 30 号通知 
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  ア 起原又は発見の経緯に関する資料 

  イ 外国における使用状況に関する資料 

  ウ 類似する他の治療法との比較検討等に関する資料 

 ２ 製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料 

  ア 製品の構造、構成細胞、導入遺伝子 

  イ 使用する原料、材料又はそれらの原材料 

  ウ 製造方法に関する資料 

  エ 規格及び試験方法に関する資料 

 ３ 安定性に関する資料 輸送、保存条件、有効期間の根拠 

 ４ 効能、効果又は性能に関する資料 

 ５ 製品の体内動態に関する資料 

  ア 生体内分布に関する資料 

  イ その他の体内動態に関する資料 

 ６ 非臨床安全性に関する資料 

  ア 一般毒性に関する資料 

  イ その他の安全性に関する資料 

 ７ 臨床試験等の試験成績に関する資料 

 ８ リスク分析に関する資料 

  ア リスク対策計画に関する資料 

  イ 製造販売後使用成績調査計画に関する資料 

  ウ 実施予定の臨床試験計画に関する資料 

 ９ 法第６５条の３第１項に規定する添付文書等記載事項に関する資料 

  ア 添付文書案に関する資料 

  イ 効能、効果又は性能、用法及び用量又は使用方法、使用上の注意（案）等 

  及びその設定根拠に関する資料 
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【図表Ⅴ-6】申請時に必要な添付資料の項目 

 

 

 

（イ）体外診断用医薬品 

 

 医薬品医療機器等法第 23 条の 2 の 5 第 3 項により、以下の書類が必要と規定されてい

る。 

 

・ 製造販売承認申請書 

・ 添付資料52 

 イ．開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料 

  １．開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料 

  ２．申請品目の説明に関する資料 

 ロ．仕様の設定に関する資料 

  １．品質管理の方法に関する資料 

                         
52 平成 26 年 11 月 21 日 薬食発 1121 第 15 号通知 
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  ２．測定範囲等に関する資料 

  ３．較正用基準物質の設定に関する資料 

 ハ．安定性に関する資料 

 ニ．法第四十一条第三項に規定する基準への適合性に関する資料 

 ホ．性能に関する資料 

  １．性能に関する資料 

  ２．操作方法に関する資料 

  ３．検体に関する資料 

  ４．既存体外診断用医薬品との相関性に関する資料 

  ５．セロコンバージョンパネル等を用いた試験に関する資料 

 ヘ．リスクマネジメントに関する資料 

 ト．製造方法に関する資料 

 チ．臨床性能試験の試験成績に関する資料 

 

【図表Ⅴ-7】申請時に必要な添付資料の項目 

 

 

 

（ウ）医療機器 

 

 医薬品医療機器等法第 23 条の 2 の 5 第 3 項により、以下の書類が必要と規定されてい

る。 
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・ 製造販売承認申請書 

・ 添付資料53 

 イ．開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料 

  １．開発の経緯に関する資料 

  ２．類似医療機器との比較 

  ３．外国における使用状況 

 ロ．設計及び開発に関する資料 

  １．性能及び安全性に関する資料 

  ２．その他設計検証に関する資料 

 ハ．法第 41 条第３項に規定する基準への適合性に関する資料 

  １．基本要件基準への適合宣言に関する資料 

  ２．基本要件基準への適合に関する資料 

 ニ．リスクマネジメントに関する資料 

  １．リスクマネジメント実施の体制に関する資料 

  ２．安全上の措置を講じたハザードに関する資料 

 ホ．製造方法に関する資料 

  １．製造工程と製造所に関する資料 

  ２．滅菌に関する資料 

 へ．臨床試験の試験成績に関する資料又はこれに代替するものとして厚生労働大臣が認

める資料 

  １．臨床試験の試験成績に関する資料 

  ２．臨床評価に関する資料 

 ト．医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第２条第１項に規

定する製造販売後調査等の計画に関する資料 

  １．製造販売後調査等の計画に関する資料 

 チ．法第 63 条の２第１項に規定する添付文書等記載事項に関する資料 

  １．添付文書に関する資料 

 

                         
53 平成 26 年 11 月 20 日 薬食発 1120 第 5 号 
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【図表Ⅴ-8】申請時に必要な添付資料の項目 

 

 

 

④承認審査体制 

 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）により製造販売承認の審査が行われる。

再生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器の製造販売承認の審査については、それ

ぞれ以下に示す部署が管轄している。 
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（ア）再生医療等製品：再生医療製品等審査部 

 

（イ）体外診断用医薬品：体外診断薬審査室 

 

（ウ）医療機器：医療機器審査第一～三部 

 

（ⅲ）製造販売承認の数 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 2 件（ハートシート、テムセル。再生医療等製品区分前の分は 2 件） 

 

2007 年 10 月 自家培養表皮「ジェイス」が日本初の再生医療製品として製造承認を取得 

 （株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング） 

2012 年 7 月  自家培養軟骨「ジャック」が製造販売承認を取得   

 （株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング） 

2015 年 9 月 骨格筋由来細胞シート「ハートシート」が製造販売承認取得 

 （テルモ株式会社） 

2015 年 9 月 ヒト骨髄由来間葉系幹細胞「テムセル HS 注」が日本初の他家由来再生医療

等製品として製造販売承認取得（JCR ファーマ株式会社） 

 

（イ）体外診断用医薬品 

 

  2215 件（平成 26 年までの延べ件数）54 

 

（ウ）医療機器 

 

  6824 件（平成 26 年までの延べ件数）55 

 

                         
54 医薬品医療機器総合情報機構「平成 26 事業年度業務報告」90 頁 
55 医薬品医療機器総合情報機構「平成 26 事業年度業務報告」83 頁 
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【図表Ⅴ-9】体外診断用医薬品及び医療機器の承認件数56 

 

 

 

（ⅳ）データ保護制度、パテントリンケージ制度、一部効能承認申請及び薬価制度 

 

①データ保護制度 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 医薬品医療機器等法第 23 条の 29 により、再生医療等製品には再審査期間が付与される

ことが規定されている。通常の医薬品と同様に、以下に示す再審査期間が付与される。 

  8 年（新有効成分含有医薬品） 

  6 年（新医療用配合剤、新投与経路） 

  4〜6 年（効能追加、新用量医薬品） 

  10 年（オーファンドラッグ） 

 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 旧薬事法では医薬品同様に再審査期間が付与されることが規定されていたが（旧薬事法

第 14 条の 4）、法改正後の医薬品医療機器等法では、第 23 条の 2 の 9 において使用成績

評価の調査期間として厚生労働大臣が指示する期間（原則 3年：旧薬事法と同じ）を付与

されることになっている57。 

 

②パテントリンケージ制度 

 

 医薬品に関しては、先発医薬品メーカーに対し、「医薬品特許情報報告票」による先発

                         
56 医薬品医療機器総合情報機構「平成 27 事業年度業務報告」184、187 頁 
57 平成 26 年 12 月 26 日 薬食機参発 1226 第 3 号通知 

H 23年度 H 24年度 H 25年度 H 26年度 H 27年度

173 147 166 109 172

新医療機器 33 46 94 67 56

改良医療機器（臨床あり） 44 37 60 35 53

改良医療機器（臨床なし） 186 218 227 213 240

後発医療機器 874 1191 943 917 868

医療機器合計 1137 1492 1324 1019 1217

　　　申請年度

体外診断薬

医療機器
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品に関する特許の報告を任意で依頼しており、先発医薬品の有効成分に特許が存在するこ

とによって、当該有効成分の製造そのものができない場合には、ジェネリック医薬品の製

造販売承認がなされない。ただし、先発医薬品の一部の効能・効果、用法・用量（以下、

「効能・効果等という。」に特許が存在し、その他の効能・効果等を標榜する医薬品の製

造が可能である場合については、ジェネリック医薬品を承認できる（この場合、特許が存

在する効能・効果等については承認しない方針）こととされている58が、再生医療等製品

及び体外診断用医薬品の場合は、現時点ではジェネリックに相当する製品が存在しないこ

と等から、いずれも「医薬品特許情報報告票」の対象外と考えられる。 

 

③一部効能承認申請 

 

 平成 21 年 6 月 5 日医政経発第 0605001 号・薬食審査発第 0605014 号厚生労働省医政局

経済課長・医薬食品局審査管理課長通知により、一部効能承認申請が可能となっている。

同通知によれば、「既承認の医薬品で、先発医薬品の一部の効能・効果等に特許が存在す

る場合であって、当該効能・効果等の削除のための一部変更申請を行うものについては、

標準的事務処理期間６ヶ月以内を目途に、迅速な処理を行うものであること。申請書の右

肩に 効削 と記載するとともに、備考欄に『「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及

び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて」に基づく申請』と記載すること。なお、

本申請については、効能・効果等以外については変更できないこと。」と規定されている。 

 

④薬価制度 

 

 薬価基準は中医協がとりまとめた「薬価算定の基準について」に基づき、厚生労働大臣

が告示する。類似薬効比較方式又は原価計算方式により薬価を算定する59。 

 同じ効果を持つ類似薬がある場合には、市場での公正な競争を確保する観点から、新薬

の１日薬価を既存類似薬の１日薬価に合わせる。新規性に乏しい新薬については、過去数

年間の類似薬の薬価と比較して、もっとも低い価格とする。（類似薬効比較方式）類似薬

がない場合には、原材料費、製造経費等を積み上げる。（原価計算方式） 

 類似薬効比較方式及び原価計算方式のいずれの場合も、外国価格との乖離が大きい場合

には調整を行う。 

                         
58 平成 21 年 6 月 5 日 医政経発第 0605001 号・薬食審査発第 0605014 号医政局経済課長・医薬食品局審査管理課長通

知 
59「新医薬品の薬価算定方式」中医協 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000043212.pdf  

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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２． 再生医療等製品の承認審査について60 

 

 一般に、再生医療等製品は、治験に登録できる患者数に制限があること、原材料の細胞

の品質が不均一であること等の特性を有しているため、従来の医薬品規制をそのまま当て

はめると治験や審査が長期化するという問題があった。 

 そこで、平成２５年の薬事法改正により、有効性が推定され、安全性が確認された再生

医療等製品については条件及び期限付きで早期に承認を行い、市販後に改めて有効性と安

全性を検証し、本承認を行うという制度が導入された。個々の承認申請に対する審査の過

程は審査報告書にまとめられ、専門家の意見を聞く「専門協議」や審議会による審議を経

て、 終的な承認を得ることとなる。 

 新制度のもとで、現在までにハートシートとテムセルの２品目が承認を得た。ハートシ

ートは条件及び期限付き承認（期限は５年間）であるが、テムセルは通常の医薬品と同様

の承認（通常承認）であった。テムセルの例からわかるように、再生医療等製品であって

も、有効性のデータが十分に揃っていれば、 初から通常承認を得られるケースもある。 

 再生医療等製品の品質に関する特徴として、生きた細胞を含むこと、有効性・安全性に

関する品質特性が特定しづらいこと、不均一性が高いこと、試験法のばらつきが大きいこ

と、適切な標準品がないことが挙げられる。そのため、 終製品の試験だけでは品質を確

保できない。また、製造工程の微妙な差異が品質に影響を及ぼす可能性もある。 

 そこで、再生医療等製品に関するGCTP省令では、製造工程のコントロールによる品質管

理戦略を要求している。特に、市販後の継続したベリフィケーションが重要であり、製品

特徴に応じた品質管理戦略について計画書を作成し、計画書との整合性を確認しながら開

発を進めていく必要がある。前述した２品目の申請者も、PMDAによる審査の過程でベリフ

ィケーションによる品質管理戦略の見直しを求められた。再生医療等製品については、適

切なベリフィケーションの計画が提示されない限り、承認を得ることは困難と思われる。 

 一方、再生医療等製品の安全性の評価は、目的外の形質転換を起こしていないか、異所

性組織を形成していないか、がん化の可能性がないか等の観点から行われる。本質部分

（細胞、遺伝子、ウイルス）については合理的な毒性試験に基づき評価が行われるが、非

細胞部分（不純物）については理化学的分析法に基づき評価が行われる。 

 なお、原料の細胞が自家由来の場合は「条件及び期限付き承認」程度の有効性確認とな

るケースが多く、他家由来の場合は「通常承認」程度まで有効性の確認が行われるケース

が多くなるのではないかと予測はされるが、実際には、自家だから他家だからと一律に決

められるものではなく、個々の製品ごとにケースバイケースで判断されることになるだろ

う。

                         
60 詳細な内容は、資料編「資料Ⅵ 再生医療等製品の承認審査について」を参照のこと。 
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３． 国内企業に対するアンケート及びヒアリング結果 

 

 アンケート調査及びヒアリング調査において回答対象の企業に対し、再生医療等製品、

体外診断用医薬品及び医療機器に関する製造販売承認制度について調査を行った。以下に

代表的な設問の結果を示す。 

 全結果の詳細は、資料編の「資料Ⅲ 国内アンケート調査結果」、「資料Ⅳ 国内ヒア

リング調査結果」に掲載した。 

 

（１） 再生医療等製品に関する質問 

 

（ⅰ）日本での製造販売承認（処分）について 

 

①アンケート結果（設問【Q19】） 

 

 申請から処分までの期間について、1年未満である再生医療等製品もあることが示され

ている。 

 一方、特許出願から処分までの期間については、全て5年以上の期間の選択肢で回答さ

れており、再生医療等製品の開発に長期間が必要である傾向が示されている。 

 

【図表Ⅴ-10】アンケート各回答数及び割合 

 

・薬事申請～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

 

 

 

件数 割合

① ６ヶ月未満 0 0.0%

② ６ヶ月～１年未満 2 5.3%
③ １～２年未満 0 0.0%
④ ２～３年未満 0 0.0%
⑤ ３年以上 2 5.3%
⑥ 経験がない 30 78.9%

無回答 4 10.5%

38 100.0%回答者数
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・製造販売承認（処分）を受けるために要した臨床試験の期間 

 

 

 

・特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

 

 
 

（２） 体外診断用医薬品に関する質問 

 

（ⅰ）日本での製造販売承認（処分）について 

 

①アンケート結果（設問【Q33】） 

 

クラスⅠ製品 

 申請から処分までの期間については、製造販売承認、第三者認証のいずれも、ほとんど

が1年未満との回答が得られた。また、臨床試験は回答企業の半数近くから必要がなかっ

たとの回答が得られた。 

 

件数 割合

① １年未満 1 2.6%

② １～２年未満 0 0.0%
③ ２～３年未満 1 2.6%
④ ３～５年未満 1 2.6%
⑤ ５年以上 1 2.6%
⑥ 経験がない 31 81.6%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数

件数 割合

① ２年未満 0 0.0%

② ２～３年未満 0 0.0%
③ ３～５年未満 0 0.0%
④ ５～７年未満 1 2.6%
⑤ ７～１０年未満 1 2.6%
⑥ １０年以上 1 2.6%
⑦ 経験がない 32 84.2%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数
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【図表Ⅴ-11】アンケート各回答数及び割合 

 

・薬事申請～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

（ａ製造販売承認） 

 

 

 

（ｂ第三者認証） 

 

 

 

・製造販売承認（処分）を受けるために要した臨床試験の期間 

（ａ製造販売承認） 

 

 

 

件数 割合

① ６ヶ月未満 5 14.3%

② ６ヶ月～１年未満 3 8.6%
③ １～２年未満 3 8.6%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３年以上 0 0.0%

無回答 22 62.9%

35 100.0%回答者数

件数 割合

① ６ヶ月未満 2 5.7%

② ６ヶ月～１年未満 5 14.3%
③ １～２年未満 1 2.9%
④ ２～３年未満 3 8.6%
⑤ ３年以上 0 0.0%

無回答 24 68.6%

35 100.0%回答者数

件数 割合

① なし 7 20.0%

② １年未満 2 5.7%
③ １～２年未満 3 8.6%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３～５年未満 1 2.9%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 20 57.1%

35 100.0%回答者数
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（ｂ第三者認証） 

 

 

 

・特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

（ａ製造販売承認） 

 

 

 

（ｂ第三者認証） 

 

 

 

クラスⅡ製品 

 申請から処分までの期間については、製造販売承認、第三者認証のいずれも、ほとんど

が1年未満との回答が得られた。また、臨床試験は回答企業の半数近くから必要がなかっ

たとの回答が得られた。 

件数 割合

① なし 6 17.1%

② １年未満 2 5.7%
③ １～２年未満 3 8.6%
④ ２～３年未満 3 8.6%
⑤ ３～５年未満 0 0.0%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 21 60.0%

35 100.0%回答者数

件数 割合

① ２年未満 4 11.4%

② ２～３年未満 1 2.9%
③ ３～５年未満 3 8.6%
④ ５～７年未満 1 2.9%
⑤ ７～１０年未満 1 2.9%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 25 71.4%

35 100.0%回答者数

件数 割合

① ２年未満 2 5.7%

② ２～３年未満 2 5.7%
③ ３～５年未満 2 5.7%
④ ５～７年未満 1 2.9%
⑤ ７～１０年未満 1 2.9%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 27 77.1%

35 100.0%回答者数
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【図表Ⅴ-12】アンケート各回答数及び割合 

 

・薬事申請～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

（ａ製造販売承認） 

 

 

 

（ｂ第三者認証） 

 

 

 

・製造販売承認（処分）を受けるために要した臨床試験の期間 

（ａ製造販売承認） 

 

 

 

件数 割合

① ６ヶ月未満 1 2.9%

② ６ヶ月～１年未満 8 22.9%
③ １～２年未満 2 5.7%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３年以上 2 5.7%

無回答 20 57.1%

35 100.0%回答者数

件数 割合

① ６ヶ月未満 5 14.3%

② ６ヶ月～１年未満 7 20.0%
③ １～２年未満 0 0.0%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３年以上 2 5.7%

無回答 19 54.3%

35 100.0%回答者数

件数 割合
① なし 8 22.9%

② １年未満 1 2.9%
③ １～２年未満 3 8.6%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３～５年未満 2 5.7%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 19 54.3%

35 100.0%回答者数
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（ｂ第三者認証） 

 

 

 

・特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

（ａ製造販売承認） 

 

 

 

（ｂ第三者認証） 

 

 

 

クラスⅢ製品 

 申請から処分までの期間については、「１～２年未満」、「６ヶ月から１年未満」の回

答が多く、回答企業の半数以上がいずれかを回答した。また、臨床試験は回答企業の8割

が実施しており、「１～２年未満」、「１年未満」の回答が多く、回答企業の半数以上が

件数 割合

① なし 9 25.7%

② １年未満 2 5.7%
③ １～２年未満 2 5.7%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３～５年未満 2 5.7%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 18 51.4%

35 100.0%回答者数

件数 割合

① ２年未満 5 14.3%

② ２～３年未満 3 8.6%
③ ３～５年未満 0 0.0%
④ ５～７年未満 2 5.7%
⑤ ７～１０年未満 1 2.9%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 24 68.6%

35 100.0%回答者数

件数 割合

① ２年未満 3 8.6%

② ２～３年未満 4 11.4%
③ ３～５年未満 0 0.0%
④ ５～７年未満 2 5.7%
⑤ ７～１０年未満 1 2.9%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 25 71.4%

35 100.0%回答者数
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いずれかを回答した。処分のための審査期間、臨床試験期間のいずれも、クラスⅠ及びク

ラスⅡより長期間必要である傾向が示されている。 

 特許出願から処分までの期間は、「３～５年未満」の回答が一番多く、回答企業の半数

近くが回答した。 

 

【図表Ⅴ-13】アンケート各回答数及び割合 

 

・薬事申請～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

 

 

 

・製造販売承認（処分）を受けるために要した臨床試験の期間 

 

 

 

・特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

 

 

件数 割合

① ６ヶ月未満 1 2.9%

② ６ヶ月～１年未満 5 14.3%
③ １～２年未満 7 20.0%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３年以上 2 5.7%

無回答 18 51.4%

35 100.0%回答者数

件数 割合

① なし 3 8.6%

② １年未満 5 14.3%
③ １～２年未満 6 17.1%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３～５年未満 1 2.9%
⑥ ５年以上 1 2.9%

無回答 17 48.6%

35 100.0%回答者数

件数 割合

① ２年未満 4 11.4%

② ２～３年未満 2 5.7%
③ ３～５年未満 6 17.1%
④ ５～７年未満 0 0.0%
⑤ ７～１０年未満 1 2.9%
⑥ １０年以上 1 2.9%

無回答 21 60.0%

35 100.0%回答者数
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②ヒアリング結果 

 

 体外診断用医薬品の薬事審査は短期化の傾向があり、新規品目でも1年前後が多い、と

のコメントが多かった。しかし、 近はその流れに逆行して2年程度かかるケースもある、

とのコメントもあった。 

 臨床性能試験に必要な期間は、検体収集に必要な期間の長さに影響を受けるが、PMDAと

相談しつつ試験を進めるため長くても1年程度、とのコメントが多かった。ただし、コン

パニオン診断薬の場合は、医薬品の治験の中で検証を行うため2～4年程度かかることもあ

る、とのコメントもあった。 

 

（ⅱ）薬事上の再審査期間又は使用成績評価の調査期間について 

 

①アンケート結果（設問【Q34】） 

 

 体外診断用医薬品について、薬事上の再審査期間又は使用成績評価の調査期間が付与さ

れたか質問したところ、「はい」と回答した企業は存在しなかった。 

 

【図表Ⅴ-14】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

②ヒアリング結果 

 

 体外診断用医薬品について、使用成績評価の調査機関が付与される可能性があるケース

について、「非常にまれなケースではあるが、対象疾患の患者が日本にほとんどおらず、

検体の数が十分でないまま承認をされた検査薬について、後から追加で調査を行う、とい

うようなことは考えられる。」とのコメントがあった。 

 

  

件数 割合

① はい 0 0.0%

② いいえ 17 48.6%
無回答 18 51.4%

35 100.0%回答者数
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（３） 医療機器に関する質問 

 

（ⅰ）日本での製造販売承認（処分）について 

 

①アンケート結果（設問【Q49】） 

 

クラスⅡ製品 

 申請から処分までの期間については、製造販売承認、第三者認証のいずれも、ほとんど

が1年未満との回答が得られた。また、臨床試験は回答企業の7割以上から必要がなかった

との回答が得られた。 

 特許出願から処分までの期間は、回答企業の半数以上が「２年未満」と回答した。 

 

【図表Ⅴ-15】アンケート各回答数及び割合 

 

・薬事申請～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

（ａ製造販売承認） 

 

 

 

（ｂ第三者認証） 

 

 

 

件数 割合

① ６ヶ月未満 6 12.8%

② ６ヶ月～１年未満 7 14.9%
③ １～２年未満 3 6.4%
④ ２～３年未満 1 2.1%
⑤ ３年以上 1 2.1%

無回答 29 61.7%

47 100.0%回答者数

件数 割合

① ６ヶ月未満 12 25.5%

② ６ヶ月～１年未満 5 10.6%
③ １～２年未満 0 0.0%
④ ２～３年未満 1 2.1%
⑤ ３年以上 1 2.1%

無回答 28 59.6%

47 100.0%回答者数
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・製造販売承認（処分）を受けるために要した臨床試験の期間 

（ａ製造販売承認） 

 

 

 

（ｂ第三者認証） 

 

 

 

・特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

（ａ製造販売承認） 

 

 

 

件数 割合
① なし 16 34.0%

② １年未満 2 4.3%
③ １～２年未満 3 6.4%
④ ２～３年未満 0 0.0%
⑤ ３～５年未満 1 2.1%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 25 53.2%

47 100.0%回答者数

件数 割合

① なし 16 34.0%

② １年未満 2 4.3%
③ １～２年未満 1 2.1%
④ ２～３年未満 0 0.0%
⑤ ３～５年未満 1 2.1%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 27 57.4%

47 100.0%回答者数

件数 割合

① ２年未満 8 17.0%

② ２～３年未満 4 8.5%
③ ３～５年未満 2 4.3%
④ ５～７年未満 0 0.0%
⑤ ７～１０年未満 1 2.1%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 32 68.1%

47 100.0%回答者数
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（ｂ第三者認証） 

 

 

 

クラスⅢ製品 

 申請から処分までの期間については、「６ヶ月から１年未満」の回答が一番多く、回答

企業の半数以上が回答しており、クラスⅡより長期間が必要である傾向が示されている。 

 一方、臨床試験は回答企業の半数以上から必要がなかったとの回答が得られており、ク

ラスⅡとほぼ同様の結果が得られている。 

 

 

【図表Ⅴ-16】アンケート各回答数及び割合 

 

・薬事申請～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

 

 

 

件数 割合

① ２年未満 7 14.9%

② ２～３年未満 3 6.4%
③ ３～５年未満 2 4.3%
④ ５～７年未満 0 0.0%
⑤ ７～１０年未満 1 2.1%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 34 72.3%

47 100.0%回答者数

件数 割合

① ６ヶ月未満 2 4.3%

② ６ヶ月～１年未満 7 14.9%
③ １～２年未満 3 6.4%
④ ２～３年未満 0 0.0%
⑤ ３年以上 1 2.1%

無回答 34 72.3%

47 100.0%回答者数
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・製造販売承認（処分）を受けるために要した臨床試験の期間 

 

 

 

・特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

 

 

 

 

クラスⅣ製品 

 申請から処分までの期間については、回答企業の半数が「１～２年未満」と回答し、ク

ラスⅢよりさらに長期間が必要である傾向が示されている。 

 一方、臨床試験の必要がなかったと回答したのは回答企業の半数弱であり、クラスⅡ、

Ⅲと比較して臨床試験を要求された企業が若干増加している。臨床試験を要求された企業

の回答の内では「２～３年未満」が一番多かった。 

 

件数 割合

① なし 10 21.3%

② １年未満 0 0.0%
③ １～２年未満 2 4.3%
④ ２～３年未満 0 0.0%
⑤ ３～５年未満 3 6.4%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 32 68.1%

47 100.0%回答者数

件数 割合

① ２年未満 2 4.3%

② ２～３年未満 2 4.3%
③ ３～５年未満 2 4.3%
④ ５～７年未満 1 2.1%
⑤ ７～１０年未満 1 2.1%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 39 83.0%

47 100.0%回答者数
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【図表Ⅴ-17】アンケート各回答数及び割合 

 

・薬事申請～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

 

 

 

・製造販売承認（処分）を受けるために要した臨床試験の期間 

 

 

 

 

・特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間 

 

 

 

件数 割合

① ６ヶ月未満 1 2.1%

② ６ヶ月～１年未満 3 6.4%
③ １～２年未満 5 10.6%
④ ２～３年未満 1 2.1%
⑤ ３年以上 0 0.0%

無回答 37 78.7%

47 100.0%回答者数

件数 割合

① なし 5 10.6%
② １年未満 1 2.1%
③ １～２年未満 1 2.1%
④ ２～３年未満 3 6.4%
⑤ ３～５年未満 1 2.1%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 36 76.6%

47 100.0%回答者数

件数 割合

① ２年未満 2 4.3%

② ２～３年未満 2 4.3%
③ ３～５年未満 2 4.3%
④ ５～７年未満 1 2.1%
⑤ ７～１０年未満 1 2.1%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 39 83.0%

47 100.0%回答者数
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（ⅱ）薬事上の再審査期間又は使用成績評価の調査期間について 

 

①アンケート結果（設問【Q51】） 

 

 医療機器について、薬事上の再審査期間又は使用成績評価の調査期間が付与されたか質

問したところ、「はい」と回答した企業は3者であった。 

 具体的な年数についても質問したところ、2年、3年、7年との回答であった。 

 

【図表Ⅴ-18】アンケート各回答数及び割合 

 

 

 

件数 割合

① はい 3 6.4%

② いいえ 28 59.6%
無回答 16 34.0%

47 100.0%回答者数
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Ⅵ． 各国の再生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器に関する延長

登録制度及び製造販売承認制度について 

 

 各国の延長登録制度及び製造販売承認制度に関する公開情報調査及び海外質問票調査の

結果を以下にまとめた。海外質問票調査の回答詳細については、資料編の「資料Ⅴ 海外

質問票調査結果」に掲載した。 

 

１． 米国 

 

（１） 延長登録制度 

 

（ⅰ）延長登録制度 

 

①制度概要 

 

 米国特許法第 156 条に延長登録制度について規定されており、同条(a)において、 

「製品，製品の使用方法又は製品の製造方法をクレームする特許の存続期間は、次の条件

が満たされている場合は、本条に従い、第 154 条(b)に基づいて認められる特許存続期間

調整を含む特許の原満了日から延長されるものとする。 

(1) 特許存続期間が、(d)(1)に基づいて延長申請が提出される前に満了していないこと 

(2) 特許存続期間が、(e)(1)に基づいて延長されていないこと 

(3) 延長申請が、特許に係る記録上の所有者又はその代理人によって、かつ、(d)(1)から

(4)までの要件に従って提出されること 

(4) 製品が、商業的販売又は使用の前に行政審査期間の適用を受けていること 

(5)(A) 次の(B)又は(C)に定める場合を除き、製品の商業的販売又は使用に関する当該行

政審査期間後の許可が、当該行政審査期間の根拠となった法律の規定に基づいて製品に関

して 初に許可された商業的販売又は使用であること 

(B) 製品の製造方法であって、その製造において主として組換え DNA 技術を使用するも

のをクレームする特許の場合は、製品の商業的販売又は使用に関する当該行政審査期間後

の許可が、特許においてクレームされている方法に基づいて製造される製品に関する 初

に許可された商業的販売又は使用であること、又は 

(C) (A)の適用上，特許が、 

(i) 新規の動物用医薬品又は獣医学用生物学的製品をクレームしており、当該製品が、

(I) 延長を受けた他の特許におけるクレームによって保護されておらず、かつ、(II) 非

食料生産動物及び食料生産動物に関する商業的販売又は使用の許可を得ており、また 
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(ii) 非食料生産動物に係る使用に関する行政審査期間を基にする延長を受けていない、 

場合において、食料生産動物に係る使用に関する行政審査期間の後での、医薬品又は製品

の商業的販売又は使用に対する許可が、当該医薬品又は製品を食料生産動物に投与するた

めの 初に許可された商業的販売又は使用であること 

(4)及び(5)にいう製品は，本条においては以下「認可製品」という。」 

と規定されている。米国では、医薬品の臨床試験期間及び薬事審査期間に基づく延長は

PTE（Patent Term Extension）と呼ばれている。 

 米国特許規則では、§1.710～1.791「行政審査に起因する特許存続期間の延長」におい

て制度の詳細が規定されている。また、延長登録出願に関する審査基準は、米国特許審査

便覧（MPEP）§2710 に記載されている。 

 

②延長期間 

 

 米国特許法第 156 条(c)において、 

「(a)に基づく期間延長を受ける資格のある特許の存続期間は，次の場合を除き，特許が

付与された後にその認可製品に対して生じた行政審査期間と等しい期間を延長されるもの

とする。 

(1) 行政審査期間の各期間は，行政審査期間の当該期間中に延長申請人が当然の注意を払

って行動しなかった旨を，(d)(2)(B)に基づいて決定される期間分により短縮される。 

(2) (1)によって要求される短縮をした後，延長期間は(g)(1)(B)(i)，(2)(B)(i)，

(3)(B)(i)，(4)(B)(i)及び(5)(B)(i)に規定される期間における残存期間の半分のみを含

むものとする。 

(3) 行政審査期間の根拠となった法律の規定に基づいて行われた認可製品についての認可

の日以降における特許存続期間中の残存期間を，(1)及び(2)に基づいて変更された行政審

査期間に加算した場合において，その残存期間が 14 年を超えるときは，延長期間は，前

記の両期間の合計が 14 年を超えないように削減される。また 

(4) 如何なる場合も，2 以上の特許が(e)(1)に基づいて，何れかの製品に対する同一の行

政審査期間を延長されることはない。」 

と規定されている。つまり、治験開始日と特許権登録日の遅い日から承認日までが延長期

間の対象となるが、そのうち、対象となる期間のうち治験期間については半分の期間のみ

が対象となる（同条(c)(2)）。また、延長後の特許権満了日が承認日から 14 年を超えな

いように制限される（同条(c)(3)）。 

 

 米国特許商標庁（USPTO）のデータによれば、延長登録が認められた特許のうち、14年

の制限による制限を受けているのは1-2％ほどに過ぎないことを示している。一方、延長
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登録を認められた特許の約16%が、行政審査の合計期間が5年を超える製品を基礎として認

められており、延長期間は、米国特許法第156条(g)(6)の運用により5年に制限される。し

たがって、多くの特許権の所有者は14年の制限の運用によって特許の存続期間を剥奪され

ることがないが、5年の制限期間は特許の所有者のより大きな割合に影響を与えている。 

 全ての延長申請について、行政審査における試験期間（例えば治験）の平均日数は約

2100日であり、市販承認申請の行政審査の平均日数は約750日である。したがって、延長

期間の平均を算定すると約1800日であり、これは5年（1825日）に満たない。実際は、こ

こから特許の過程及び行政審査期間に生じたその他の出来事が差し引かれるので、認めら

れる延長期間は減少する61。 

 

（ⅱ）延長登録出願から登録に至るまでの流れ 

 

①出願に必要な書類 

 

 米国特許規則§1.730 により、後述の同規則§1.740 の要件を満たした申請書の提出が

必要な旨規定されている。申請書が特許所有者によって提出される場合は、申請書は、特

許所有者又は特許所有者を代理する登録有資格実務家により署名されなければならない。 

 

②出願書類に記載すべき内容 

 

 米国特許規則§1.740 において以下の通り規定されている。 

 

(1) 該当する化学名及び一般名称，物理的構造又は特性による，承認製品の完全な特定 

(2) 行政審査を生じさせる基礎となった法律の適用規定を含む連邦法の完全な特定 

(3) 製品が，該当する行政審査期間を生じさせる基礎になった法律の規定に基づいて，商

業的販売又は使用に関する許可を取得した日の特定 

(4) 医薬製品の場合は，その製品における各有効成分の特定及び各成分について，それが

以前には，連邦食品医薬品化粧品法，公衆衛生法若しくはウイルス・血清・毒素法に基づ

く商業的販売若しくは使用に関する承認を受けていない旨の陳述又はその有効成分が(そ

れ自体か若しくは他の有効成分との組合せの何れかの形で)商業的販売若しくは使用に関

して承認を受けた日，それが承認された用途及び承認の基礎となった法律の規定について

の陳述 

(5) 申請が，§1.720(f)により，提出のために許可されている 60 日期間内に提出されよ

                         
61 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（１）米国 Q2 参照 



 

- 143 - 

うとしている旨の陳述及び申請書が提出可能な 終日の特定 

(6) 延長が求められている特許の，発明者の名称，特許番号，発行日及び満了日による完

全な特定 

(7) 延長が求められている特許の写しであって，明細書全体(クレームを含む)及び図面を

含むもの 

(8) その特許に関して発行された，権利の部分放棄書，訂正証明書，維持手数料受領証又

は再審査証明書がある場合は，その写し 

(9) 特許が認可製品又は認可製品を製造若しくは使用する方法をクレームしている旨の陳

述書及び個々の該当する特許クレームを列記し，当該特許クレームの少なくとも 1 が次

の事項に関して表示されている態様を示す証明 

(i) 列記されたクレームが認可製品についてのクレームを含んでいる場合は，認可製品 

(ii) 列記されたクレームが認可製品の使用方法についてのクレームを含んでいる場合は，

認可製品の使用方法 

(iii) 列記されたクレームが認可製品の製造方法についてのクレームを含んでいる場合は， 

認可製品の製造方法 

(10) 新たなページで始まる陳述書であって，厚生長官又は農務長官の該当する者が，適

用する行政審査期間を決定することができるようにするための，35 U.S.C.第 156 条(g)

に従った関連性のある日付及び情報に関するものであり，次の内容を有するもの 

(i) 人間用医薬品，抗生物質又は人間用生物学的製品をクレームする特許に関しては， 

(A) 臨床試験用新薬(IND)申請の有効日及び IND 番号 

(B) 新薬申請書(NDA)又は製品許可申請書(PLA)が初めて提出された日及び NDA 又は PLA 

の番号 

(C) NDA が承認されたか又は製品許可が発行された日 

(v) 医療機器をクレームする特許に関しては， 

(A) 該当する場合は，臨床試験用機器免除(IDE)の効力発生日及び当該 IDE の番号又は

IDE が提出されなかった場合は，申請人が当該医療機器を伴う 初の臨床試験を開始した

日及び当該日についての使用可能な実証 

(B) 連邦食品医薬品化粧品法第 515 条に基づく製品認可申請書又は製品開発計画完成の

通知書が初めて提出された日及び申請書の番号 

(C) 申請が承認されたか又は計画が完成したと宣言された日 

(11) 新たなページで始まる簡単な説明であって，販売する申請人が該当する行政審査期

間中に認可製品に関して行った主要活動及び当該活動に係る主要な日付についてのもの 

(12) 新たなページで始まる陳述書であって，申請人の意見としては，特許が延長を受け

るための適格性を有しているとするもの，及び延長期間を決定した方法を含む，主張する

延長期間についての陳述 
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(13) 申請人は，合衆国特許商標庁長官及び厚生長官又は農務長官に対して，求めている

延長についての権利に関する決定にとって重要な全ての情報を開示する義務を負うことを

承知している旨の陳述 

(14) 延長申請の受領及びそれに基づく処分を求めるための所定の手数料 

(15) 特許存続期間延長申請に関する照会及び通信の宛先とする者の名称，宛先及び電話

番号 

 

③審査体制 

 

 延長登録適格性については、米国特許法第156条(e)及び米国特許規則§1.750により、

米国特許商標庁（USPTO）が審査を行う旨規定されている。一方、行政審査期間について

は、米国特許法第 156 条(d)(2)(A)により、米国食品医薬品局（FDA）が審査が行う旨規定

されている。 

 

④登録方法とその具体的な内容 

 

 登録の際は、申請人に印章を付した延長証明書が発行される。延長証明書は USPTO のフ

ァイルに記録され、現特許の一部とみなされる（米国特許法第 156 条(e)(1)、米国特許規

則§1.780）。以下の内容が延長証明書に記載される62。 

 

・ 特許番号 

・ 登録日 

・ 原満了日 

・ 出願人 

・ 特許権者 

・ 発明の名称 

・ 特許分類 

・ 医薬品名 

・ 延長期間 

・ 延長後の満了日 

 

  

                         
62 「Certificate of Extension of Patent Term」USPTO 

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2759.html [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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⑤公示方法とその具体的な内容等 

 

 上記の延長証明書が USPTO の公報に公告される（米国特許規則§1.780）。 

 

（ⅲ）延長登録数及びその特許権の内容 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 USPTOの PTEリスト63を確認し、下記3件の延長登録を確認した。（詳細は、資料編「資

料Ⅱ 米国延長登録リスト」を参照） 

 

【図表Ⅵ-1】延長登録されている特許権の一覧（再生医療等製品） 

 

特許番号 承認された再生医療等製品の商標名 承認された製品の概要 

4,485,096 Apligraf 移植用皮膚 

4,963,489 Dermagraft 移植用皮膚 

4,309,778 New Jersey Knee 移植用関節 

  

（イ）体外診断用医薬品 

 

 PTE リストを確認したが、該当する延長登録は発見できなかった。なお、同リスト外の

延長登録として、海外質問票調査において下記 1 件の延長登録に関する情報を得ている64。  

 

【図表Ⅵ-2】延長登録されている特許権の一覧（体外診断用医薬品） 

 

特許番号 承認された体外診断用医薬品の商標名 承認された製品の概要 

7,008,765 Progensa PCA3 前立腺がんの診断 

  

  

                         
63 「Patent Terms Extended Under 35 USC §156」USPTO 

https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/patent-term-extension/patent-terms-extended-under-35-

usc-156 

以下、（イ）体外診断用医薬品、（ウ）医療機器の PTE 確認についても同様。 

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
64 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（１）米国 Q1-1 参照 
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（ウ）医療機器 

 

 PTE リストを確認し、下記 53 件の延長登録を確認した。 

機器の内訳は、ステント 9 件、除細動器 5 件、ペースメーカー4 件、脊椎固定器 5 件、

人工心臓弁 3件、眼内レンズ 5 件、縫合糸 2件、超音波骨折治療器 2 件、眼科用レーザー

治療システム 2 件、その他 16 件であった。（詳細は、資料編「資料Ⅱ 米国延長登録リ

スト」を参照） 

 

【図表Ⅵ-3】延長登録されている特許権の一覧（詳細は、資料編「資料Ⅱ 米国延長登録

リスト」を参照） 

 

特許番号 承認された機器の商標名 承認された機器の概要 

4733665 PALMAZ BALLOON-EXPANDABLE STENT ステント 

5041126 Cook GRII CORONARY STENT ステント 

4954126 WALLSTENT Coronary Endoprosthesis ステント 

4886062 Wiktor Prime Coronary Stent System ステント 

5563146 CYPHER ステント 

5624411 

ENDEAVOR Zotarolims-Eluting Coronary Stent Over-the-

Wire(OTW), Rapid Exchange(RX), or Multi-Exchange II (MX2) 

Stent Delivery Systemd  

ステント 

6309402 S8 Over the Wire System ステント 

5716981 TAXUS Express Paclitaxel-Eluting Coronary Stent System ステント 

6306141 TALENT ステント 

4328592 DUROMEDICS CARDIAC VALVE PROSTHESIS 人工心臓弁 

4343049 MONOSTRUT 人工心臓弁 

5354330 ATS Open Pivot Bileaf Heart Valve 人工心臓弁 

4052991 
PCD TACHYARRHYTHMIA CONTROL DEVICE MODEL 

72171B 
ペースメーカー 

4543954 SENSOR MODEL ペースメーカー 

4702253 META II MODEL 1204 CARDIAC PACING SYSTEM ペースメーカー 

4958632 KDR 401 & KDR 403 Pacemakers ペースメーカー 

RE 27,757 CARDIOVERTER/DEFIBRILLATOR SYSTEM 除細動器 

4316472 VENTAK P AICD MODEL 1600 除細動器 

4407288 CPI VENTAK PRX AICD SYSTEM 除細動器 

4868908 
Ventritex(R) Cadence(R) Model V-100 Tiered Therapy 

Defibrillator System 
除細動器 

5405363 Sentinel Model 2000/2010 除細動器 

5015247 BAK Interbody Fusion System(TM) 脊椎固定器 

4961740 Ray Threaded Fusion Cage(TM) 脊椎固定器 

5258494 
OP-1 Implant (recombinant human ostogenic protein-1 & 

bovine bone derived collagen) 

脊椎固定および骨折治療シス

テム 

5984967 
InFuse Bone Graft/LT-Cage Lumbar Tapered Fusion 

Device 
脊椎固定器 

6235030 X-STOP Interspinous Process Decompression System 脊椎固定器 

4243775 MAXON 縫合糸 

4224946 NOVAFIL 縫合糸 

4347198 ASTIFILAN A (SOFT CONTACT LENS) 眼内レンズ 
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4898461 
SILICONE AMO ARRAY MULTIFOCAL INTRAOCULAR 

LENS 
眼内レンズ 

5192319 Phakic Intraocular Lenses 眼内レンズ 

5444106 
Cee-On(TM) Edge Foldable Ultraviolet Light-Absorbing 

Posterior Chamber Intraocular Lens 
眼内レンズ 

5470932 
ACRYSOF(R) Natural Single-Piece Posterior Chamber 

Intraocular Lens 
眼内レンズ 

4530360 
SONIC ACCELERATED FRACTURE HEALING SYSTEM 

(SAFHS) 

超音波パルスによる骨折治療

器 

4793353 GENESIS NEUROSTIMULATION SYSTEM 
超音波パルスによる神経刺激

システム 

4941093 
EXCIMID UV200LA/SVS APEX (EXCIMER LASER 

SYSTEMS) 

レーザー光治療システム（眼

科用） 

4976709 Hyperion LTK System (opthalmic medical laser system) 
レーザーを用いた遠視治療シ

ステム（眼科用） 

4594401 MENICON Z コンタクトレンズ 

3789832 BETA 3000 NMR SCANNING DEVICE NMR 

4146029 SYNCHROMED INFUSION PUMP 埋込型薬剤放出デバイス 

3929971 PRO OSTEON 500 骨材料 

4291708 T-Scan 2000 乳がんリスク診断用デバイス 

4494531 COOK BIRD'S NEST VENA CAVA FILTER 肺塞栓防止用機器 

4637994 LIPOSORBER LA 15 吸着体 

4703752 LEA'S SHIELD 避妊用具 

4834757 LUMBAR I/F CAGE 癒着防止ポリマー 

4867164 NEURO CYBERNETIC PROSTHESIS SYSTEM 脳適用の人工補綴 

4949718 Therma Choice Uterine Balloon Therapy System 4,949(R) 
子宮内出血のためのバルーン

システム 

4919140 Anadara(TM) OFS(TM) System 神経刺激システム 

5199939 Galileo(R) Intravascular Radiotherapy System 血管内放射線治療システム 

5125926 Heart Laser CO2 Transmyocardial Revascularization System 経心筋的血行再建システム 

5571182 Macroplastique(R) Implants インプラント 

5344452 ArteFill(R) 注入式シワ取り 

 

（ⅳ）延長登録制度に関する裁判例・審決例 

 

 再生医療等製品及び体外診断用医薬品の延長に関する直接の審判決はない。 

 参考までに、延長された特許権に関する侵害訴訟の裁判例としては、以下の 5件が挙げ

られる65。 

 

(1) Pfizer Inc. v. Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., 359 F.3d 1361 (Fed. Cir. 

2004).  特許の延長期間は、承認されている活性部分及び第156条(f)に規定された通り、

塩又はエステルが特許による保護を請求されている範囲で、塩又はエステルも対象として

いると判示した。特許の請求範囲にそのような限定がされていない場合は、延長は、承認

された薬品の特定の塩に限定されない。 

 

                         
65 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（１）米国 Q5 参照 
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(2) Boehringer Ingelheim Intl. GmbH v. Barr Laboratories Inc., 592 F.3d 1340 

(Fed. Cir. 2010).延長期間中に存在する特許権が同一ではなく範囲の狭いものであるこ

とを理由として、遡及的に期間放棄をしようとする試みはやはり、不適切な特許権の延長

となると判示された。  

 

(3) Ortho-McNeil Pharmaceutical Inc. v. Lupin Pharmaceuticals Inc., 603 F.3d 

1377 (Fed. Cir. 2010).  第156条(b)は延長を「製品について承認されたあらゆる使用」

に制限している、つまり、延長された期間が「FDAの承認された製品の無関係の使用」に

は適用されないのである一方で、「特許の存続期間に由来する権利」には「ある特許につ

いて利用可能な排他的権利」のすべて（他人に発明の製造、使用、販売、販売の申出又は

輸入をさせない権利）が含まれるということであると判示された。 

 

(4) Genetics Institute LLC v. Novartis Vaccines and Diagnostics Inc., 655 F.3d 

1291 (Fed. Cir. 2011).  延長期間中は、延長された特許の請求項は特許の抵触審査の根

拠となり得ると判示した。また裁判所は、延長が特許の存続期間に適用されること、つま

り個々の請求項に限定されず、特許の全ての請求項に適用されると判示された。 

 

(5) Edwards Lifesciences AG v. CoreValve, Inc., 2014 BL 104621 (D. Del. Apr. 

15, 2014).延長された特許から生じる権利は、承認された使用を実行し、請求項の侵害を

なすすべての医療機器を対象とすると判示された。 

 

（ⅴ）延長登録の対象となる特許権の制限の有無 

 

 特に規定はない。 

 

（ⅵ）延長登録された特許権の効力範囲 

 

 米国特許法第 156 条(b)において以下の通り規定されている。薬事審査事項により限定

される旨の特別規定はないと思われる66。 

 

①製品をクレームしている特許 

 

 その製品に関して承認された使用に限定されるものとする。ただし、その後の新たな承

                         
66 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（１）米国 Q4-2 参照 
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認に関わる用途も含まれる。 

 

②製品の使用方法をクレームしている特許 

 

 特許によってクレームされ、かつ、その製品に関して承認された使用に限定されるもの

とする。 

 

③製品の製造方法をクレームしている特許 

 

 承認を受けた製品を作るために使用される製造方法に限定されるものとする。 

 

 医療機器の延長された特許権の効力範囲に関しては、上述の Edwards Lifesciences AG 

v. CoreValve, Inc.において、医療機器の延長された特許から生じる権利は、複製品に制

限されるだけでなく、承認された使用方法にも制限されると判断された67。 

 

（ⅶ）延長登録の対象となる承認の制限の有無 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 米国特許法第 156 条(a)において、 初に承認を受けた製品のみが延長を受けることが

できる等、延長登録の対象となる承認について規定されていること以外には特に規定はな

い。例えば、「主成分」が既に承認されているが、培地・培養液、運搬チューブが変更さ

れ、後で承認を受けたという点が異なっている製品の場合、延長を利用できる可能性は低

い68。 

 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 米国 FD&C 515 条で規定された PMA の対象となるクラスⅢの体外診断用医薬品及び医療

機器の承認のみが延長登録の対象となっている（米国特許法第 156 条(g)(3)(B))。従って、

米国 FD&C 510 条(k)の対象となるクラスⅡ製品の承認は延長対象から除外されている。 

 また、クラス III 医療機器は、それが PMA により既に承認され合法的に市販された機器

（predicate device）に「実質的に相当」することを条件として、第 510 条（k）の手続

により市販を認められることができる。実際、市販されているクラス III 医療機器の大多

                         
67 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（１）米国 Q4-3 参照 
68 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（１）米国 Q3 参照 
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数は、第 510 条（k）に基づき市販を認められているので、特許期間延長を認められる適

格性は発生しない69。 

 体外診断用医薬品に関しては、特定標的のための次世代 IVD アッセイを当該製品の 初

に許可された商業的販売又は使用であると見なすことができるか、又はどの基準であれば、

標的について第一世代と第二世代の IVD アッセイを十分に定性的に区別することができる

のかは定かでない。この点に関して裁判所で争われた事例はない70。 

 

（２） 製造販売承認制度 

 

（ⅰ）製造販売承認制度 

 

①制度概要 

 

 食品、医薬品及び化粧品法（FD&C 法）により規制されている。再生医療等製品に関し

ては、主に生化学的製品は生物製剤に分類されるが、主に物理的構造的製品は医療機器に

分類される。分類は製品によりケースバイケースである。体外診断用医薬品は、米国

FD&C 法では医療機器に分類される。 

 その他の関係法令は以下の通りである。 

 

・ 公衆衛生サービス法（PHS 法） 

 再生医療等製品（HCT/P）に関する規定が 351 条に記載されている。体外診断用医

薬品に関しては、351 条に該当すれば HCT/P と同様の規制を受ける。 

・ FDA 近代化法 (1997) 

・ FDA 再生法 (2007) 

・ 医療機器に関する規則等 

 医療機器修正法 (MDAA)、医療機器安全法 (SMDA)、医療機器ユーザーフィー及び近

代化法 (MDUFMA)、臨床検査改善促進法（clinical laboratories improvement act）  

 

②製造販売承認の必要性の有無 

 

 製造販売承認の審査は米国食品医薬品局（FDA）で行われる。 

 

  

                         
69 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（１）米国 Q1-2 参照 
70 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（１）米国 Q1-3 参照 



 

- 151 - 

（ア）再生医療等製品 

 

 米国 PHS 法 351 条において、販売にあたり製造販売承認を受けることが必要と規定され

ている。 

 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 クラスⅢ製品については、販売にあたり基本的に市販前承認申請（Premarket Approval 

Application (PMA)）が必要と規定されている（米国 FD&C 法第 515 条）。クラスⅡ製品は、

販売にあたり基本的に市販前承認申請が不要であるが、市販前届（Premarket 

notification）の FDA 又は第三者機関への提出が必要（米国 FD&A 法第 510 条(k)）71。た

だし、クラスⅡ製品でも PMA を要求されることがある。 

 また、クラスⅢ医療機器は、それが PMA により既に承認され合法的に市販された機器

（predicate device）に「実質的に相当」することを条件として、第 510 条（k）の手続

により市販を認められることができる。実際、市販されているクラス III 医療機器の大多

数は、第 510 条（k）に基づき市販を認められているので、特許期間延長を認められる適

格性は発生しない72。 

 

                         
71 「海外の薬事制度について」吉田正人（2008 年 1 月 22 日） 

http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/documents/1201507232393.pdf [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
72 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（１）米国 Q1-2 参照 
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【図表Ⅵ-4】米国における医療機器（体外診断用医薬品を含む）のクラス分類と薬事規 

制73 

 

クラス分類 リスク 薬事規制上の区分

クラスⅠ 

例：包帯、絆

創膏等 

医療機器に欠陥や不具合が見つかって

も、患者やユーザーに大きな危害を与

えないことを前提とした医療機器。 

 

低 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 

届出のみ 

クラスⅡ 

例：電動車椅

子、輸血ポン

プ 、 麻 酔 装

置、心臓モニ

ター等 

クラスⅠより高いリスクを要し、医療

機器に欠陥や不具合があった場合、患

者が負傷することがあり得ることを前

提とする。 

市販前届 

(510(k)) 

クラスⅢ 

例：人工心臓

弁 、 心 肺 装

置、体内埋込

材 、 人 工 臓

器、ペースメ

ーカー、バル

ーンカテーテ

ル等 

一番リスクを伴う医療機器。このクラ

スの医療機器に欠陥や不具合は生じた

場合、患者に深刻な障害や、死にいた

ることも想定される。多くのこのクラ

スの医療機器は人命救助や生命維持に

関わる製品が多いが、病気や負傷に関

して潜在的かつ不合理なリスクも含

む。 

PMA 

 

③治験の必要性の有無 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 米国 PHS 法 351 条において治験が必要と規定されている。 

 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 PMA による承認申請が必要なクラスⅢ製品と一部のクラスⅡ製品について必要である 71。 

                         
73 Globizz ホームページ 

http://www.globizz.net/services/fda510k.html [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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（ⅱ）治験開始から承認までの流れ 

 

①製造販売承認までのプロセス 

 

 基礎研究から製造販売承認までのプロセスは以下に示す図の通りである。生物製剤に分

類された再生医療等製品は、治験前に臨床試験実施申請（IND）、承認申請時に生物製剤

承認申請（BLA）を行う。医療機器に分類された再生医療等製品、体外診断用医薬品及び

医療機器は、治験前に研究機器適用除外申請（IDE）、承認申請時に市販前承認申請（PMA）

を行う。 

 

【図表Ⅵ-5】製造販売承認までのプロセス74 

 

 

 

②治験開始に必要な書類 

 

（ア）再生医療等製品（生物製剤） (IND)75 

 

 以下の書類が必要である。 

 

・ Form FDA 1571: Investigational New Drug Application 

・ Form FDA 1572: Statement of Investigator 

・ Form FDA 3674: Certification of Compliance 

・ Form FDA 3454: Certification: Financial Interests and Arrangements of Clinical 

Investigators 

                         
74 「再生医療・細胞治療に関する国内外の規制動向」国立医薬品食品衛生研究所 

http://www.nihs.go.jp/cbtp/sispsc/html/slideshow/s33.html [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
75 「IND Forms and Instructions」FDA 

http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/HowDrugsareDevelopedandApproved/ApprovalApplications/I

nvestigationalNewDrugINDApplication/ucm071073.htm 

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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・ Form FDA 345: Disclosure: Financial Interest and Arrangements of Clinical 

Investigators 

・ Form FDA 3500: MedWatch Medical Product Reporting Program - Voluntary 

・ Form FDA 3500A: Medwatch Medical Products Reporting Program - Mandatory 

・ Form FDA 3926 : Individual Patient Expanded Access Applications 

 

（イ）再生医療等製品（医療機器）、体外診断用医薬品、医療機器 (IDE)76 

 

 以下の書類が必要である。 

 

・ Name and address of sponsor 

・ Report of prior investigations (§ 812.27).  

・ Investigational plan (§812.25) 

・ A description of the methods, facilities, and controls used for the manufacture, 

processing, packing, storage, and installation of the device 

・ An example of the agreement to be signed by the investigators and a list of 

the names and addresses of all investigators. Information that must be included 

in the written agreement are found in § 812.43 

・ Certification that all investigators have signed the agreement, that the list 

of investigators includes all investigators participating in the study, and 

that new investigators will sign the agreement before being added to the study 

・ A list of the names, addresses, and chairpersons of all IRBs that have or will 

be asked to review the investigation and a certification of IRB action 

concerning the investigation (when available) 

・ The name and address of any institution (other than those above) where a part 

of the investigation may be conducted 

・ The amount, if any, charged for the device and an explanation of why sale does 

not constitute commercialization 

・ Please note that an environmental assessment as required under 21 CFR 25.40 

or a claim for categorical exclusion under 21 CFR 25.30 or 25.34 is no longer 

required. [§25.34(g)] 

・ Copies of all labeling for the device 

                         
76 「IDE Application」FDA 

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/InvestigationalDeviceE

xemptionIDE/ucm046706.htm [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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・ Copies of all informed consent forms and all related information materials to 

be provided to subjects as required by 21 CFR 50, Protection of Human Subjects 

・ Any other relevant information that FDA requests for review of the IDE 

application. Information previously submitted to FDA in accordance with Part 

812 may be incorporated by reference. 

 

③承認申請に必要な書類 

 

（ア）再生医療等製品（生物製剤） (BLA) 

 

 CTD に従って申請を行う77。CTD は Common Technical Document の略であり、承認申請書

類のための共通様式である。米欧はこの様式を利用して申請する。（日本も CTD 記載内容

に基づいて申請可能。）国ごとに提出する申請書以外の品質、非臨床試験及び臨床試験に

関する文書が該当する。 

 

                         
77 「医薬品の承認申請のための国際共通化資料 コモン・テクニカル・ドキュメント（CTD）の構成」PMDA 

http://www.pmda.go.jp/files/000156304.pdf [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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【図表Ⅵ-6】CTD の概念図 

 

 

 申請書については、Form FDA-356h（Application to Market a New Drug, Biologic, or 

An Antibiotic Drug For Human Use78）の様式を用いて作成する。申請書には以下の事項

を記載する。 

 

・ Applicant information 

・ Product/Manufacturing information 

・ Pre-clinical studies 

・ Clinical studies 

・ Labeling 

 

                         
78 「Biologics License Applications (BLA) Process (CBER)」FDA 

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/DevelopmentApprovalProcess/BiologicsLicenseApplicationsBLAProces

s/ [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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（イ）再生医療等製品（医療機器）、体外診断用医薬品、医療機器 (PMA)79 

 

 申請書と添付書類（Summary of Safety and Effectiveness Data (§814.44)）が申請

に必要である。 

 

④承認審査体制 

 

 米国食品医薬品局（FDA）により製造販売承認の審査が行われる。再生医療等製品、体

外診断用医薬品及び医療機器の製造販売承認の審査については、それぞれ以下に示す部署

が管轄している。 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 生物製剤評価・研究センター(Center for Biologics Evaluation and Research; CBER)

の細胞組織遺伝子治療局(Office of Cellular, Tissue and Gene Therapies; OCTGT)が管

轄する。 

 

（イ）体外診断用医薬品 

 

 医療機器・放射線保健センター(Center for Devices and Radiological Health; CDRH)

の IVD・放射線保険局(Office of In Vitro Diagnostics and Radiological Health; OIR)

が管轄する。製品により CBER が管轄することもある80。 

 

（ウ）医療機器 

 

 医療機器・放射線保健センター(Center for Devices and Radiological Health; CDRH)

が管轄する。 

 

                         
79 「PMA Application Contents」FDA 

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSubmissions/P

remarketApprovalPMA/ucm050289.htm#ssed  

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
80 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（１）米国 Q1-1 参照 
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（ⅲ）製造販売承認の数 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 2014 年現在で承認済みが 11 品目、臨床開発中のものが 88 品目81。米国で FDA に承認を

受けた製品の例を以下に示す。 

 

【図表Ⅵ-7】米国で承認済みの再生医療等製品 

 

製品名 製造販売承認 概要 対象疾患 

Regranex 1997 年 組換えヒト PDGF 製剤 糖尿病性下肢潰瘍 

Carticel 1997 年 自家軟骨細胞 軟骨損傷修復 

Apligraf 2000 年 他家ヒトケラチノサイト、

繊維芽細胞 

糖尿病性下肢潰瘍 

Dermagraft 2001 年 他家ヒト繊維芽細胞シート 糖尿病性下肢潰瘍 

OrCel 2001 年 他家ヒト皮膚細胞シート 皮膚移植により生じる創傷 

Provenge 2010 年 自家樹状細胞ワクチン 前立腺がん 

Epicel 2007 年 表皮自家移植片 皮膚熱傷 

HEMACORD 2011 年 臍帯血由来造血系前駆細胞 血液癌、遺伝性代謝疾患、免

疫系疾患 

laViv 2011 年 自家線維芽細胞 しわ取り注射 

GINTUIT 2012 年 ウシコラーゲン 歯肉の創傷 

Osteocel Plus 製品登録のみ 他家間葉系幹細胞 骨の修復 

Celution（参考） 2007 年 脂肪組織由来幹細胞抽出機

器 

乳がん手術後の再建など 

 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 2000～2013 年の PMA 承認は以下の通りである。 

 

                         
81 「世界の市場に流通する再生医療製品」厚生労働省、ヒト幹細胞情報化推進事業 

http://www.skip.med.keio.ac.jp/frontline/worldprod/ 

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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【図表Ⅵ-8】PMA 承認件数（折れ線グラフ）82 

 

 

 

 米国で FDA に承認を受けた製品の例を以下に示す83。 

 

①体外診断用医薬品 

 

・ インフォーム Her2 Dual ISH DNA プローブカクテル (Ventana) 

 (PMA No. P100027) 

 インフォーム HER2 Dual Ish DNA プローブカクテルは、HER2 遺伝子の 17 番遺伝子に対

する比率を計数することにより、HER2 遺伝子の状態を判断する際に使用するためのもの

である。 

 

・ Progensa PCA3 検査 (Gen-Probe) 

 (PMA No. P100033) 

 Progensa PCA3 検査は体外診断用の核酸増幅テストである。 この検査では、直腸指診

後の起床後 初に採取した男性尿サンプル中の前立腺がん遺伝子３（PCA3）及び前立腺特

異抗原（PSA）RNA（RNA）分子の濃度を測定し、PCA3 RNA 分子の PSA RNA 分子に対する比

率（PCA3 スコア）を計算する。 

                         
82 「FDA Approving New High-Risk Devices at Fastest Pace in Last Decade, Report Finds」(Posted 23 October 

2014) Regulatory Affairs Professionals Society 

http://www.raps.org/Regulatory-Focus/News/2014/10/23/20616/FDA-Approving-New-High-Risk-Devices-at-Fastest-

Pace-in-Last-Decade-Report-Finds/ [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
83 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（１）米国 Q1-1 参照 
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・ Abbott Realtime HCV Genotype II 

 (PMA No. P120012) 

 Abbott Realtime HCV Genotype II は体外診断用の逆転写ポリメラーゼ連鎖反応（rt-

pcr）検査であり、C 型肝炎ウイルスに慢性的に感染している個人から採取した血漿又は

血清中の C 型肝炎ウイルスの個体群 1、1a、1b 及び 2-5 を定性的に同定するためのアボッ

ト社の m Sample Preparation System（RNA 核酸抽出試薬）と Abbott 社の m2000sp 及び

m2000rt と共に使用される。 

 

・ BRACANALYSIS CDX (Myriad) 

 (PMA No. P140020) 

 Bracanalysis CDX は、EDTA に集まった全身血液サンプルから得たゲノム DNA を使用し

て、タンパク質コード領域及び BRCA1 と BRCA2 遺伝子のイントロン／エクソンの境界部分

に存在する多様体を定性的に検出及び分類するための体外診断用機器である。 

 

・ コロガード (Exact Sciences) 

 (PMA No. P130017) 

 コロガードは、大腸関連の遺伝子変異（DNA マーカー）の定性的な検出、及び人間の便

中のヘモグロビンの存在を検査するためのものである。陽性結果が出た場合、大腸がん又

は進行腺腫の存在を示すことがあり、診断のために結腸内視鏡検査を行うべきである。 

 

②医療機器 

 

・ TissueGlue 外科用接着剤（Cohera Medical） 

 (PMA No. P130023) 

 この道具は、腹壁形成術において皮下の組織の平面間に死腔が存在する組織層の近似物

として用いられる。 

 

・ ハイモビス (Fidia Farmaceutici) 

 (PMA No. 150010) 

 このデバイスは、保存的な非薬物療法及び鎮痛剤（例．アセトアミノフェン）に十分に

対応しなかった患者のひざの変形性関節症の治療に用いられる。ハイモビスは、単回使用

の注射器に含まれる無菌、非発熱性、粘弾性のヒドロゲルである。 
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・ Storz Medical デュオリス SD1 衝撃波療法 

 (PMA No. 080028) 

 このデバイスは、慢性近位足底筋膜炎を原因とする踵の痛みの体外衝撃波治療に用いら

れる。 

 

・ Cheatham Platinum Stent System (Numed, Inc.) 

 (PMA No. 150028) 

 CP ステント及び取付 CP ステントは、従属する大動脈峡部又は下行大動脈の第 1 枝を含

む大動脈の自然な及び／再発性の収縮の治療に利用される。 

 

・ Raindrip Near Vision Inlay (Revision Optics) 

 (PMA No. P150034) 

 このデバイスは、器質内に埋め込んで、老眼患者の非効き目の近見視力を改善するため

に用いられる。 

 

（ⅳ）データ保護制度、パテントリンケージ制度、一部効能承認申請及び薬価制度 

 

①データ保護制度 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 生物製剤として承認を受けた製品であれば、基本的に 12 年の期間が認められる84。 

 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 認められないと思われる85。 

 

②パテントリンケージ制度 

 

 Orangebook は医薬品に関する特許のみ収載対象としており、再生医療等製品、体外診

断用医薬品、医療機器に関する特許はいずれも対象外である。 

                         
84 「Guidance for Industry Reference Product Exclusivity for Biological Products Filed Under Section 351(a) 

of the PHS Act」FDA 

http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm407844.pdf  

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
85 体外診断用医薬品関連企業からの情報 
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 医療機器、ワクチン、IVD又は医療器具メーカーなど、医薬品以外の産業からは、議会

で問題となっているほど、同様のパテントリンケージを確立することについての要望は表

明されていない。 

 米国では、近年、バイオシミラーの承認経路が確立された（2009 年生物製剤価格競

争・イノベーション法）。この承認プロセスには、ハッチワックスマン法の小分子薬承認

プロセスと似通った概念が多く含まれているものの、大きく異なっているところも多い。

バイオシミラーの申請がなされると、申請者は、基準製品の所有者に対し、申請書の写し

を提出しなければならず、所有者は、それを受けて自身が侵害されていると合理的に信じ

る全ての特許のリストを送付することができる86。 

 

③一部効能承認申請 

 

 米国 FD&C法第 355条(2)(A)(viii)の規定により、Section viii (carve-out) statement

を提出すれば申請可能である。 

 

④薬価制度 

 

 米国では医療保障制度が民間保険主導型であり、公的な薬価制度もなく、製薬企業が市

場戦略に基づいて自由裁量で決定する。従って、薬価決定の際に政府からの干渉はなく、

外国価格を参照することもない87。 

 

                         
86 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（１）米国 Q6-1 参照 
87 「薬剤使用状況等に関する調査研究」第Ⅱ部、182～187 頁、(2014)。 
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２． 欧州（英国、ドイツ） 

 

（１） 延長登録制度 

 

（ⅰ）延長登録制度 

 

①制度概要 

 

 欧州特許条約第 63 条第 2 項(b)において、「欧州特許の対象が製品又は製品の製造方法

又は製品の用途に関するものであり、それらが当該締約国の市場に提供される前に国内法

令が要求する行政上の許諾手続を経なければならない場合は、国内特許権に適用される条

件と同一の条件の下で，欧州特許権の存続期間を延長する締約国の権利又は欧州特許権の

存続期間の満了直後から欧州特許権に匹敵する保護を与える締約国の権利を妨げるもので

はない。」と規定されている。 

 欧州では、延長登録の際に補充的保護証明書(SPC; Supplementary protection 

certificate)が発行される。 SPC に関する欧州議会及び理事会規則として、

Regulation(EC)No. 469/2009（医薬品の補充的保護証明書に関する 2009 年 5 月 6 日の欧

州議会及び理事会規則。以降、「SPC 規則」とする。）が定められ、欧州における延長登

録制度として機能している。 

 体外診断用医薬品及び医療機器は、欧州では SPC 規則第 1条により延長登録の対象外と

されている。 

 

②延長期間 

 

 SPC 規則第 13 条において、 

「(1) 証明書は，基本特許の法定存続期間が終了したときに効力を生じるものとし，その

対象期間は，基本特許の出願日以後共同体における製品販売のための 初の認可の日まで

に経過した期間から，5年の期間を削減した期間に等しいものとする。 

(2) (1)に拘らず，証明書の存続期間は，効力発生日から 5年を超えることができない。 

(3) (1)及び(2)に規定した期間は，規則(EC)No.1901/2006 第 36 条が適用される場合は，

6 月延長されるものとする。この場合は，(1)に定めた存続期間は 1 回に限り延長するこ

とができる。 

(4) 証明書が，製品であって，1993 年 1 月 2 日前に国内法に基づいて，その存続期間が

延長されていた又は当該延長についての申請が行われていた特許によって保護されている

場合は，この証明書に基づいて与えられる保護期間は，特許期間が 20 年を超えている年
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数を削減されるものとする。」 

と規定されている。 

 

 再生医療等製品の規制審査にかかる平均期間については、 初の特許の出願日のおよそ

9～18 年後に承認されている傾向がある。 

 ジェネリック及びバイオシミラーのメーカーが SPC 期間内に非 EU 諸国に輸出するため

に薬を製造することを可能にするため、欧州委員会は SPC 期間内における製法特許の権利

放棄に関する規定を導入することを提案した88。 

 

（ⅱ）延長登録出願から登録に至るまでの流れ 

 

①出願に必要な書類 

 

 SPC 規則第 8条(1)において以下の通り規定されている。 

 

・ 証明書の付与を求める請求 

・ 製品販売認可謄本 

・ 初の認可製品の特定情報等（ 初の認可製品でない場合） 

・ 第 8条(1)(d)の場合に必要な書類 

 

②出願書類に記載すべき内容 

 

 SPC 規則第 8条(1)(a)において以下の通り規定されている。 

 

・ 申請人の名称及び宛先 

・ 申請人が代理人を選任している場合は，代理人の名称及び宛先 

・ 基本特許の番号及び発明の名称 

・ 第 3 条(b)にいう製品販売のための 初の認可の番号及び日付並びにその認可が共同

体における当該製品販売のための 初の認可でない場合は、 初の認可の番号及び日

付 

 

                         
88 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（２）欧州 Q2 参照 
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③審査体制 

 

 製造販売承認がされた加盟国ごとに、各国の工業所有権管轄官庁で行われる（SPC 規則

第 9 条(1)）。欧州特許庁では行われない。 

 申請があったときは、当局により下記項目に関し公告が行われる（SPC規則第9条(2)）。 

 

・ 申請人の名称及び宛先 

・ 基本特許の番号 

・ 発明の名称 

・ 第 3 条(b)にいう製品販売の認可の番号及び日付並びに認可書において特定された製

品 

・ 該当する場合は，共同体における当該製品販売のための 初の認可の番号及び日付 

・ 該当する場合は，その申請が存続期間延長申請を含んでいる旨の表示 

 

④登録方法とその具体的な内容 

 

 審査を行った工業所有権管轄官庁より証明書を付与する（SPC 規則第 10 条)。 

 

⑤公示方法とその具体的な内容等 

 

 審査を行った工業所有権管轄官庁が証明書付与を公告する（SPC 規則第 11 条）。 

 

・ 証明書所有者の名称及び宛先 

・ 基本特許の番号 

・ 発明の名称 

・ 第 3 条(b)にいう製品販売の認可の番号及び日付並びにその認可書において特定され

ている製品 

・ 該当する場合は，共同体における製品販売のための 初の認可の番号及び日付 

・ 証明書の存続期間 
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（ⅲ）延長登録数及びその特許権の内容89 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 再生医療等製品の代表的な延長登録は以下の通りである。 

 

遺伝子治療医薬品 

・ グリベラ（Glybera®）– アリポジーン・チパルボベック 

 本製品については、1995 年 5 月 22 日出願の EP0763116「組換えウイルス、遺伝子治療

におけるその分離及び使用」に基づいて、英国（SPC/GB13/026）及びドイツ（DE122013 

000034.1）において SPC が付与されている。 

 本製品に対する 初の承認は、2012 年 10 月 20 日になされた。 

 

再生医療製品 

・ ホロクラー（Holoclar®）– 角膜上皮細胞 

 本製品については、2001 年 11 月 28 日出願の EP1451302「体外で再構成された人間の角

膜上皮のシート及びその製造方法」に基づき、ドイツにおいて SPC が付与されている

（DE122015000064.9、承認日 2016 年 6 月 23 日）。英国では、SPC 出願がなされ現在審査

係属中である（SPC/GB15/050） 

 本製品に対する 初の承認は、2010 年 2 月 19 日になされた。 

 

（イ）体外診断用医薬品 

 

 SPC 規則によれば、SPC は人用医薬品に関する指令 (Directive 2001/83/EC)に従って承

認された医薬品について出されるものであるが、体外診断用医薬品はこれらの指令に従っ

て承認されていないため、SPC 付与の対象とならない。 

 

（ウ）医療機器 

 

 体外診断用医薬品と同様、医療機器についても上述の指令に従って承認されないため

SPC付与の対象ではない。しかし、以下に例を示す医薬活性成分を不可欠な部分とするイ

ンプラント機器の場合で、治験のレベルが通常の医薬品と同等である場合は、各EU加盟国

の特許庁の判断でSPCが付与されている。各加盟国特許庁の判断基準については、調和が

                         
89 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（２）欧州 Q1-1 参照 
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なされていないと思われる。 

 

・ セラスフィア（TheraSpheres®）- イットリウム-90ガラス微小球 

 本製品については、1985年11月7日出願のEP0201601「ガラス微小球」に基づき、ドイツ

（DE122005000052）及び英国（SPC/GB05/050）においてSPC出願がされ、ドイツでSPCが付

与された。ドイツ特許裁判所は、この事案において、本件医療機器は、医薬活性成分を不

可欠な部分とするインプラント機器であるという理由付けを行った。同裁判所はここで、

安全性と効果に関するテストのレベルは、人用医薬品に関する指令 (Directive 

2001/83/EC)に規定されたものと同等であり、SPC規則は同様に適用されるべきだと結論づ

けた。一方、英国ではSPC出願は拒絶された。その他、オランダでもSPCが付与された。 

 

・ シンビスク（Synvisc®）- ハイランA及びハイランB 

 本製品については、1988年11月29日出願のEP320164「ハイランを分離する方法及び新し

いハイラン製品」に基づきSPC出願がされ、英国でSPCが出された（SPC/GB98/013）。一方、

ドイツではSPC出願は拒絶された（DE19675008及びDE19676009）。その他、オランダ及び

フランスでもSPCが付与された。 

 

・ インターセプト（Intercept®）- 血小板システム 

 本製品については、2007 年 8 月 9 日出願の EP707476「血液中の病原体を光線により不

活性化するための組成物」に基づき、ドイツ(DE122007000052.9)及び英国（SPC/GB07/043）

で SPC 出願がされ、イタリアで SPC が付与された。一方、ドイツでは、SPC 出願はまだ審

査中であり、英国における SPC 出願は拒絶されている。 

 

（ⅳ）延長登録制度に関する裁判例・審決例 

 

 再生医療等製品の延長に関する直接の審判決はない。 

 ただし、以下の４件の判決は再生医療等製品の延長登録の審査及び延長登録された特許

権の効力範囲の判断に影響を与える可能性がある。 

 

・C-431/04 Massachusetts Institute of Technology case 

 先行処分のない既知の活性成分と不活性な添加剤の組み合わせからなる剤型は SPC で保

護されない。低分子医薬品の場合は製剤特許が該当するが、再生医療等製品に関する特許

でこれに該当するものがあれば SPC で保護されない可能性があると思われる。 
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・C-392/07 Farmitalia case 

 承認された医薬品の単なる派生物（異なる塩、エステル等）であれば、そのものがクレ

ームに含まれる限り、SPC の効力が及ぶ。再生医療等製品の場合も、派生物と判断される

範囲があれば、その範囲も延長の効力が及ぶと考えられる90。 

 

・C-493/12 Human Genome Sciences v Eli Lilly 

 現行の SPC 制度に基づけば、競争業者の意思に反してその承認を得ることによって SPC

を取得できると判断され、つまり、再生医療等製品が承認される場合、第三者がこの製品

について SPC による保護を確保しようとする可能性があるというリスクが常に存在すると

考えられる。英国（HC11C01304）及びドイツ（ドイツ地方裁判所 4a 143/10）の

“Lucentis”訴訟でも同様の判断がなされている91。 

 

・C-322/10 Medeva case 

 明細書中で承認製品が特定されていない場合には SPC が無効となり得ることを証明して

いる。 

 

（ⅴ）延長登録の対象となる特許権の制限の有無 

 

 特に規定はない。 

 

（ⅵ）延長登録された特許権の効力範囲 

 

 基本特許によって付与されている保護の範囲内において、該当する医薬品の製造販売承

認の対象製品及び証明書の期間満了前における承認済医薬品としての製品の使用のみに及

ぶ（SPC 規則第 4 条）。ここで、効力範囲となる医薬品の用途は、延長期間において第三

者が承認を受けたものも含む。 

 しかし、SPC の範囲に関する判例はごくわずかしかなく、特に細胞・組織由来製品に関

する SPC の範囲については判例がない92。 

 

  

                         
90 「医薬品にかかる特許権延長制度の国際比較」Oslaw News Letter vol.38 

https://www.oslaw.org/newsletter/038.pdf [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
91 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（２）欧州 Q5 参照 
92 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（２）欧州 Q4-1 参照 
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（ⅶ）延長登録の対象となる承認の制限の有無 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 SPC 規則 3条以外には特に規定はない。 

 CJEU C-431/04 の裁判例において、低分子医薬品に関しては、有効成分に SPC が付与さ

れている場合、新規製剤には SPC が付与されないと判断されているが、再生医療等製品の

場合でも、製品における先行製品との相違が培地や培養液等といった担体のみであり、そ

の製品が同じ用途に指定されている場合には、SPC が発行される可能性はほとんどない93。 

 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 前述の通り、体外診断用医薬品及び医療機器は延長登録の対象外とされている（SPC 第

1 条）。「人間若しくは動物の医学的診断をするか又はその生理学的機能を回復，矯正若

しくは調整するために，人間又は動物に投与することができる物質」が延長登録可能な

「医薬品」と定義されており、診断用医薬品に関しては、「人間又は動物に投与」する体

内診断用医薬品は「医薬品」に含まれ、「人間又は動物に投与」しない体外診断用医薬品

は「医薬品」に含まれないと判断される。 

 

（２） 製造販売承認制度 

 

（ⅰ）製造販売承認制度 

 

①制度概要 

 

 再生医療等製品は医薬品と同様に人用医薬品に関する指令 (Directive 2001/83/EC)に

より規制され、体外診断用医薬品及び医療機器は医療機器指令 (93/42/EEC, MDD、 新の

改正は Directive 2007/47/EC）により規制されている。 

 再生医療等製品に相当する遺伝子治療医薬品及び体細胞治療医薬品は、欧州では「先端

医療医薬品」（ATMP; advanced therapy medicinal products）に分類されている。 

  

                         
93 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（２）欧州 Q3 参照 



 

- 170 - 

 体外診断用医薬品及び医療機器の薬事規制については、新規則（体外診断用医療機器規

則(IVDR)、医療機器規則(MDR)）への改正が予定されており、それぞれドラフト版が 2012

年に欧州委員会より公表されている94 (2012/541 IVD、2012/542 MDD）。また、体外診断

用医薬品、特に、より効果的な薬品治療を提供するのを助ける特定のコンパニオン診断法

と他の医療機器が、製造販売承認が必要な医薬品の規制と類似したやり方で規制されるべ

きかどうかに関して、広範な議論が続いている95。 

 その他の関連法令は以下の通り。 

 

（ア）再生医療等製品 

 

・ ATMP 規制に関する規則 (Regulation(EC)No. 1394/2007) 

・ 医薬品の臨床試験における GCP の実施に関する、各加盟国の法律、規則、行政手順の

平準化のための欧州議会及び理事会による指令 (Directive 2001/20/EC) 

・ 人用及び動物用薬品の認可手続きと監視、並びに医薬品庁の設立に関する規則 

(Regulation(EC)No. 726/2004) 

 

（イ）体外診断用医薬品 

 

・ 体外診断用医療機器指令 (98/79/EC, IVDMDD) 

 

（ウ）医療機器 

 

・ 埋込式能動医療機器指令 (90/385/EEC, AIMDD) 

 

②製造販売承認の必要性の有無 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 ATMP 規制に関する規則(Regulation(EC)No. 1394/2007)において、販売にあたり欧州医

薬品庁（EMA）より製造販売承認を受けることが必要と規定されている。 

 

  

                         
94 http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/mdrrc/project/files/int_sympo_shinkai.pdf  

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
95 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（２）欧州 Q1-3 参照 
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（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 人用医薬品に関する指令 (Directive 2001/83/EC)の対象外であり、販売にあたり EMA

より製造販売承認を受けることは不要である。第三者認証機関による CE 認証を受けるこ

とにより、CE マークを貼付して販売できる96,97。各品目のクラス分類に関しては申請者が

選択可能。 

 

 体外診断用医薬品は、以下の 4 つのクラスに分類される。クラス分類の基準は、機器の

使用に関する危険性水準に基づいている98。 

 

1. 一般体外診断機器  

2. 自己検査用体外診断機器 (ただし、Annex II に含まれる自己試験キットは例外)  

3. Annex II List B で規定される製品  

（Annex II List B の例） 

 フェニルケトン症の測定用 IVD 

 サイトメガロウイルスの感染診断用 IVD 

 自己で診断する血糖測定用 IVD 

4. Annex II List A で規定される製品  

（Annex II List A の例） 

 血液型を決定する際に使用する試薬、校正及び統制のための関連物質 

  (ABO システム/RH(C・c・D・E・e)/抗 Kell 抗体) 

 下記物質を生成する際に使用する試薬、校正のための管理物質 

  (HIV 1・2/HTL VI・II/B・C・D 型肝炎)   

 

 医療機器のクラス分類は以下の図表の通りである。 

 

                         
96 「平成 24 年度規制動向調査報告書・コンパニオン診断薬を用いた個別化医療－その開発と規制の動向－」財団法人

ヒューマンサイエンス振興財団、12 頁 
97 「欧州進出に必要な医療機器の CE マーク制度の概要」テュフラインランド・ジャパン株式会社（18.10.2013） 

http://manualzz.com/doc/4750159 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
98 「体外診断薬 CE マーク IVD とは」LIVERWORKS ホームページ 

http://www.liberworks.co.jp/justice/ce_about/ce_ivd.html [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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【図表Ⅵ-9】医療機器のクラス分類 

 

クラス分類 代表例 

クラスⅠ クラスⅡ、クラスⅢに非該当 尿収集器 

非滅菌衛生材料 

医療用寝台 

視力補正用メガネレンズ 

クラスⅡa 診断用機器（放射線を派生するものはクラ

スⅡb） 

人体に接触・相互作用する機器、損傷のあ

る皮膚と接触する機器（リスクの高いもの

はクラスⅡb） 

外科的侵襲機器（長期使用するものはクラ

スⅡb） 

超音波画像診断装置 

診断用核医学装置 

輸液ポンプ用チューブ 

尿道カテーテル 

コンタクトレンズ 

注射針、外科用メス 

歯科充填剤 

クラスⅡb 診断用Ｘ線装置 

結石破砕装置 

人工関節 

人工呼吸器 

眼内レンズ 

クラスⅢ 臓器と接触する機器 

物質を人体に投与する機器 

生物学的な効果を持つ機器 

吸収性のある機器 

循環器用カテーテル 

神経系用カテーテル 

血管用ステント 

吸収性縫合糸 

 

③治験の必要性の有無 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 ATMP 規制に関する規則(Regulation(EC)No. 1394/2007)において、治験が必要と規定さ

れている。 
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（イ）体外診断用医薬品 

 

 Annex II List A に該当する高リスク製品はバッチ検証試験が必要である99。 

 

（ウ）医療機器 

 

 クラスⅡa/b 一部、クラスⅢの医療機器については臨床試験が必要である100。 

 

（ⅱ）治験開始から承認までの流れ 

 

①製造販売承認までのプロセス 

 

（ア）再生医療等製品 (ATMP) 

 

 再生医療等製品の製造販売承認までのプロセスは、以下に示す図の通りである。現時点

では、治験開始の審査は EU 加盟国各国で行われているため、申請も EU 加盟国に対して行

う必要がある。しかし、EMA が管理する EU ポータルへの一括申請のシステムである CTR 

(Clinical Trial Regulation, Regulation(EC)No. 536/2014)を導入する予定であり、2018

年以降に施行される予定である101。承認審査については、原則として EMA で中央審査が行

われる。 

 

【図表Ⅵ-10】製造販売承認までのプロセス102 

 

 

                         
99 「EC DIRECTIVE 98/79/EC(体外診断薬指令)について」SGS（2009 年 2 月） 

http://www.sgsgroup.jp/~/media/Local/Japan/Documents/White%20Papers/SGS_SSC_MD%20IVD_White_Paper-JP-10.pdf 

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
100 「海外の薬事制度について」吉田正人（2008 年 1 月 22 日） 

http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/documents/1201507232393.pdf [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
101 JPMA NEWS LETTER（2014 年 7 月） 

http://www.jpma.or.jp/about/issue/gratis/newsletter/html/2014/162topics3-01.html 

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
102 「再生医療・細胞治療に関する国内外の規制動向」国立医薬品食品衛生研究所 

http://www.nihs.go.jp/cbtp/sispsc/html/slideshow/s33.html [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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（イ）体外診断用医薬品、医療機器（CE 認証）103 

 

 上述の通り、製造販売承認ではなく第三者認証機関による CE 認証が行われる。参考ま

でに、認証プロセスは以下の通りである。 

 

1. クラス分類の決定 

2. クラス分類による適合性評価手順の選択 （MDD 附属書 II,III,IV,V,VI,VII から） 

3. 基本要件への適合検証の実施 （Essential Requirement） 

4. EN ISO 14971 によるリスクマネジメントを含む EN ISO 13485 に適合した品質システム

の（実質的な）確立 ～適合性評価手順による～ （QMS） 

5. 臨床試験（該当製品のみ）の実施を含む技術文書の作成 

 クラスⅢ機器は別途、設計文書審査が必須（Design Dossier） 

6. 欧州代理人の任命及び市販後管理システムの構築 

7. クラスⅠ以外の機器（体外診断用医薬品は一般体外診断機器以外104）は、第三者認証

機関による適合性審査・認証が必要 

8. 適合宣言書の作成・署名 

 

②治験開始に必要な書類（再生医療等製品：ATMP） 

 

 治験開始の審査は EU 加盟国各国で行われているため、各国にて申請する。必要書類は

各国共通化されており、以下の通り105。 

 

・ Cover letter 

・ Clinical trial application form 

・ Protocol 

・ Investigator’s brochure (IB) 

・ Investigational medicinal products (IMP) dossier 

                         
103 「欧州進出に必要な医療機器の CE マーク制度の概要」テュフラインランド・ジャパン株式会社（18.10.2013） 

http://manualzz.com/doc/4750159 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
104 「EC DIRECTIVE 98/79/EC(体外診断薬指令)について」SGS（2009 年 2 月） 

http://www.sgsgroup.jp/~/media/Local/Japan/Documents/White%20Papers/SGS_SSC_MD%20IVD_White_Paper-JP-10.pdf 

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
105 「Communication from the Commission — Detailed guidance on the request to the competent authorities for 

authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use, the notification of substantial 

amendments and the declaration of the end of the trial (CT-1)」 

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/2010_c82_01/2010_c82_01_en.pdf 

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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・ Non-investigational medicinal products used in the trial (NIMP) dossier 

・ Additional national requirements for documents 

 

③承認申請に必要な書類（再生医療等製品：ATMP） 

 

 米国同様に CTD に従って申請を行う106。 

 申請書については、Application form F2/(2008)107の様式を用いて作成する。申請書に

は以下の事項を記載する。 

 

・ Declaration and Signature 

・ Type of Application 

・ Marketing Authorization Application Particulars 

・ Scientific Advice 

・ Other Marketing Authorization Applications 

・ Appended Documents 

 

④承認審査体制（再生医療等製品：ATMP） 

 

 欧州医薬品庁（EMA）において、人用医薬品委員会(CHMP)に併せ、先端医療委員会(CAT)

においても製造販売承認の審査が行われる108。 

 

（ⅲ）製造販売承認の数（再生医療等製品：ATMP） 

 

 2014 年現在で承認済みが英国：1 品目、ドイツ：9 品目、臨床開発中のものが 42 品 

目109。承認を受けた ATMP 製品の例は以下の通りである110。 

 

                         
106 「医薬品の承認申請のための国際共通化資料 コモン・テクニカル・ドキュメント（CTD）の構成」PMDA 

http://www.pmda.go.jp/files/000156304.pdf [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
107 「Module 1: Administrative information Application form」 

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/b/update_200805/applicformrevised_rev9_en.pdf  

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
108 「Committee for Advanced Therapies (CAT)」EMA 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000266.jsp  

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
109 「世界の市場に流通する再生医療製品」厚生労働省、ヒト幹細胞情報化推進事業 

http://www.skip.med.keio.ac.jp/frontline/worldprod/ [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
110 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（２）欧州 Q1-1 参照 
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遺伝子治療医薬品 

①グリベラ（Glybera®）– アリポジーン・チパルボベック：本製品は、1997年 11月 18日

出願の EP0946741「組換えウイルスの製造方法」及び 1995 年 5 月 22 日出願の EP0763116

「組換えウイルス、遺伝子治療におけるその分離及び使用」により保護されている。 

 

②イムリジック（Imlygic®）– タリモジーン・ラハーパレプベック：本製品は、2001 年 1

月22日出願のEP1252323「がんの腫瘍の溶解治療用ウイルス株」により保護されている。 

 

③ストリムベリス（Strimvelis®）– 自己由来の CD34 陽性トランスフェクト細胞 

 

再生医療製品 

①コンドロセレクト（ChondroCelect®）– 生体内で拡大され、特定のマーカータンパク質

を表す、キャラクタライズされた自家組織軟骨形成生細胞：本製品は、2000 年 10 月 6 日

出願の EP1218037「表現型安定性を試験するための生体内分析」により保護されている。 

 

②ホロクラー （Holoclar®）– 角膜上皮細胞：本製品は、2001 年 11 月 28 日出願の EP 

1451302「体外で再構成された人間の角膜上皮のシート及びその製造方法」により保護さ

れている。 

 

（ⅳ）データ保護制度、パテントリンケージ制度、一部効能承認申請及び薬価制度 

 

①データ保護制度（再生医療等製品：ATMP） 

 

 他医薬品と同様に 8 年（希少疾病用医薬品は 10 年）の期間が認められる111。 

 

②パテントリンケージ制度 

 

 EUにおいてパテントリンケージに関する規定は存在しない。しかし、イタリアやポルト

ガルなど一部のEU加盟国は、パテントリンケージともなり得るジェネリック製品の価格・

償還政策をとっている。 

 それに対し、欧州委員会は、広義のパテントリンケージの定義を明確に示し、パテント

リンケージに、多くのEU加盟国において一般的な慣行となっているような、製品の特許状

                         
111 「Data exclusivity, market protection and paediatric rewards」EMA (26 April 2013) 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/05/WC500143122.pdf  

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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況と承認された製品について国内医薬品価格・償還など他の法的要件とを連携させる行為

を含めるとした。欧州委員会は、イタリアとポルトガルを含む加盟国に対して、この価

格・償還政策の慣行をやめるように命じている112。 

 

③一部効能承認申請 

 

 人用及び動物用薬品の認可手続きと監視、並びに医薬品庁の設立に関する規則(Reg 

(EC)No. 726/2004)第 3.3 条(b)の規定により申請可能である。 

 

④薬価制度 

 

（a)英国：医薬品価格規制制度(PPRS) 113 

 

 保健省(DoH)と英国製薬産業協会(ABPI)により締結された制度である。製薬企業は PPRS

に基づいて自由に薬価を設定可能となっている。ただし、高額医薬品については国立臨床

評価研究所(NICE)の医療技術評価（HTA）が必要となっている。 

 

（b)ドイツ：医薬品市場再編法(AMNOG) 114 

 

 薬価は、基本的には製薬企業の判断に基づき設定される自由価格が原則となっているが、

新薬については、発売から一定期間経過後は、企業と公的医療保険中央連合会（GKV-

Spitzenverband）との合意により薬価が決定される。既存薬と類似した医薬品については、

参照価格制度が適用されている。 

 

                         
112 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（２）欧州 Q6-1 参照 
113 「薬剤使用状況等に関する調査研究」第Ⅱ部、23～24 頁、(2014)。 
114 「薬剤使用状況等に関する調査研究」第Ⅱ部、122 頁、(2014)。 
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３． 韓国 

 

（１） 延長登録制度 

 

（ⅰ）延長登録制度 

 

①制度概要 

 

 韓国特許法第 89 条～第 92 条及び第 95 条に延長登録制度について規定されており、同

法第 89 条第 1 項において、「特許発明を実施するために他の法令によって許可を受けた

り登録等をしなければならず、その許可又は登録等(以下、「許可等」という。)のために

必要な有効性・安全性等の試験によって長期間が所要される大統領令で定める発明である

場合には、第 88 条第 1 項にかかわらずその実施することができなかった期間に対して 5 

年の期間までその特許権の存続期間を 1 度だけ延長することができる。」と規定されて

いる。 

 韓国特許法施行規則では、第 7 条において延長対象となる発明が規定されている。 

 延長登録出願に関する審査基準は、韓国特許庁審査指針書－特許・実用新案－の第 7 部

第 1章に記載されている。 

 体外診断用医薬品及び医療機器は、韓国では薬事法により規制されないことから延長登

録の対象外となっている。 

 

②延長期間115 

 

 韓国国内の治験期間と MFDS の承認審査期間を合算した期間を延長期間として認めてい

る。外国で行った臨床期間は延長期間として全く認めていない。さらに、臨床期間も 初

の患者選定登録日から 終患者観察終了日(臨床試験終了報告書に記載された開始日と終

了日)までのみ認めており、MFDS の書類検討期間中に補完命令により検討が進められなか

った期間は延長期間から除外している。 

 外国の延長期間に比べて短い期間しか認められないとの特許権者側の主張がある一方、

ジェネリック企業側より、医薬品許可のための MFDS の書類検討期間中に特許権者の帰責

事由による補完期間をさらに除かなければならないと主張している。 

 

                         
115 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（３）韓国 Q2 参照 
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（ⅱ）延長登録出願から登録に至るまでの流れ 

 

①出願に必要な書類 

 

 韓国特許法第 90 条第 1項において以下の通り規定されている。 

 

・ 延長登録出願書 

・ 延長理由を証明する資料 

 

②出願書類に記載すべき内容 

 

 韓国特許法第 90 条第 1項において以下の通り規定されている。 

 

・ 延長登録出願人の氏名及び住所(法人の場合にはその名称及び営業所の所在地) 

・ 延長登録出願人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及び住所若しくは営業所

の所在地(代理人が特許法人・特許法人(有限)である場合にはその名称、事務所の所

在地及び指定された弁理士の氏名) 

・ 延長対象特許権の特許番号及び延長対象特許請求の範囲の表示 

・ 延長申請の期間 

・ 第 89 条第 1 項による許可等の内容 

・ 産業通商資源部令が定める延長理由 

 

③審査体制 

 

 特許庁の審査官が審査を行う（韓国特許法第 92 条第 1項）。 

 

④登録方法とその具体的な内容 

 

 特許庁長は、延長登録決定をした場合には、特許権の存続期間の延長を特許原簿に登録

する（韓国特許法第 92 条第 2 項）。延長登録決定には下記事項を記載する（韓国特許庁

審査指針書－特許・実用新案－第 7部第 1 章）。 

 

・ 延長登録出願番号 

・ 特許番号 

・ 延長期間 
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・ 第 89 条第 1 項による許可等の内容 

・ 特許権者の氏名及び住所 

・ 代理人の名称及び住所 

・ 査定の結論及び理由  

・ 査定の年月日 

 

⑤公示方法とその具体的な内容等 

 

 次の各号の事項を特許公報に掲載する（韓国特許法第 92 条第 3項）。 

 

・ 特許権者の氏名及び住所 

・ 特許番号 

・ 延長登録の年月日 

・ 延長期間 

・ 第 89 条第 1 項による許可等の内容 

 

（ⅲ）延長登録数及びその特許権の内容 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 以下の１件の特許が延長登録されていることを確認した116。 

 

許可製品：Cartistem 

効能：同種臍帯血由来の中間葉幹細胞、骨関節炎患者の膝軟骨欠損の治療 

特許の名称：関節軟骨損傷治療用柔軟性注射剤組成物 

特許番号：第10-0494265号 

独立項の内容：臍帯血から分離した肝葉幹細胞、又は上記肝葉幹細胞に由来し、軟骨細胞

(chondrocyte)又は骨細胞(osteocyte)に分化され得る前駆細胞、又は上記肝葉幹細胞から

分化された軟骨細胞又は骨細胞から選択された1つ以上の細胞とその培地及び生体適合性

高分子からなり、生体内で上記細胞の分化及び増殖を誘導することを特徴とする関節軟骨

損傷治療用柔軟性注射剤組成物。 

 

                         
116 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（３）韓国 Q1-1 参照 
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（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 後述の通り、両者は延長登録の対象外である。 

 

（ⅳ）延長登録制度に関する裁判例・審決例 

 

 再生医療等製品の延長に関する直接の審判決はない。 

 

 再生医療等製品以外の延長に関する審判決としては、延長された特許権の効力範囲に関

連し、現在特許庁と審判院は許可された対象物の主成分として局限させようとする見解を

示しており、このような趣旨の審決（審判番号：2015ダン3931）が出ている。現時点では

まだ審決が確定していないが、要旨は以下の通り。 

 

審決要旨：特許法第95条において「許可等の対象物」は「品目許可の対象になる物」と見

なければならないので、延長された特許権の効力は、品目許可の対象になる物の主成分ま

でのみ権利範囲が及ぶ。従って、有効成分が同一であっても延長登録の理由になった許可

等の対象物の主成分と、その塩の種類が異なる製品には、特許権の効力が及ばない。 

 

 しかし、韓国の存続期間延長登録制度は日本とは異なり、許可された製品別に追加の延

長が不可能で、米国のように新物質に関する許可に基づいて1回のみ延長を許容している

ので、特許庁と審判院との見解の不当性が特許法院において争点になると予想される117。 

 

 また、他の審判決としては、以下の例が存在する118。 

 

延長された特許権：特定物質(A)のエステルa(A-a) 

相手方物質：特許となった物質と異なるエステルbであり、当該エステルb(A-b）は特許審

査過程から削除された。 

特許審判院の審決(侵害訴訟ではなく、権利範囲確認審判件である)：許可等の対象物はA-

aであり、A-aとA-bは異なり、均等範囲にも属さないので(意識的な除外)、延長された特

許権の効力が及ばない 

特許法院の判決：審決とほぼ同一 

 

                         
117 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（３）韓国 Q4-2 参照 
118 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（３）韓国 Q5 参照 
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（ⅴ）延長登録の対象となる特許権の制限の有無 

 

 特に規定はない。 

 

（ⅵ）延長登録された特許権の効力範囲 

 

 韓国特許法第 95 条において、「延長登録の理由となった許可等の対象となった物（そ

の許可において、物に対し特定の用途が定められている場合にあっては、当該用途に使用

されるその物）についての延長登録された特許発明の実施行為にのみ及ぶ。」と規定され

ている。 

 上述の通り、延長された特許権の効力範囲に関連し、現在特許庁と審判院は許可された

対象物の主成分として局限させようとする見解を示している。 

 

（ⅶ）延長登録の対象となる承認の制限の有無 

 

 韓国特許法施行規則第7条第1項において、延長登録の対象となるのは新薬であることが

条件とされている。主成分である構成細胞又は導入遺伝子が同じで、培地・培養液や組織

運搬チューブなど主成分以外の構成のみ変更され、主成分に対して既に許可を受けた場合

は、追って別途に許可を受けたとしても、一般医薬品の場合と同様に存続期間延長登録の

対象になり得ない119。 

 なお、前述の通り、薬事法により規制されない体外診断用医薬品及び医療機器は延長登

録の対象外である。海外質問票調査の報告によれば、韓国国内での延長要望もないと思わ

れるとのことである120。 

 

（２） 製造販売承認制度 

 

（ⅰ）製造販売承認制度 

 

①制度概要 

 

 再生医療等製品の大部分は医薬品と同様に韓国薬事法により規制される。再生医療等製

品に関する別途の規定がないため、医療機器法により規制される製品も存在しうるが、海

                         
119 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（３）韓国 Q1-2 参照 
120 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（３）韓国 Q1-3, 1-4 参照 
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外質問票調査の結果、そのような製品は見いだせなかったとの報告を受けている121。医薬

品として承認を受ける再生医療等製品は、韓国では生物学的製剤等に分類されている（生

物学的製剤等の品目許可及び審査規定）。 

 体外診断用医薬品及び医療機器は韓国医療機器法により規制されている。体外診断用医

薬品は、韓国では従来は医薬品として規制されていたが、2014 年の法改正により医療機

器法による規制に変更になった122。 

 その他の関連法令は以下の通り。 

 

（ア）再生医療等製品 

 

・ 医薬品等の安全に関する規則 

・ 医薬品の品目許可・申告・審査規定 

・ 生物学的製剤等の品目許可及び審査規定 

 

 「生物学的製剤等の品目許可及び審査規定」には、再生医療等製品を対象とした臨床試

験実施条件付き品目許可に関する規定が存在する123。条件付き品目許可を得た場合には、

倫理審査委員会の審議において課金の必要性が認められれば、患者に対し医薬品に係る費

用負担を求めることができる。通常、フェーズⅢ段階で適用される。 

 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

・ 医療機器のクラス分類及び指定などに関する規定 

・ 医療機器技術文書等審査に関する規定 

・ 医療機器許可等に関する規定 

 

②製造販売承認の必要性の有無 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 韓国薬事法第 31 条において、販売にあたり製造販売承認を受けることが必要と規定さ

れている。製造販売承認の審査は韓国食品医薬品安全庁(MFDS)で行われる。 

                         
121 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（３）韓国 Q1-1 参照 
122 「韓国：KGMP 監査、IVD 製品登録に関する法改正を発表」EMERGO JAPAN 

http://www.emergojapan.co.jp/node/772 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
123 倉田健児「再生医療の普及の在り方－日韓間の規制枠組みの比較を通して－」独立行政法人経済産業研究所、14

頁、（2010 年） 
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（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 クラスⅢ製品、クラスⅣ製品及びクラスⅡの新製品については、販売にあたり製造販売

承認を受けることが必要である124。なお、低リスクのクラスⅠ製品、クラスⅡ製品（新製

品を除く）については、医療機器情報・技術支援センター(MDITAC)による、それぞれ届出、

認証のみで販売が可能であり、MFDS による製造販売承認は必要ない。 

 

【図表Ⅵ-11】体外診断用医薬品及び医療機器のクラス分類125 

 

クラス分類 薬事規制上の区分 

クラスⅠ 人体に直接接触しない、又は接触しても潜在的危険

性がほとんどなく故障時にも人体への影響が軽微。 

届出(MDITAC) 

クラスⅡ 

 

使用中に故障や異常による人体への危険性はある

が、生命の危険又は重大な機能障害に直面する可能

性は少なく、潜在的危険性が低い。 

認証(MDITAC) 

※新製品は製造販売

承認が必要 

クラスⅢ 人体内に一定期間、挿入して使用される、又は潜在

的危険性が高い。 

製造販売承認 

(MFDS) 

クラスⅣ 人体内に永久的に移植され、心臓などに直接接触し

て使用する機器。 

動物の組織及び抽出物を利用する、又は安全性など

の検証のための情報が不十分な原資材を試用してい

る機器。 

新たな目的で使用される機器。 

製造販売承認 

(MFDS) 

 

③治験の必要性の有無 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 韓国薬事法第 31 条、第 34 条において、治験が必要と規定されている。 

 

                         
124 「Medical Devices Approval Process」MFDS 

http://www.mfds.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=114 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
125 「韓国医療機器 KFDA MFDS とは。韓国食品医薬品安全庁の認証を取得する。」LIVERWORKS 

http://www.liberworks.co.jp/justice/medical/kfda.html [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 



 

- 185 - 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 基本的に治験は不要とされているが、一部のクラスⅣ医療機器（体外診断用医薬品を除

く）は治験が必要になっている126。治験が必要な品目として、以下の 12 の製品グループ

における全部で 63 の製品タイプが指定されている127。 

 

1. 人工臓器 

2. 医療用物理デバイス 

3. 心血管デバイス 

4. 結紮縫合用デバイス 

5. 医療用チューブ及びカテーテル 

6. 医薬品注入器 

7. 縫合糸及び結紮糸 

8. 整形外科材料 

9. 人体組織及び代替臓器 

10. 外科用品  

11. 避妊器具 

12. 歯科用骨移植材 

 

（ⅱ）治験開始から承認までの流れ 

 

①製造販売承認までのプロセス 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 再生医療等製品の製造販売承認までのプロセスは、以下に示す図表の通りである128。日

本と同様に、治験、承認審査の順で手続きを進めた後に承認を受けることができる。前述

の通り、フェーズⅢ段階で条件付き品目許可を得ることができ、その後は患者に対し医薬

品に係る費用負担を求めることができる。 

 

                         
126 「韓国：医療機器規制改正法案について」EMERGO JAPAN 

http://www.emergojapan.co.jp/node/807 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
127 「韓国が一部のクラス IV 医療機器について医療調査の締め切りを 2016 年に設定」UL 

http://ja.industries.ul.com/blog/south-korea-sets-2016-deadline-for-clinical-investigation-for-some-class-

iv-medical-devices [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
128 「Bio & Cosmetics Approval Process」MFDS 

http://www.mfds.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=113 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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【図表Ⅵ-12】製造販売承認までのプロセス129 

 

 

 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器（クラスⅢ以上） 

 

 品質マネジメントシステム(QMS)、承認審査の順で手続きを進めた後、承認を受けるこ

とができる130。承認審査の前に韓国のQMSであるKGMP（韓国適正製造規範）の認証取得が

必要である131。 

 

②治験開始に必要な書類 

 

 必要書類は以下の通り132。 

 

・ Development plan 

・ Introduction 

・ Data on structural identification and psychochemical and biological properties 

(including data for a placebo) 

・ Data on non-clinical studies 

    Data on Pharmacology 

    Data on Toxicity 

・ Data on clinical studies (if applicable) 

・ Study protocol 

・ References 

                         
129 「再生医療・細胞治療に関する国内外の規制動向」国立医薬品食品衛生研究所 

http://www.nihs.go.jp/cbtp/sispsc/html/slideshow/s33.html [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
130 「Medical Devices Approval Process」MFDS 

http://www.mfds.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=114 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
131 「韓国：KGMP 監査、IVD 製品登録に関する法改正を発表」EMERGO JAPAN 

http://www.emergojapan.co.jp/node/772 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
132 「Bio & Cosmetics Approval Process」MFDS 

http://www.mfds.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=113 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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・ Investigator’s Brochure (IB) 

 

③承認申請に必要な書類 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 申請書と添付資料が必要である。添付資料としては、開発の背景、製品の構造、安定性

データ、毒性データ、薬効データ、臨床データ、他国での使用実績等に関する資料が必要

である133。 

 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 申請書、技術文書、臨床試験結果（必要な場合）、KGMP 認証済みの証明等の書類が必

要である134。 

 

④承認審査体制 

 

 韓国食品医薬品安全庁(MFDS)において審査が行われる135。なお、再生医療等製品はバイ

オ生薬局、体外診断用医薬品及び医療機器は医療機器安全局で行われる136。 

 

（ⅲ）製造販売承認の数 

 

（ア）再生医療等製品 

 

 2014 年現在で承認済みが 19品目、臨床開発中のものが 31品目137。韓国で承認を受けた

製品の例を以下に示す138。 

 

                         
133 「Bio & Cosmetics Approval Process」MFDS 

http://www.mfds.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=113 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
134「Medical Devices Approval Process」MFDS 

http://www.mfds.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=114 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
135 倉田健児「再生医療の普及の在り方－日韓間の規制枠組みの比較を通して－」独立行政法人経済産業研究所、

(2010)、14 頁 
136 MFDS、http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=750 [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
137 「世界の市場に流通する再生医療製品」厚生労働省、ヒト幹細胞情報化推進事業 

http://www.skip.med.keio.ac.jp/frontline/worldprod/ [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
138 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（３）韓国 Q1-1 参照 



 

- 188 - 

【図表Ⅵ-13】韓国で承認を受けた再生医療等製品の例 

 

 企業名 製品名 細胞の分類 用途 承認時期 

1 Corestem 
Neuronata R 

Injection 

自己骨髄由来間葉

系幹細胞 

Riluzoleと併用

して筋萎縮性側

索硬化症の疾患

進行速度を緩和 

2014-07-

30 

2 MEDIPOST CARTISTEM 
同種臍帯血由来間

葉系幹細胞 

退行性または反

復的外傷による

骨関節炎患者

(ICRS grade 

IV)の膝軟骨欠

損の治療 

2012-01-

18 

3 Anterogen 

Cupistem注(輸

出名：

HEALSTEM) 

自己脂肪由来間葉

系幹細胞 

クローン病によ

る瘻孔の治療

2012-01-

18 

4 pharmicell 

Hearticellgram

-AMI(輸出名：

cellgram) 

自己骨髄由来間葉

系幹細胞 

急性心筋梗塞患

者に左心室吐血

率を改善 

2011-07-

01 

5 Bio-solution Keraheal 
自己由来皮膚角質

細胞 

火傷に対する表

皮層の生成139

2006-05-

03 

6 Anterogen Queencell 
自己脂肪組織由来

小操作脂肪細胞

皮下脂肪欠損部

位の改善 

2010-03-

26 

                         
139 次のような傷に移植し、機能的な表皮層が生成できるようにする。 

1.激しい 2 度火傷により、体表面積の 30％以上を占める火傷 

2.3 度火傷が体表面積の 10％以上を占める火傷 
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7 S.BIOMEDICS 
Cure-Skin 

Injection 

自己由来皮膚線維

芽細胞 

にきびの治癒過

程で伴われる陥

没した傷跡部位

の改善 

2010-05-

11 

8 Bio-solution Keraheal-Alo 
同種皮膚由来角質

細胞 

深部2度火傷の

再上皮化の促進 

2015-10-

16 

9 Tego Science Holoderm 自家培養表皮 

熱傷部位におけ

る真皮の再生促

進 

2002-12 

10 Tego Science Kaloderm 同種培養皮膚 重度火傷の治療 2005-03 

11 
Sewon 

Cellontech 
Chondron 自家培養軟骨 

関節軟骨損傷の

治療のための軟

骨移植 

2001-01 

12 
Sewon 

Cellontech 
Ossron 自家培養骨 

虚血壊死、偽関

節治療のための

骨移植 

2009-08 

 

（イ）体外診断用医薬品、医療機器 

 

 2016 年時点で登録されている医療機器の数は約 20,000 品目であった140。2009-2013 年

に承認された各年ごとの医療機器数は以下の通り141。 

 

 2009 年 2429 品目 

 2010 年 2666 品目 

 2011 年 2899 品目 

 2012 年 4013 品目 

 2013 年 5817 品目 

 

                         
140 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（３）韓国 Q1-1 参照 
141 「Overview and Update of Medical Device Regulations in Korea」MFDS 

http://www.astm.org/COMMIT/BOD/images/04-Jang-Yong-CHOI.pdf [ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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（ⅳ）データ保護制度、パテントリンケージ制度、一部効能承認申請及び薬価制度 

 

①データ保護制度 

 

 他医薬品と同様に 6 年の期間が認められる（医薬品等の安全に関する規則第 22 条第 1

項）。 

 

②パテントリンケージ制度 

 

 再生医療等製品については、生物学的製剤がパテントリンケージの対象であるため、医

薬品として許可されればパテントリンケージの対象となる。 

 医療機器はパテントリンケージの対象となっておらず、対象にしようとする動きや業界

の要求はまだないと見られ、現在食薬処や特許庁の見解によれば医療機器を対象とする可

能性はないと思われる。142 

 

③一部効能承認申請 

 

 申請可能である143。 

 

④薬価制度144 

 

 政府が決定する。ジェネリック販売開始により先発品の薬価は 30%減額される。ジェネ

リックはその 85%の薬価が設定される。 

 薬価の事後管理として、薬価と購入額との差額の 70％を医療機関に還付することによ

って、低価での購入を奨励する市場型実勢価格償還制度や、不公正な取引が行われていな

いか調査を行い、不公正と判断された場合に薬価が引き下げられる制度がある。このほか

に、患者の診療に不可欠な薬剤で薬価引き下げにより原価割れするような薬剤についての

保護制度（退場防止医薬品制度）や、給付基準拡大（適応症拡大等）により使用量が増大

することが見込まれる薬剤については、 大 5％薬価が引き下げられる制度（使用量/薬

価連動制度）がある。 

 

                         
142 資料編「資料Ⅴ 海外質問票調査結果」（３）韓国 Q6-1 参照 
143 MFDS 医薬品審査部「医薬品許可・審査分野 FAQ」(2015)、21 頁、Q39 
144 JPMA NEWS LETTER 2014 年 9 月号 

http://www.jpma.or.jp/about/issue/gratis/newsletter/archive_until2014/pdf/63t4.pdf 

[ 終アクセス日 2017 年 2 月 6 日] 
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Ⅶ． まとめ 

 

 この調査研究では、再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る延長登録制度との関係

における課題への対応、制度及び運用の在り方等について検討するための基礎資料とする

ため、国内外の再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現状、延長登

録制度との関係における課題、想定される処分（製造販売承認）等について調査及び検討

を行った。あわせて、医療機器に関する特許権の延長登録ニーズについても調査及び検討

を行った。 

また、特許権の存続期間の延長登録に関する 高裁判決や延長登録後の特許権の効力に

関する知的財産高等裁判所の大合議判決も踏まえつつ、特許権の存続期間の延長登録制度

の在り方に関する検討も行った。 

再生医療等製品に関する延長登録については、①承認された再生医療等製品が少ないた

め、我が国ではまだ登録例が少ないこと、②海外においても、米国では登録例がなく、欧

州および韓国でもまだ僅かであること、③審判決例については、国内外いずれもまだ存在

していないことが明らかとなった。 

しかし、再生医療等製品は開発に長期間を要することから、アンケート及びヒアリング

の結果、企業、大学等のいずれにおいても医薬品等と同様に延長登録のニーズが高いこと

が示された。 

 また、延長制度について検討する際には、延長登録制度が後続品の開発を阻害しないこ

とが重要であり、どのような後続品が開発されうるかを考慮する必要があるが、アンケー

ト及びヒアリングの結果、再生医療等製品の後続品は、現時点では細胞の同等性の判断が

難しく、上市される可能性はかなり低いとの見解が企業および大学等より示されたことも

あり、今後の再生医療研究の進展を見守る必要がある。 

 なお、再生医療等製品を保護する特許としては、ヒアリングの結果、製法特許の割合が

多くなる傾向にあるとのコメントが企業および大学等よりなされたが、①製法特許は再生

医療等製品との関係がわかりにくい、②延長された特許権の効力範囲がわかりにくい、③

ライセンサーとなる大学等側からはライセンス活動が進めにくい等との意見もあった。 

 体外診断用医薬品に関する延長登録については、体外診断用医薬品の臨床試験および処

分に必要な期間が一般的には短く、特許発明の実施をすることができない期間による弊害

が生じていないことに起因しているためか、延長登録の事例がそれほど多くはないことが

明らかとなった。しかし、コンパニオン診断薬に関しては、ヒアリングの結果、通常の医

薬品と並行して臨床試験が進められるため、一般の体外診断用医薬品より実施できない期

間が長くなる可能性があり、延長登録の必要性が高いとの意見が複数寄せられた。 

 医療機器に関する延長登録については、アンケート及びヒアリングの結果、医療機器が

延長登録の対象とされないことにより不都合を感じている企業がごく少数であり、また、
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承認を受けるために必要な期間や製品のライフサイクルが短いため、延長登録の必要性に

乏しいとの意見がなされたことから、現状では、医療機器全般を延長登録の対象とするニ

ーズは低いと認められる。ただし、一部の分野の医療機器に関しては、承認を受けるため

に必要な期間が長期化しており、延長登録を必要とする意見も存在することから、今後の

医療機器の開発の進展、承認を受けるために必要な期間の動向等を見守る必要がある。 

これらの点に関しては、再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る延長登録制度の在

り方や医療機器に関する延長登録の必要性を検討する際の視座となるものと考える。 

アンケートの結果においては、延長登録制度において重視すべきこととして、「先発企

業のイノベーションの促進と後発品の市場参入を阻害しないことの両者のバランスが採れ

た制度であること」、「特許権の存続期間の延長制度がわかりやすい制度、運用であるこ

と」との意見が多数あり、特許権の延長登録により延長される効力の範囲については、調

査研究の開始時には、知財高裁判平成26年5月30日大合議判決中の傍論、東京地判平成28

年3月30日（平27（ワ）12414号）において判示されてはいたものの、不明な点も多かった

こともあり、アンケートの結果、「延長後の特許権の効力の範囲を明確にすること」、

「革新的な発明の特許権の延長後の特許権の効力の範囲が革新性に見合う適切な広さとな

ること」とする意見も多く寄せられた。 

 委員会においては、再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る延長登録制度の在り方

も含めた、特許権の存続期間の延長制度の在り方についても検討を行った。 

それぞれの委員の立場の違いから種々の意見が出されたが、特許権の存続期間の延長制

度において重視すべきことは、①特許権の存続期間の延長制度は、先発企業のイノベーシ

ョンの促進と後発品の市場参入を阻害しないことの両者のバランスが採れた制度であるべ

きであること、②特許権の存続期間の延長制度がわかりやすい制度、運用であるべきであ

ることについて、先発品製造企業や後発品製造企業の委員をはじめとする委員全員の意見

が一致した。委員会においては、先発品製造企業の委員や後発品製造企業の委員も含め、

そのような認識のもとで、特許権の存続期間の延長制度の在り方を検討すべきであること

のコンセンサスが得られた。 

また、延長登録出願の要件に関する複数の 高裁判決及びそれに伴う特許庁の審査基準

の改訂の結果、特許権の存続期間の延長制度が複雑なものとなったことへの危惧が先発品

製造企業や後発品製造企業の双方の委員から示された。 

その後、平成29年1月20日に、延長登録後の特許権の効力に関して、前記東京地裁の判

決の控訴審判決が知財高裁の大合議判決としてなされたため、更に委員から意見を聴取し

た。 

委員からは、存続期間が延長された特許権の効力は、処分の対象となった物と同一のも

ののみならず、これと医薬品として実質同一なものにも及ぶとし、実質同一の範囲の判断

基準および具体的な類型が示されたことを評価するとの意見が示され、また、再生医療等
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製品についても同様の考えが取られることを期待する等の意見が示された。 

一方、存続期間の延長登録制度の創設以来なされてきた解釈と相違すること、具体的事

例における「実質同一」の解釈の不明確さが残ること、「実質同一」の解釈が明確になる

ためには、今後の判決の蓄積が待たれる等の意見も示された。 

 今回の調査研究においては、特許権の存続期間の延長制度の創設後、３０年が経過し、

研究開発環境の変化や再生医療、ドラッグ・デリバリー・システム（ＤＤＳ）等の制度創

設当時には、想定されなかった形態の特許の出現等を考慮すると、特許権の存続期間の延

長登録制度が時代に見合った制度であることが必要であることが明らかになった。 

このため、再生医療等製品および体外診断用医薬品を保護対象として含む、現行の特許

権の存続期間の延長登録制度の在り方について、今後の司法判断の動向を踏まえた上で、

先発品製造企業、後発品製造企業の双方のニーズも聴取しつつ、先発品および後発品双方

の開発への影響のバランスがとれた制度とするために、必要に応じて「延長対象となる特

許権」、「延長対象となる処分」、「一処分あたりの延長可能な特許数」、「一特許の延

長回数」、「延長された特許権の効力」等に関し、更なる検討が行われることを期待する。 
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資料Ⅰ 我が国の延長登録リスト 

 

（１）再生医療等製品に関する延長登録 

 

・ハートシート（テルモ株式会社） 

 

①特許第 5378743 号（医療用細胞シートの製造方法） 

【請求項１】 細胞シートを形成し得る細胞を、該細胞が実質的に増殖しない密度で、有

効量の成長因子を含まない細胞培養液中で培養することを含む、スキャフォールドを含ま

ない細胞シートの製造方法であって、前記密度が、前記細胞がコンフルエントに達する密

度またはそれ以上である、前記方法。 

 

【延長登録出願番号】2015-700308 

【登録年月日】平成 28 年 10 月 26 日 

【延長期間】1 年 11 月 13 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】 

一般的名称：ヒト（自己）骨格筋由来細胞シート 

販売名：ハートシート 

構成細胞又は導入遺伝子：ヒト自家骨格筋芽細胞 

用途：下記の基準のすべてを満たす、薬物治療や侵襲的治療を含む標準治療で効果不十分

な虚血性心疾患による重症心不全の治療 

  ＜対象とする心不全の状態＞ 

  ・NYHA 心機能分類がⅢ又はⅣ度 

  ・安静時における左室駆出率が 35%以下 

 

②特許第 5436905 号（シート状細胞培養物の製造方法） 

【請求項１】 (i)血清で被覆された培養基材上に、実質的に増殖することなくシート状細

胞培養物を形成し得る密度で細胞を播種する工程、および (ii)細胞を増殖させずに培養

してシート状の細胞培養物を形成する工程、を含む、シート状細胞培養物の製造方法。 

 

【延長登録出願番号】2015-700311 

【登録年月日】平成 28 年 10 月 26 日 

【延長期間】1 年 8 月 28 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】上記「①特許第5378743号」に同じ 
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③特許第 5634646 号（シート状細胞培養物の製造方法） 

【請求項１】 シート状細胞培養物の製造方法であって、 細胞を凍結するステップ、 凍

結した細胞を解凍するステップ、およびシート状細胞培養物を形成するステップを含み、

前記細胞がヒト骨格筋芽細胞であり、前記細胞を解凍するステップの後、細胞を実質的に

増殖させずに、シート状細胞培養物を形成する、前記方法。 

 

【延長登録出願番号】2015-700316 

【登録年月日】平成 28 年 10 月 26 日 

【延長期間】10 月 24 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】上記「①特許第5378743号」に同じ 

 

④特許第 5667357 号（シート状細胞培養物の製造方法） 

【請求項１】 血清で被覆された培養基材上に、3.5×105 以上、3.4×106 個／cm2 未満の密

度の細胞を播種する工程と、細胞を培養してシート状の細胞培養物を形成する工程とを含

む、シート状細胞培養物の製造方法。 

 

【延長登録出願番号】2015-700314 

【登録年月日】平成 28 年 10 月 26 日 

【延長期間】8 月 29 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】上記「①特許第5378743号」に同じ 

 

⑤特許第 5667680 号（医療用細胞シートの製造方法） 

【請求項１】 細胞を、該細胞が実質的に増殖しない密度で播種する工程、および、細胞

を細胞培養液中で培養して細胞シートを形成させる工程を含む、細胞シートの製造方法で

あって、前記密度が、前記細胞がコンフルエントに達する密度またはそれ以上である、前

記方法。 

 

【延長登録出願番号】2015-700309 

【登録年月日】平成 28 年 10 月 26 日 

【延長期間】8 月 29 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】上記「①特許第5378743号」に同じ 

 

⑥特許第 5677559 号（シート状細胞培養物の製造方法） 

【請求項１】 (i)血清で被覆された培養基材上に細胞を、細胞がコンフルエントに達する

密度またはそれ以上の密度で播種する工程、 (ii)細胞を 40 時間以内の期間培養してシー
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ト状の細胞培養物を形成する工程、および (iii)形成されたシート状細胞培養物を培養基

材から単離する工程を含む、シート状細胞培養物の製造方法。 

 

【延長登録出願番号】2015-700312 

【登録年月日】平成 28 年 10 月 26 日 

【延長期間】8 月 8 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】上記「①特許第5378743号」に同じ 

 

⑦特許第 5727665 号（シート状細胞培養物の製造方法） 

【請求項１】 血清で被覆された培養基材上に、3.5×105 以上、3.4×106 個／cm2 未満の密

度の細胞を播種する工程と、細胞を培養してシート状の細胞培養物を形成する工程とを含

む、シート状細胞培養物の製造方法に用いるための、細胞、血清および培養基材を含む組

合せ。 

 

【延長登録出願番号】2015-700315 

【登録年月日】平成 28 年 10 月 26 日 

【延長期間】5 月 7 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】上記「①特許第5378743号」に同じ 

 

⑧特許第 5763829 号（医療用細胞シートの製造方法） 

【請求項１】 細胞シートを形成し得る細胞と、同種血清と、培養容器とを含む組合せで

あって、前記細胞の数が、該細胞がコンフルエントに達する密度またはそれ以上の、該細

胞が実質的に増殖しない密度をもたらす数である、前記組合せ。 

 

【延長登録出願番号】2015-700310 

【登録年月日】平成 28 年 10 月 26 日 

【延長期間】2 月 29 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】上記「①特許第5378743号」に同じ 

 

⑨特許第 5770921 号（シート状細胞培養物の製造方法） 

【請求項１】 (i)培養基材を血清で被覆する工程、 (ii)工程(i)で得た血清で被覆された

培養基材上に、細胞を、該細胞がコンフルエントに達する密度またはそれ以上の密度で播

種してシート状の細胞培養物を形成する工程、および (iii)形成されたシート状細胞培養

物を培養基材から単離する工程を含む、シート状細胞培養物の製造方法。 
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【延長登録出願番号】2015-700313 

【登録年月日】平成 28 年 10 月 26 日 

【延長期間】2 月 14 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】上記「①特許第5378743号」に同じ 

 

・テムセル HS 注（JCR ファーマ株式会社） 

 

①特許第 5394932 号（ヒト間葉系幹細胞含有医薬組成物） 

【請求項１】3～8W/V%の濃度のヒト血清アルブミンと 8～12W/V%の濃度のジメチルスルホ

キシドとを含有する重炭酸リンゲル液中にヒト間葉系幹細胞を 1×106～1×107 個/mL の密

度で含んでなり，該重炭酸リンゲル液が，120～150mEq/L のナトリウムイオンと，3.6～

4.4mEq/L のカリウムイオンと，2.7～3.3mEq/L のカルシウムイオンと，0.9～1.1mEq/L の

マグネシウムイオンと，100～125mEq/L の塩素イオンと，22～28mEq/L の重炭酸イオンと，

4.5～5.5mEq/L のクエン酸イオンを含み，生理食塩水に対する浸透圧比が 0.9～1.1 であ

り，そして pH が 6.8～7.8 のものである，医薬組成物。 

 

【延長登録出願番号】2015-700304 

【登録年月日】平成 28 年 10 月 26 日 

【延長期間】1 年 10 月 23 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】 

一般的名称：ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞 

販売名：テムセル HS 注 

用途：造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病 

 

②特許第 4740452 号（移植で免疫応答の予防と処置のための間葉幹細胞を利用する方法、

組成物およびその使用法、※特許権者：メゾブラスト・インターナショナル・ソシエテ・

ア・レスポンサビリテ・リミテ） 

【請求項１】免疫エフェクター細胞を、免疫応答を減少するのに有効な量の分離した間葉

幹細胞に生体外で接触させることを含むことを特徴とする同種異系抗原に対する免疫応答

を減少する方法。 

 

【延長登録出願番号】2015-700325 

【登録年月日】平成 28 年 10 月 26 日 

【延長期間】4 年 4 月 4 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】上記「①特許第5394932号」に同じ 
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（２）体外診断用医薬品に関する延長登録 

 

 以下の延長登録のうち、現在も有効なものは①～④である。 

 

①特許第 5191544 号（皮膚筋炎の検出方法および診断キット：学校法人慶應義塾） 

【請求項１】配列番号４で示されるMDA5タンパク質または抗CADM-140抗体により認識され

るその断片を含む、筋炎症状の軽微なタイプの皮膚筋炎(C-ADM)の診断キット。 

 

【延長登録出願番号】2015-700340 

【登録年月日】平成 28 年 10 月 5 日 

【延長期間】1 年 4 月 24 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】 

販売名：MESACUP anti-MDA5テスト 

一般的名称：抗MDA5抗体キット（84079000） 

反応系に関与する成分： 

  MDA5たん白質（MDA5感作マイクロカップ） 

  ペルオキシダーゼ標識抗ヒトIgGポリクローナル抗体（ヤギ）（酵素標識抗体） 

  3,3',5,5'-テトラメチルベンジジンおよび過酸化水素（酵素基質液） 

用途：血清中の抗MDA5抗体の測定（皮膚筋炎の診断の補助） 

【対象製品】MESACUP  anti-MDA5テスト（販売元：株式会社医学生理学研究所）：皮膚筋

炎の診断の補助、とくに急速進行性間質性肺炎を伴う皮膚筋炎の早期診断の補助。 

 

②特許第 3550410 号（好塩基球に結合するモノクローナル抗体、好塩基球の分離方法、好

塩基球からのケミカルメディエーターの遊離方法、及び好塩基球由来ケミカルメディエー

ター遊離試験法：塩野義製薬株式会社、3 件  ） 

【請求項１】以下の性質を有するモノクローナル抗体。(1) 好塩基球と反応する、(2) 担

体固相化後も抗体活性を保持する、(3) 該好塩基球のＩｇＥを介した特異的なヒスタミン

遊離を阻害しない、(4) 該モノクローナル抗体と結合した好塩基球からの非特異的なヒス

タミン遊離の量が、ＩｇＥを介した特異的なヒスタミン遊離の量の３０％以下である 

 

【延長登録出願番号】2010-700094～700096 

【登録年月日】平成 24 年 2 月 15 日 

【延長期間】4 年 9 月 6 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】 
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 ヒスタミン遊離試験キット（販売名：アラポート HRT オバルブミン／ヒト汗／リゾ

チーム） 

反応系に関与する成分： 

 i) オバルブミンアレルゲン 

 ii) マウス抗ヒト白血球モノクローナル抗体結合磁性ビーズ 

   モノクローナル抗体産生細胞の名称：マウスハイブリドーマ BA312 

 iii) ペルオキシダーゼ(HRP)標識マウス抗ヒスタミンモノクローナル抗体 

   モノクローナル抗体産生細胞の名称：マウスハイブリドーマ HD2-14 

 iv) ビオチン化ヒスタミン 

 v) ウサギ抗ビオチンポリクローナル抗体結合磁性ビーズ 

 vi) 3,3',5,5'-テトラメチルベンジジン 

用途：オバルブミン／ヒト汗／リゾチームアレルゲン刺激により血球から遊離されるヒス

タミンの測定（Ｉ型 

アレルギーの原因抗原診断の補助 

【対象製品】アラポート HRT（現販売元：協和メデックス株式会社）：遊離ヒスタミンを

測定して諸アレルギーの有無を診断。 

 

③特許第 3259768 号（腎疾患の検査方法：シミックホールディングス株式会社） 

【請求項１】ヒトから採取した被検試料中に存在する肝型脂肪酸結合蛋白質を検出するこ

とを特徴とする、腎疾患の検査方法。 

 

【延長登録出願番号】2010-700196 

【登録年月日】平成 24 年 7 月 4 日 

【延長期間】5 年 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】 

 レナプロ L-FABP テスト（ヒト L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)キット 

用途：尿中のＬ型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)の測定(尿細管機能障害を伴う腎疾患の診断の

補助 

【対象製品】レナプロ L-FABP テスト：尿細管機能障害マーカーである尿中 L 型脂肪酸結

合蛋白（L-FABP）を測定。 

 

④特許第 3996191 号（ＣＣ型ケモカイン様タンパク質：塩野義製薬株式会社） 

【請求項１】配列番号１のアミノ酸残基２４～９４のアミノ酸配列を有するヒトＣＣ型ケ

モカイン様タンパク質、又はこの配列にアミノ酸もしくはアミノ酸配列の置換、挿入、欠

失を含む配列を有し、かつＣＣＲ４を発現させた２９３／ＥＢＮＡ－１細胞に対して遊走
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活性を示す、その変異体。 

 

【延長登録出願番号】2007-700016 

【登録年月日】平成 22 年 6 月 16 日 

【延長期間】2 月 15 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】 

一般名称：マウス抗ヒト TARC モノクローナル抗体固相ウエル、ペルオキシダーゼ標識マ

ウス抗ヒト TARC モノクローナル抗体、2,2’-アジノビス（3-エチルベンゾチアゾリン-6-

スルホン酸）二アンモニウムおよび過酸化水素水（30%） 

販売名：アラポート TARC 

用途：血清中ヒト TARC の測定（アトピー性皮膚炎の重症度評価の補助） 

【対象製品】アラポート TARC（現在はシスメックス株式会社より HISCL TARC として自動

測定装置とセットで販売）：遊走因子である TARC を測定してアトピー性皮膚炎を診断。 

 

⑤特許第 3053503 号（骨ぜい弱性と骨粗しょう症骨折の危険性の検査方法：サントル・

ド・ルシェルシュ・アン・リュマトロジー） 

【請求項１】  血清、血漿もしくは尿のような生体液試料中の低カルボキシル化オステオ

カルシンの濃度を生体外で測定し、試験試料中の低カルボキシル化オステオカルシンの濃

度を、正常範囲の上限を示す濃度の低カルボキシル化オステオカルシンを含有する対照試

料の濃度と比較する、ことからなり、この上限を越える濃度が骨折の危険性が増大してい

ることを示す、ことを特徴とする骨ぜい弱性と骨粗しょう症骨折の危険性の検査方法。 

 

【延長登録出願番号】2007-700068 

【登録年月日】平成 22 年 12 月 22 日 

【延長期間】4 年 7 月 10 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】 

 抗 GluOC4-5 マウスモノクローナル抗体結合ビーズおよび CG3 マウスモノクローナル抗

体 

用途：血清中の低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)の測定、ビタミン K2 剤の選択

時及びビタミン K2剤の効果判定 

【対象製品】ピコルミ ucOC（現販売元：エーディア株式会社）：血清中の低カルボキシ

ル化オステオカルシン（ucOC）を測定して骨粗しょう症を診断。 
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⑥特許第 2015335 号（ヒト酸性グルタチオンＳ―トランスフェラーゼの測定方法：帝人株

式会社） 

【請求項１】不溶性担体に結合した抗体と標識抗体とを用いてヒト酸性グルタチオンＳ－

トランスフェラーゼの免疫学的測定を行なうに際し、いずれか一方の抗体としてヒト酸性

グルタチオンＳ－トランスフェラーゼに対するポリクローナル抗体を用い、他方の抗体と

してヒト胎盤由来グルタチオンＳ－トランスフェラーゼのＮ端 176 残基からＮ端 209 残基

のシーケンスを有するフラグメントを認識するヒト酸性グルタチオンＳ－トランスフェラ

ーゼを特異的に認識するモノクローナル抗体を用いることを特徴とするヒト酸性グルタチ

オンＳ－トランスフェラーゼの免疫学的測定方法。 

 

【延長登録出願番号】2001-700100 

【登録年月日】平成 18 年 7 月 19 日 

【延長期間】5 年 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】 

 西洋ワサビペルオキシダーゼ標識マウス抗ヒト GST-πモノクローナル抗体 

用途：結晶中の GST 測定 

【対象製品】GST―πテスト「テイジン」（現在は販売されておらず詳細不明） 

 

⑦特許第 3012666 号（心筋梗塞の判定方法：大日本住友製薬株式会社） 

【請求項１】急性心筋梗塞が疑われるヒトから発作の発生後６時間以内に分離されたヒト

血液中のヒト心筋組織由来の脂肪酸結合性蛋白（以下、hh－FABP という）のレベルを hh

－FABP を抗原として得られた抗 hh－FABP 抗体（以下、抗 hh－FABP 抗という）、抗 hh－

FABP 抗体と標識物との結合物、および不溶性キャリアーと抗 hh－FABP 抗体との結合物ま

たは吸着物の内の少なくとも１種または２種を構成要素とする試薬を用いて検知すること

を特徴とする急性心筋梗塞の判定方法。 

 

【延長登録出願番号】2001-700089 

【登録年月日】平成 16 年 1 月 7 日 

【延長期間】1 年 5 月 25 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】 

 金コロイド標識抗 H-FABP モノクローナル抗体（マウス） 

用途：全血中のヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-FABP）の検出 

【対象製品】ラピチェック H-FABP：全血中のヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-FABP）を

検出し、急性心筋梗塞発症の早期診断を行う。 
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⑧特許第 2030564 号（ヒトⅣ型コラーゲンのサンドイツチ酵素免疫学的定量法：協和ファ

ーマケミカル株式会社） 

【請求項１】（ａ）ペプシン可溶化ヒト IV 型コラーゲンと特異的に反応する抗ペプシン

可溶化ヒト IV 型コラーゲンモノクローナル抗体に酵素標識を付与した酵素標識抗体を緩

衝液に溶解し、この酵素標識抗体の緩衝液溶液を用いて測定対象試料を希釈して得られる

試料希釈液と（ｂ）上記（ａ）におけるモノクローナル抗体とは異なる部位を認識する別

の抗ペプシン可溶化ヒト IV 型コラーゲンモノクローナル抗体を固相担体に結合させた抗

体結合固相担体とを用い、上記（ａ）の試料希釈液中に、上記（ｂ）の抗体結合固相担体

を混和し、上記測定対象試料中に存在するヒト IV 型コラーゲンと上記の酵素標識抗体な

らびに上記の固相担体に結合している抗体との間において免疫反応を行わしめた後、固相

担体を分別し、その固相担体の酵素活性を測定することにより測定対象試料中に存在する

ヒト IV 型コラーゲンを測定する方法。 

 

【延長登録出願番号】平 11-700008 

【登録年月日】平成 13 年 2 月 21 日 

【延長期間】2 年 6 月 25 日 

【特許法第６７条第２項の政令で定める処分の内容】 

 マウス抗ヒト型コラーゲンモノクローナル抗体 

用途：尿中型コラーゲンの測定 

【対象製品】パナウリア uⅣ･C：尿中のⅣ型コラーゲンを測定し、糖尿病性腎炎の早期診

断を行う。 

 

以上 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

資料Ⅱ 

米国延長登録リスト 
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資料Ⅱ 米国延長登録リスト 

I. 再生医療等製品 

 

1. APLIGRAF TM    

 

(1) 延長に関する公告内容 

 

(2) 承認経緯・延長期間計算 

臨床試験開始日 1987.05.29 

IDE1発効日 1987.07.02 

PMA2申請日 1995.10.04 

PMA 承認日 1998.05.22 

(a) Testing Phase 3,051 days 

(b) 控除 0  

(c) Approval phase 962 days 

1/2((a)-(b)) + (c) 2,488 days 

 

(3) 特許概要 

Abstract A tissue-equivalent, useful in the treatment of burns or 
other skin wounds and in the fabrication of prostheses, is 
disclosed which is prepared from a hydrated collagen 
lattice contracted by a contractile agent, such as 
fibroblast cells or blood platelets, to form tissue-
equivalent. In one embodiment, a skin-equivalent can be 
fabricated by growing a layer of keratinocyte cells 

                         
1 Investigation device exemption 治験用医療機器に関する適用除外（IDE） 
2 Premarket approval application (PMA) 

特許番号 US 4,485,096 

登録日 1984.11.27 

原満了日 2001.11.27 

出願人 Eugene Bell 

特許権者 Massachusetts Institute of Technology 

発明の名称 Tissue-Equivalent and Method for Preparation Thereof

特許分類 424/532 

医薬品名 APLIGRAF TM 

延長期間 5 年 

延長後の満了日 2006.11.27 
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thereon. Both the keratinocyte cells and contractile agent 
may be derived from the potential recipient of the skin-
equivalent. 

Claim 1 1. A method of producing a tissue-equivalent, comprising: 
a. combining a collagen solution with a contractile agent 
under conditions to form a gel mixture having said 
contractile agent dispersed within said gel mixture; and 
then 
b. maintaining the gel mixture prepared in step (a) under 
conditions which permit the contraction of said gel 
mixture to form a tissue-equivalent. 

Claim 2 2. A method of claim 1 additionally including adding 
living tissue cells into or onto said tissue-equivalent. 

Claim 3 3. A method of claim 1 or 2 wherein said contractile agent 
comprises fibroblast cells. 

Claim 8 8. A tissue-equivalent formed according to the method of 
claim 1. 

Claim 9 9. A tissue-equivalent formed according to the method of 
claim 2. 

Claim 10 10. A method of preparing a living tissue-equivalent, 
comprising: 
a. forming an acidic solution of collagen; 
b. combining contractile cells and nutrient medium with 
said acidic solution of collagen; 
c. raising the pH of said solution of collagen to a level 
sufficient to precipitate collagen fibrils into a 
hydrated collagen lattice containing said contractile 
cells; and 
d. maintaining said lattice and said contractile cells 
under conditions sufficient for said cells to contract 
said collagen lattice thereby forming a living tissue-
equivalent 

Claim 11 11. A method of claim 10 wherein steps b and c are done 
simultaneously. 

Claim 12 12. A living tissue-equivalent formed by the method of 
claim 11 

Claim 13 13. A method of forming skin-equivalent, comprising: 
a. forming a hydrated collagen lattice incorporating a 
living cellular contractile agent therein; 
b. maintaining said lattice and said contractile agent 
under conditions sufficient for said agent to contract 
said collagen lattice to form living dermal-equivalent; 
c. plating keratinocyte cells upon said dermal-
equivalent; and 
d. maintaining said dermal equivalent under conditions 
sufficient for growth of said living cellular contractile 
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agent and said keratinocyte cells to thereby produce a 
skin-equivalent 

Claim 14 14. A skin-equivalent, comprising: 
a. a hydrated collagen lattice contracted with a 
contractile agent; and 
b. keratinocyte cells supported upon said contracted 
hydrated collagen lattice 

Claim 18 18. A method of forming a biocompatible prosthesis for a 
potential recipient, comprising: 
a. forming a hydrated collagen lattice incorporating a 
contractile agent obtained from a donor other than said 
potential recipient; and 
b. maintaining said lattice and contractile agent under 
conditions sufficient for the agent to contract the 
hydrated collagen lattice into a biocompatible prosthesis 

Claim 19 19. A method of claim 18 wherein said contractile agent 
comprises fibroblast cells maintained under conditions 
which eliminate immune response in said potential 
recipient. 

Claim 20 20. A method of claim 17 or claim 19 wherein said 
contractile agent comprises fibroblast cells. 

 

 

(4) 製品概要 

1. DEVICE 
DESCRIPTION 

Apligraf is supplied as a living, bi-layered skin 
substitute: the epidermal layer is formed by human 
keratinocytes and has a well-differentiated stratum 
corneum; the dermal layer is composed of human 
fibroblasts in a bovine Type I collagen lattice. While 
matrix proteins and cytokines found in human skin are 
present in Apligraf, Apligraf does not contain 
Langerhans cells, melanocytes, macrophages, 
lymphocytes, blood vessels or hair follicles. 

2.  INTENDED 
USE / 
INDICATIONS 

Apligraf is indicated for use with standard 
therapeutic compression for the treatment of non-
infected partial and full-thickness skin ulcers due to 
venous insufficiency of greater than 1 month duration 
and which have not adequately responded to 
conventional ulcer therapy. 
 
Apligraf is also indicated for use with standard 
diabetic foot ulcer care for the treatment of full-
thickness neuropathic diabetic foot ulcers of greater 
than three weeks duration which have not adequately 
responded to conventional ulcer therapy and which 
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extend through the dermis but without tendon, muscle, 
capsule or bone exposure. 

 

(5) 請求項と製品の関係 

  

1 Claim 1 of said United States Patent claims a method of 

producing a tissue equivalent,comprising: (a) combining a 

collagen solution with a contractile agent under conditions 

to form a gel mixture having said contractile agent 

dispersed within said gel mixture; and then (b) maintaining 

the gel mixture prepared in step(a) under conditions which 

permit the contraction of said gel mixture to form a tissue-

equivalent. Claim 1 reads on the approved product as the 

dermal layer of the living skin equivalent is formed by the 

steps of combining collagen solution and a contractile 

agent, namely cultured human dermal fibroblasts, under 

conditions to form a gel mixture and maintaining the gel 

mixture under conditions to permit the contraction of the 

gel mixture by the fibroblasts to forma tissue equivalent. 

As the dermal layer .of approved product is formed using 

fibroblasts derived from dermis, it is more specifically 

referred to as a dermal equivalent. The dermal equivalent 

forms the dermal layer of the approved product. 

2 Claim 2 of said United States Patent claims a method of 

claim 1 additionally including adding living tissue cells 

into or onto said tissue-equivalent. Claim 2 reads on the 

approved product as -living tissue cells derived from skin 

are added to the tissue-equivalent. The approved product 
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contains fibroblast cells of dermal origin included in the 

dermal layer of the living skin equivalent and living 

keratinocyte cells of epidermal origin provided to the top 

surface of the tissue equivalent. 

3 Claim 3 of said United States Patent claims a method of 

claim 1 or 2 wherein said contractile agent comprises 

fibroblast cells. Claim 3 reads on the approved product as 

the contractile agent in the tissue-equivalent is indeed 

fibroblast cells. 

8 Claim 8 of said United States Patent claims a tissue-

equivalent formed according to the method of claim 1. Claim 

8 reads upon the approved product as it is a tissue 

equivalent in which the steps of combining collagen solution 

and a contractile agent, namely cultured human dermal 

fibroblasts, under conditions to form a gel mixture and 

maintaining the gel mixture under conditions to permit the 

contraction of the gel mixture to form a tissue equivalent. 

9 Claim 9 of said United States Patent claims a tissue-

equivalent formed according to the method of claim 2. Claim 

9 reads on the approved product as, in addition to the 

tissue equivalent formed by the claimed method, the approved 

product has an epidermal layer disposed onto the top surface 

of the dermal equivalent layer. 

10 Claim 10 of said United States Patent claims a method of 

preparing a living tissue-equivalent, comprising: (a) 

forming an acidic solution of collagen; (b) combining 

contractile cells and nutrient medium with said acidic 

solution of collagen; (c) raising the pH of said solution of 

collagen to a level sufficient to precipitate collagen 

fibrils into a hydrated collagen lattice containing said 

contractile cells; and (d) maintaining said lattice and said 

contractile cells under conditions sufficient for said cells 

to contract said collagen lattice thereby forming a living 

tissue-equivalent. Claim 10 reads on the approved product as 

in the fabrication of the dermal equivalent, an acidic 

solution of collagen is combined with contractile cells 



 

- 216 - 

suspended in a nutrient medium, the combination of which 

raises the pH of the solution to a level where collagen 

fibrils precipitate to form. a hydrated collagen lattice 

containing contractile cells. The hydrated collagen lattice 

is then maintained in an incubator under sufficient culture 

conditions of temperature and humidity, with time to permit 

the contraction of the collagen lattice by the cells to form 

a living tissue-equivalent. The thus formed tissue 

equivalent is an equivalent of dermis. 

11 Claim 11 of said United States Patent claims a method of 

claim 10 wherein steps (b) and (c) are done simultaneously. 

Claim 11 reads on the approved product as in the fabrication 

of the dermal equivalent, the contractile cells suspended in 

nutrient medium are provided with a pH neutralizing buffer 

to raise the pH of the combined solution to a level where 

collagen fibrils precipitate to form the hydrated collagen 

lattice which becomes contracted by the contractile cells 

under sufficient conditions to form a living tissue-

equivalent. 

12 Claim 12 of said United States Patent claims a living 

tissue-equivalent formed by the method of claim 11. As 

evidenced by the paragraph presented immediately above, 

claim 12 reads on the approved product as the dermal 

equivalent portion of the approved product is formed 

according to the method described in claim 11. 

13 Claim 13 of said United States Patent claims a method of 

forming skin-equivalent, comprising: (a) forming a hydrated 

collagen lattice incorporating a living cellular contractile 

agent therein; (b) maintaining said lattice and said 

contractile agent under conditions sufficient for said agent 

to contract said collagen lattice to form living dermal-

equivalent; (c) plating keratinocyte cells upon said dermal 

equivalent; and (d) maintaining said dermal equivalent under 

conditions sufficient for growth of said living cellular 

contractile agent and said keratinocyte cells to thereby 

produce a skin-equivalent. Claim 13 reads on the approved 
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product as the dermal equivalent is formed by the steps (a) 

and (b), a hydrated collagen lattice incorporating a living 

cellular contractile agent, i.e. fibroblasts, therein. On 

the surface of the dermal equivalent is a layer of 

keratinocytes, plated and cultured under conditions 

appropriate for growth of both the fibroblast and 

keratinocyte cell types. 

14 Claim 14 of said United States Patent claims a skin-

equivalent, comprising: (a) a hydrated collagen lattice 

contracted with a contractile agent; and (b) keratinocyte 

cells supported upon said contracted hydrated collagen 

lattice. Claim 14 reads on the approved product as the skin 

equivalent, formed by the method discussed in the paragraph 

immediately above, is a hydrated collagen lattice containing 

a contractile agent, the fibroblasts; and, a layer of 

differentiated keratinocytes cultured thereon. 

18 Claim 18 of said United States Patent claims a method of 

forming a biocompatible prosthesis for a potential 

recipient, comprising: (a) forming a hydrated collagen 

lattice incorporating a contractile agent obtained from a 

donor other than said potential recipient; and (b) 

maintaining said lattice and contractile agent under 

conditions sufficient for the agent to contract the hydrated 

collagen lattice into a biocompatible prosthesis. Claim 18 

reads on the approved product as the product is a hydrated 

collagen lattice contracted by a contractile agent, i.e., 

fibroblasts derived from foreskin tissue of a neonate donor. 

The approved product is biocompatible in there was not found 

any clinical evidence of rejection by any patient recipient 

(non-donor). 

19 Claim 19 of said United States Patent claims a method of 

claim 18 wherein said contractile agent comprises fibroblast 

cells maintained under conditions which eliminate immune 

response in said potential recipient. Claim 19 reads on the 

approved product as in clinical evaluations of the product, 

it was determined that there were no differences in measures 
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of immune response between patients of the control group as 

compared to patients in the experimental group that were 

treated with the product. In tests of patients' sera, there 

were no observations of antibody responses against Class I 

HLA antigens on human dermal fibroblasts; T-cell specific 

responses were also not observed against human dermal 

fibroblasts and there was no clinical evidence of rejection 

of the approved product by any patient. 

20 Claim 20 of said United States Patent claims a method of 

claim 17 or claim 19 wherein said contractile agent 

comprises fibroblast cells. Claim 20 reads on the approved 

product as the approved product contains fibroblast cells as 

the contractile agent. 
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2. Dermagraft TM    

 

(1) 延長に関する公告内容 

 

(2) 承認経緯・延長期間計算 

  

臨床試験開始日 1992.09.02 

IDE3発効日 - 

PMA4申請日 2000.08.24 

PMA 承認日 2001.09.28 

(a) Testing Phase 2,914 days 

(b) 控除 0 

(c) Approval phase 399 days 

1/2((a)-(b)) + (c) 1856 days (5years, 31days) 

 

(3) 特許概要 

Abstract The present invention relates to a three-dimensional cell 
culture system which can be used to culture a variety of 
different cells and tissues in vitro for prolonged periods 
of time. In accordance with the invention, cells derived 
from a desired tissue are inoculated and grown on a pre-
established stromal support matrix. The stromal support 
matrix comprises stromal cells, such as fibroblasts, grown 
to subconfluence on a three-dimensional matrix. Stromal 
cells may also include other cells found in loose 

                         
3 Investigation device exemption 治験用医療機器に関する適用除外（IDE） 
4 Premarket approval application (PMA) 

特許番号 US 4,963,489 

登録日 1990.10.16 

原満了日 2007.10.16 

出願人 Gail K. Naughton et al. 

特許権者 Smith & Nephew Wound Management 

発明の名称 Three-Dimensional Cell and Tissue Culture System 

特許分類 435/240.1 

医薬品名 DERMAGRAFT(R) 

延長期間 5 年 

延長後の満了日 2012.10.16 
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connective tissue such as endothelial cells, 
macrophages/monocytes, adipocytes, pericytes, reticular 
cells found in bone marrow stroma, etc. The stromal matrix 
provides the support, growth factors, and regulatory 
factors necessary to sustain long-term active 
proliferation of cells in culture. When grown in this 
three-dimensional system, the proliferating cells mature 
and segregate properly to form components of adult tissues 
analogous to counterparts found in vivo. 

Claim 1 1. A living stromal tissue prepared in vitro, comprising 
stromal cells and connective tissue proteins naturally 
secreted by the stromal cells attached to and 
substantially enveloping a framework composed of a 
biocompatible, non-living material formed into a three 
dimensional structure having interstitial spaces bridged 
by the stromal cells 

Claim 2 2. The living stromal tissue of claim 1 in which the 
stromal cells are fibroblasts. 

Claim 4 4. The living stromal tissue of claim 1 in which the 
framework is composed of a biodegradable material. 

Claim 5 5. The living stromal tissue of claim 4 in which the 
biodegradable material is cotton, polyglycolic acid, cat 
gut sutures, cellulose, gelatin, or dextran. 

Claim 9 9. The living stromal tissue of claims 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
or 7 in which the framework is a mesh. 

 

 

(4) 製品概要 

1. DEVICE 
DESCRIPTION 

Dermagraft® is a cryopreserved human 
fibroblastderiveddermal substitute; it is composed of 
fibroblasts,extracellular matrix, and a bioabsorbable 
scaffold.Dermagraft is manufactured from human 
fibroblast cellsderived from donated newborn foreskin 
tissue. Duringthe manufacturing process, the human 
fibroblasts areseeded onto a bioabsorbable polyglactin 
mesh scaffold.The fibroblasts proliferate to fill the 
interstices of thisscaffold and secrete human dermal 
collagen, matrixproteins, growth factors and 
cytokines, to create athree-dimensional human dermal 
substitute containingmetabolically active, living 
cells. Dermagraft does notcontain macrophages, 
lymphocytes, blood vessels, orhair follicles. 
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2. INTENDED 
USE / 
INDICATIONS 

Dermagraft is indicated for use in the treatment 
offull-thickness diabetic foot ulcers greater than 
sixweeks duration, which extend through the dermis, 
butwithout tendon, muscle, joint capsule, or bone 
exposure.Dermagraft should be used in conjunction with 
standardwound care regimens and in patients that have 
adequateblood supply to the involved foot. 

 

(5) 請求項と製品の関係 

 

U.S. Patent No. 4,963,489 claims the approved product, Dermagraft®, as 

identified in paragraph one above. Specifically, the approved product 

is covered by claims one, two, four, five, and nine. 

 

Claim 1. A living stromal tissue prepared in vitro, comprising stromal 

cells and connective tissue proteins naturally secreted by the stromal 

cells attached to the substantially enveloping a framework composed of 

a biocompatible, non-living material formed into a three dimensional 

structure having interstitial spaces bridged by the stromal cells. 

Claim 2. The living stromal tissue of claim 1 in which the stromal cells 

are fibroblasts. 

Claim 4. The living stromal tissue of claim 1 in which the framework is 

composed of a biodegradable material. 

Claim 5. The living stromal tissue of claim 4 in which the biodegradable 

material is cotton, polyglycolic acid, cat gut sutures, cellulose, 

gelatin, or dextran. 

Claim 9. The living stromal tissue of claims 1,2,3,4,5,6, or 7 in which 

the framework is a mesh. 
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3. New Jersey Knee TM    

 

(1) 延長に関する公告内容 

 

(2) 承認経緯・延長期間計算 

臨床試験開始日 1980.08.16 

IDE5発効日 - 

PMA6申請日 1983.08.16 

PMA 承認日 1985.04.12 

(a) Testing Phase 575 days 

(b) 控除 0 

(c) Approval phase 606 days 

1/2((a)-(b)) + (c) 894 days 

備考 延長期間の終期は、承認日から 14年を超えないルール

のため 大 1999.04.12 まで 

 

(3) 特許概要 

Abstract A prosthesis for the surgical replacement of a 
dysfunctional knee joint. The prosthesis includes a tibial 
platform, one or two tibial bearing inserts, and a femoral 
component. 
 
In a unicompartmental embodiment of the invention, the 
tibial platform includes a spike for securing the tibial 
platform to the tibia. The tibial platform, in the 

                         
5 Investigation device exemption 治験用医療機器に関する適用除外（IDE） 
6 Premarket approval application (PMA) 

特許番号 US 4,309,778 

登録日 1982.01.12 

原満了日 1999.01.12 

出願人 Buechel et al. 

特許権者 Biomedical Engineering Trust 

発明の名称 New Jersey meniscal bearing knee replacement 

特許分類 623/20.29 

医薬品名 New Jersey Knee  

延長期間 90 days 

延長後の満了日 1999.04.12 
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unicompartmental embodiment, includes a track, which may 
be curved, and which is slidably engaged in dovetail 
fashion by a tibial bearing insert. The superior surface 
of the tibial bearing insert is concave spherical, 
designed to slidably engage the inferior surface of the 
femoral component. The inferior surface of the femoral 
component is generally convex spherical, with radius of 
curvature slightly smaller than the radius of curvature of 
the tibial bearing insert. 
 
In a bicompartmental or tricompartmental embodiment of the 
invention, the tibial platform includes two tracks, each 
of which may be curved, and each of which slidably engages 
in dovetail fashion a tibial bearing insert. The two 
tibial bearing inserts each engage, via their superior 
concave spherical surfaces, mating inferior convex 
surfaces of the femoral component. The two curved tracks 
are in general not concentric; rather, the center of each 
falls on a line normal to the plane of such curved track 
and passing through the center of curvature of the concave 
spherical surface of the tibial bearing insert of the 
other curved track. 

Claim 1 1. An improved prosthetic joint of the type including: 
(a) tibial platform means having a first superior bearing 
surface, the tibial platform means for replacing tibial 
portions of a knee; 
 
(b) bearing insert means having a first inferior bearing 
surface which slidably engages the first superior bearing 
surface of the tibial platform means for sliding movement 
relative thereto during joint articulation, the bearing 
insert means for providing an articulated joint between 
the tibial platform means and femoral portions of the 
knee; 
wherein the improvement comprises: 
 
(c) means for constraining motion of the bearing insert 
means during joint articulation to a predetermined path 
relative to the tibial platform means. 

 

 

(4) 製品概要 

 The approved product constitutes a total knee prosthetic incorporating 

the SLIDING MENISCAL BEARING OF THE NEW JERSEY TOTAL KNEE SYSTEM and THE 

ROTATING PLATFORM OF THE NEW JERSEY KNEE SYSTEM. 
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(5) 請求項と製品の関係 

The claims of U.S. Patent No. 4,309,778 are directed to the approved 

product in that each of Claims 1-48 defines an improved prosthetic knee 

joint incorporating features such as means for constraining motion of a 

bearing insert means during joint articulation to a predetermined path 

relative to a tibial platform means, which structure was incorporated 

in the knee joint forming the subject matter of the premarket approval 

application. 
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Ⅱ. 医療機器 

 

  

特許番号 承認された機器の商標名 承認された機器の概要 機器の一般名 審査分野 PMA番号 承認日 試験期間 審査期間
試験期間・審査期
間に基づいて計算

された延長期間

最終的に決定
された延長期

間
米国特許分類

オリジナル
の特許期限

1 4733665
PALMAZ BALLOON-EXPANDABLE
STENT

ステント stent, coronary Cardiovascular P890017 1991.09.27 527 753 1017 349 days 128/343 7-Nov-05

2 5041126 Cook GRII CORONARY STENT ステント stent, coronary Cardiovascular P910030 1997.05.12 343 168 340 340 days  606/195 13-Mar-07

3 4954126 WALLSTENT Coronary Endoprosthesis ステント stent, coronary Cardiovascular P980009 1998.0929 1351-0 182 858 858 days 600/036 4-Sep-07

4 4886062 Wiktor Prime Coronary Stent System ステント stent, coronary Cardiovascular P960010 1997.06.27 2066-0 423 1456 1,347 days 128/343 19-Oct-07

5 5563146 CYPHER ステント
implant, dermal, for
aesthetic use

General & Plastic
Surgery

P020023 2003.04.24 513-0 301 577 557 days 514/291 28-Apr-12

6 5624411

ENDEAVOR Zotarolims-Eluting
Coronary Stent Over-the-Wire(OTW),
Rapid Exchange(RX), or Multi-Exchange
II (MX2) Stent Delivery Systemd

ステント
coronary drug-eluting
stent

Cardiovascular P060033 2008.02.01 1068-0 439 973 973 days 604/265 29-Apr-14

7 6309402 S8 Over the Wire System ステント stent, coronary Cardiovascular P030009 2003.10.01 477-0 175 413 413 days 623/1.11 19-Dec-14

8 5716981
TAXUS Express Paclitaxel-Eluting
Coronary Stent System

ステント
coronary drug-eluting
stent

Cardiovascular P030025 2004.03.04 456-0 260 488 488 days 514/449 10-Feb-15

9 6306141 TALENT ステント

system, endovascular
graft, aortic aneurysm
treatment

Cardiovascular P070027 2008.04.15 3843-1657
4024-
1657

1274 1,270 days 606/78 23-Oct-18

10 4328592
DUROMEDICS CARDIAC VALVE
PROSTHESIS

人工心臓弁 heart-valve, mechanical Cardiovascular P850006 1986.08.29 651 213 539 476 days 999/001.500 11-May-99

11 4343049 MONOSTRUT 人工心臓弁 heart-valve, mechanical Cardiovascular P970002 1997.09.30 1729-88 3891 4712 2 years 999/001.500 10-Aug-99

12 5354330 ATS Open Pivot Bileaf Heart Valve 人工心臓弁 heart-valve, mechanical Cardiovascular P990046 2000.10.13 980-0 438 928 928 days 623/002 16-Sep-13

13 4052991
PCD TACHYARRHYTHMIA CONTROL
DEVICE MODEL 72171B

ペースメーカー (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 808 days 607/9 11-Oct-94

14 4543954 SENSOR MODEL ペースメーカー
implantable pacemaker
pulse-generator

Cardiovascular P870054 1998.04.29 572-0 124 410 410days 128/999.999 19-May-02

15 4702253
META II MODEL 1204 CARDIAC
PACING SYSTEM

ペースメーカー
implantable pacemaker
pulse-generator

Cardiovascular
P880038/S

13
1991.10.11 0 449 449 449 days 128/999.999 15-Oct-05

16 4958632 KDR 401 & KDR 403 Pacemakers ペースメーカー
pulse generator,
permanent, implantable

Cardiovascular P970012 1998.01.30 358-0 358 537 537 days 128/999.999 25-Sep-08

17
RE
27,757

CARDIOVERTER/DEFIBRILLATOR
SYSTEM

除細動器
implantable cardioverter
defibrillator (non-crt)

Cardiovascular P980050? (*) (*) (*) (*) 2 years (*) 26-Oct-88

18 4316472 VENTAK P AICD MODEL 1600 除細動器
implantable cardioverter
defibrillator (non-crt)

Cardiovascular P890061 (*) (*) (*) (*) 740 days 607/9 23-Feb-99

19 4407288 CPI VENTAK PRX AICD SYSTEM 除細動器
implantable cardioverter
defibrillator (non-crt)

Cardiovascular P910077 1994.06.17 398 908 1107 1,107 days 128/999.999 11-Dec-00

20 4868908
Ventritex(R) Cadence(R) Model V-100
Tiered Therapy Defibrillator System

除細動器
implantable cardioverter
defibrillator (non-crt)

Cardiovascular P910023 1993.04.30 744-0 578 950 223 days 323/267 18-Oct-08
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特許番号 承認された機器の商標名 承認された機器の概要 機器の一般名 審査分野 PMA番号 承認日 試験期間 審査期間
試験期間・審査期

間に基づいて計算

された延長期間

最終的に決定
された延長期

間
米国特許分類

オリジナル
の特許期限

21 5405363 Sentinel Model 2000/2010 除細動器
implantable cardioverter
defibrillator (non-crt)

Cardiovascular P970024 1998.08.19 603-0 427 729 130 days 607/005 11-Apr-12

22 5015247 BAK Interbody Fusion System(TM) 脊椎固定器

intervertebral fusion
device with bone graft,
lumbar

Orthopedic P950002 1996.09.20 1341-0 390 1061 829 days 606/061 13-Jun-08

23 4961740 Ray Threaded Fusion Cage(TM) 脊椎固定器

intervertebral fusion
device with bone graft,
lumbar

Orthopedic P950019 1996.10.29 1357-0 504 1183 742 days  606/061 17-Oct-08

24 5258494

OP-1 Implant (recombinant human
ostogenic protein-1 & bovine bone
derived collagen) 脊椎固定および骨折治療システム (*) (*)

HO10002/
A01

2001.10.17 3485-720 142 1525 1,525 days 530/326 2-Nov-10

25 5984967
InFuse Bone　Graft/LT-Cage Lumbar
Tapered Fusion Device

脊椎固定器

filler, recombinant
human bone
morphogenetic protein,
collagen scaffold with
metal prosthesis,
osteoinduction

Orthopedic P000058 2002.07.11 1515-1092 537 748 464 days 623/17.16 27-Mar-15

26 6235030
X-STOP Interspinous Process
Decompression System

脊椎固定器
prosthesis, spinous
process spacer/plate

Orthopedic P040001 2005.11.21 1538-578 686 1166 1,053 days 606/249 2-Jan-17

27 4243775 MAXON 縫合糸

suture, absorbable,
synthetic, polyglycolic
acid

General & Plastic
Surgery

P84-0051 1986.04.30 595 563 861 2 years  525/415 6-Jan-98

28 4224946 NOVAFIL 縫合糸
suture, nonabsorbable,
synthetic, polyester

General & Plastic
Surgery

P840041 1985.09.30 872 379 815 2 years 128/999.999 14-Aug-98

29 4347198 ASTIFILAN A (SOFT CONTACT LENS) 眼内レンズ
lenses, soft contact,
extended wear

Ophthalmic P84-0044 1986.01.24 756 488 866 146 days 264/002.300 31-Aug-99

30 4898461
SILICONE AMO ARRAY MULTIFOCAL
INTRAOCULAR LENS

眼内レンズ
lens, multifocal
intraocular

Ophthalmic P960028 1997.09.05 2478-76 368 1569 1,557 days  351/169 1-Jun-07

31 5192319 Phakic Intraocular Lenses 眼内レンズ lens, intraocular, phakic Ophthalmic P030028 2004.09.10 2107-0 438 1491 1,491 days 623/006 20-May-11

32 5444106

Cee-On(TM) Edge Foldable Ultraviolet
Light-Absorbing Posterior Chamber
Intraocular Lens

眼内レンズ intraocular lens Ophthalmic P990080 2001.06.04 1101-0 493 1044 956 days 523/107 22-Aug-12

33 5470932
ACRYSOF(R) Natural Single-Piece
Posterior Chamber Intraocular Lens

眼内レンズ intraocular lens Ophthalmic
P930014/S

009
2003.06.24 538-0 546 815 815 days 526/312 18-Oct-13
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特許番号 承認された機器の商標名 承認された機器の概要 機器の一般名 審査分野 PMA番号 承認日 試験期間 審査期間
試験期間・審査期

間に基づいて計算

された延長期間

最終的に決定
された延長期

間
米国特許分類

オリジナル
の特許期限

34 4530360
SONIC ACCELERATED FRACTURE
HEALING SYSTEM (SAFHS)

超音波パルスによる骨折治療器
stimulator, bone growth,
non-invasive

Physical Medicine P900009 (*) (*) (*) (*) 5 years 128/999.999 12-Nov-02

35 4793353
GENESIS NEUROSTIMULATION
SYSTEM

超音波パルスによる神経刺激シス
テム

stimulator, spinal-cord,
totally implanted for pain
relief

Neurology P010032 2001.11.21 292 177 323 323 days 128/421 27-Dec-05

36 4941093
EXCIMID UV200LA/SVS APEX
(EXCIMER LASER SYSTEMS)

レーザー光発生システム excimer laser system Ophthalmic P910067 1995.03.10 1156-565 1115 1411 609 days 364/999.999 10-Jul-07

37 4976709
Hyperion LTK System (opthalmic
medical laser system)

レーザーを用いた遠視治療システム

laser, neodymium:yag,
ophthalmic for uses
other than posterior
capsulotomy & cutting
pupillary

Ophthalmic P990078 2000.06.30 2806-0 241 1644 1,644 days 606/999.999 11-Dec-07

38 4594401 MENICON Z コンタクトレンズ

lens,contact(rigid gas
permeable)-extended
wear

Ophthalmic P990018 (*) (*) (*) (*) 1,200 days  526/279 27-Dec-04

39 3789832 BETA 3000 NMR SCANNING DEVICE NMR

system, nuclear
magnetic resonance
imaging

Radiology P830076 (*) (*) (*) (*) 382 days 526/279 5-Feb-91

40 4146029 SYNCHROMED INFUSION　PUMP 埋込型薬剤放出デバイス
pump, infusion,
implanted, programmable

General Hospital P860004 1998.03.14 1594 592 1389 2 years 128/260 2-Dec-92

41 3929971 PRO OSTEON 500 骨材料

calcium salt bone void
filler, drillable, non-screw
augmentation

Orthopedic P860005 (*) (*) (*) (*) 2 years 428/308 30-Dec-92

42 4291708 T-Scan 2000 乳がんリスク診断用デバイス
imager, breast, electrical
impedance

Radiology P970033 1999.04.16 964 631 1113 1,113 days  128/734 2-Nov-98

43 4494531
COOK BIRD'S NEST VENA CAVA
FILTER

肺塞栓防止用機器
filter, intravascular,
cardiovascular

Cardiovascular P850049 1989.04.26 1204 353 955 459days 128/001.00R 6-Dec-02

44 4637994 LIPOSORBER LA 15 吸着体
lipoprotein, low density,
removal

Gastroenterology
/Urology

P910018 1996.02.21 1995-277 1603 2462 5 years 502/404 1-Dec-03

45 4703752 LEA'S SHIELD 避妊用具
cap, cervical,
contraceptive

Obstetrics/Gyne
cology

P010046 2002.03.14 5418-350 178 2712 5 years  128/131 23-Aug-05

46 4834757 LUMBAR I/F CAGE 癒着防止ポリマー

intervertebral fusion
device with bone graft,
lumbar

Orthopedic P960025 1999.02.02 1708 923 1777 1,777 days  623/017 30-May-06
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特許番号 承認された機器の商標名 承認された機器の概要 機器の一般名 審査分野 PMA番号 承認日 試験期間 審査期間
試験期間・審査期

間に基づいて計算

された延長期間

最終的に決定
された延長期

間
米国特許分類

オリジナル
の特許期限

47 4867164
NEURO CYBERNETIC PROSTHESIS
SYSTEM

脳適用の人工補綴

stimulator, autonomic
nerve, implanted for
epilepsy

Neurology P910070 1997.07.16 1730-378 1507 2183 1,761 days 128/421 19-Sep-06

48 4949718
Therma Choice Uterine Balloon
Therapy System 4,949(R)

子宮内出血のためのバルーンシス
テム

device, thermal ablation,
endometrial

Obstetrics/Gyne
cology

P970021 1997.12.12 852-0 179 605 605 days 128/401 9-Sep-08

49 4919140 Anadara(TM) OFS(TM) System 神経刺激システム (*) (*) HDE070002 (*) (*) (*) (*) 1 year(s)  128/422 14-Oct-08

50 5199939
Galileo(R) Intravascular Radiotherapy
System 血管内放射線治療システム

intravascular radiation
delivery system

Cardiovascular P000052 2001.11.02 1203-0 320 921 921 days 600/003 6-Apr-10

51 5125926
Heart Laser CO2 Transmyocardial
Revascularization System 経心筋的血行再建システム

system, laser,
transmyocardial
revascularization

Cardiovascular P950015 1998.08.20 2586-892 549 1396 696 days  606/019 24-Sep-10

52 5571182
Macroplastique(R) Implants

インプラント
agent, bulking, injectable
for gastro-urology use

Gastroenterology
/Urology

P040050 2006.10.30 1973-0 678 1664 1,664 days 623/011 2-Nov-10

53 5344452 ArteFill(R) 注入式シワ取り
implant, dermal, for
aesthetic use

General & Plastic
Surgery

P020012 2006.10.27 1859-0 1671 2600 5 years 623/011 6-Sep-11
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国内アンケート調査結果 
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資料Ⅲ 国内アンケート調査結果 

 

 資料1 アンケート調査対象者 

 

１．調査対象 

 再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器の特許存続期間延長に関するニーズ・課

題について、関連国内企業428者に対しアンケート調査を行った。 

 

２．実施期間 

 8月26日に調査票を発送し、9月30日までに返送された回答を集計対象とした。 

 

３．回収結果 

 129者（30.1%） 
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平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究 

「特許法施行令第２条第２号に規定する再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の

現状及び課題等に関する調査研究」アンケート調査ご協力のお願い 

 

平成28年8月 

一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 

経済産業省 特許庁 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、知的財産行政及び知的財産研究所の活動にご理解・ご協力いただき、厚く御礼申し上げま

す。 

 

今年度、弊所におきましては、特許庁の委託を受け「特許法施行令第２条第２号に規定する再生医療等製品、

体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現状及び課題等に関する調査研究」を進めているところでございます。 

特許法施行令第２条第２号ロ～ニに規定する再生医療等製品、体外診断用医薬品に係る特許権は、

同法第６７条第２項に基づく特許権の存続期間の延長登録制度によって、５年を限度として存続期間

を延長することができます。 

同法施行令第２条によって延長登録の対象となり得るとされているもののうち、近年急速に研究開

発が進み、重要性が増している、心筋シートやｉＰＳ細胞を用いた製品等の再生医療等製品や、個別

化医療に対応するコンパニオン診断薬等の体外診断用医薬品に係る特許権につきましては、これまで

に延長登録された実績が少なく、今後どのような特許権について、どのような処分（製造販売承認）

に基づく延長登録出願がなされるのか、どのような課題があり得るのか、などについて把握するため

の十分な情報がないのが現状です。 

そのため、再生医療等製品及び体外診断用医薬品に関して研究開発を行っている企業等における特

許保護の現状、延長登録制度との関係における課題、想定される処分（製造販売承認）等を調査する

ことが必要です。また、諸外国において、再生医療等製品及び体外診断用医薬品に関して、さらには、

これらと同様に製造・販売にあたって安全性や有効性を担保するための規制があり、同様の特許保護

の現状や課題等を有すると考えられる医療機器に関する状況も含めて調査することが必要です。 

そこで、本調査研究では、国内外の再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現

状、延長登録制度との関係における課題、想定される処分（製造販売承認）等について調査研究し、

再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る延長登録制度との関係における課題への対応、制度及び

運用の在り方等について検討するための基礎資料とすることを目的としています。 

 

本アンケートは、一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム正会員企業、日本製薬工業協会

会員企業、一般社団法人日本臨床検査薬協会正会員企業および日本ジェネリック製薬協会会員企業、

ならびに一般社団法人日本医療機器産業連合会正会員団体の会員企業のうち特許出願経験のある企業

の計435社にお送りしています。答えにくい質問に関しましては、回答を省略していただいても結構で

すので、可能な限りアンケートにご回答いただければ幸いに存じます。 

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、何とぞご協力賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

敬具 
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【アンケートのご回答に当たって】 

１．ご回答は、貴社における特許出願・権利化に関するご担当者様にお願いいたします。製造販売

承認に関する質問については、貴社の薬事ご担当者にお問い合わせいただき、ご回答ください。

なお、貴社がグループ企業の子会社の場合は、貴社事業の範囲内でご回答いただける部分につ

き、ご回答くださいますよう、お願いいたします。 

２．ご回答は、平成28年8月1日時点の業務等に基づいてご記入をお願いいたします。 

３．本アンケートにおける「年」につきましては、会計年度を想定しておりますが、回答が難しい

場合は暦年でも結構です。回答しやすい「年」についてご回答ください。 

４．ご回答いただいた内容は、特許庁担当部門及び弊所担当部門の必要 小限の従業員のみがアク

セス可能とします。なお、その他外部からのアクセスは厳重に管理し、本調査の目的以外には一

切使用いたしません。また、個別にご回答いただいた内容をそのまま公表することはございませ

ん。ありのままをご記入くださいますよう、よろしくお願いいたします。なお、自由記載欄につ

きましては、企業名が特定されないような記述となるようにご留意ください。本調査研究の報告

書は、平成29年4月以降に特許庁ウェブサイトで公表される予定です。 

５．ご回答いただいたアンケート調査結果に基づき、弊所研究員が電話や訪問によるヒアリング調

査をお願いする場合があります。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【ご記入上のお願い】 

１．ご回答は、 

①お送りしたアンケート用紙の4頁以降に直接ご記入いただくか、 

②以下のURLにアクセスしていただき、ダウンロードした電子ファイルにご入力ください。 

ダウンロード先：http://www.iip.or.jp/jp_/saisei-e.doc 

２．選択肢形式の質問に対するご回答は、特に指定のない場合は１つだけお選びください。選択さ

れる際は、選択肢のチェックボックス（□）に☑とご記入ください。回答で「その他」を選ばれ

る場合は、空欄枠にその事項・理由等をご記入ください。 

 

【ご返信方法】 

アンケート調査票は、平成28年9月16日（金）までに、 

同封の返信用封筒にて下記「株式会社アドレス」宛てにご郵送いただくか、 

電子ファイル(wordファイルのまま又はpdfファイル化したもの)をE-mailに添付して下記送信先に

送信してください（アクセス保護された場合はパスワードを別途お知らせください。）。 

 

１．郵送によるご返信先 

〒921-8147 石川県金沢市大額1-342-3 株式会社 アドレス内  

(一財)知的財産研究教育財団 知的財産研究所 

「再生医療等製品等の延長に関する調査研究」事務局宛て 

＊本アンケートの集計に関しましては、調査専門機関である上記株式会社アドレスに委託して

います。なお弊所と当該機関は、「秘密保持に関する契約」及び「個人情報保護管理に関する

誓約書」を取り交わしております。 

２．E-mailによるご送信先 

E-mail：saisei-e@fdn-ip.or.jp 
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【お問合せ先】 

本アンケート調査に関するお問合せは、下記までお願いいたします。 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11 精興竹橋共同ビル5Ｆ 

TEL：03－5281－5672、FAX：03-5281-5676、E-mail：saisei-e@fdn-ip.or.jp 

一般財団法人 知的財産研究財団法人 知的財産研究所        

 担当：中里、三井、引地 
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平成28年度産業財産権制度問題調査研究 

「特許法施行令第２条第２号に規定する再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の

現状及び課題等に関する調査研究」に関するアンケート 

 

＜ご回答者情報＞ 

企業名・ご記入者所属  

ご記入者役職  

ご記入者氏名  

電話番号  

FAX番号  

Eメールアドレス  

 

 

A. 企業の基本情報 

 

Q1. 貴社の所属する団体について 

Q1-1. 貴社の所属する団体を、下記の選択肢からお選びください。（複数回答可） 

□①再生医療イノベーションフォーラム 

□②日本臨床検査薬協会 

□③日本製薬工業協会 

□④日本ジェネリック製薬協会 

□⑤日本医療機器産業連合会 

□⑥それ以外の団体（                                 ） 

 

Q1-2. 貴社が海外の団体にも所属されていれば、その団体名をご記入ください。（複数回答可） 

（                                           ） 

 

Q2. 貴社（単体）の資本金について、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①1000 万円未満 

□②1000 万円以上、5000 万円未満 

□③5000 万円以上、1億円未満 

□④1億円以上、3億円未満 

□⑤3億円以上、10 億円未満 

□⑥10 億円以上、50 億円未満 

□⑦50 億円以上 

 

Q3. 貴社事業について 

Q3-1. 貴社が従事されているか、参入予定である事業を、下記の選択肢からお選びください。（複

数選択可） 

□①再生医療等製品（□ａ 製造販売中、□ｂ 研究開発中、□ｃ 参入予定（時期  ）） 

□②体外診断用医薬品（□ａ 製造販売中、□ｂ 研究開発中、□ｃ 参入予定（時期  ）） 

□③医療機器（□ａ 製造販売中、□ｂ 研究開発中、□ｃ 参入予定（時期  ）） 

□④①、②以外の医薬品（□ａ 製造販売中、□ｂ 研究開発中、□ｃ 参入予定（時期  ）） 
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Q3-2. 貴社事業の詳細について、下記の選択肢からお選びください。（複数選択可） 

□①再生医療等製品 

（１）製品の分類 

□ａ 自家細胞加工製品 

□ｂ 他家細胞加工製品 

□ｃ 遺伝子治療用製品 

（２）製品開発フェーズ 

□ａ 前臨床研究 

□ｂ 臨床研究 

□ｃ 治験Ｐ１ 

□ｄ 治験Ｐ２ 

□ｅ 治験Ｐ３ 

（３） 共同研究、開発の有無 

□ａ 企業と共同 

□ｂ 大学と共同 

□ｃ なし 

 

□②体外診断用医薬品 

（１）製品の分類 

□ａ クラスＩ（例：GPT、GOT、ALP、グルコース、LDH、HbA1c、IgG、コレステロール） 

□ｂ クラスＩＩ（例：Hb、Ht 等血液形態学的検査、抗 Sm 抗体等自己免疫測定） 

□ｃ クラスＩＩＩ（例：癌、HIV、HCV 等感染症診断薬、NAT 等遺伝子診断薬、細菌学的検査） 

（２）同じ検出対象に対し、「検出対象特異的に直接反応する成分」（検出対象と特定的に直接

反応する抗体、プローブ、プライマー、酵素等）を変更する新たな製品を販売するまでの期間 

□ａ １年未満 

□ｂ １～３年未満 

□ｃ ３～５年未満 

□ｄ ５～１０年未満 

□ｅ １０～１５年未満 

□ｆ １５～２０年未満 

□ｇ ２０年以上 

（３）「検出対象特異的に直接反応する成分」を変更せずに、検出対象を拡大したり、「検出対

象特異的に直接反応する成分」以外の成分種類の変更等をする製品を販売するまでの期間 

□ａ １年未満 

□ｂ １～３年未満 

□ｃ ３～５年未満 

□ｄ ５～１０年未満 

□ｅ １０～１５年未満 

□ｆ １５～２０年未満 

□ｇ ２０年以上 
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□③医療機器 

（１）製品の分類 

□ａ クラスＩ（例：体外診断用機器、鋼製小物、Ｘ線フィルム、歯科技工用用品） 

□ｂ クラスＩＩ（例：ＭＲＩ装置、電子内視鏡、消化器用カテーテル、超音波診断装置） 

□ｃ クラスＩＩＩ（例：透析器、人工骨、人工呼吸器） 

□ｄ クラスＩＶ（例：ペースメーカ、人工心臓弁、ステントグラフト） 

（２）ＰＭＤＡの申請区分 

□ａ 新医療機器 

□ｂ 改良医療機器 

□ｃ 後発医療機器 

（３）改良製品を販売するまでの期間 

□ａ １年未満 

□ｂ １～３年未満 

□ｃ ３～５年未満 

□ｄ ５～１０年未満 

□ｅ １０～１５年未満 

□ｆ １５～２０年未満 

□ｇ ２０年以上 

 

Q4. 他社による模倣について 

Q4-1. 他社に模倣された経験のある貴社製品について、下記の選択肢からお選びください。また、

具体的な経験について可能な範囲でお答えください。（複数選択可） 

□①再生医療等製品 

□②体外診断用医薬品 

□③医療機器 

□④①、②以外の医薬品 

□⑤なし 

 

具体的な経験（自由記載） 

 

 

 

Q4-2. 他社に模倣されるリスクがあると感じたことがある貴社製品について、下記の選択肢からお

選びください。また、具体的な経験について可能な範囲でお答えください。（複数選択可） 

□①再生医療等製品 

□②体外診断用医薬品 

□③医療機器 

□④①、②以外の医薬品 

□⑤なし 

 

具体的な経験（自由記載） 
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B. 特許権の存続期間の延長登録制度について 

 以下のパートは延長登録制度全般について対象とした質問です。対象事業を限定せずお答えくださ

い。 

 

Q5. 日本の延長登録出願の利用経験があるかどうか、ある場合は対象を下記の選択肢からお選びくだ

さい。（複数回答可） 

□①農薬 

□②医薬品 

□③再生医療等製品 

□④体外診断用医薬品 

□⑤利用なし 

 

Q6. 延長登録制度において重視すべきであると考えることを、下記の選択肢からお選びください。

（複数回答可） 

□①自社の特許権が適切に延長されること 

□②他社の特許権がむやみに延長されないこと 

□③両者（①、②）のバランス 

□④制度自体が分かりやすいこと 

□⑤国際的に調和すること 

□⑥その他（                                     ） 

□⑦わからない 

 

Q7. 延長可能な特許権の種類と延長された特許権の効力範囲の関係について重視すべきであると考え

られることを、下記の選択肢からお選びください。（複数回答可） 

□①延長の効力範囲は狭くなってもよいので、なるべく多くの種類の特許権が延長されること 

□②革新的な発明の特許権のみが延長され、その延長の効力範囲が革新性に見合う適切な広さとな

ること 

□③なるべく多くの種類の特許権が延長され、かつ、延長の効力範囲も広いものとなること 

□④先発企業のイノベーションの促進と、後発品の市場参入を阻害しないことの両者のバランスが

採れた制度であること 

□⑤その他（                                     ） 

□⑥わからない 

 

Q8. 延長対象や期間について、各国（日本、米国、欧州等）の制度のうち適切であると考えられるも

のはどれか、それぞれの設問について下記の選択肢からお選びください。（複数回答可） 

（各国の制度を概略簡略して掲示：わかりやすさを優先していますので制度を正確に記述したもので

はありません） 

 

項目 日本 米国 欧州 韓国 

延長登
録の対
象とな
る特許
（下記

製品に関する特許
（具体的には、 
物質特許（有効成
分に限られな
い）、 

製品、 
製品の使用方法、 
製品の製造方法の
特許 
（具体的には、 

製品（医薬品の活
性成分又は活性成
分の組合わせ）自
体、 
製品の取得方法、 

有効成分の物質特
許、 
用途特許、 
製剤特許、 
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設問
①） 

用途特許、 
製剤特許、 
物質（有効成分に
限られない）の製
造方法特許、 
製剤の製造方法特
許等） 

有効成分の物質特
許、 
有効成分による治
療方法特許、 
製剤特許、 
有効成分の製造方
法特許、 
製剤の製造方法特
許等） 

製品の方法を保護
する特許 
（具体的には、 
有効成分の物質特
許、 
用途特許、 
有効成分の製造方
法特許、 
有効成分の組み合
わせ配合剤特許
等） 

有効成分の製造方
法特許、 
製剤の製造方法特
許等 

延長登
録の対
象とな
る製造
販売承
認（処
分）種
類（下
記設問
②） 

医薬品、農薬の製
造販売承認（処
分） 

医薬品、医療機
器、食品添加物、
着色料の 初の製
造販売承認（処
分） 

医薬品、農薬の
初の製造販売承認
（処分） 

医薬品、農薬の
「新物質」に対す
る 初の製造販売
承認（処分） 

延長可
能な特
許の数
（下記
設問
③） 

１製造販売承認
（処分） 
（成分（有効成分
に限られず、賦形
剤等のすべての成
分）、分量（有効
成分に限られず、
賦形剤等のすべて
の成分）、 
用法、用量、効
能、効果のいずれ
かが先行処分と異
なる処分は、いず
れも別の１処分と
なる）について、
その処分に関する
特許はいずれも延
長可能（数はいく
つでも可） 

有効成分の 初の
製造販売承認（処
分）につき、 
特許権者が選択す
る一つの特許 

有効成分の 初の
製造販売承認（処
分）につき、 
特許権者が選択す
る一つの特許 
（但し、有効成分
の組み合わせ配合
剤の 初の処分に
つき、組み合わせ
配合剤の特許一つ
も延長可） 

有効成分の 初の
製造販売承認（処
分）につき、 
その処分に関する
特許はいずれも延
長可能 
（数はいくつで
も） 

1特許あ
たり延
長可能
な回数
（下記
設問
④） 

複数回可能 1回のみ 1回のみ 1回のみ 

延長期
間の算
定方法
（下記
設問
⑤） 

臨床試験を行うた
めの治験を届け出
た日と特許権設定
登録日のうちのい
ずれか遅い方の日
から医薬品の製造
販売承認（処分）
を了知し得た日ま
で、但し5年以下 

臨床試験に要した
期間の半分と医薬
品の製造販売承認
（処分）のために
要した期間の和、
但し5年以下、ま
た、医薬品の製造
販売承認（処分）
日から特許権の満
了日までの期間が

特許出願日から医
薬品製造販売承認
（処分）日までの
期間から5年を差し
引いた期間、但し5
年以下（結果とし
て、医薬品の製造
販売承認（処分）
日から特許権の満
了日までの期間は
長15年となる） 

臨床試験に必要な
試験期間（実際試
験した期間のみ）
と行政処理期間の
合計で、5年以下 
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14年を超えない期
間 

延長さ
れた特
許権の
効力範
囲（い
ずれの
国も特
許権の
範囲は
超えな
い）
（下記
設問
⑥） 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た物（その製造販
売承認（処分）に
おいてその物の使
用される特定の用
途が定められてい
る場合にあって
は、当該用途に使
用されるその物）
の範囲（※） 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た有効成分と医薬
用途が同一の範
囲、後に承認され
る医薬用途にも及
ぶ 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た有効成分と医薬
用途が同一の範
囲、後に承認され
る医薬用途にも及
ぶ 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た有効成分および
用途と同一の範囲 

延長登
録出願
を行う
ことが
可能な
時期
（下記
設問
⑦） 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら3ヶ月以内 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら60日以内 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら6ヶ月以内、製造
販売承認（処分）
日に特許が未成立
の場合は特許が付
与された日から6ヶ
月以内 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら3ヶ月以内 

 
※但し、以下の判決において、効力範囲について言及がされている。 
(1) 知財高裁判平成 26 年 5 月 30 日大合議判決では、傍論ではあるが、延長された特許権の効力が及

ぶ範囲について、「特許権の延長登録制度及び特許権侵害訴訟の趣旨に照らすならば，医薬品の
成分を対象とする特許発明の場合，特許法 68 条の 2 によって存続期間が延長された特許権は，
「物」に係るものとして，「成分（有効成分に限らない。）」によって特定され，かつ，「用途」
に係るものとして，「効能，効果」及び「用法，用量」によって特定された当該特許発明の実施
の範囲で，効力が及ぶものと解するのが相当である（もとより，その均等物や実質的に同一と評
価される物が含まれることは，延長登録制度の立法趣旨に照らして，当然であるといえる。）。」
とされている。 

 (2) 東京地判平成 28年 3月 30日（H27（ワ）1241）においても同様に、医薬品について延長された特
許権の効力を「承認された製品の成分、分量、用法、用量、効能、効果が同一の範囲」に及ぶも
のと解されている。 

 

①延長登録の対象となる特許（有効成分の物質特許、用途の特許、製造方法の特許等） 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 

②延長登録の対象となる製造販売承認（処分）（全ての処分、有効成分の初回処分のみ等） 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 

③延長可能な特許の数 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 

④１特許あたり延長可能な回数 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 

⑤延長期間の算定方法 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 

⑥延長された特許権の効力範囲 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 
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⑦延長登録出願を行うことが可能な時期 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 

⑧上記表の延長制度全体をみたときに、いずれの国の制度が、先発企業のイノベーションの促進と、

後発品の市場参入を阻害しないことの両者のバランスが採れた制度と考えるか。 

□ ａ  日 本 型 、 □ ｂ  米 国 型 、 □ ｃ  欧 州 型 、 □ ｄ  韓 国 型 、 □ ｅ  そ の 他

（           ）、□ｆ  わからない 

その理由（自由記載） 

 

 

 

□⑨特許の延長登録の制度が国際的に調和していないことにより、困ること、困ったことがある 

その内容（自由記載） 

 

 

 

□⑩特許の延長登録の制度が国際的に調和していないことにより、良いこと、良かったことがある 

その内容（自由記載） 

 

 

 

Q8-2. 多数の延長登録実績のある医薬品を対象とした延長登録出願の要件についての考えをお聞か

せください。延長対象や期間について、適切と考えられるものはどれか、それぞれ下記の選択肢か

らお選びください。（複数回答可） 

①延長登録の対象となる特許 

□ａ 有効成分の物質特許 

□ｂ 用途の特許 

□ｃ 製造方法の特許 

□ｄ 製剤の特許 

□ｅ その他（                                    ） 

□ｆ わからない 

 

②延長登録の対象となる製造販売承認（処分） 

□ａ 有効成分の初回処分 

□ｂ 全ての処分 

□ｃ その他（                                    ） 

□ｄ わからない 

 

③延長可能な特許の数 

□ａ １特許のみ 

□ｂ 複数回（上限あり）（具体的な数：  ） 

□ｃ 複数回（上限なし） 

□ｄ わからない 

 



 

- 242 - 

④１特許あたり延長可能な回数 

□ａ １回のみ 

□ｂ 複数回（上限あり）（具体的な数：  ） 

□ｃ 複数回（上限なし） 

□ｄ わからない 

 

⑤延長された特許権の効力範囲 

□ａ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、添付文書に記載され

た製品と同じ範囲に限る 

□ｂ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「成分、分量、用法、用量、効能、

効果」が同じ範囲に限る 

□ｃ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の有効成分、かつ、効能効果が同じ範

囲に限る 

□ｄ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の有効成分、かつ、効能効果が同じ範

囲に加え、同じ有効成分について後の処分で認められた効能効果の範囲も追加される 

□ｅ その他（                                    ） 

□ｆ わからない  

 

Q9. 延長登録制度に対して求めることがありましたら、お答えください。（自由記載） 
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※以下は再生医療等製品、体外診断用医薬品および医療機器とのパートに分かれます。従事されてい

る事業（参入予定も含みます）に対応するパートにおいて、回答をお願いします。回答いただくパー

トにチェックをお願いします 

 

（再生医療等製品、体外診断用医薬品および医療機器のうち複数の事業を行っている場合は、可能な

範囲で対応する複数パートにお答えください）。 

 

 ☐イ) 再生医療等製品 

 ☐ロ) 体外診断用医薬品 

 ☐ハ) 医療機器 

 

  



 

- 244 - 

◯再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品） 

 以下のパートは、再生医療等製品にご関心のある場合にお答えください。 

 

B-1. 特許権の存続期間の延長登録制度について 

 

Q10. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、延長登録の対象とな

る特許の種類として望ましいものを、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①構成細胞・導入遺伝子自体の特許 

□②構成細胞・導入遺伝子に関する特許（構成細胞・導入遺伝子自体の特許のほか、その用途特許

や製造方法の特許、構成細胞・導入遺伝子を含む製剤の特許など） 

□③全ての特許（例えば、細胞・遺伝子以外の成分に関する特許、培地・培養液の特許、組織運搬

用チューブの特許等、構成細胞・導入遺伝子を含まない構成体に関する特許も含まれる） 

□④その他（                                     ） 

□⑤わからない 

 

Q11. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、延長登録の対象とな

る製造販売承認（処分）として望ましいものを、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①構成細胞又は導入遺伝子の初回処分（但し、延長の効力は、同じ構成細胞又は導入遺伝子につ

いて後の処分で認められる効能効果の範囲も追加される） 

□②全ての処分（例えば、培地・培養液が変わったことによる処分、組織運搬用チューブが変わっ

たことによる処分なども含まれる） 

□③その他（                                     ） 

□④わからない 

 

Q12. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、１製造販売承認（処

分）あたり延長可能な特許の数として望ましいものを、下記の選択肢からいずれか一つお選びくださ

い。 

□①１特許のみ 

□②複数特許（上限あり）（具体的な数：  ） 

□③複数特許（上限なし） 

□④わからない 

 

Q13. 延長可能な回数 

Q13-1. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、１特許あたり

延長可能な回数として望ましいものを、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①１回のみ 

□②複数回（上限あり）（具体的な数：   ） 

□③複数回（上限なし） 

□④わからない 
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Q13-2. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、１特許あたり

延長可能な回数が複数回である場合、延長期間の満了時として望ましいものを、下記の選択肢から

いずれか一つお選びください。 

□①初回延長による満了時と２回目以降の延長による満了時は異なっていてよい 

□②初回延長による満了時に、２回目以降の延長による満了時を合わせた方がよい 

□③初回延長の満了時より２回目以降の延長による満了時が短い場合のみ、初回延長の満了時に合

わせた方がよい 

□④わからない 

 

Q14. 延長された特許権の効力範囲について  

Q14-1. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、延長された特

許権の効力範囲として望ましいものを、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、添付文書に記載された

製品と同じ範囲に限る 

□②延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（構成細胞、導入遺伝子、構

造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能）が同じ範囲に限る 

□③延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子およびその他

の成分（培地、器具等）、かつ、効能効果が同じ範囲に限る 

□④延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子、かつ、効能

効果が同じ範囲に限る 

□⑤延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子、かつ、効能

効果が同じ範囲に加え、同じ構成細胞又は導入遺伝子について後の処分で認められた効能効果

の範囲も追加される 

□⑥その他（                                     ） 

□⑦わからない 

 

Q14-2. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、現状の運用に

従えば、延長された特許権の効力範囲はどの程度の範囲と判断されると思われるか、下記の選択肢

からいずれか一つお選びください。 

（「現状の運用」は上記 Q8-1 表の「延長された特許権の効力範囲」の日本欄参照のこと） 

□①延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、添付文書に記載された

製品と同じ範囲に限る 

□②延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（構成細胞、導入遺伝子、構

造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能）が同じ範囲に限る 

□③延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子およびその他

の成分（培地、器具等）、かつ、効能効果が同じ範囲に限る 

□④延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子、かつ、効能

効果が同じ範囲に限る 

□⑤延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子、かつ、効能

効果が同じ範囲に加え、同じ構成細胞又は導入遺伝子について後の処分で認められた効能効果

の範囲も追加される 

□⑥その他（                                     ） 

□⑦わからない 
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Q15. 延長期間について 

Q15-1. 再生医療等製品について、特許権の存続期間の延長の期間を見直すとしたらどうすべきか、

下記の選択肢からひとつお選びください。また、その理由をお答えください。 

（上記 Q8-1 表の「延長期間の算定方法」の日本欄も参照のこと） 

☐①現行と同様、（ 長）５年とすべき 

☐②現行の（ 長）５年より長くすべき 

☐③現行の（ 長）５年より短くすべき 

□④わからない 

 

理由（自由記載） 

 

 

 

Q15-2. 再生医療等製品について、延長期間の算定方法として、米国の考え方（臨床試験に要した

期間の半分と医薬品の製造販売承認（処分）のために要した期間の和、但し 5 年以下、また、医薬

品の製造販売承認（処分）日から特許権の満了日までの期間が14年を超えない期間）を採用した場

合に不都合はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、不都合がある場合は

その理由をお答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他（                                     ） 

□④わからない 

 

不都合があると考える理由（自由記載） 

 

 

 

Q15-3. 再生医療等製品について、延長期間の算定方法として、欧州の考え方（特許出願日から医

薬品製造販売承認（処分）日までの期間から５年を差し引いた期間）を採用した場合に不都合はあ

るか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、不都合がある場合はその理由をお答

えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他（                                     ） 

□④わからない 

 

不都合があると考える理由（自由記載） 

 

 

 

Q15-4. 再生医療等製品について、延長期間の算定方法として、韓国の考え方（臨床試験に必要な

試験期間（実際試験した期間のみ）と行政処理期間の合計で、5 年以下）を採用した場合に不都合
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はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、不都合がある場合はその理由を

お答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他（                                     ） 

□④わからない 

 

不都合があると考える理由（自由記載） 

 

 

 

Q16. 製造販売承認（処分）に対応する特許権について 

Q16-1. 再生医療等製品について、製造販売承認（処分）（現在ＰＭＤＡに申請中の製品、将来申

請予定の製品も含む）に対応する特許権を取得しようとしているか、下記の選択肢からお選びくだ

さい。 

□①はい 

□ａ 構成細胞・導入遺伝子自体の特許 

□ｂ 構成細胞・導入遺伝子に関する特許（構成細胞・導入遺伝子自体の特許のほか、その用途

特許や製造方法の特許、構成細胞・導入遺伝子を含む製剤の特許など） 

□ｃ その他 

□②いいえ 

 

Q16-2. 再生医療等製品について、薬事審査の流れで製造販売承認（処分）を受けた内容が申請当

初より変更された結果、処分の内容と対応する特許のクレーム範囲にずれが生じて困ることは想定

されるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①はい（                                      ） 

□②いいえ 

□③わからない 

 

Q17. 現行制度では、延長登録出願をするためには、厚労省の製造販売承認（処分）時に、期間延長を

求める特許出願が特許査定されていることが必要であり、延長登録出願の時期が制限されているが、

再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、厚労省の処分後に特許査

定を受ける特許権についても、一定期間に限り、延長登録出願可能な制度を採用できる場合、その制

度についてどう考えるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、その理由をお答え

ください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他（                                     ） 

□④わからない 

 

理由（自由記載） 
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C-1.製造販売承認（処分）について 

 

Q18. 各国で再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）の製造販売等の承認を受

けたことがあるかどうか、ある場合にはその国・地域を、下記の選択肢からお選びください（複数回

答可）。 

□①ある（日本） 

□②ある（米国） 

□③ある（欧州） 

□④ある（韓国） 

□⑤ある（その他：                                  ） 

☐⑥ない 

 

Q19. 日本での製造販売承認（処分）について 

（日本で再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について製造販売承認（処

分）を受けた製品、今後受ける予定の製品の平均を想定して回答してください。「製造販売承認」に

は「条件付き承認」と「本承認（条件付承認を経ない場合）」が含まれます。） 

Q19-1. 薬事申請～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間を、下記の選択肢からいず

れか一つお選びください。 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

□⑥経験がない 

 

Q19-2. 再生医療等製品の製造販売承認（処分）を受けるために要した臨床試験の期間を、下記の

選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①１年未満 

□②１～２年未満 

□③２～３年未満 

□④３～５年未満 

□⑤５年以上 

□⑥経験がない 

 

Q19-3. 特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間を、下記の選択肢からいず

れか一つお選びください。 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 
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□⑦経験がない 

 

D-1. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）の特許出願について 

 

Q20. 再生医療等製品（現在ＰＭＤＡに申請中の製品、開発中の製品も含む）の特許出願経験について、

下記の選択肢からお選びください。（複数選択可） 

□①日本で出願したことがある 

□②日本以外の国で出願したことがある（国名：                     ） 

□③特許出願の経験はない 

 

Q21. 日本で特許出願経験がある場合、１年あたりの平均出願件数について、下記の選択肢からいずれ

か一つお選びください。 

□①１～５件／年 

□②６～１０件／年 

□③１１～３０件／年 

□④３１件以上／年 

 

Q22. 日本で特許登録経験がある場合、１年あたりの平均登録件数について、下記の選択肢からいずれ

か一つお選びください。 

□①１～５件／年 

□②６～１０件／年 

□③１１～３０件／年 

□④３１件以上／年 

 

Q23. 日本で特許登録経験がある場合、登録した特許権の出願時からの保持期間と全体に対する割合に

ついて、下記の選択肢を選びその割合をお答えください。 

□①５年未満（  ％） 

□②５～１０年未満（  ％） 

□③１０～１５年未満（  ％） 

□④１５～２０年未満（  ％） 

□⑤２０年以上（  ％） 

 

ご協力いただきましてありがとうございました。 
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◯体外診断用医薬品 

 以下のパートは、体外診断用医薬品にご関心のある場合にお答えください。 

 

B-2. 体外診断用医薬品の特許権の存続期間の延長登録制度について 

 

Q24. 体外診断用医薬品について、延長登録の対象となる特許の種類として望ましいものを、下記の選

択肢からいずれか一つお選びください。 

□①「検出対象特異的に直接反応する成分」自体の特許（検出対象と特定的に直接反応する抗体、

プローブ、プライマー、酵素等の特許） 

□②「検出対象特異的に直接反応する成分」に関する特許（検出対象特異的に直接反応する成分自

体の特許のほか、当該成分を含む試薬・検出キット・検出方法の特許、その製造方法の特許等） 

□③全ての特許（例えば、対象試料（コントロール）の特許、電気泳動装置の特許、標識蛍光体の

特許、ＥＬＩＳＡの特許等も含まれる） 

□④その他（                                     ） 

□⑤わからない 

 

Q25. 体外診断用医薬品について、延長登録の対象となる製造販売承認（処分）として望ましいものを、

下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①「検出対象特異的に直接反応する成分」の初回処分（但し、延長の効力は、「同じ検出対象特

異的に直接反応する成分」について後の処分で認められる使用方法の範囲も追加される） 

□②全ての処分（例えば、検出試薬の溶媒が変わったことによる処分、標識蛍光体の種類が変わっ

たことによる処分なども含まれる） 

□③その他（                                     ） 

□④わからない 

 

Q26. 体外診断用医薬品について、１製造販売承認（処分）あたり延長可能な特許の数として望ましい

ものを、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①１特許のみ 

□②複数特許（上限あり）（具体的な数：    ） 

□③複数特許（上限なし） 

□④わからない 

 

Q27. 延長可能な回数について 

Q27-1. 体外診断用医薬品について、１特許あたり延長可能な回数として望ましいものを、下記の

選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①１回 

□②複数回（上限あり）（具体的な数：   ） 

□③複数回（上限なし） 

□④わからない 

 

Q27-2. 体外診断用医薬品について、１特許あたり延長可能な回数が複数回である場合、延長期間

の満了時として望ましいものを、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①初回延長による満了時と２回目以降の延長による満了時は異なっていてよい 
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□②初回延長による満了時に、２回目以降の延長による満了時を合わせた方がよい 

□③初回延長の満了時より２回目以降の延長による満了時が短い場合のみ、初回延長の満了時に合

わせた方がよい 

□④わからない 

 

Q28. 延長された特許権の効力範囲について 

Q28-1. 体外診断用医薬品について、延長された特許権の効力範囲として望ましいものを、下記の

選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、添付文書に記載された

製品と同じ範囲に限る 

□②延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（成分、分量、構造、使用方

法、性能）が同じ範囲に限る 

□③延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応する成分」

およびその他の成分、かつ、使用方法が同じ範囲に限る 

□④延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応する成

分」、かつ、使用方法が同じ範囲に限る 

□⑤延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応する成

分」、かつ、使用方法が同じ範囲に加え、同じ「検出対象特異的に直接反応する成分」につい

て後の処分で認められた使用方法の範囲も追加される 

□⑥その他（                                     ） 

□⑦わからない 

 

Q28-2. 体外診断用医薬品について、現状の運用に従えば、延長された特許権の効力範囲はどの程

度の範囲と判断されると思われるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

（「現状の運用」は上記 Q8-1 表の「延長された特許権の効力範囲」の日本欄参照のこと） 

□①延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、添付文書に記載された

製品と同じ範囲に限る 

□②延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（成分、分量、構造、使用方

法、性能）が同じ範囲に限る 

□③延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応する成分」

およびその他の成分、かつ、使用方法が同じ範囲に限る 

□④延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応する成

分」、かつ、使用方法が同じ範囲に限る 

□⑤延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応する成

分」、かつ、使用方法が同じ範囲に加え、同じ「検出対象特異的に直接反応する成分」につい

て後の処分で認められた使用方法の範囲も追加される 

□⑥その他（                                     ） 

□⑦わからない 
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Q29. 延長期間について 

Q29-1. 体外診断用医薬品について、特許権の存続期間の延長の期間を見直すとしたらどうすべき

か、下記の選択肢からひとつお選びください。また、その理由をお答えください。 

（上記 Q8-1 表の「延長期間の算定方法」の日本欄も参照のこと） 

☐①現行と同様、（ 長）５年とすべき 

☐②現行の（ 長）５年より長くすべき 

☐③現行の（ 長）５年より短くすべき 

□④わからない 

 

理由（自由記載） 

 

 

 

Q29-2. 体外診断用医薬品について、延長期間の算定方法として、米国の考え方（臨床試験に要し

た期間の半分と医薬品の製造販売承認（処分）のために要した期間の和、但し 5 年以下、また、医

薬品の製造販売承認（処分）日から特許権の満了日までの期間が14年を超えない期間）を採用した

場合に不都合はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、不都合がある場合

はその理由をお答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他（                                     ） 

□④わからない 

 

不都合であると考える理由（自由記載） 

 

 

 

Q29-3. 体外診断用医薬品について、延長期間の算定方法として、欧州の考え方（特許出願日から

医薬品製造販売承認（処分）日までの期間から５年を差し引いた期間）を採用した場合に不都合は

あるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、不都合がある場合はその理由をお

答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他（                                     ） 

□④わからない 

 

不都合であると考える理由（自由記載） 

 

 

 

Q29-4. 体外診断用医薬品について、延長期間の算定方法として、韓国の考え方（臨床試験に必要

な試験期間（実際試験した期間のみ）と行政処理期間の合計で、5 年以下）を採用した場合に不都

合はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、不都合がある場合はその理由
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をお答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他（                                     ） 

□④わからない 

 

不都合であると考える理由（自由記載） 

 

 

 

Q30. 製造販売承認（処分）に対応する特許権について 

Q30-1. 体外診断用医薬品について、製造販売承認（処分）対応する特許権が存在したか、下記の

選択肢からお選びください。 

□①はい 

□ａ 反応系に関与する成分のうち、「検出対象特異的に直接反応する成分」自体の特許（検出対

象と特定的に直接反応する抗体、プローブ、プライマー、酵素等の特許） 

□ｂ「検出対象特異的に直接反応する成分」に関する特許（検出対象特異的に直接反応する成分

自体の特許のほか、当該成分を含む試薬・検出キット・検出方法の特許、その製造方法の特

許等） 

□ｃ 全ての特許（例えば、対照試料（コントロール）の特許、電気泳動装置の特許、標識蛍光体

の特許、ＥＬＩＳＡの特許等も含まれる） 

□ｄ その他 

□②いいえ 

 

Q30-2. 体外診断用医薬品について、薬事審査の流れで製造販売承認（処分）を受けた内容が申請

当初より変更された結果、処分の内容と対応する特許のクレーム範囲にずれが生じて困ったことは

あるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①はい（                                      ） 

□②いいえ 

 

Q31. 現行制度では、延長登録出願をするためには、厚労省の製造販売承認（処分）時に、期間延長を

求める特許出願が特許査定されていることが必要であり、延長登録出願の時期が制限されているが、

体外診断用医薬品について、厚労省の処分後に特許査定を受ける特許権についても、一定期間に限り、

延長登録出願可能な考え方を採用できる場合、その制度についてどう考えるか、下記の選択肢からい

ずれか一つお選びください。また、その理由をお答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他（                                     ） 

□④わからない 

 

理由（自由記載） 
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C-2.製造販売承認（処分）について 

 

Q32. 各国で体外診断用医薬品について製造販売等の承認を受けたことがあるかどうか、ある場合には

その国・地域を、下記の選択肢からお選びください（複数回答可）。 

□①ある（日本） 

□②ある（米国） 

□③ある（欧州） 

□④ある（韓国） 

□⑤ある（その他：                                  ） 

☐⑥ない 

 

Q33. 日本での体外診断用医薬品の製造販売承認及び第三者認証（処分）について 

（日本で体外診断用医薬品（クラスＩ、クラスＩＩ、クラスＩＩＩ）について処分を受けた製品の平

均を想定して回答してください。製造販売承認を受けた場合、第三者認証を受けた場合それぞれをお

答えください。） 

（製造販売承認又は第三者認証（処分）が必要なクラスＩ製品について） 

Q33-1. クラスＩ製品について薬事申請～処分までにかかった期間を、それぞれ下記の選択肢から

いずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

（ｂ第三者認証） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

Q33-2. クラスＩ製品について体外診断用医薬品の処分を受けるために要した臨床試験の期間を、

それぞれ下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 
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（ｂ第三者認証） 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

Q33-3. クラスＩ製品について特許出願～処分を受けるまでにかかった期間を、それぞれ下記の選

択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

（ｂ第三者認証） 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

（製造販売承認又は第三者認証（処分）が必要なクラスＩＩ製品について） 

Q33-4. クラスＩＩ製品について薬事申請～処分までにかかった期間を、それぞれ下記の選択肢か

らいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

（ｂ第三者認証） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 
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Q33-5. クラスＩＩ製品について体外診断用医薬品の処分を受けるために要した臨床試験の期間を、

それぞれ下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

（ｂ第三者認証） 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

Q33-6. クラスＩＩ製品について特許出願～処分を受けるまでにかかった期間を、それぞれ下記の

選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

（ｂ第三者認証） 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

（クラスＩＩＩ製品について） 

Q33-7. クラスＩＩＩ製品について薬事申請～製造販売承認（処分）までにかかった期間を、下記

の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 
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□⑤３年以上 

 

Q33-8. クラスＩＩＩ製品について体外診断用医薬品の製造販売承認（処分）を受けるために要し

た臨床試験の期間を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

Q33-9. クラスＩＩＩ製品について特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間

を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

Q34. 体外診断用医薬品について、薬事上の再審査期間または使用成績評価の調査期間が付与されたか、

下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①はい（年数：   ） 

□②いいえ 

 

D-2. 体外診断用医薬品の特許出願について 

 

Q35. 特許出願経験について、下記の選択肢からお選びください。（複数選択可） 

□①日本で出願したことがある 

□②日本以外の国で出願したことがある（国名：                     ） 

□③特許出願の経験はない 

 

Q36. 日本で特許出願経験がある場合、１年あたりの平均出願件数について、下記の選択肢からいずれ

か一つお選びください。 

□①１～５件／年 

□②６～１０件／年 

□③１１～３０件／年 

□④３１件以上／年 

 

Q37. 日本で特許登録経験がある場合、１年あたりの平均登録件数について、下記の選択肢からいずれ

か一つお選びください。 

□①１～５件／年 

□②６～１０件／年 
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□③１１～３０件／年 

□④３１件以上／年 

 

Q38. 日本で特許登録経験がある場合、登録した特許権の出願時からの保持期間と全体に対する割合に

ついて、下記の選択肢を選びその割合をお答えください。 

□①５年未満（  ％） 

□②５～１０年未満（  ％） 

□③１０～１５年未満（  ％） 

□④１５～２０年未満（  ％） 

□⑤２０年以上（  ％） 

ご協力いただきましてありがとうございました。 
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◯医療機器 

 以下のパートは、医療機器にご関心のある場合にお答えください。 

 

B-3. 特許権の存続期間の延長登録制度について 

 

Q39. 医療機器について、１つの製品に対し、平均的にいくつの特許権で保護がされているか、下記の

選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①１つのみ 

□②複数（２～９） 

□③複数（１０以上） 

 

Q40. 製造販売承認（処分）を受けることが必要であるために、特許発明の実施をすることができない

期間は一般的にどの程度存在するか、下記の選択肢からお選びください。 

（機器によって期間が異なる場合は、複数の選択肢を選択のうえ、それぞれに該当する具体的な機器

の種類をご記入ください。） 

□①６ヶ月未満（具体的な機器の種類：                         ） 

□②６ヶ月～１年未満（具体的な機器の種類：                      ） 

□③１年～２年未満（具体的な機器の種類：                       ） 

□④２年～３年未満（具体的な機器の種類：                       ） 

□⑤３年以上（具体的な機器の種類：                          ） 

 

Q41. 米国における医療機器の延長について 

Q41-1．医療機器について米国で製造・販売等を行っているか。もしくは行ったことがあるか、下

記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①経験あり（具体的な機器の種類：                          ） 

□②経験なし 

 

Q41-2. 医療機器について米国でのみ特許権の延長登録出願が認められているが、利用経験はある

か、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、経験がない場合、その理由をお答えく

ださい。 

□①経験あり（具体的な機器の種類：                          ） 

□②経験なし 

 

米国で医療機器の延長登録出願を利用しなかった理由（自由記載） 

 

 

 

Q41-3. 米国で医療機器の特許権が期間延長登録されることにより、困っている、もしくは困った

経験はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、経験がある場合、その内容

や理由をお答えください。 

（自社特許の延長に伴う経験でも、他社特許の延長に伴う経験でもいずれも可） 

□①はい 

□②いいえ 
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困っている、もしくは困った経験の内容や理由（自由記載） 

 

 

 

Q42. 日本で医療機器の特許権の期間延長登録が認められないことで、困っている、もしくは困った経

験はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、経験がある場合、その内容や理

由をお答えください。 

□①はい 

□②いいえ 

 

困っている、もしくは困った経験の内容や理由（自由記載） 

 

 

 

Q43. 他社が医療機器の特許権を２０年よりも長い期間独占すると仮定した場合、どのように考えるか、

下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、その理由をお答えください。 

□①医療機器の特許権についても、医薬品等と同様に、期間延長が認められるべきである 

□②医療機器の特許権について期間延長が導入されることは、望ましくない 

□③その他（                                     ） 

□④わからない 

 

理由（自由記載） 

 

 

 

Q44. 医療機器について、改良製品を出すまでの期間について、下記の選択肢からお選びください。 

（機器によって期間が異なる場合は、複数の選択肢を選択のうえ、それぞれに該当する具体的な機器

の種類をご記入ください。） 

□①３年未満（具体的な機器の種類：                          ） 

□②３年～５年未満（具体的な機器の種類：                       ） 

□③５年～１０年未満（具体的な機器の種類：                      ） 

□④１０年以上（具体的な機器の種類：                         ） 

 

Q45. 医療機器の安全性の審査の申請から製造販売承認（処分）までの手続にかかる期間について 

Q45-1. 医療機器について、安全性の審査の申請から製造販売承認（処分）までの手続にかかる期

間が常態的に 2 年以上の長期間がかかり、特許された発明が実施できないため、他の技術分野より

も発明の保護が著しく欠けていると考えられるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①はい 

□②いいえ 

□③その他（                                     ） 

□④わからない 
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Q45-2. Q45-1 で①を選択した方にお聞きします。発明の保護が著しく欠けていると考える医療機

器は、機器の種類、名称、製品カテゴリー等で客観的に明確に区分できるか、下記の選択肢からい

ずれか一つお選びください。 

□①はい（具体的な区分方法：                             ） 

□②いいえ 

□③その他（                                     ） 

 

Q46. 仮に医療機器のクラス分類に基づいて、医療機器の延長対象を定めることについてどのように考

えるか、下記の選択肢からお選びください。（複数回答可） 

□①クラスＩ（例：体外診断用機器、鋼製小物、Ｘ線フィルム、歯科技工用用品）を全て延長対象

とすることが適切 

□②クラスＩＩ（例：ＭＲＩ装置、電子内視鏡、消化器用カテーテル、超音波診断装置）を全て延

長対象とすることが適切 

□③クラスＩＩＩ（例：透析器、人工骨、人工呼吸器）を全て延長対象とすることが適切 

□④クラスＩＶ（例：ペースメーカ、人工心臓弁、ステントグラフト）を全て延長対象とすること

が適切 

□⑤クラス分類に基づいて延長対象を決めることは不適切 

□⑥その他（                                     ） 

□⑦わからない 

 

Q47. 医薬における「有効成分」に相当するものが、医療機器にはあると考えるか、下記の選択肢から

いずれか一つお選びください。あると考える場合は、具体的に何に相当すると考えるか、お答えくだ

さい。 

□①ある 

□②ない 

□③わからない 

 

あると考える場合は、具体的に何に相当すると考えるか（自由記載） 

 

 

 

C-3. 医療機器の製造販売承認（処分）について 

 

Q48. 各国で医療機器の製造販売承認（処分）を受けた経験があるか、下記の選択肢からお選びくださ

い。（複数選択可） 

□①日本 

□②米国 

□③欧州（国名：                                   ） 

□④韓国 

□⑤その他（国名：                                  ） 

 

Q49. 日本での医療機器の製造販売承認及び第三者認証（処分）について 

（日本で医療機器（クラスＩＩ、クラスＩＩＩ、クラスＩＶ）の処分を受けた製品の平均を想定して
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回答してください） 

（クラスＩＩ製品について） 

Q49-1. クラスＩＩ製品について薬事申請から処分までにかかった期間を、それぞれ下記の選択肢

からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

（ｂ第三者認証） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

Q49-2. クラスＩＩ製品について医療機器の処分を受けるために要した臨床試験の期間を、それぞ

れ下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

（ｂ第三者認証） 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

Q49-3. クラスＩＩ製品について特許出願～処分を受けるまでにかかった期間を、それぞれ下記の

選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 
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□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

（ｂ第三者認証） 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

（クラスＩＩＩ製品について） 

Q49-4. クラスＩＩＩ製品について薬事申請～製造販売承認（処分）までにかかった期間を、下記

の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

Q49-5. クラスＩＩＩ製品について医療機器の製造販売承認（処分）を受けるために要した臨床試

験の期間を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

Q49-6. クラスＩＩＩ製品について特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間

を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

（クラスＩＶ製品について） 

Q49-7. クラスＩＶ製品について薬事申請～製造販売承認（処分）までにかかった期間を、下記の

選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 



 

- 264 - 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

Q49-8. クラスＩＶ製品について医療機器の製造販売承認（処分）を受けるために要した臨床試験

の期間を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

Q49-9. クラスＩＶ製品について特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間を、

下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

Q50. 医療機器の製造販売承認（処分）に対応する特許権 

Q50-1. 医療機器の製造販売承認（処分）に対応する特許権が存在したか、下記の選択肢からお選

びください。 

□①はい 

□ａ 医療機器自体の特許 

□ｂ 医療機器に関する特許（医療機器の作動方法の特許、医療機器を構成する一部分の特許等） 

□ｃ その他 

□②いいえ 

 

Q50-2. 医療機器の薬事審査の流れで製造販売承認（処分）を受けた内容が申請当初より変更され

た結果、処分の内容と対応する特許のクレーム範囲にずれが生じて困ったことはあるか、下記の選

択肢からいずれか一つお選びください。 

□①はい（                                      ） 

□②いいえ 

 

Q51. 医療機器について、薬事上の再審査期間または使用成績評価の調査期間が付与されたか、下記の

選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①はい（年数：  ） 

□②いいえ 
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D-3. 医療機器の特許出願について 

 

Q52. 医療機器の特許出願経験について、下記の選択肢からお選びください。（複数選択可） 

□①日本で出願したことがある 

□②日本以外の国で出願したことがある（国名：                     ） 

□③特許出願の経験はない 

 

Q53. 日本で医療機器の特許出願経験がある場合、１年あたりの平均出願件数について、下記の選択肢

からいずれか一つお選びください。 

□①１～５件／年 

□②６～１０件／年 

□③１１～５０件／年 

□④５１件以上／年 

 

Q54. 日本で医療機器の特許登録経験がある場合、１年あたりの平均登録件数について、下記の選択肢

からいずれか一つお選びください。 

□①１～５件／年 

□②６～１０件／年 

□③１１～５０件／年 

□④５１件以上／年 

 

Q55. 日本で医療機器の特許登録経験がある場合、登録した特許権の出願時からの保持期間と全体に対

する割合について、下記の選択肢を選びその割合をお答えください。 

□①５年未満（  ％） 

□②５～１０年未満（  ％） 

□③１０～１５年未満（  ％） 

□④１５～２０年未満（  ％） 

□⑤２０年（  ％） 

 

ご協力いただきましてありがとうございました。 

 

以上 

 

 

  



 

- 266 - 

（１）共通質問 

A. 企業の基本情報 

 

Q1. 貴社の所属する団体について 

Q1-1. 貴社の所属する団体を、下記の選択肢からお選びください。（複数回答可） 

□①再生医療イノベーションフォーラム 

□②日本臨床検査薬協会 

□③日本製薬工業協会 

□④日本ジェネリック製薬協会 

□⑤日本医療機器産業連合会 

□⑥それ以外の団体 

 

 

 

 

 

Q2. 貴社（単体）の資本金について、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①1000万円未満 

□②1000万円以上、5000万円未満 

□③5000万円以上、1億円未満 

件数 割合

① 再生医療イノベーションフォーラム 31 23.7%

② 日本臨床検査薬協会 26 19.8%
③ 日本製薬工業協会 41 31.3%
④ 日本ジェネリック製薬協会 21 16.0%
⑤ 日本医療機器産業連合会 23 17.6%
⑥ それ以外の団体 25 19.1%

無回答 4 3.1%

131 100.0%回答者数

31

26

41

21

23

25

0 10 20 30 40 50

再生医療イノベーションフォーラム

日本臨床検査薬協会

日本製薬工業協会

日本ジェネリック製薬協会

日本医療機器産業連合会

それ以外の団体
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□④1億円以上、3億円未満 

□⑤3億円以上、10億円未満 

□⑥10億円以上、50億円未満 

□⑦50億円以上 

 

 
 

 

 

Q3. 貴社事業について 

Q3-1. 貴社が従事されているか、参入予定である事業を、下記の選択肢からお選びくださ

い。（複数選択可） 

□①再生医療等製品（□ａ 製造販売中、□ｂ 研究開発中、□ｃ 参入予定） 

□②体外診断用医薬品（□ａ 製造販売中、□ｂ 研究開発中、□ｃ 参入予定） 

□③医療機器（□ａ 製造販売中、□ｂ 研究開発中、□ｃ 参入予定） 

□④①、②以外の医薬品（□ａ 製造販売中、□ｂ 研究開発中、□ｃ 参入予定） 

 

件数 割合

① 1000万円未満 2 1.5%

② 1000万円以上、5000万円未満 11 8.4%
③ 5000万円以上、1億円未満 10 7.6%
④ 1億円以上、3億円未満 15 11.5%
⑤ 3億円以上、10億円未満 13 9.9%
⑥ 10億円以上、50億円未満 15 11.5%
⑦ 50億円以上 63 48.1%

無回答 2 1.5%

131 100.0%回答者数

2

11

10

15

13

15

63

0 20 40 60 80

1000万円未満

1000万円以上、5000万円未満

5000万円以上、1億円未満

1億円以上、3億円未満

3億円以上、10億円未満

10億円以上、50億円未満

50億円以上
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①再生医療等製品 

 

 

 

 

件数 割合

① 再生医療等製品 37 28.2%

② 体外診断用医薬品 36 27.5%
③ 医療機器 52 39.7%
④ ①、②以外の医薬品 59 45.0%

無回答 7 5.3%

131 100.0%回答者数

37

36

52

59

0 20 40 60 80

再生医療等製品

体外診断用医薬品

医療機器

①、②以外の医薬品

件数 割合

ａ 製造販売中 4 10.8%

ｂ 研究開発中 29 78.4%
ｃ 参入予定 4 10.8%

無回答 1 2.7%

37 100.0%回答者数

4

29

4

0 10 20 30 40

製造販売中

研究開発中

参入予定
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②体外診断用医薬品 

 

 

 

 

③医療機器 

 

 

 

件数 割合

ａ 製造販売中 30 83.3%

ｂ 研究開発中 14 38.9%
ｃ 参入予定 1 2.8%

無回答 0 0.0%

36 100.0%回答者数

30

14

1

0 10 20 30 40

製造販売中

研究開発中

参入予定

件数 割合

ａ 製造販売中 42 80.8%

ｂ 研究開発中 17 32.7%
ｃ 参入予定 2 3.8%

無回答 2 3.8%

52 100.0%回答者数

42

17

2

0 10 20 30 40 50

製造販売中

研究開発中

参入予定



 

- 270 - 

 

④①、②以外の医薬品 

 

 

 

 

Q3-2. 貴社事業の詳細について、下記の選択肢からお選びください。（複数選択可） 

 

※事業区分 

 

 

件数 割合

ａ 製造販売中 54 91.5%

ｂ 研究開発中 25 42.4%
ｃ 参入予定 0 0.0%

無回答 1 1.7%

59 100.0%回答者数

54

25

0

0 10 20 30 40 50 60

製造販売中

研究開発中

参入予定

件数 割合

① 再生医療等製品 48 36.6%

② 体外診断用医薬品 36 27.5%
③ 医療機器 49 37.4%

無回答 36 27.5%

131 100.0%回答者数
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□①再生医療等製品 

（１）製品の分類 

□ａ 自家細胞加工製品 

□ｂ 他家細胞加工製品 

□ｃ 遺伝子治療用製品 

 

 

 

 

 

  

48

36

49

0 10 20 30 40 50 60

再生医療等製品

体外診断用医薬品

医療機器

件数 割合

ａ 自家細胞加工製品 17 35.4%

ｂ 他家細胞加工製品 14 29.2%
ｃ 遺伝子治療用製品 8 16.7%

無回答 18 37.5%

48 100.0%回答者数

17

14

8

0 5 10 15 20

自家細胞加工製品

他家細胞加工製品

遺伝子治療用製品
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（２）製品開発フェーズ 

□ａ 前臨床研究 

□ｂ 臨床研究 

□ｃ 治験Ｐ１ 

□ｄ 治験Ｐ２ 

□ｅ 治験Ｐ３ 

 

 

 

 

 

（３） 共同研究、開発の有無 

□ａ 企業と共同 

□ｂ 大学と共同 

□ｃ なし 

 

 

件数 割合

ａ 前臨床研究 14 29.2%

ｂ 臨床研究 7 14.6%
ｃ 治験Ｐ１ 2 4.2%
ｄ 治験Ｐ２ 4 8.3%
ｅ 治験Ｐ３ 4 8.3%

無回答 23 47.9%

48 100.0%回答者数

14

7

2

4

4

0 5 10 15

前臨床研究

臨床研究

治験Ｐ１

治験Ｐ２

治験Ｐ３

件数 割合

ａ 企業と共同 13 27.1%

ｂ 大学と共同 32 66.7%
ｃ なし 8 16.7%

無回答 5 10.4%

48 100.0%回答者数
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□②体外診断用医薬品 

（１）製品の分類 

□ａ クラスＩ（例：GPT、GOT、ALP、グルコース、LDH、HbA1c、IgG、コレステロール） 

□ｂ クラスＩＩ（例：Hb、Ht等血液形態学的検査、抗Sm抗体等自己免疫測定） 

□ｃ クラスＩＩＩ（例：癌、HIV、HCV等感染症診断薬、NAT等遺伝子診断薬、細菌学的検

査） 

 

 

 

13

32

8

0 10 20 30 40

企業と共同

大学と共同

なし

件数 割合

ａ クラスＩ（例：GPT、GOT、ALP、グルコース、LDH、HbA1c、IgG、コレステ
ロール）

21 58.3%

ｂ クラスＩＩ（例：Hb、Ht等血液形態学的検査、抗Sm抗体等自己免疫測定）
19 52.8%

ｃ クラスＩＩＩ（例：癌、HIV、HCV等感染症診断薬、NAT等遺伝子診断薬、細
菌学的検査）

26 72.2%

無回答 0 0.0%

36 100.0%回答者数
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（２）同じ検出対象に対し、「検出対象特異的に直接反応する成分」（検出対象と特定的

に直接反応する抗体、プローブ、プライマー、酵素等）を変更する新たな製品を販売する

までの期間 

□ａ １年未満 

□ｂ １～３年未満 

□ｃ ３～５年未満 

□ｄ ５～１０年未満 

□ｅ １０～１５年未満 

□ｆ １５～２０年未満 

□ｇ ２０年以上 

 

 
 

21

19

26

0 5 10 15 20 25 30

クラスＩ（例：GPT、GOT、ALP、グルコー

ス、LDH、HbA1c、IgG、コレステロール）

クラスＩＩ（例：Hb、Ht等血液形態学的検

査、抗Sm抗体等自己免疫測定）

クラスＩＩＩ（例：癌、HIV、HCV等感染症診

断薬、NAT等遺伝子診断薬、細菌学的

検査）

件数 割合

ａ １年未満 0 0.0%

ｂ １～３年未満 10 27.8%
ｃ ３～５年未満 10 27.8%
ｄ ５～１０年未満 4 11.1%
ｅ １０～１５年未満 1 2.8%
ｆ １５～２０年未満 0 0.0%
ｇ ２０年以上 2 5.6%

無回答 11 30.6%

36 100.0%回答者数
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（３）「検出対象特異的に直接反応する成分」を変更せずに、検出対象を拡大したり、

「検出対象特異的に直接反応する成分」以外の成分種類の変更等をする製品を販売するま

での期間 

□ａ １年未満 

□ｂ １～３年未満 

□ｃ ３～５年未満 

□ｄ ５～１０年未満 

□ｅ １０～１５年未満 

□ｆ １５～２０年未満 

□ｇ ２０年以上 

 

 
 

0

10

10

4

1

0

2

0 2 4 6 8 10 12

１年未満

１～３年未満

３～５年未満

５～１０年未満

１０～１５年未満

１５～２０年未満

２０年以上

件数 割合

ａ １年未満 3 8.3%

ｂ １～３年未満 8 22.2%
ｃ ３～５年未満 10 27.8%
ｄ ５～１０年未満 3 8.3%
ｅ １０～１５年未満 0 0.0%
ｆ １５～２０年未満 0 0.0%
ｇ ２０年以上 1 2.8%

無回答 12 33.3%

36 100.0%回答者数
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□③医療機器 

（１）製品の分類 

□ａ クラスＩ（例：体外診断用機器、鋼製小物、Ｘ線フィルム、歯科技工用用品） 

□ｂ クラスＩＩ（例：ＭＲＩ装置、電子内視鏡、消化器用カテーテル、超音波診断装置） 

□ｃ クラスＩＩＩ（例：透析器、人工骨、人工呼吸器） 

□ｄ クラスＩＶ（例：ペースメーカ、人工心臓弁、ステントグラフト） 

 

 

 

3

8

10

3

0

0

1

0 2 4 6 8 10 12

１年未満

１～３年未満

３～５年未満

５～１０年未満

１０～１５年未満

１５～２０年未満

２０年以上

件数 割合

ａ クラスＩ（例：体外診断用機器、鋼製小物、Ｘ線フィルム、歯科技工用用
品）

36 73.5%

ｂ クラスＩＩ（例：ＭＲＩ装置、電子内視鏡、消化器用カテーテル、超音波診断
装置）

24 49.0%

ｃ クラスＩＩＩ（例：透析器、人工骨、人工呼吸器） 17 34.7%
ｄ クラスＩＶ（例：ペースメーカ、人工心臓弁、ステントグラフト） 11 22.4%

無回答 1 2.0%

49 100.0%回答者数



 

- 277 - 

 

 

（２）ＰＭＤＡの申請区分 

□ａ 新医療機器 

□ｂ 改良医療機器 

□ｃ 後発医療機器 

 

 

 

 

 

（３）改良製品を販売するまでの期間 

□ａ １年未満 

36

24

17

11

0 10 20 30 40

クラスＩ（例：体外診断用機器、鋼製小

物、Ｘ線フィルム、歯科技工用用品）

クラスＩＩ（例：ＭＲＩ装置、電子内視鏡、消

化器用カテーテル、超音波診断装置）

クラスＩＩＩ（例：透析器、人工骨、人工呼

吸器）

クラスＩＶ（例：ペースメーカ、人工心臓

弁、ステントグラフト）

件数 割合

ａ 新医療機器 15 30.6%

ｂ 改良医療機器 16 32.7%
ｃ 後発医療機器 21 42.9%

無回答 13 26.5%

49 100.0%回答者数

15

16

21

0 5 10 15 20 25

新医療機器

改良医療機器

後発医療機器
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□ｂ １～３年未満 

□ｃ ３～５年未満 

□ｄ ５～１０年未満 

□ｅ １０～１５年未満 

□ｆ １５～２０年未満 

□ｇ ２０年以上 

 

 
 

 

 

Q4. 他社による模倣について 

Q4-1. 他社に模倣された経験のある貴社製品について、下記の選択肢からお選びください。

また、具体的な経験について可能な範囲でお答えください。（複数選択可） 

□①再生医療等製品 

□②体外診断用医薬品 

□③医療機器 

□④①、②以外の医薬品 

□⑤なし 

 

件数 割合

ａ １年未満 3 6.1%

ｂ １～３年未満 15 30.6%
ｃ ３～５年未満 13 26.5%
ｄ ５～１０年未満 4 8.2%
ｅ １０～１５年未満 1 2.0%
ｆ １５～２０年未満 1 2.0%
ｇ ２０年以上 1 2.0%

無回答 14 28.6%

49 100.0%回答者数
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１年未満

１～３年未満

３～５年未満

５～１０年未満

１０～１５年未満

１５～２０年未満

２０年以上
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具体的な経験（自由記載） 

・ 当社製品に類似した名称を付した健康食品が販売された。 

・ 中国では対応中。 

・ 超音波診断装置のプローブ（外観模倣、中国、ロシア）。 

・ 製剤特許があり、当社がその実施許諾を受けている新しいタイプの消毒剤について、

類似製品が出回った。 

・ 中国、ドイツの企業に自社製品を模倣された経験がある。 

・ 後発品の参入（先発品特許を模倣して参入してくる）。 

・ 悪性新生物の治療として効果が確認されているのは、野生型の高活性NK細胞と、特定

の悪性新生物を傷害するCTLを選択的に増殖させたもの、この2種類のみであり、弊社

は両者とも臨床上の実用レベルでの培養技術を確立したオンリーワン企業である。と

ころが、低活性NK細胞、特異性の選別を受けていないCTL、樹状細胞など、悪性新生

物への反応が弱いものが各地で培養され実用に供されている。技術そのものは、模倣

されていないが一般人には区別できない形で、類似するものが提供されている。 

・ 血球分析装置用の試薬、血液凝固分析装置用のキュベットについて中国等で模倣品出

現。 

・ 取引先に渡した図面を元に、社内で製造している製品を製造された。 

件数 割合

① 再生医療等製品 1 0.8%

② 体外診断用医薬品 5 3.8%
③ 医療機器 20 15.3%
④ ①、②以外の医薬品 15 11.5%
⑤ なし 76 58.0%

無回答 17 13.0%

131 100.0%回答者数
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15

76

0 30 60 90

再生医療等製品

体外診断用医薬品

医療機器

①、②以外の医薬品

なし
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・ 当社販売にかかる医療機器は一般医療機器ですが、他国で模倣と考えられる事例が確

認されております。 

・ 中国で模倣と思われる機器が展示会で発表され、その後販売された。 

・ 日本での模倣により裁判に発展。 

・ 模倣された上に、自社特許に対し、無効審判請求を出された。結局請求は却下され、

特許侵害に対し、ライセンス料を受けとることになった。 

・ 中国において代理店に機器を販売したところ、その代理店の販売先に機器を模倣され、

且つその販売先に特許出願されて登録になり、中国での同製品の事業化が困難になっ

た。 

・ 低分子化合物医薬品に関して、模倣された経験あり。 

・ 後発医薬品が該当。 

 

Q4-2. 他社に模倣されるリスクがあると感じたことがある貴社製品について、下記の選択

肢からお選びください。また、具体的な経験について可能な範囲でお答えください。（複

数選択可） 

□①再生医療等製品 

□②体外診断用医薬品 

□③医療機器 

□④①、②以外の医薬品 

□⑤なし 

 

 

 

件数 割合

① 再生医療等製品 6 4.6%

② 体外診断用医薬品 15 11.5%
③ 医療機器 27 20.6%
④ ①、②以外の医薬品 23 17.6%
⑤ なし 58 44.3%

無回答 14 10.7%

131 100.0%回答者数
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B. 特許権の存続期間の延長登録制度について 

 以下のパートは延長登録制度全般について対象とした質問です。対象事業を限定せずお

答えください。 

 

Q5. 日本の延長登録出願の利用経験があるかどうか、ある場合は対象を下記の選択肢から

お選びください。（複数回答可） 

□①農薬 

□②医薬品 

□③再生医療等製品 

□④体外診断用医薬品 

□⑤利用なし 
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23

58

0 10 20 30 40 50 60 70

再生医療等製品

体外診断用医薬品

医療機器

①、②以外の医薬品

なし

件数 割合

① 農薬 4 3.1%

② 医薬品 42 32.1%
③ 再生医療等製品 1 0.8%
④ 体外診断用医薬品 3 2.3%
⑤ 利用なし 82 62.6%

無回答 4 3.1%

131 100.0%回答者数
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Q6. 延長登録制度において重視すべきであると考えることを、下記の選択肢からお選びく

ださい。（複数回答可） 

□①自社の特許権が適切に延長されること 

□②他社の特許権がむやみに延長されないこと 

□③両者（①、②）のバランス 

□④制度自体が分かりやすいこと 

□⑤国際的に調和すること 

□⑥その他 

□⑦わからない 

 

 
 

4

42

1

3

82

0 20 40 60 80 100

農薬

医薬品

再生医療等製品

体外診断用医薬品

利用なし

件数 割合

① 自社の特許権が適切に延長されること 56 42.7%

② 他社の特許権がむやみに延長されないこと 38 29.0%
③ 両者（①、②）のバランス 65 49.6%
④ 制度自体が分かりやすいこと 57 43.5%
⑤ 国際的に調和すること 38 29.0%
⑥ その他 4 3.1%
⑦ わからない 8 6.1%

無回答 2 1.5%

131 100.0%回答者数
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「⑥その他」の自由記載 

・ 長期間にわたり安定した制度であること。 

・ 延長の根拠（承認プロセスに要する時間）が明確なこと。 

・ 他国と同一制度ということはありえないが、基本的には国際的な調和の射程内で、海

外の事業者においても日本での技術の実用化を試みる一つの要素となるような制度が

望ましい。 

・ 誰もが納得できる基準作りが重要。 

 

Q7. 延長可能な特許権の種類と延長された特許権の効力範囲の関係について重視すべきで

あると考えられることを、下記の選択肢からお選びください。（複数回答可） 

□①延長の効力範囲は狭くなってもよいので、なるべく多くの種類の特許権が延長される

こと 

□②革新的な発明の特許権のみが延長され、その延長の効力範囲が革新性に見合う適切な

広さとなること 

□③なるべく多くの種類の特許権が延長され、かつ、延長の効力範囲も広いものとなるこ

と 

□④先発企業のイノベーションの促進と、後発品の市場参入を阻害しないことの両者のバ

ランスが採れた制度であること 

□⑤その他 

□⑥わからない 
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制度自体が分かりやすいこと

国際的に調和すること

その他
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「⑤その他」の自由記載 

・ 延長された権利範囲が明確であること。 

・ 延長制度は例外規定なので、限定的に認められるべき。 

・ 承認審査等で実質的に実施できない期間に十分見合う期間延長されること。 

・ 制度趣旨と運用に齟齬がないこと。 

・ 特許法の趣旨に照らし、法律の規定による許可等のためにその特許発明の実施をする

ことができない期間があったときは、その期間分について存続期間の延長が認められ、

特許権の効力についても、当局で製造承認を受けた医薬品を薬価が下げられることな

く独占販売できるように、後発品の製造承認が認められない範囲（ex.クレームの範

囲、有効成分と用途の範囲）までは認められる制度がよいと思います。 

・ 延長可能な特許権の種類と延長された特許権の効力範囲の関係自体は独立して考える

べきである。延長された特許権の効力範囲は後発品を阻止するのに十分な範囲が必要

である一方で、延長可能な特許権の種類は限定されるべきではない。 

 

件数 割合

① 延長の効力範囲は狭くなってもよいので、なるべく多くの種類の特許権
が延長されること

7 5.3%

② 革新的な発明の特許権のみが延長され、その延長の効力範囲が革新
性に見合う適切な広さとなること

30 22.9%

③ なるべく多くの種類の特許権が延長され、かつ、延長の効力範囲も広い
ものとなること

17 13.0%

④ 先発企業のイノベーションの促進と、後発品の市場参入を阻害しないこと
の両者のバランスが採れた制度であること

89 67.9%

⑤ その他 6 4.6%
⑥ わからない 14 10.7%

無回答 3 2.3%

131 100.0%回答者数
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Q8. 延長対象や期間について、各国（日本、米国、欧州等）の制度のうち適切であると考

えられるものはどれか、それぞれの設問について下記の選択肢からお選びください。（複

数回答可） 

（各国の制度を概略簡略して掲示：わかりやすさを優先していますので制度を正確に記述したもので

はありません） 

 

項目 日本 米国 欧州 韓国 

延長登
録の対
象とな
る特許
（下記
設問
①） 

製品に関する特許
（具体的には、 
物質特許（有効成
分に限られな
い）、 
用途特許、 
製剤特許、 
物質（有効成分に
限られない）の製
造方法特許、 
製剤の製造方法特
許等） 

製品、 
製品の使用方法、 
製品の製造方法の
特許 
（具体的には、 
有効成分の物質特
許、 
有効成分による治
療方法特許、 
製剤特許、 
有効成分の製造方
法特許、 
製剤の製造方法特
許等） 

製品（医薬品の活
性成分又は活性成
分の組合わせ）自
体、 
製品の取得方法、 
製品の方法を保護
する特許 
（具体的には、 
有効成分の物質特
許、 
用途特許、 
有効成分の製造方
法特許、 
有効成分の組み合
わせ配合剤特許
等） 

有効成分の物質特
許、 
用途特許、 
製剤特許、 
有効成分の製造方
法特許、 
製剤の製造方法特
許等 

延長登
録の対
象とな
る製造
販売承
認（処
分）種
類（下
記設問
②） 

医薬品、農薬の製
造販売承認（処
分） 

医薬品、医療機
器、食品添加物、
着色料の 初の製
造販売承認（処
分） 

医薬品、農薬の
初の製造販売承認
（処分） 

医薬品、農薬の
「新物質」に対す
る 初の製造販売
承認（処分） 

延長可
能な特
許の数
（下記
設問
③） 

１製造販売承認
（処分） 
（成分（有効成分
に限られず、賦形
剤等のすべての成
分）、分量（有効
成分に限られず、
賦形剤等のすべて
の成分）、 
用法、用量、効
能、効果のいずれ
かが先行処分と異
なる処分は、いず
れも別の１処分と
なる）について、
その処分に関する
特許はいずれも延
長可能（数はいく
つでも可） 

有効成分の 初の
製造販売承認（処
分）につき、 
特許権者が選択す
る一つの特許 

有効成分の 初の
製造販売承認（処
分）につき、 
特許権者が選択す
る一つの特許 
（但し、有効成分
の組み合わせ配合
剤の 初の処分に
つき、組み合わせ
配合剤の特許一つ
も延長可） 

有効成分の 初の
製造販売承認（処
分）につき、 
その処分に関する
特許はいずれも延
長可能 
（数はいくつで
も） 
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1特許あ
たり延
長可能
な回数
（下記
設問
④） 

複数回可能 1回のみ 1回のみ 1回のみ 

延長期
間の算
定方法
（下記
設問
⑤） 

臨床試験を行うた
めの治験を届け出
た日と特許権設定
登録日のうちのい
ずれか遅い方の日
から医薬品の製造
販売承認（処分）
を了知し得た日ま
で、但し5年以下 

臨床試験に要した
期間の半分と医薬
品の製造販売承認
（処分）のために
要した期間の和、
但し5年以下、ま
た、医薬品の製造
販売承認（処分）
日から特許権の満
了日までの期間が
14年を超えない期
間 

特許出願日から医
薬品製造販売承認
（処分）日までの
期間から5年を差し
引いた期間、但し5
年以下（結果とし
て、医薬品の製造
販売承認（処分）
日から特許権の満
了日までの期間は
長15年となる） 

臨床試験に必要な
試験期間（実際試
験した期間のみ）
と行政処理期間の
合計で、5年以下 

延長さ
れた特
許権の
効力範
囲（い
ずれの
国も特
許権の
範囲は
超えな
い）
（下記
設問
⑥） 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た物（その製造販
売承認（処分）に
おいてその物の使
用される特定の用
途が定められてい
る場合にあって
は、当該用途に使
用されるその物）
の範囲（※） 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た有効成分と医薬
用途が同一の範
囲、後に承認され
る医薬用途にも及
ぶ 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た有効成分と医薬
用途が同一の範
囲、後に承認され
る医薬用途にも及
ぶ 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た有効成分および
用途と同一の範囲 

延長登
録出願
を行う
ことが
可能な
時期
（下記
設問
⑦） 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら3ヶ月以内 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら60日以内 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら6ヶ月以内、製造
販売承認（処分）
日に特許が未成立
の場合は特許が付
与された日から6ヶ
月以内 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら3ヶ月以内 

 
※但し、以下の判決において、効力範囲について言及がされている。 
(1) 知財高裁判平成 26 年 5 月 30 日大合議判決では、傍論ではあるが、延長された特許権の効力が及

ぶ範囲について、「特許権の延長登録制度及び特許権侵害訴訟の趣旨に照らすならば，医薬品の
成分を対象とする特許発明の場合，特許法 68 条の 2 によって存続期間が延長された特許権は，
「物」に係るものとして，「成分（有効成分に限らない。）」によって特定され，かつ，「用途」
に係るものとして，「効能，効果」及び「用法，用量」によって特定された当該特許発明の実施
の範囲で，効力が及ぶものと解するのが相当である（もとより，その均等物や実質的に同一と評
価される物が含まれることは，延長登録制度の立法趣旨に照らして，当然であるといえる。）。」
とされている。 

 (2) 東京地判平成 28年 3月 30日（H27（ワ）1241）においても同様に、医薬品について延長された特
許権の効力を「承認された製品の成分、分量、用法、用量、効能、効果が同一の範囲」に及ぶも
のと解されている。 
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①延長登録の対象となる特許（有効成分の物質特許、用途の特許、製造方法の特許等） 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 

 

 

 

 

 

②延長登録の対象となる製造販売承認（処分）（全ての処分、有効成分の初回処分のみ等） 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 

 

 

 

件数 割合

ａ 日本型 53 40.5%

ｂ 米国型 29 22.1%
ｃ 欧州型 17 13.0%
ｄ 韓国型 5 3.8%
ｅ わからない 37 28.2%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数
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わからない

件数 割合

ａ 日本型 50 38.2%

ｂ 米国型 27 20.6%
ｃ 欧州型 17 13.0%
ｄ 韓国型 5 3.8%
ｅ わからない 32 24.4%

無回答 8 6.1%

131 100.0%回答者数
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③延長可能な特許の数 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 

 

 

 

 

 

④１特許あたり延長可能な回数 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 
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件数 割合

ａ 日本型 58 44.3%

ｂ 米国型 31 23.7%
ｃ 欧州型 14 10.7%
ｄ 韓国型 5 3.8%
ｅ わからない 30 22.9%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数
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⑤延長期間の算定方法 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 

 

 

 

件数 割合

ａ 日本型 39 29.8%

ｂ 米国型 46 35.1%
ｃ 欧州型 30 22.9%
ｄ 韓国型 17 13.0%
ｅ わからない 32 24.4%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数
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韓国型

わからない

件数 割合

ａ 日本型 58 44.3%

ｂ 米国型 18 13.7%
ｃ 欧州型 14 10.7%
ｄ 韓国型 4 3.1%
ｅ わからない 37 28.2%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数
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⑥延長された特許権の効力範囲 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 

 

 

 

 

 

⑦延長登録出願を行うことが可能な時期 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ わからない 

 

58

18

14

4

37

0 10 20 30 40 50 60 70

日本型

米国型

欧州型

韓国型

わからない

件数 割合

ａ 日本型 44 33.6%

ｂ 米国型 42 32.1%
ｃ 欧州型 23 17.6%
ｄ 韓国型 6 4.6%
ｅ わからない 30 22.9%

無回答 7 5.3%

131 100.0%回答者数
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⑧上記表の延長制度全体をみたときに、いずれの国の制度が、先発企業のイノベーション

の促進と、後発品の市場参入を阻害しないことの両者のバランスが採れた制度と考えるか。 

□ａ 日本型、□ｂ 米国型、□ｃ 欧州型、□ｄ 韓国型、□ｅ その他、□ｆ  わからな

い 

 

 

 

件数 割合

ａ 日本型 63 48.1%

ｂ 米国型 13 9.9%
ｃ 欧州型 24 18.3%
ｄ 韓国型 7 5.3%
ｅ わからない 32 24.4%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数
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日本型

米国型

欧州型

韓国型

わからない

件数 割合

ａ 日本型 26 19.8%

ｂ 米国型 23 17.6%
ｃ 欧州型 16 12.2%
ｄ 韓国型 2 1.5%
ｅ その他 8 6.1%
ｆ わからない 53 40.5%

無回答 8 6.1%

131 100.0%回答者数
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「ｅ その他」の自由記載 

・ 日本型で特許権の効力については欧米型を採用する混合型。 

・ どれも適当ではない。 

・ 日本型と欧州型の融合したもの。 

・ 現制度ではなく新たな制度を作るべき。 

 

その理由（自由記載） 

（「ａ 日本型」と回答） 

・ 実施できなかった期間を補償する法趣旨に も合致すると考えられるから。但し、権

利範囲は限定的に認められるべき。 

・ 新規なDDSの採用といった改良型の製剤についても延長の余地があり、かつ他社を不

当には制限しない制度と考えられる。 

・ 複数の特許が対象となるかわりに、効力範囲が用途限定。 

・ いずれの国も対象と権利の及ぶ範囲の関係でバランスがとれていると考えられる。登

録後を対象とする点で、日本がよりバランスがよいと思われました。 

・ 延長の対象となる特許の種類の範囲が広い 

・ 既存の有効成分についてのドラッグ・リポジショニングにより画期的な医薬品が創出

される場合もあることから、延長できる特許権の数・種類や延長できる機会を過度に

制限すべきではない。 

・ 製品の価値向上に寄与する発明・開発に対し適切な保護が与えられる可能性がある。 

・ 延長可能な特許の数、1特許当りの延長可能な回数及び延長期間の算定等を総合的に

判断すると、日本型がバランスが取れているように感じる。 

・ 先発企業のイノベーションから得られた技術について、不当な制限が加えられていな

い。 

26
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（「ｂ 米国型」と回答）※：「ｃ 欧州型」にもチェックあり 

・ 初の製造販売承認（処分）につき、特許権者が選択する1つの特許に対し、1回のみ

延長することが、真にイノベーティブな特許のみに限定され、医薬品の延長制度がよ

り明確になると考えるため。（※） 

・ 事後的に既存の有効成分であっても新たな用途が確認され、その用途によって適切な

治療が初めて可能となる患者群がある場合などは特許が存在する場合、延長しても良

い場合があり得ると考えられる。 

・ 1特許1回の延長であるため、先発も後発も権利範囲が予想しやすい。 

・ 日本は先発企業のイノベーションを重視しているため、後発品の参入が阻害され、医

薬業界全体として世界に遅れをとっていると考えるため。（※） 

・ 日本型は1特許内に複数の延長可能性があり、捉え方によっては不明瞭な理解になる

場合があり、技術の進歩・進捗に適切に反映されているとは考えにくいが、米国型は

明確であるため。 

・ 有効成分の 初の製造販売承認につき特許権者が選択した一つの特許であることと特

許1回で明確無用に延長期間を長くしないような制度にもなっているので。 

・ 体外診断用医薬品の場合、有効成分以外に様々な成分が含まれており、有効成分以外

の成分も効果に影響があり、種々の特許出願が可能である。医薬のように有効成分以

外の特許についても延長可能とすれば、延長対象特許が多数になり、後発品の市場参

入を著しく阻害する結果となる恐れがある。 

 

（「ｄ 韓国型」と回答） 

・ チェックが一番多かった。 

 

（「ｅ その他」と回答） 

・ （「日本型で特許権の効力については欧米型を採用する混合型。」と回答） 

データ保護期間もあり、日本型が後発品の市場参入を阻害しているとは思わない。む

しろ、延長された特許権の効力が用法・用量にまで狭められるような解釈が生じ、延

長登録出願が乱発されることが先発企業のイノベーションの促進に悪影響を及ぼすと

考えられるので、特許権の効力を欧米型と同等に明確に定めるべきであると考える。 

・ （「どれも適当ではない。」と回答） 

現在の日本型は裁判例の蓄積もあり、理想に近づいているが、①配合剤の延長が不明

確、②延長の効果が不明確、という問題がある。前記表を見る限りでは、①は欧州型、

②は米国型がよりわかりやすいように思われる（ただし、正確に記述したものではな

いとのことなので、正確な内容を比較すると異なる見解となる可能性はある）。 
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・ （「現制度ではなく新たな制度を作るべき。」と回答） 

延長機会は限定し、延長された特許の効力は広くすべての自己の承認の後発をカバー

できるようにし、複数特許の延長が可能となる制度。 

 

（「ｆ わからない」と回答） 

・ 日本の従来の制度はバランスが採れた制度であると感じていたが、従来から懸案であ

った効力範囲において、 近の判例では細分化され過ぎており、抜け道が多く、後発

品の市場参入促進に傾いてきていると感じるため。 

・ 日本は細分化されすぎ、米国等はイノベーション促進に疑問。 

・ 特許が権利化できても製造承認まで医薬品として使用ができない期間が延長の対象で

あるという本来の趣旨を考えれば、製造承認の実態（認可条件）と併せた制度とすべ

きと考える。 

・ 先発企業のイノベーションを促進するという観点からは、様々な技術分野における複

数の特許に対し延長を認めた方が、産業全体のイノベーションは創出されるものと考

える。一方、1特許あたり複数回の延長を認めるにより、後発品の市場参入がその分

阻害されるとも考えられる。従って両者のバランスが採れた制度という観点からは、

延長可能な特許の数を限定しておらず、かつ1特許あたり延長可能な回数を1回のみと

している韓国型が好ましいと考える。 

・ 現時点では、何とも言えないが、少なくとも日本型の場合、承認を得たプロダクトよ

りも広い範囲でないと制度の実効が図れないのは確かと思われる。 

・ 一長一短があり決められない 

・ 第三者にわかりやすく、シンプルな制度がのぞましい 

・ 各国の現状に沿った制度が整備されているのだと考えるが、医療機器の開発分野にお

いて、日本国の特許制度は見直しが必要であると感じる。 

・ 再生医療等製品の観点からは、薬事制度等が未だ未熟な状態であるため「わからない」

と回答せざるを得ない項目が多い。 

・ 一長一短。 

 

□⑨特許の延長登録の制度が国際的に調和していないことにより、困ること、困ったこと

がある 

その内容（自由記載） 

・ 海外進出にあたって今後調査予定で、現段階では課題は顕在化していない 

・ 手続きが複雑で判りにくく、かつ延長された権利範囲が判りにくい国がある（日本） 

・ 本社への説明が大変。 

・ あまりにも細分化され、日本独自の制度となりすぎ、分かり難く、国際的に理解が得
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られない。 

・ 各国ごとに異なる対応が必要となるのでタスクが発生する。 

・ 製品の輸出入を伴う場合、参入時期の予見性に支障がでる。 

・ 各国ごとに事業性評価が大きく異なる場合がある。 

・ ない（統一されている必要はない）。日本としてよい制度と考える制度を自信をもっ

て導入すればよい。 

・ 運用を他国の担当者や、他国所在の本社に本質的に理解してもらえないこと。 

・ 各国ごとに制度を覚える必要があり、それを踏まえて実務を行わなければならないた

め、負荷がかかる。 

・ 日米で延長登録制度について考えが異なり、日本では延長になっている医薬があり、

後発としての市場参入が結果として遅くなる。 

・ 各国の制度・延長期間の算定などの理解が大変、手続きが煩雑。 

・ 延長期間がほとんどない国があった。 

・ 日本のみ延長の効力が及んでいる場合には、ライセンスを受けずに特許権満了まで上

市を遅らせる対応策を選択する企業が一般的であることから、日本における医薬品開

発の進捗が他の主要国に遅れてしまうこと。 

・ 本社への英語での説明が大変 

・ 国ごとに異なるので制度の把握が煩雑 

・ 調査が大変。 

・ グローバル戦略が立てにくい。 

・ 国ごとに調査、検討が必要となる。 

・ 外資の参入による侵害。 

・ 延長登録出願の度に出願する国の制度を確認する必要がある。 

・ 現時点では制度を利用していないので、コメントを差し控える。 

・ 延長出願に対する拒絶査定に関して、複数回裁判提起を経験している。裁判所の判断

を予測することが難しい。 

・ 事業を行う国ごとに異なる事業戦略をとる必要があり、コストに跳ね返る課題が予想

される。 

 

□⑩特許の延長登録の制度が国際的に調和していないことにより、良いこと、良かったこ

とがある 

その内容（自由記載） 

・ 海外進出にあたって今後調査予定で、現段階では課題は顕在化していない。 

・ 自国の権利が長く市場を独占できること。 

・ 外国での延長登録の利用経験がなく不明。 
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・ ない（統一されている必要はない）。日本としてよい制度と考える制度を自信をもっ

て導入すればよい。 

・ 制度の立法趣旨が異なるので、制度設計も異なるのは当然のことである。 

・ 日本では複数回延長されることにより、先発企業の投資を回収できる機会がより多く

与えられていること。 

・ 日本の方がプロダクトを多面的に保護できているように思える。 

・ 日本における先行医薬品企業にとっては、特許権の享受できる期間が長くなることが

メリットとして挙げられる。 

・ 延長された権利範囲が狭くかつ不明確、手続きを多数行わなければならず煩雑。 

・ 自国の制度に精通していることによるアドバンテージあり。 

・ その国の事業戦略に合わせて制度を利用することが可能となる。 

・ 現時点では制度を利用していないので、コメントを差し控える。 

・ 欧米では延長できないが、日本で延長できた事例がある。ただし、効力の範囲につい

ては不明確な部分が残る。 

 

Q8-2. 多数の延長登録実績のある医薬品を対象とした延長登録出願の要件についての考え

をお聞かせください。延長対象や期間について、適切と考えられるものはどれか、それぞ

れ下記の選択肢からお選びください。（複数回答可） 

①延長登録の対象となる特許 

□ａ 有効成分の物質特許 

□ｂ 用途の特許 

□ｃ 製造方法の特許 

□ｄ 製剤の特許 

□ｅ その他 

□ｆ わからない 

 

 

 

件数 割合

ａ 有効成分の物質特許 93 71.0%

ｂ 用途の特許 79 60.3%
ｃ 製造方法の特許 55 42.0%
ｄ 製剤の特許 57 43.5%
ｅ その他 7 5.3%
ｆ わからない 26 19.8%

無回答 7 5.3%

131 100.0%回答者数
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「e その他」の自由記載 

・ 治療方法。 

・ 製造販売承認（処分）に関わる全ての特許。 

・ 革新的な発明に係る特許。 

・ 対象となる処分が権利範囲内である限り、延長の対象となるべきである。 

・ 有効成分の中間体に関する特許。 

・ 特許の種類は問わない。 

・ すべての特許。 

 

②延長登録の対象となる製造販売承認（処分） 

□ａ 有効成分の初回処分 

□ｂ 全ての処分 

□ｃ その他 

□ｄ わからない 
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有効成分の物質特許

用途の特許

製造方法の特許

製剤の特許

その他

わからない

件数 割合

ａ 有効成分の初回処分 44 33.6%

ｂ 全ての処分 42 32.1%
ｃ その他 8 6.1%
ｄ わからない 33 25.2%

無回答 7 5.3%

131 100.0%回答者数
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「c その他」の自由記載 

・ 当該特許の実施に当該処分が必要であったと認められる全ての処分。 

・ 当該延長対象特許にとって、初回処分。 

・ 臨床試験の対象となった場合。 

・ 延長登録出願の登録要件は、先行処分を考慮しないことが適切と考える。 

・ 事後的に既存の有効成分であっても新たな用途が確認され、その用途によって適切な

治療が初めて可能となる患者群がある場合などは特許が存在する場合、延長しても良

い場合があり得ると考えられる。 

・ 新規有効成分の初回処分、新たな効能追加処分、その他臨床試験が必要であった処分。 

・ 有効成分の初回処分及びブランド違い等の新製品の承認時。 

 

③延長可能な特許の数 

□ａ １特許のみ 

□ｂ 複数回（上限あり） 

□ｃ 複数回（上限なし） 

□ｄ わからない 
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有効成分の初回処分

全ての処分

その他

わからない

件数 割合

ａ １特許のみ 36 27.5%
ｂ 複数回（上限あり） 7 5.3%
ｃ 複数回（上限なし） 51 38.9%
ｄ わからない 31 23.7%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数



 

- 299 - 

 

 

④１特許あたり延長可能な回数 

□ａ １回のみ 

□ｂ 複数回（上限あり） 

□ｃ 複数回（上限なし） 

□ｄ わからない 

 

 
 

 

27.5%

5.3%

38.9%

23.7%

4.6%

１特許のみ

複数回（上限あり）

複数回（上限なし）

わからない

無回答

件数 割合

ａ １回のみ 59 45.0%

ｂ 複数回（上限あり） 5 3.8%
ｃ 複数回（上限なし） 33 25.2%
ｄ わからない 27 20.6%

無回答 7 5.3%

131 100.0%回答者数
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複数回（上限なし）

わからない

無回答
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⑤延長された特許権の効力範囲 

□ａ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、添付文書に

記載された製品と同じ範囲に限る 

□ｂ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「成分、分量、用法、用量、

効能、効果」が同じ範囲に限る 

□ｃ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の有効成分、かつ、効能効果

が同じ範囲に限る 

□ｄ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の有効成分、かつ、効能効果

が同じ範囲に加え、同じ有効成分について後の処分で認められた効能効果の範囲も追加さ

れる 

□ｅ その他 

□ｆ わからない  

 

 

 

 

件数 割合

ａ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、
添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

15 11.5%

ｂ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「成分、分量、
用法、用量、効能、効果」が同じ範囲に限る

21 16.0%

ｃ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の有効成分、か
つ、効能効果が同じ範囲に限る

28 21.4%

ｄ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の有効成分、か
つ、効能効果が同じ範囲に加え、同じ有効成分について後の処分で認め
られた効能効果の範囲も追加される

30 22.9%

ｅ その他 6 4.6%
ｆ わからない 32 24.4%

無回答 6 4.6%

131 100.0%回答者数
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延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の

対象の有効成分、かつ、効能効果が同じ範囲…

その他

わからない
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「e その他」の自由記載 

・ 初回処分は上記(c)、二回目以降の処分は(a)又は(b)。 

・ 製造販売承認（処分）が得られるまで実施できない範囲全て。 

・ 特許請求の範囲を限度とすることが大前提であり（その点でいずれの選択肢も不適切

である）、その範囲内で、当該処分に対応するGE製品が承認されないような範囲まで

及ばなくては延長制度はまったく意味がないものとなる。 

・ 用法・用量に係る部分について延長を認めるのであれば“C”+用法・用量となると考

えられる。 

・ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品に依拠するかたちでなさ

れる簡略申請によって承認される医薬品（例：先発医薬品のデータに依拠して承認さ

れる後発医薬品）に及ぶ効力範囲。 

・ 特許権請求項の範囲全て。 

 

Q9. 延長登録制度に対して求めることがありましたら、お答えください。（自由記載） 

・ 延長された特許権の効力範囲が、明確かつ産業の発達に資するものであること 

・ 医薬品特許と延長実績について十分に把握していません。 

・ 登録の要件と権利行使の範囲を統一する。 

・ 複雑な制度とならないようにしていただきたい。複雑で細分化された解釈ができるた

め、安定した制度となっておらず、事業負担が大きい。現在は特許延長制度により、

医薬品に係る特許を把握できるが、今後の制度によっては、米国のオレンジブックよ

うに、新薬開発メーカーは特許を開示することにより、無用な争いを無くように努め

て欲しい。 

・ Q8-2の回答通り、有効成分やそれを製造する方法以外の特許は延長を決めて欲しくな

い。後発品参入の障害となる。 

・ 延長登録出願は要件をシンプルにして広く登録を認めるべきである（審査官の負担も

減る）。その一方で、延長の効果については、特許請求の範囲内で、対象処分に対応

するGE製品が承認されないような範囲まで及ぶべきである。たとえば、新用量医薬品

の承認を取得した後、添加物や分量違いでも当該新たな用法用量のGE製品が承認され

るようでは、当該新用量医薬品の承認を対象として特許を延長する意味はまったくな

くなり、延長制度は形骸化したものとなる。 

・ 延長された特許権の効力範囲を明確にして頂きたい。 

・ 判り易く、安定で、真に革新的な医療を提供する発明に対する保護。 

・ この制度が、医薬品以外で実施されていることを知らない。理解していないため、回

答が出来ません。 
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・ 先発と後発の訴訟回避ができるように、制度がわかりやすく、延長の効力範囲も明瞭

であること。 

・ 日本は制度が複雑になり、判例も不明確である。欧米の制度のように分かりやすい制

度にすべきである。 

・ 複数の出願が対象となることは、本来の趣旨に副うと考える。一方、医薬品の開発に

長い期間が費やされることも期間延長の制度導入の理由の一つと考えれば、新規薬効

成分、新規適応症に比し、製剤製法等にかかるリソースは一定範囲に限られるので、

これらの改良発明（物質より後の出願）等に 大特許期間（製造承認からのCAP）を

設けることも一案ではないかと考える。 

・ 日本の延長登録制度は現状のままで良いと考える。延長対象が細分化されたことによ

って、延長特許の効力範囲については不透明さが生まれていることは否定できないが、

これを明確にするため、ひいては国際的なハーモナイゼーションを前提に、延長登録

制度自体を見直す必要性は低いものと考える。 

・ 再生医療等製品、体外診断薬医薬品、並びに医療機器は異なる技術的観点であり、延

長した特許請求の範囲の解釈についても異なってくることが予想できるため、特許庁

と裁判所のダブルスタンダードにならないようなガイドラインを制定してほしい。 

・ 1特許1回の延長の制度でも、同一特許に含まれる別の有効成分の承認取得時には、新

たに期間延長を認めるべき。 

・ 延長された権利範囲を請求項と合わせる、しかし、回数を制限するなどの、シンプル

なものを希望する。 

・ 効力範囲を明確にしてほしい。 

・ 現行法は、処分の対象と権利の効力範囲が一致していないし、わかりにくいので、も

っとわかりやすい制度にしてほしい。 

・ 細胞の使用方法も対象となる制度にしてほしい 

・ 延長登録制度の出願時期について 企業の製造、営業の観点から見ると、出願可能な

時期には幅を持たせるべきであると考えます。 

・ 医薬と体外診断用医薬品では申請や承認の状況が異なるので、体外診断用医薬品につ

いての申請・承認についての現状を十分に把握した上で延長登録制度を見直すべきと

考えます。 

・ 現時点では制度を利用していないので、コメントを差し控える。 

・ 薬事制度と整合性がとれた制度の策定を望む。 

・ 先発メーカーのイノベーションへの投資に対して、それを適切に回収できるような、

延長制度であることを希望します。明確でかつ事業予見性が高い制度であることを希

望します。 

・ 先発の開発リスクは後発とは比較にならないほど大きい。利益率の点は、薬価制度の
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中での問題であり、期間等は特許制度で先発に与えていただいても、バランスが悪く

ならないように思う。傾向として、先発のリスクは高まる一方であるからである。 
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（２）再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）に関する質問 

B-1. 特許権の存続期間の延長登録制度について 

 

Q10. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、延長登

録の対象となる特許の種類として望ましいものを、下記の選択肢からいずれか一つお選び

ください。 

□①構成細胞・導入遺伝子自体の特許 

□②構成細胞・導入遺伝子に関する特許（構成細胞・導入遺伝子自体の特許のほか、その

用途特許や製造方法の特許、構成細胞・導入遺伝子を含む製剤の特許など） 

□③全ての特許（例えば、細胞・遺伝子以外の成分に関する特許、培地・培養液の特許、

組織運搬用チューブの特許等、構成細胞・導入遺伝子を含まない構成体に関する特許も含

まれる） 

□④その他 

□⑤わからない 

 

 

 

 

件数 割合

① 構成細胞・導入遺伝子自体の特許 5 13.2%

② 構成細胞・導入遺伝子に関する特許（構成細胞・導入遺伝子自体の特
許のほか、その用途特許や製造方法の特許、構成細胞・導入遺伝子を
含む製剤の特許など）

20 52.6%

③ 全ての特許（例えば、細胞・遺伝子以外の成分に関する特許、培地・培
養液の特許、組織運搬用チューブの特許等、構成細胞・導入遺伝子を含
まない構成体に関する特許も含まれる）

12 31.6%

④ その他 2 5.3%
⑤ わからない 5 13.2%

無回答 1 2.6%

38 100.0%回答者数

5

20

12

2

5

0 5 10 15 20 25

構成細胞・導入遺伝子自体の特許

構成細胞・導入遺伝子に関する特許

（構成細胞・導入遺伝子自体の特許…

全ての特許（例えば、細胞・遺伝子以外

の成分に関する特許、培地・培養液…

その他

わからない



 

- 305 - 

 

「④その他」の自由記載 

・ 実施をするに治験が必要であった全ての特許。 

・ 現実問題として、複雑・多様で変化する生き物である細胞の特許化は難しい。 

 

Q11. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、延長登

録の対象となる製造販売承認（処分）として望ましいものを、下記の選択肢からいずれか

一つお選びください。 

□①構成細胞又は導入遺伝子の初回処分（但し、延長の効力は、同じ構成細胞又は導入遺

伝子について後の処分で認められる効能効果の範囲も追加される） 

□②全ての処分（例えば、培地・培養液が変わったことによる処分、組織運搬用チューブ

が変わったことによる処分なども含まれる） 

□③その他 

□④わからない 

 

 
 

 

 

件数 割合

① 構成細胞又は導入遺伝子の初回処分（但し、延長の効力は、同じ構成
細胞又は導入遺伝子について後の処分で認められる効能効果の範囲も
追加される）

17 44.7%

② 全ての処分（例えば、培地・培養液が変わったことによる処分、組織運搬
用チューブが変わったことによる処分なども含まれる）

9 23.7%

③ その他 2 5.3%
④ わからない 8 21.1%

無回答 2 5.3%

38 100.0%回答者数

44.7%

23.7%

5.3%

21.1%

5.3% 構成細胞又は導入遺伝子の初回処分（但し、延長

の効力は、同じ構成細胞又は導入遺伝子について

後の処分で認められる効能効果の範囲も追加され

る）
全ての処分（例えば、培地・培養液が変わったことに

よる処分、組織運搬用チューブが変わったことによ

る処分なども含まれる）

その他

わからない

無回答
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「③その他」の自由記載 

・ 臨床試験が必要となり、実施することが出来なかった期間を有する処分の全て。 

・ 初回処分のみではなく、本承認、効能拡大等も延長登録の対象とする。 

 

Q12. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、１製造

販売承認（処分）あたり延長可能な特許の数として望ましいものを、下記の選択肢からい

ずれか一つお選びください。 

□①１特許のみ 

□②複数特許（上限あり） 

□③複数特許（上限なし） 

□④わからない 

 

 
 

 

 

Q13. 延長可能な回数 

Q13-1. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、１特

許あたり延長可能な回数として望ましいものを、下記の選択肢からいずれか一つお選びく

ださい。 

□①１回のみ 

件数 割合

① １特許のみ 5 13.2%

② 複数特許（上限あり） 3 7.9%
③ 複数特許（上限なし） 20 52.6%
④ わからない 8 21.1%

無回答 2 5.3%

38 100.0%回答者数

13.2%

7.9%

52.6%

21.1%

5.3%

１特許のみ

複数特許（上限あり）

複数特許（上限なし）

わからない

無回答
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□②複数回（上限あり） 

□③複数回（上限なし） 

□④わからない 

 

 
 

 

 

Q13-2. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、１特

許あたり延長可能な回数が複数回である場合、延長期間の満了時として望ましいものを、

下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①初回延長による満了時と２回目以降の延長による満了時は異なっていてよい 

□②初回延長による満了時に、２回目以降の延長による満了時を合わせた方がよい 

□③初回延長の満了時より２回目以降の延長による満了時が短い場合のみ、初回延長の満

了時に合わせた方がよい 

□④わからない 

 

件数 割合

① １回のみ 15 39.5%

② 複数回（上限あり） 0 0.0%
③ 複数回（上限なし） 12 31.6%
④ わからない 8 21.1%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数

39.5%

0.0%
31.6%

21.1%

7.9%

１回のみ

複数回（上限あり）

複数回（上限なし）

わからない

無回答
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Q14. 延長された特許権の効力範囲について  

Q14-1. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、延長

された特許権の効力範囲として望ましいものを、下記の選択肢からいずれか一つお選びく

ださい。 

□①延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、添付文書に記

載された製品と同じ範囲に限る 

□②延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（構成細胞、導入遺

伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能）が同じ範囲に限る 

□③延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子およ

びその他の成分（培地、器具等）、かつ、効能効果が同じ範囲に限る 

□④延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子、か

つ、効能効果が同じ範囲に限る 

□⑤延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子、か

つ、効能効果が同じ範囲に加え、同じ構成細胞又は導入遺伝子について後の処分で認めら

れた効能効果の範囲も追加される 

件数 割合
① 初回延長による満了時と２回目以降の延長による満了時は異なってい

てよい
14 36.8%

② 初回延長による満了時に、２回目以降の延長による満了時を合わせた
方がよい

2 5.3%

③ 初回延長の満了時より２回目以降の延長による満了時が短い場合の
み、初回延長の満了時に合わせた方がよい

5 13.2%

④ わからない 13 34.2%
無回答 4 10.5%

38 100.0%回答者数

36.8%

5.3%

13.2%

34.2%

10.5% 初回延長による満了時と２回目以降の延長による

満了時は異なっていてよい

初回延長による満了時に、２回目以降の延長による

満了時を合わせた方がよい

初回延長の満了時より２回目以降の延長による満

了時が短い場合のみ、初回延長の満了時に合わせ

た方がよい

わからない

無回答
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□⑥その他 

□⑦わからない 

 

 
 

 

 

「⑥その他」の自由記載 

・ 多くの疾患への適用を支える特許である場合、承認内容に拘らない。 

・ 初回処分は上記④、2回目以降は上記①又は②。 

・ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品に依拠するかたちでなさ

れる簡略申請によって承認される製品（例：先発医薬品のデータに依拠して承認され

る後発医薬品に類するもの）に及ぶ効力範囲。 

件数 割合

① 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、
添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

1 2.6%

② 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（構成
細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能）
が同じ範囲に限る

7 18.4%

③ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は
導入遺伝子およびその他の成分（培地、器具等）、かつ、効能効果が同
じ範囲に限る

2 5.3%

④ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は
導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に限る

6 15.8%

⑤ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は
導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に加え、同じ構成細胞又は導
入遺伝子について後の処分で認められた効能効果の範囲も追加される

9 23.7%

⑥ その他 3 7.9%
⑦ わからない 6 15.8%

無回答 4 10.5%

38 100.0%回答者数

2.6%

18.4%

5.3%

15.8%

23.7%

7.9%

15.8%

10.5%
延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品につい

て、添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（構

成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び

性能）が同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又

は導入遺伝子およびその他の成分（培地、器具等）、かつ、効能効果

が同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又

は導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又

は導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に加え、同じ構成細胞又は

導入遺伝子について後の処分で認められた効能効果の範囲も追加さ

れるその他

わからない

無回答
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Q14-2. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について、現状

の運用に従えば、延長された特許権の効力範囲はどの程度の範囲と判断されると思われる

か、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

（「現状の運用」は上記Q8-1表の「延長された特許権の効力範囲」の日本欄参照のこと） 

□①延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、添付文書に記

載された製品と同じ範囲に限る 

□②延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（構成細胞、導入遺

伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能）が同じ範囲に限る 

□③延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子およ

びその他の成分（培地、器具等）、かつ、効能効果が同じ範囲に限る 

□④延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子、か

つ、効能効果が同じ範囲に限る 

□⑤延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は導入遺伝子、か

つ、効能効果が同じ範囲に加え、同じ構成細胞又は導入遺伝子について後の処分で認めら

れた効能効果の範囲も追加される 

□⑥その他 

□⑦わからない 

 

 
 

件数 割合

① 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、
添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

4 10.5%

② 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（構成
細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能）
が同じ範囲に限る

9 23.7%

③ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は
導入遺伝子およびその他の成分（培地、器具等）、かつ、効能効果が同
じ範囲に限る

2 5.3%

④ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は
導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に限る

3 7.9%

⑤ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又は
導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に加え、同じ構成細胞又は導
入遺伝子について後の処分で認められた効能効果の範囲も追加される

3 7.9%

⑥ その他 2 5.3%
⑦ わからない 11 28.9%

無回答 4 10.5%

38 100.0%回答者数
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「⑥その他」の自由記載 

・ 初回処分は上記④、2回目以降は上記①又は②。 

・ 基本的には①と考えるが、処分の対象と請求項の対比が困難となる事が想定される。 

 

Q15. 延長期間について 

Q15-1. 再生医療等製品について、特許権の存続期間の延長の期間を見直すとしたらどう

すべきか、下記の選択肢からひとつお選びください。また、その理由をお答えください。 

（上記Q8-1表の「延長期間の算定方法」の日本欄も参照のこと） 

☐①現行と同様、（ 長）５年とすべき 

☐②現行の（ 長）５年より長くすべき 

☐③現行の（ 長）５年より短くすべき 

□④わからない 

 

 
 

10.5%

23.7%

5.3%

7.9%
7.9%

5.3%

28.9%

10.5%
延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品につい

て、添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（構

成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果及び

性能）が同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又

は導入遺伝子およびその他の成分（培地、器具等）、かつ、効能効果

が同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又

は導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の構成細胞又

は導入遺伝子、かつ、効能効果が同じ範囲に加え、同じ構成細胞又は

導入遺伝子について後の処分で認められた効能効果の範囲も追加さ

れるその他

わからない

無回答

件数 割合

① 現行と同様、（最長）５年とすべき 26 68.4%

② 現行の（最長）５年より長くすべき 4 10.5%
③ 現行の（最長）５年より短くすべき 0 0.0%
④ わからない 6 15.8%

無回答 2 5.3%

38 100.0%回答者数
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理由（自由記載） 

（①と回答） 

・ 再生医療は後発品参入が困難であり、延長期間を更に長くする必要はない。 

・ 昔ならまだしも、再生医療推進の外部環境（早期承認等）となってきており、薬事承

認までの期間は効率化・短期化の方向。現行程度でよい。 

・ 現行の5年からの変更が必要であるとする立法事実が示されていない。 

・ 低分子薬とバイオ医薬は同じ5年。再生医療のみ違える理由がない。 

・ 主要国と調和を図るべきと考えるため（ただし、主要国が延長期間の算定方法が変更

になった場合には、それに合わせて変更してよいと考える）。 

・ 通常の医業・農業とあわせるべき。 

・ 医薬と同様のスタンダードが適用されるべきと考える。 

・ メリット、デメリットのバランスが良い。 

 

（②と回答） 

・ 開発のガイドラインが不整備な状況下、開発遅延が自己責任でない場合もあり、現状

では開発期間も予測できないことが多いので、なるべく永い方がよい。 

・ 開発に要する期間が長期に及ぶため、5年の延長では不足。 

・ 臨床試験に時間がかかるため。 

・ 条件付き承認等、承認されたとしても、特許の実施を制限されている場合が多いため。 

 

Q15-2. 再生医療等製品について、延長期間の算定方法として、米国の考え方（臨床試験

に要した期間の半分と医薬品の製造販売承認（処分）のために要した期間の和、但し5年

以下、また、医薬品の製造販売承認（処分）日から特許権の満了日までの期間が14年を超

68.4%

10.5%

0.0%

15.8%

5.3%
現行と同様、（最長）５年と

すべき

現行の（最長）５年より長く

すべき

現行の（最長）５年より短く

すべき

わからない

無回答



 

- 313 - 

えない期間）を採用した場合に不都合はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びく

ださい。また、不都合がある場合はその理由をお答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他 

□④わからない 

 

 
 

 

 

「③その他」の自由記載 

・ 考え方自体には賛同であるが、日本における薬事法を鑑みて、算定方法を策定する必

要がある。 

 

「①不都合がある」の理由（自由記載） 

・ 希少疾病や難病が多く、開発コストの回収期間の予測が困難である。 

・ 開発に要した期間が延長期間に十分反映されないケースが出る。 

・ 取得できる延長期間が短くなるので。 

・ 研究開発への投資が十分に回収できない。そもそも、自由薬価制度を採る米国と延長

期間の算定方法だけを統一させることの合理的根拠がない。 

件数 割合

① 不都合がある 13 34.2%

② 不都合はない 8 21.1%
③ その他 1 2.6%
④ わからない 13 34.2%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数

34.2%

21.1%2.6%

34.2%

7.9%
不都合がある

不都合はない

その他

わからない

無回答
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・ 「医薬品の製造販売承認（処分）日から特許権の満了日までの期間が14年を超えない

期間」との上限が設けられているため。医薬品の製造販売承認制度による規制がなか

ったとした場合、（延長制度がなくとも） 大で20年間の特許権の保護を享受できる

ケースも起こり得るはずだが、本制度ではそれが否定されていることになる。臨床試

験等に要した期間に基づいて期間を算定する一方で、14年の上限を設けるという考え

方は受入れがたい。 

・ まだ製造販売していないので、具体的にどのような不都合があるかわからない。 

・ 実施できなかった期間の補填を考える際に、臨床試験に要した期間を半分にする合理

性がない。また、同理由から14年のキャップを設ける合理性もない。 

・ 「臨床試験に要した期間」はコントロール可能であるため、不平等が生じるおそれが

ある。 

・ 十分な投資回収ができない可能性があると思う。 

・ わかりにくい制度かと思われます 

・ 延長期間が欧米に比べて短くなる可能性がある。 

・ 十分な独占期間が得られないことが懸念される。米国とは薬価制度、保険制度等全く

異なるのに、延長だけを同じようにしようとすると弊害が大きい。 

 

Q15-3. 再生医療等製品について、延長期間の算定方法として、欧州の考え方（特許出願

日から医薬品製造販売承認（処分）日までの期間から５年を差し引いた期間）を採用した

場合に不都合はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、不都合が

ある場合はその理由をお答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他 

□④わからない 

 

 
 

件数 割合

① 不都合がある 5 13.2%

② 不都合はない 17 44.7%
③ その他 1 2.6%
④ わからない 11 28.9%

無回答 4 10.5%

38 100.0%回答者数
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「③その他」の自由記載 

・ 考え方自体には賛同であるが、日本における薬事法を鑑みて、算定方法を策定する必

要がある 

 

「①不都合がある」の理由（自由記載） 

・ 希少疾病や難病が多く、開発コストの回収期間の予測が困難である。 

・ 実施の意図がなかった期間も延長登録の対象となる。 

・ まだ製造販売していないので、具体的にどのような不都合があるかわからない。 

・ わかりにくい制度かと思われます。 

・ 出願後1年で登録し、臨床試験を出願時から5年間行った場合、欧州の考え方では、延

長期間は無くなることになり、早期に開発を進めることで逆に不利になる可能性があ

る。 

 

Q15-4. 再生医療等製品について、延長期間の算定方法として、韓国の考え方（臨床試験

に必要な試験期間（実際試験した期間のみ）と行政処理期間の合計で、5年以下）を採用

した場合に不都合はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、不都

合がある場合はその理由をお答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他 

□④わからない 

 

13.2%

44.7%

2.6%

28.9%

10.5%
不都合がある

不都合はない

その他

わからない

無回答
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「③その他」の自由記載 

・ 考え方自体には賛同であるが、日本における薬事法を鑑みて、算定方法を策定する必

要がある 

 

「①不都合がある」の理由（自由記載） 

・ 希少疾病や難病が多く、開発コストの回収期間の予測が困難である。 

・ 承認に際して考慮された外国での臨床試験に必要な試験期間が延長期間の算定対象に

なっていない。 

・ 海外実施分が無視されるので、取得できる延長期間が短くなる。 

・ 研究開発への投資が十分に回収できない。 

・ 製品の承認審査時に外国でなした臨床試験結果が参酌（援用）されていたとしても、

延長期間の算定時には当該外国でなした臨床試験期間が算入されないため。また、製

品の承認審査において、申請者側に書類等の補完を要求されることがあるが、この補

完期間が延長期間から差し引かれるため。 

・ 現在の韓国プラクティスは、海外試験を算入できない。極端に延長期間が短くなる可

能性がある。 

・ 韓国には他国の臨床試験結果を使用して承認を取得する際に、海外での臨床試験期間

件数 割合
① 不都合がある 12 31.6%

② 不都合はない 11 28.9%
③ その他 1 2.6%
④ わからない 11 28.9%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数

31.6%

28.9%

2.6%

28.9%

7.9%
不都合がある

不都合はない

その他

わからない

無回答
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を算入できず、実質的に、実施できなかった期間の一部しか延長対象としていない。 

・ 日本の現行制度と近い？ 

・ Phase3期間及び海外での臨床試験期間の算出がされない場合、延長可能期間がより短

くなる可能性があるため。 

・ 起算日として認定される要件等が複雑になる。特に医療機関主導の治験において後に

書類不備等生じることが懸念される。算出方法が複雑である。 

 

Q16. 製造販売承認（処分）に対応する特許権について 

Q16-1. 再生医療等製品について、製造販売承認（処分）（現在ＰＭＤＡに申請中の製品、

将来申請予定の製品も含む）に対応する特許権を取得しようとしているか、下記の選択肢

からお選びください。 

□①はい 

□ａ 構成細胞・導入遺伝子自体の特許 

□ｂ 構成細胞・導入遺伝子に関する特許（構成細胞・導入遺伝子自体の特許のほか、そ

の用途特許や製造方法の特許、構成細胞・導入遺伝子を含む製剤の特許など） 

□ｃ その他 

□②いいえ 

 

 

 

 

 

件数 割合

① はい 27 71.1%

② いいえ 6 15.8%
無回答 5 13.2%

38 100.0%回答者数

71.1%

15.8%

13.2%

はい

いいえ

無回答
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※「はい」詳細 

 

 

 

 

Q16-2. 再生医療等製品について、薬事審査の流れで製造販売承認（処分）を受けた内容

が申請当初より変更された結果、処分の内容と対応する特許のクレーム範囲にずれが生じ

て困ることは想定されるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①はい 

□②いいえ 

□③わからない 

 

 

 

件数 割合

ａ 構成細胞・導入遺伝子自体の特許 4 14.8%

ｂ 構成細胞・導入遺伝子に関する特許（構成細胞・導入遺伝子自体の特
許のほか、その用途特許や製造方法の特許、構成細胞・導入遺伝子を
含む製剤の特許など）

20 74.1%

ｃ その他 4 14.8%
無回答 2 7.4%

27 100.0%回答者数

4

20

4

0 5 10 15 20 25

構成細胞・導入遺伝子自体の特許

構成細胞・導入遺伝子に関する特許

（構成細胞・導入遺伝子自体の特許の

ほか、その用途特許や製造方法の…

その他

件数 割合

① はい 13 34.2%

② いいえ 2 5.3%
③ わからない 18 47.4%

無回答 5 13.2%

38 100.0%回答者数
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「①はい」の自由記載 

・ 例えば、特許のクレーム範囲に処分を受けた製品や用途が包含されないこととなり、

延長の対象とならない場合が想定される。 

・ 製品の安全性・安定性の観点により、培地成分、添加蛋白質等を変更することがあり

得る。 

・ 効能効果とクレームのずれ。 

 

Q17. 現行制度では、延長登録出願をするためには、厚労省の製造販売承認（処分）時に、

期間延長を求める特許出願が特許査定されていることが必要であり、延長登録出願の時期

が制限されているが、再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）に

ついて、厚労省の処分後に特許査定を受ける特許権についても、一定期間に限り、延長登

録出願可能な制度を採用できる場合、その制度についてどう考えるか、下記の選択肢から

いずれか一つお選びください。また、その理由をお答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他 

□④わからない 

 

 

34.2%

5.3%47.4%

13.2%
はい

いいえ

わからない

無回答

件数 割合

① 不都合がある 4 10.5%

② 不都合はない 20 52.6%
③ その他 2 5.3%
④ わからない 9 23.7%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数
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「③その他」の自由記載 

・ 現行の日本の制度趣旨からすると矛盾がある。 

 

理由（自由記載） 

（①と回答） 

・ 特許査定を前提とすべき制度であるから。権利未確定の状態では対象となる特許権が

存在しない。 

・ 延長登録制度の趣旨を考えると、特許査定後から上市までの期間を補填することがよ

い。なお、承認から保険償還までの期間や実際の販売可能日までの期間等についてま

で補填する必要があるか？ 

・ 処分後に特許査定を受けた特許に「特許発明を実施できなかった期間」を認めること

となり、制度の主旨にそぐわないように思われる。 

・ 他社特許の延長登録の予測が難しくなると思われる。 

 

（②と回答） 

・ 延長期間の算定方法を欧州型にするのであれば、不都合はない。 

・ 既に欧州のSPCで認められており問題無いと考えられる。 

・ そのような制度は必要であると考えられる。 

・ 処分とクレームにずれが生じた場合への対処として考えられる選択かと思う。期間を

どのように定めるか、など課題あり。 

 

  

10.5%

52.6%
5.3%

23.7%

7.9%
不都合がある

不都合はない

その他

わからない

無回答
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（③と回答） 

・ 実施できなかった期間の補填という趣旨からは外れると思う。医薬品と異なる考え方

は適切ではない。 

 

C-1.製造販売承認（処分）について 

 

Q18. 各国で再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）の製造販売

等の承認を受けたことがあるかどうか、ある場合にはその国・地域を、下記の選択肢から

お選びください（複数回答可）。 

□①ある（日本） 

□②ある（米国） 

□③ある（欧州） 

□④ある（韓国） 

□⑤ある（その他） 

☐⑥ない 

 

 

 

 

 

件数 割合

① ある（日本） 3 7.9%

② ある（米国） 0 0.0%
③ ある（欧州） 0 0.0%
④ ある（韓国） 0 0.0%
⑤ ある 0 0.0%
⑥ ない 32 84.2%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数

3

0

0

0

0

32

0 10 20 30 40

ある（日本）

ある（米国）

ある（欧州）

ある（韓国）

ある

ない
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Q19. 日本での製造販売承認（処分）について 

（日本で再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）について製造販

売承認（処分）を受けた製品、今後受ける予定の製品の平均を想定して回答してください。

「製造販売承認」には「条件付き承認」と「本承認（条件付承認を経ない場合）」が含ま

れます。） 

Q19-1. 薬事申請～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間を、下記の選択肢

からいずれか一つお選びください。 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

□⑥経験がない 

 

 

 

 

 

Q19-2. 再生医療等製品の製造販売承認（処分）を受けるために要した臨床試験の期間を、

件数 割合

① ６ヶ月未満 0 0.0%

② ６ヶ月～１年未満 2 5.3%
③ １～２年未満 0 0.0%
④ ２～３年未満 0 0.0%
⑤ ３年以上 2 5.3%
⑥ 経験がない 30 78.9%

無回答 4 10.5%

38 100.0%回答者数

0.0%5.3%0.0%0.0%5.3%

78.9%

10.5%

６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３年以上

経験がない

無回答
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下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①１年未満 

□②１～２年未満 

□③２～３年未満 

□④３～５年未満 

□⑤５年以上 

□⑥経験がない 

 

 

 

 

 

Q19-3. 特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかった期間を、下記の選択肢

からいずれか一つお選びください。 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

件数 割合

① １年未満 1 2.6%

② １～２年未満 0 0.0%
③ ２～３年未満 1 2.6%
④ ３～５年未満 1 2.6%
⑤ ５年以上 1 2.6%
⑥ 経験がない 31 81.6%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数

2.6%0.0%2.6% 2.6%2.6%

81.6%

7.9%

１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５年以上

経験がない

無回答
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□⑥１０年以上 

□⑦経験がない 

 

 
 

 

 

D-1. 再生医療等製品（自家／他家細胞加工製品、遺伝子治療用製品）の特許出願につい

て 

 

Q20. 再生医療等製品（現在ＰＭＤＡに申請中の製品、開発中の製品も含む）の特許出願

経験について、下記の選択肢からお選びください。（複数選択可） 

□①日本で出願したことがある 

□②日本以外の国で出願したことがある 

□③特許出願の経験はない 

 

件数 割合

① ２年未満 0 0.0%

② ２～３年未満 0 0.0%
③ ３～５年未満 0 0.0%
④ ５～７年未満 1 2.6%
⑤ ７～１０年未満 1 2.6%
⑥ １０年以上 1 2.6%
⑦ 経験がない 32 84.2%

無回答 3 7.9%

38 100.0%回答者数

0.0%0.0%0.0%2.6%2.6%2.6%

84.2%

7.9%

２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５～７年未満

７～１０年未満

１０年以上

経験がない

無回答
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Q21. 日本で特許出願経験がある場合、１年あたりの平均出願件数について、下記の選択

肢からいずれか一つお選びください。 

□①１～５件／年 

□②６～１０件／年 

□③１１～３０件／年 

□④３１件以上／年 

 

 
 

件数 割合

① 日本で出願したことがある 18 47.4%

② 日本以外の国で出願したことがある 10 26.3%
③ 特許出願の経験はない 14 36.8%

無回答 5 13.2%

38 100.0%回答者数

18

10

14

0 5 10 15 20

日本で出願したことがある

日本以外の国で出願したことがある

特許出願の経験はない

件数 割合

① １～５件／年 16 88.9%

② ６～１０件／年 1 5.6%
③ １１～３０件／年 0 0.0%
④ ３１件以上／年 0 0.0%

無回答 1 5.6%

18 100.0%回答者数
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Q22. 日本で特許登録経験がある場合、１年あたりの平均登録件数について、下記の選択

肢からいずれか一つお選びください。 

□①１～５件／年 

□②６～１０件／年 

□③１１～３０件／年 

□④３１件以上／年 

 

 
 

88.9%

5.6%
0.0%0.0%5.6%

１～５件／年

６～１０件／年

１１～３０件／年

３１件以上／年

無回答

件数 割合

① １～５件／年 10 55.6%

② ６～１０件／年 1 5.6%
③ １１～３０件／年 0 0.0%
④ ３１件以上／年 0 0.0%

無回答 7 38.9%

18 100.0%回答者数
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Q23. 日本で特許登録経験がある場合、登録した特許権の出願時からの保持期間と全体に

対する割合について、下記の選択肢を選びその割合をお答えください。 

□①５年未満 

□②５～１０年未満 

□③１０～１５年未満 

□④１５～２０年未満 

□⑤２０年以上 

 

 

 

55.6%

5.6%
0.0%0.0%

38.9%

１～５件／年

６～１０件／年

１１～３０件／年

３１件以上／年

無回答

件数 割合

① ５年未満 4 22.2%

② ５～１０年未満 8 44.4%
③ １０～１５年未満 4 22.2%
④ １５～２０年未満 2 11.1%
⑤ ２０年以上 1 5.6%

無回答 7 38.9%

18 100.0%回答者数
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4

8

4

2

1

0 2 4 6 8 10

５年未満

５～１０年未満

１０～１５年未満

１５～２０年未満

２０年以上
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（３）体外診断用医薬品に関する質問 

B-2. 体外診断用医薬品の特許権の存続期間の延長登録制度について 

 

Q24. 体外診断用医薬品について、延長登録の対象となる特許の種類として望ましいもの

を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①「検出対象特異的に直接反応する成分」自体の特許（検出対象と特定的に直接反応す

る抗体、プローブ、プライマー、酵素等の特許） 

□②「検出対象特異的に直接反応する成分」に関する特許（検出対象特異的に直接反応す

る成分自体の特許のほか、当該成分を含む試薬・検出キット・検出方法の特許、その製造

方法の特許等） 

□③全ての特許（例えば、対象試料（コントロール）の特許、電気泳動装置の特許、標識

蛍光体の特許、ＥＬＩＳＡの特許等も含まれる） 

□④その他 

□⑤わからない 

 

 

 

 

件数 割合

① 「検出対象特異的に直接反応する成分」自体の特許（検出対象と特定的
に直接反応する抗体、プローブ、プライマー、酵素等の特許）

10 28.6%

② 「検出対象特異的に直接反応する成分」に関する特許（検出対象特異的
に直接反応する成分自体の特許のほか、当該成分を含む試薬・検出
キット・検出方法の特許、その製造方法の特許等）

16 45.7%

③ 全ての特許（例えば、対象試料（コントロール）の特許、電気泳動装置の
特許、標識蛍光体の特許、ＥＬＩＳＡの特許等も含まれる）

10 28.6%

④ その他 2 5.7%

⑤ わからない 3 8.6%
無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数

10

16

10

2

3

0 5 10 15 20

「検出対象特異的に直接反応する成

分」自体の特許（検出対象と特定的…

「検出対象特異的に直接反応する成

分」に関する特許（検出対象特異的…

全ての特許（例えば、対象試料（コント

ロール）の特許、電気泳動装置の特…

その他

わからない
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「④その他」の自由記載 

・ 用途。 

・ 新規診断マーカ自体（バイオマーカーと疾病の組合せ）の特許 なお、体外診断薬に

係る特許のうち①～③に該当するものは、研究用試薬としての実施が可能である点で、

医薬品に係る特許とは異なり、対象とするのは好ましくないと思われます。 

 

Q25. 体外診断用医薬品について、延長登録の対象となる製造販売承認（処分）として望

ましいものを、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①「検出対象特異的に直接反応する成分」の初回処分（但し、延長の効力は、「同じ検

出対象特異的に直接反応する成分」について後の処分で認められる使用方法の範囲も追加

される） 

□②全ての処分（例えば、検出試薬の溶媒が変わったことによる処分、標識蛍光体の種類

が変わったことによる処分なども含まれる） 

□③その他 

□④わからない 

 

 
 

件数 割合

① 「検出対象特異的に直接反応する成分」の初回処分（但し、延長の効力
は、「同じ検出対象特異的に直接反応する成分」について後の処分で認
められる使用方法の範囲も追加される）

15 42.9%

② 全ての処分（例えば、検出試薬の溶媒が変わったことによる処分、標識
蛍光体の種類が変わったことによる処分なども含まれる）

13 37.1%

③ その他 2 5.7%
④ わからない 5 14.3%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数
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「③その他」の自由記載 

・ 製造販売承認（処分）の初回処分 

・ 新規診断マーカ自体（バイオマーカーと疾病の組合せ）の特許 なお、体外診断薬に

係る特許のうち①～③に該当するものは、研究用試薬としての実施が可能である点で、

医薬品に係る特許とは異なり、対象とするのは好ましくないと思われます。 

 

Q26. 体外診断用医薬品について、１製造販売承認（処分）あたり延長可能な特許の数と

して望ましいものを、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①１特許のみ 

□②複数特許（上限あり） 

□③複数特許（上限なし） 

□④わからない 

 

 
 

42.9%

37.1%

5.7%

14.3%
0.0% 「検出対象特異的に直接反応する成分」の初回処

分（但し、延長の効力は、「同じ検出対象特異的に

直接反応する成分」について後の処分で認められる

使用方法の範囲も追加される）
全ての処分（例えば、検出試薬の溶媒が変わったこ

とによる処分、標識蛍光体の種類が変わったことに

よる処分なども含まれる）

その他

わからない

無回答

件数 割合

① １特許のみ 10 28.6%

② 複数特許（上限あり） 4 11.4%
③ 複数特許（上限なし） 17 48.6%
④ わからない 4 11.4%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数
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Q27. 延長可能な回数について 

Q27-1. 体外診断用医薬品について、１特許あたり延長可能な回数として望ましいものを、

下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①１回 

□②複数回（上限あり） 

□③複数回（上限なし） 

□④わからない 

 

 
 

28.6%

11.4%
48.6%

11.4%
0.0%

１特許のみ

複数特許（上限あり）

複数特許（上限なし）

わからない

無回答

件数 割合

① １回 18 51.4%

② 複数回（上限あり） 4 11.4%
③ 複数回（上限なし） 8 22.9%
④ わからない 5 14.3%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数
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Q27-2. 体外診断用医薬品について、１特許あたり延長可能な回数が複数回である場合、

延長期間の満了時として望ましいものを、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①初回延長による満了時と２回目以降の延長による満了時は異なっていてよい 

□②初回延長による満了時に、２回目以降の延長による満了時を合わせた方がよい 

□③初回延長の満了時より２回目以降の延長による満了時が短い場合のみ、初回延長の満

了時に合わせた方がよい 

□④わからない 

 

 

 

51.4%

11.4%

22.9%

14.3%
0.0%

１回

複数回（上限あり）

複数回（上限なし）

わからない

無回答

件数 割合
① 初回延長による満了時と２回目以降の延長による満了時は異なってい

てよい
14 40.0%

② 初回延長による満了時に、２回目以降の延長による満了時を合わせた
方がよい

7 20.0%

③ 初回延長の満了時より２回目以降の延長による満了時が短い場合の
み、初回延長の満了時に合わせた方がよい

2 5.7%

④ わからない 10 28.6%
無回答 2 5.7%

35 100.0%回答者数
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Q28. 延長された特許権の効力範囲について 

Q28-1. 体外診断用医薬品について、延長された特許権の効力範囲として望ましいものを、

下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、添付文書に記

載された製品と同じ範囲に限る 

□②延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（成分、分量、構造、

使用方法、性能）が同じ範囲に限る 

□③延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応

する成分」およびその他の成分、かつ、使用方法が同じ範囲に限る 

□④延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応

する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に限る 

□⑤延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応

する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に加え、同じ「検出対象特異的に直接反応する成

分」について後の処分で認められた使用方法の範囲も追加される 

□⑥その他 

□⑦わからない 

 

40.0%

20.0%

5.7%

28.6%

5.7% 初回延長による満了時と２回目以降の延長による

満了時は異なっていてよい

初回延長による満了時に、２回目以降の延長による

満了時を合わせた方がよい

初回延長の満了時より２回目以降の延長による満

了時が短い場合のみ、初回延長の満了時に合わせ

た方がよい

わからない

無回答
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「③その他」の自由記載 

・ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の全て。 

・ Q24の対象、Q25の対象が新規診断マーカーとするのであれば、上記①でよいが、それ

以外を対象とする場合は②が望ましい。 

・ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品に依拠するかたちでなさ

れる簡略申請によって承認される体外診断用医薬品（例：先発医薬品のデータに依拠

して承認される後発医薬品に類するもの）に及ぶ効力範囲。 

 

 

件数 割合

① 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、
添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

7 20.0%

② 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（成
分、分量、構造、使用方法、性能）が同じ範囲に限る

6 17.1%

③ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異
的に直接反応する成分」およびその他の成分、かつ、使用方法が同じ範
囲に限る

2 5.7%

④ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異
的に直接反応する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に限る

4 11.4%

⑤ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異
的に直接反応する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に加え、同じ「検出
対象特異的に直接反応する成分」について後の処分で認められた使用
方法の範囲も追加される

8 22.9%

⑥ その他 3 8.6%
⑦ わからない 5 14.3%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数

20.0%

17.1%

5.7%

11.4%

22.9%

8.6%

14.3%
0.0%

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品につい

て、添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（成

分、分量、構造、使用方法、性能）が同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特

異的に直接反応する成分」およびその他の成分、かつ、使用方法が同

じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特

異的に直接反応する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特

異的に直接反応する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に加え、同じ

「検出対象特異的に直接反応する成分」について後の処分で認められ

た使用方法の範囲も追加されるその他

わからない

無回答
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Q28-2. 体外診断用医薬品について、現状の運用に従えば、延長された特許権の効力範囲

はどの程度の範囲と判断されると思われるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びくだ

さい。 

（「現状の運用」は上記Q8-1表の「延長された特許権の効力範囲」の日本欄参照のこと） 

□①延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、添付文書に記

載された製品と同じ範囲に限る 

□②延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（成分、分量、構造、

使用方法、性能）が同じ範囲に限る 

□③延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応

する成分」およびその他の成分、かつ、使用方法が同じ範囲に限る 

□④延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応

する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に限る 

□⑤延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応

する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に加え、同じ「検出対象特異的に直接反応する成

分」について後の処分で認められた使用方法の範囲も追加される 

□⑥その他 

□⑦わからない 

 

 

 

件数 割合

① 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品について、
添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

8 22.9%

② 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（成
分、分量、構造、使用方法、性能）が同じ範囲に限る

14 40.0%

③ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異
的に直接反応する成分」およびその他の成分、かつ、使用方法が同じ範
囲に限る

3 8.6%

④ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異
的に直接反応する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に限る

0 0.0%

⑤ 延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異
的に直接反応する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に加え、同じ「検出
対象特異的に直接反応する成分」について後の処分で認められた使用
方法の範囲も追加される

2 5.7%

⑥ その他 1 2.9%
⑦ わからない 7 20.0%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数
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Q29. 延長期間について 

Q29-1. 体外診断用医薬品について、特許権の存続期間の延長の期間を見直すとしたらど

うすべきか、下記の選択肢からひとつお選びください。また、その理由をお答えください。 

（上記Q8-1表の「延長期間の算定方法」の日本欄も参照のこと） 

☐①現行と同様、（ 長）５年とすべき 

☐②現行の（ 長）５年より長くすべき 

☐③現行の（ 長）５年より短くすべき 

□④わからない 

 

 
 

22.9%

40.0%

8.6%

0.0%

5.7%

2.9%

20.0%

0.0%
延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の製品につい

て、添付文書に記載された製品と同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の審査事項（成

分、分量、構造、使用方法、性能）が同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特

異的に直接反応する成分」およびその他の成分、かつ、使用方法が同

じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特

異的に直接反応する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に限る

延長登録の理由となった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特

異的に直接反応する成分」、かつ、使用方法が同じ範囲に加え、同じ

「検出対象特異的に直接反応する成分」について後の処分で認められ

た使用方法の範囲も追加されるその他

わからない

無回答

件数 割合

① 現行と同様、（最長）５年とすべき 25 71.4%

② 現行の（最長）５年より長くすべき 1 2.9%
③ 現行の（最長）５年より短くすべき 3 8.6%
④ わからない 6 17.1%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数
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理由（自由記載） 

（①と回答） 

・ 特に長くする理由が見当たらない。 

・ 希少疾患であると検体を集めるのに、3年以上要するのが通常であり、5年以上要する

ものも多い為 

・ 欧米、韓国との調和及び他の領域の特許と関係で、5年以上とすることは合理性に欠

く。 

 

（③と回答） 

・ 体外診は技術のライフサイクルが短いため、むやみな延長は後発品の防げになるので、

特段の事情がない限り延長は望ましくない 

 

Q29-2. 体外診断用医薬品について、延長期間の算定方法として、米国の考え方（臨床試

験に要した期間の半分と医薬品の製造販売承認（処分）のために要した期間の和、但し5

年以下、また、医薬品の製造販売承認（処分）日から特許権の満了日までの期間が14年を

超えない期間）を採用した場合に不都合はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選び

ください。また、不都合がある場合はその理由をお答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他 

□④わからない 

 

71.4%

2.9%

8.6%

17.1%
0.0%

現行と同様、（最長）５年と

すべき

現行の（最長）５年より長く

すべき

現行の（最長）５年より短く

すべき

わからない

無回答
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「③その他」の自由記載 

・ 期間の上限（14年を超えない期間）は設定すべきではない 

 

「①不都合がある」の理由（自由記載） 

・ 「医薬品の製造販売承認（処分）日から特許権の満了日までの期間が14年を超えない

期間」との上限が設けられているため。医薬品の製造販売承認制度による規制がなか

ったとした場合、（延長制度がなくとも） 大で20年間の特許権の保護を享受できる

ケースも起こり得るはずだが、本制度ではそれが否定されていることになる。臨床試

験等に要した期間に基づいて期間を算定する一方で、14年の上限を設けるという考え

方は受入れがたい。 

・ 医薬と体外診断用医薬品で延長期間の算定方法が異なるのは好ましくない。 

 

  

件数 割合

① 不都合がある 3 8.6%

② 不都合はない 12 34.3%
③ その他 1 2.9%
④ わからない 19 54.3%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数

8.6%

34.3%

2.9%

54.3%

0.0%

不都合がある

不都合はない

その他

わからない

無回答
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Q29-3. 体外診断用医薬品について、延長期間の算定方法として、欧州の考え方（特許出

願日から医薬品製造販売承認（処分）日までの期間から５年を差し引いた期間）を採用し

た場合に不都合はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、不都合

がある場合はその理由をお答えください。 

 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他 

□④わからない 

 

 
 

 

 

「③その他」の自由記載 

・ 5年を差し引く根拠が不明。 

 

「①不都合がある」の理由（自由記載） 

・ 体外診の場合、申請から承認（処分）までの期間が短いため、特許出願から承認まで

の期間から5年差し引きであると延長制度を有効に使うことができない。 

・ 医薬と体外診断用医薬品で延長期間の算定方法が異なるのは好ましくない。 

件数 割合

① 不都合がある 2 5.7%

② 不都合はない 12 34.3%
③ その他 1 2.9%
④ わからない 20 57.1%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数

5.7%

34.3%

2.9%

57.1%

0.0%

不都合がある

不都合はない

その他

わからない

無回答
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Q29-4. 体外診断用医薬品について、延長期間の算定方法として、韓国の考え方（臨床試

験に必要な試験期間（実際試験した期間のみ）と行政処理期間の合計で、5年以下）を採

用した場合に不都合はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、不

都合がある場合はその理由をお答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他 

□④わからない 

 

 
 

 

 

「①不都合がある」の理由（自由記載） 

・ 実際試験した期間以外にも臨床試験に必要な期間は存在し、適切な期間、製品を保護

できない 

・ 製品の承認審査時に外国でなした臨床試験結果が参酌（援用）されていたとしても、

延長期間の算定時には当該外国でなした臨床試験期間が算入されないため。また、製

品の承認審査において、申請者側に書類等の補完を要求されることがあるが、この補

完期間が延長期間から差し引かれるため。 

件数 割合

① 不都合がある 3 8.6%

② 不都合はない 15 42.9%
③ その他 0 0.0%
④ わからない 17 48.6%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数

8.6%

42.9%

0.0%

48.6%

0.0%

不都合がある

不都合はない

その他

わからない

無回答
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・ 医薬と体外診断用医薬品で延長期間の算定方法が異なるのは好ましくない。 

 

Q30. 製造販売承認（処分）に対応する特許権について 

Q30-1. 体外診断用医薬品について、製造販売承認（処分）に対応する特許権が存在した

か、下記の選択肢からお選びください。 

□①はい 

□ａ 反応系に関与する成分のうち、「検出対象特異的に直接反応する成分」自体の特許

（検出対象と特定的に直接反応する抗体、プローブ、プライマー、酵素等の特許） 

□ｂ「検出対象特異的に直接反応する成分」に関する特許（検出対象特異的に直接反応す

る成分自体の特許のほか、当該成分を含む試薬・検出キット・検出方法の特許、その製造

方法の特許等） 

□ｃ 全ての特許（例えば、対照試料（コントロール）の特許、電気泳動装置の特許、標

識蛍光体の特許、ＥＬＩＳＡの特許等も含まれる） 

□ｄ その他 

□②いいえ 

 

 

 

 

 

  

件数 割合

① はい 17 48.6%

② いいえ 12 34.3%
無回答 6 17.1%

35 100.0%回答者数

48.6%

34.3%

17.1%
はい

いいえ

無回答
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※「はい」詳細 

 

 

 

 

Q30-2. 体外診断用医薬品について、薬事審査の流れで製造販売承認（処分）を受けた内

容が申請当初より変更された結果、処分の内容と対応する特許のクレーム範囲にずれが生

じて困ったことはあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①はい 

□②いいえ 

 

 

 

件数 割合

ａ 反応系に関与する成分のうち、「検出対象特異的に直接反応する成分」
自体の特許（検出対象と特定的に直接反応する抗体、プローブ、プライ
マー、酵素等の特許）

9 52.9%

ｂ 「検出対象特異的に直接反応する成分」に関する特許（検出対象特異的
に直接反応する成分自体の特許のほか、当該成分を含む試薬・検出
キット・検出方法の特許、その製造方法の特許等）

13 76.5%

ｃ 全ての特許（例えば、対照試料（コントロール）の特許、電気泳動装置の
特許、標識蛍光体の特許、ＥＬＩＳＡの特許等も含まれる）

4 23.5%

ｄ その他 0 0.0%
無回答 1 5.9%

17 100.0%回答者数

9

13

4

0

0 5 10 15

反応系に関与する成分のうち、「検出

対象特異的に直接反応する成分」自…

「検出対象特異的に直接反応する成

分」に関する特許（検出対象特異的…

全ての特許（例えば、対照試料（コント

ロール）の特許、電気泳動装置の特…

その他

件数 割合

① はい 1 2.9%

② いいえ 29 82.9%
無回答 5 14.3%

35 100.0%回答者数
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Q31. 現行制度では、延長登録出願をするためには、厚労省の製造販売承認（処分）時に、

期間延長を求める特許出願が特許査定されていることが必要であり、延長登録出願の時期

が制限されているが、体外診断用医薬品について、厚労省の処分後に特許査定を受ける特

許権についても、一定期間に限り、延長登録出願可能な考え方を採用できる場合、その制

度についてどう考えるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、その理

由をお答えください。 

□①不都合がある 

□②不都合はない 

□③その他 

□④わからない 

 

 
 

2.9%

82.9%

14.3%

はい

いいえ

無回答

件数 割合

① 不都合がある 7 20.0%

② 不都合はない 12 34.3%
③ その他 0 0.0%
④ わからない 12 34.3%

無回答 4 11.4%

35 100.0%回答者数
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理由（自由記載） 

（①と回答） 

・ 厚労省の処分後に、延長登録を目的とした範囲で権利化することが可能となります。

出願時に実施例のない範囲について、審査中にデータを提出することにより権利化で

きる場合もあることも考慮すると、第三者の監視負担が大きすぎると考えられます。 

・ 厚労省の処分後に特許査定を受けているため、もともと特許の存続期間が侵食されて

いない。 

・ 余計な延長期間が設定される可能性がある。過度な特許延長になる。 

・ 一定期間という制限が問題。周辺特許などは、キットに必要不可欠な場合などが多い

為 

・ 厚労省の処分後に特許査定を受ける特許権については、当該処分により特許発明の実

施が阻害されている訳ではないので、延長を認めると他分野との整合性に欠くと思わ

れる。 

 

（②と回答） 

・ 製造承認を得た製品を保護するための特許であり、出願と申請のズレもあることが

多々あることから処分後にも延長できる制度には賛成である。例えば、現行では特許

査定後かつ処分後での延長出願であるが、特許査定もしくは処分の何れか遅い方とな

ど、延長登録出願の時期的要件の緩和がなされると有効に使えるのではないかと考え

ます。 

・ 審査に時間を要するケースが有るため。 

・ 特許を受ける権利があり、その間実施できない期間がある場合は、一定期間ケアする

考え方は検討の余地ありと考えます。また、体外用診断薬は医薬品に比べ承認までの

20.0%

34.3%

0.0%

34.3%

11.4%
不都合がある

不都合はない

その他

わからない

無回答
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時間が短いので、特許査定前に承認されることが一定数想定されると思います。 

 

C-2.製造販売承認（処分）について 

 

Q32. 各国で体外診断用医薬品について製造販売等の承認を受けたことがあるかどうか、

ある場合にはその国・地域を、下記の選択肢からお選びください（複数回答可）。 

□①ある（日本） 

□②ある（米国） 

□③ある（欧州） 

□④ある（韓国） 

□⑤ある（その他） 

☐⑥ない 

 

 

 

 

 

Q33. 日本での体外診断用医薬品の製造販売承認及び第三者認証（処分）について 

（日本で体外診断用医薬品（クラスＩ、クラスＩＩ、クラスＩＩＩ）について処分を受け

た製品の平均を想定して回答してください。製造販売承認を受けた場合、第三者認証を受

件数 割合

① ある（日本） 21 60.0%

② ある（米国） 10 28.6%
③ ある（欧州） 9 25.7%
④ ある（韓国） 6 17.1%
⑤ ある 5 14.3%
⑥ ない 11 31.4%

無回答 1 2.9%

35 100.0%回答者数

21

10

9

6

5

11

0 5 10 15 20 25

ある（日本）

ある（米国）

ある（欧州）

ある（韓国）

ある

ない
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けた場合それぞれをお答えください。） 

（製造販売承認又は第三者認証（処分）が必要なクラスＩ製品について） 

Q33-1. クラスＩ製品について薬事申請～処分までにかかった期間を、それぞれ下記の選

択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

 

 

 

 

（ｂ第三者認証） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

件数 割合

① ６ヶ月未満 5 14.3%

② ６ヶ月～１年未満 3 8.6%
③ １～２年未満 3 8.6%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３年以上 0 0.0%

無回答 22 62.9%

35 100.0%回答者数

14.3%

8.6%

8.6%

5.7%
0.0%

62.9%

６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３年以上

無回答
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□⑤３年以上 

 

 

 

 

 

Q33-2. クラスＩ製品について体外診断用医薬品の処分を受けるために要した臨床試験の

期間を、それぞれ下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

件数 割合

① ６ヶ月未満 2 5.7%

② ６ヶ月～１年未満 5 14.3%
③ １～２年未満 1 2.9%
④ ２～３年未満 3 8.6%
⑤ ３年以上 0 0.0%

無回答 24 68.6%

35 100.0%回答者数

5.7%

14.3%

2.9%

8.6%

0.0%

68.6%

６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３年以上

無回答
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（ｂ第三者認証） 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

 

件数 割合

① なし 7 20.0%

② １年未満 2 5.7%
③ １～２年未満 3 8.6%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３～５年未満 1 2.9%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 20 57.1%

35 100.0%回答者数

20.0%

5.7%

8.6%

5.7%
2.9%0.0%

57.1%

なし

１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５年以上

無回答

件数 割合

① なし 6 17.1%

② １年未満 2 5.7%
③ １～２年未満 3 8.6%
④ ２～３年未満 3 8.6%
⑤ ３～５年未満 0 0.0%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 21 60.0%

35 100.0%回答者数
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Q33-3. クラスＩ製品について特許出願～処分を受けるまでにかかった期間を、それぞれ

下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

 

 

17.1%

5.7%

8.6%

8.6%

0.0%0.0%

60.0%

なし

１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５年以上

無回答

件数 割合

① ２年未満 4 11.4%

② ２～３年未満 1 2.9%
③ ３～５年未満 3 8.6%
④ ５～７年未満 1 2.9%
⑤ ７～１０年未満 1 2.9%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 25 71.4%

35 100.0%回答者数
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（ｂ第三者認証） 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

 

 

11.4%

2.9%

8.6%

2.9%

2.9%
0.0%

71.4%

２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５～７年未満

７～１０年未満

１０年以上

無回答

件数 割合

① ２年未満 2 5.7%

② ２～３年未満 2 5.7%
③ ３～５年未満 2 5.7%
④ ５～７年未満 1 2.9%
⑤ ７～１０年未満 1 2.9%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 27 77.1%

35 100.0%回答者数
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（製造販売承認又は第三者認証（処分）が必要なクラスＩＩ製品について） 

Q33-4. クラスＩＩ製品について薬事申請～処分までにかかった期間を、それぞれ下記の

選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

 

 

5.7%
5.7%

5.7%

2.9%

2.9%
0.0%

77.1%

２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５～７年未満

７～１０年未満

１０年以上

無回答

件数 割合

① ６ヶ月未満 1 2.9%

② ６ヶ月～１年未満 8 22.9%
③ １～２年未満 2 5.7%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３年以上 2 5.7%

無回答 20 57.1%

35 100.0%回答者数
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（ｂ第三者認証） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

 

 

2.9%

22.9%

5.7%

5.7%

5.7%

57.1%

６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３年以上

無回答

件数 割合

① ６ヶ月未満 5 14.3%

② ６ヶ月～１年未満 7 20.0%
③ １～２年未満 0 0.0%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３年以上 2 5.7%

無回答 19 54.3%

35 100.0%回答者数
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Q33-5. クラスＩＩ製品について体外診断用医薬品の処分を受けるために要した臨床試験

の期間を、それぞれ下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

 

 

14.3%

20.0%

0.0%
5.7%

5.7%

54.3%

６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３年以上

無回答

件数 割合
① なし 8 22.9%

② １年未満 1 2.9%
③ １～２年未満 3 8.6%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３～５年未満 2 5.7%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 19 54.3%

35 100.0%回答者数
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（ｂ第三者認証） 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

 

 

22.9%

2.9%

8.6%

5.7%

5.7%0.0%

54.3%

なし

１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５年以上

無回答

件数 割合

① なし 9 25.7%

② １年未満 2 5.7%
③ １～２年未満 2 5.7%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３～５年未満 2 5.7%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 18 51.4%

35 100.0%回答者数
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Q33-6. クラスＩＩ製品について特許出願～処分を受けるまでにかかった期間を、それぞ

れ下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

 

 

25.7%

5.7%

5.7%

5.7%
5.7%0.0%

51.4%

なし

１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５年以上

無回答

件数 割合

① ２年未満 5 14.3%

② ２～３年未満 3 8.6%
③ ３～５年未満 0 0.0%
④ ５～７年未満 2 5.7%
⑤ ７～１０年未満 1 2.9%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 24 68.6%

35 100.0%回答者数
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（ｂ第三者認証） 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

 

 

14.3%

8.6%

0.0%

5.7%

2.9%
0.0%

68.6%

２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５～７年未満

７～１０年未満

１０年以上

無回答

件数 割合

① ２年未満 3 8.6%

② ２～３年未満 4 11.4%
③ ３～５年未満 0 0.0%
④ ５～７年未満 2 5.7%
⑤ ７～１０年未満 1 2.9%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 25 71.4%

35 100.0%回答者数
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（クラスＩＩＩ製品について） 

Q33-7. クラスＩＩＩ製品について薬事申請～製造販売承認（処分）までにかかった期間

を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

 

 

8.6%

11.4%

0.0%

5.7%

2.9%
0.0%

71.4%

２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５～７年未満

７～１０年未満

１０年以上

無回答

件数 割合

① ６ヶ月未満 1 2.9%

② ６ヶ月～１年未満 5 14.3%
③ １～２年未満 7 20.0%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３年以上 2 5.7%

無回答 18 51.4%

35 100.0%回答者数
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Q33-8. クラスＩＩＩ製品について体外診断用医薬品の製造販売承認（処分）を受けるた

めに要した臨床試験の期間を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

 

 

2.9%

14.3%

20.0%

5.7%
5.7%

51.4%

６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３年以上

無回答

件数 割合

① なし 3 8.6%

② １年未満 5 14.3%
③ １～２年未満 6 17.1%
④ ２～３年未満 2 5.7%
⑤ ３～５年未満 1 2.9%
⑥ ５年以上 1 2.9%

無回答 17 48.6%

35 100.0%回答者数
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Q33-9. クラスＩＩＩ製品について特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかか

った期間を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

 

 

8.6%

14.3%

17.1%

5.7%
2.9%2.9%

48.6%

なし

１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５年以上

無回答

件数 割合

① ２年未満 4 11.4%

② ２～３年未満 2 5.7%
③ ３～５年未満 6 17.1%
④ ５～７年未満 0 0.0%
⑤ ７～１０年未満 1 2.9%
⑥ １０年以上 1 2.9%

無回答 21 60.0%

35 100.0%回答者数
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Q34. 体外診断用医薬品について、薬事上の再審査期間または使用成績評価の調査期間が

付与されたか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①はい 

□②いいえ 

 

 

 

 

 

  

11.4%

5.7%

17.1%

0.0%
2.9%

2.9%

60.0%

２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５～７年未満

７～１０年未満

１０年以上

無回答

件数 割合

① はい 0 0.0%

② いいえ 17 48.6%
無回答 18 51.4%

35 100.0%回答者数

0.0%

48.6%
51.4%

はい

いいえ

無回答
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D-2. 体外診断用医薬品の特許出願について 

 

Q35. 特許出願経験について、下記の選択肢からお選びください。（複数選択可） 

□①日本で出願したことがある 

□②日本以外の国で出願したことがある 

□③特許出願の経験はない 

 

 

 

 

 

Q36. 日本で特許出願経験がある場合、１年あたりの平均出願件数について、下記の選択

肢からいずれか一つお選びください。 

□①１～５件／年 

□②６～１０件／年 

□③１１～３０件／年 

□④３１件以上／年 

 

件数 割合

① 日本で出願したことがある 25 71.4%

② 日本以外の国で出願したことがある 23 65.7%
③ 特許出願の経験はない 8 22.9%

無回答 0 0.0%

35 100.0%回答者数

25

23

8

0 5 10 15 20 25 30

日本で出願したことがある

日本以外の国で出願したことがある

特許出願の経験はない
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Q37. 日本で特許登録経験がある場合、１年あたりの平均登録件数について、下記の選択

肢からいずれか一つお選びください。 

□①１～５件／年 

□②６～１０件／年 

□③１１～３０件／年 

□④３１件以上／年 

 

 
 

件数 割合

① １～５件／年 18 72.0%

② ６～１０件／年 5 20.0%
③ １１～３０件／年 1 4.0%
④ ３１件以上／年 0 0.0%

無回答 1 4.0%

25 100.0%回答者数

72.0%

20.0%

4.0% 0.0%4.0%

１～５件／年

６～１０件／年

１１～３０件／年

３１件以上／年

無回答

件数 割合

① １～５件／年 21 84.0%

② ６～１０件／年 2 8.0%
③ １１～３０件／年 1 4.0%
④ ３１件以上／年 0 0.0%

無回答 1 4.0%

25 100.0%回答者数
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Q38. 日本で特許登録経験がある場合、登録した特許権の出願時からの保持期間と全体に

対する割合について、下記の選択肢を選びその割合をお答えください。 

□①５年未満 

□②５～１０年未満 

□③１０～１５年未満 

□④１５～２０年未満 

□⑤２０年以上 

 

 

 

84.0%

8.0%

4.0% 0.0%4.0%

１～５件／年

６～１０件／年

１１～３０件／年

３１件以上／年

無回答

件数 割合

① ５年未満 8 32.0%

② ５～１０年未満 10 40.0%
③ １０～１５年未満 10 40.0%
④ １５～２０年未満 13 52.0%
⑤ ２０年以上 0 0.0%

無回答 2 8.0%

25 100.0%回答者数
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0 5 10 15

５年未満

５～１０年未満

１０～１５年未満

１５～２０年未満

２０年以上
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（４）医療機器に関する質問 

B-3. 特許権の存続期間の延長登録制度について 

 

Q39. 医療機器について、１つの製品に対し、平均的にいくつの特許権で保護がされてい

るか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①１つのみ 

□②複数（２～９） 

□③複数（１０以上） 

 

 

 

 

 

Q40. 製造販売承認（処分）を受けることが必要であるために、特許発明の実施をするこ

とができない期間は一般的にどの程度存在するか、下記の選択肢からお選びください。 

（機器によって期間が異なる場合は、複数の選択肢を選択のうえ、それぞれに該当する具

体的な機器の種類をご記入ください。） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１年～２年未満 

□④２年～３年未満 

件数 割合

① １つのみ 4 8.5%

② 複数（２～９） 24 51.1%
③ 複数（１０以上） 10 21.3%

無回答 9 19.1%

47 100.0%回答者数

8.5%

51.1%

21.3%

19.1%
１つのみ

複数（２～９）

複数（１０以上）

無回答
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□⑤３年以上 

 

 

 

 

 

具体的な機器の種類 

「①６ヶ月未満」 

・ ICUベッド、透析チェア 

・ 分析機器 

・ カテーテル 

・ 体外診断用機器 

 

「②６ヶ月～１年未満」 

・ 酸素濃縮器 

・ 培養装置（他家培養） 

・ コンピューテッドラジオグラフィ、デジタルラジオグラフィ、電子内視鏡、デジタル

式乳房用X線診断装置、超音波診断装置 等 

・ クラスⅡ製品 

・ カテーテル 

・ 一般医療機器、管理医療機器 

件数 割合

① ６ヶ月未満 7 14.9%

② ６ヶ月～１年未満 12 25.5%
③ １年～２年未満 8 17.0%
④ ２年～３年未満 5 10.6%
⑤ ３年以上 4 8.5%

無回答 16 34.0%

47 100.0%回答者数

7

12

8

5

4

0 5 10 15

６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１年～２年未満

２年～３年未満

３年以上
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「③１年～２年未満」 

・ 歯科用医療機器 

・ 体外診断用機器 

・ 高度管理医療機器 

・ クラスⅠ 体外診断用機器 

 

「④２年～３年未満」 

・ ステント 

・ クラスⅣ 

・ クラス3 内転型痙攣性発声障害に対するチタンブリッジ 

 

「⑤３年以上」 

・ 血液浄化器 

・ 新医療機器 

・ クラスⅣ 

 

Q41. 米国における医療機器の延長について 

Q41-1．医療機器について米国で製造・販売等を行っているか。もしくは行ったことがあ

るか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①経験あり 

□②経験なし 

 

 

 

件数 割合

① 経験あり 18 38.3%

② 経験なし 28 59.6%
無回答 1 2.1%

47 100.0%回答者数
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具体的な機器の種類 

・ 超音波診断装置、MRI装置、X線診断装置、粒子線治療装置 

・ 分析機器 

・ ビデオ内視鏡 

・ 血球分析装置、尿分析装置など 

・ 歯科用医療機器 

・ コンピューテッドラジオグラフィ、デジタルラジオグラフィ、電子内視鏡、デジタル

式乳房用X線診断装置、超音波診断装置 等 

・ 体外診断用機器 

・ 内臓機能検査用器具 

・ カテーテル、血液浄化器 

 

Q41-2. 医療機器について米国でのみ特許権の延長登録出願が認められているが、利用経

験はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、経験がない場合、そ

の理由をお答えください。 

□①経験あり 

□②経験なし 

 

 

 

38.3%

59.6%

2.1%

経験あり

経験なし

無回答

件数 割合

① 経験あり 0 0.0%

② 経験なし 46 97.9%
無回答 1 2.1%

47 100.0%回答者数
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米国で医療機器の延長登録出願を利用しなかった理由（自由記載） 

・ 延長の必要性がないため。 

・ 弊社の医療機器の場合、複数の特許で製品を守ることが多く、1件の特許の権利満了

による、独占力の影響がさほど大きくないため。 

・ 延長登録の対象となる製品についてまだFDA承認を取得していないため。 

・ 知らなかった。 

・ 当該分野において延長登録を詳細検討する必要性を感じる社内での事例がなかったた

め。 

・ 医療機器の延長登録出願の認識が薄かったため。 

・ 利用の検討を行っていない為。 

・ 開発途中 計画中である。 

・ 対象となるクラスの製品を販売していない。 

 

Q41-3. 米国で医療機器の特許権が期間延長登録されることにより、困っている、もしく

は困った経験はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、経験があ

る場合、その内容や理由をお答えください。 

（自社特許の延長に伴う経験でも、他社特許の延長に伴う経験でもいずれも可） 

□①はい 

□②いいえ 

 

0.0%

97.9%

2.1%

経験あり

経験なし

無回答
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困っている、もしくは困った経験の内容や理由（自由記載） 

・ 確定終期が不明確であったため。 

・ 権利範囲の確定や延長期間の確認が必要。 

・ 対象となるクラスの製品を販売していない。 

 

Q42. 日本で医療機器の特許権の期間延長登録が認められないことで、困っている、もし

くは困った経験はあるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、経験が

ある場合、その内容や理由をお答えください。 

□①はい 

□②いいえ 

 

 

 

件数 割合

① はい 1 2.1%

② いいえ 40 85.1%
無回答 6 12.8%

47 100.0%回答者数

2.1%

85.1%

12.8%

はい

いいえ

無回答

件数 割合

① はい 4 8.5%

② いいえ 39 83.0%
無回答 4 8.5%

47 100.0%回答者数
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困っている、もしくは困った経験の内容や理由（自由記載） 

・ 開発や特許出願は済んでいても販売できる期間が短くなる。 

・ 現に実施できない期間があるにもかかわらず、単に特許権の満了が近付くのを見てい

るだけとなる。 

 

Q43. 他社が医療機器の特許権を２０年よりも長い期間独占すると仮定した場合、どのよ

うに考えるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。また、その理由をお答え

ください。 

□①医療機器の特許権についても、医薬品等と同様に、期間延長が認められるべきである 

□②医療機器の特許権について期間延長が導入されることは、望ましくない 

□③その他 

□④わからない 

 

 

 

8.5%

83.0%

8.5%

はい

いいえ

無回答

件数 割合

① 医療機器の特許権についても、医薬品等と同様に、期間延長が認めら
れるべきである

14 29.8%

② 医療機器の特許権について期間延長が導入されることは、望ましくない 16 34.0%
③ その他 2 4.3%
④ わからない 14 29.8%

無回答 1 2.1%

47 100.0%回答者数
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「③その他」の自由記載 

・ 一定の範囲の医療機器について期間延長が認められるべきである。 

・ 社会的要請度合いによって判断できないのか？難しいとは思いますが… 

 

理由（自由記載） 

（①と回答） 

・ 承認を得るために治験が必要なものについては延長を認めるべき。 

・ 承認が必要な製品の開発期間が長く費用は大きいため、回収に時間がかかるため。 

・ 製品の根幹となる技術が発明として権利化された場合に、その期間が延長される事に

よって自社製品の根幹となる技術を保護できる為。 

・ 必ずしも更新が著しく多くなされるとは限らない。 

 

（②と回答） 

・ 工業製品と同等の技術が使われているのがほとんどのため。 

・ 部品供給が減少するため、機器のライフサイクル上特許延長はあまり意味がないと思

う。 

・ 製品ライフサイクル、技術の進歩、また、医薬品ほど臨床試験等で時間を要すること

が少ない。 

・ 業界全体の発展が遅れる。 

・ 医療機器製品以外と同様に、過去の特許で新しい製品が20年以上阻害される事は産業

の発展上望ましくないと考える。 

・ 製品ライフサイクルが比較的短く、期間延長ニーズに乏しい。  

・ 特許制度を曲げるほど薬事審査期間が長いわけではない。  

29.8%

34.0%

4.3%

29.8%

2.1%
医療機器の特許権につい

ても、医薬品等と同様に、

期間延長が認められるべき

である

医療機器の特許権につい

て期間延長が導入されるこ

とは、望ましくない

その他

わからない
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・ 発明と製品の対応が明確な医薬農薬分野に比べ、多様な技術分野の集合体である医療

機器分野では対応が極めて複雑となる。イノベーション度の低いマイナー特許に過度

な特許保護を与えることは、産業界のインセンティブ／ベネフィットのバランスを歪

め、産業発展を後退させかねない。  

・ 特許期間延長は特例として扱われるべきで、事業分野毎に微調整すべき事項ではない。  

・ 医薬品は製品と特許が1対1の関係になることも多いが、医療機器の場合、1個の自社

製品に対して、複数の改良発明によって多面的に保護している。  

・ また、医療機器のライフサイクルは医薬品より短いため、改良された医療機器に対し

て新たな特許出願がなされる。そのため、これらの全ての特許の存続期間が延長され

ることは、特許権者の過度の保護につながると考える。医療機器の場合、20年の特許

期間があれば、開発投資に見合うと考える。  

・ 特許の終期を20年と決めることは、産業全体にとって医療機器の新たな開発に資する

と考えるので、患者へのメリットも大きい。  

・ 早い段階で特許満了期間を確定させ、それを確認できる枠組みが必要。  

・ 製品と特許の対応関係を特許権者が明示する枠組みが必要。 

・ 医薬品と異なり、マイナーチェンジした部品が検査方法などで関連特許を出すことで

実質的に当該製品特許期間の延長と考えられるため。 

・ 革新的な進歩が早期に実現可能となるよう配慮する必要があると思います。また、産

業の発達が阻害されると思います。 

 

（③と回答） 

・ 機器の場合、部品の特許もあり、部品については医療用以外への適用もあり得るため、

全ての医療機器について延長を認めると特許権の延長の対象が広範囲に及ぶ可能性が

ある。 

 

Q44. 医療機器について、改良製品を出すまでの期間について、下記の選択肢からお選び

ください。 

（機器によって期間が異なる場合は、複数の選択肢を選択のうえ、それぞれに該当する具

体的な機器の種類をご記入ください。） 

□①３年未満 

□②３年～５年未満 

□③５年～１０年未満 

□④１０年以上 
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具体的な機器の種類 

「①３年未満」 

・ 透析チェア 

・ MRI装置、CT装置、X線診断装置、超音波診断装置ソフト、粒子線治療装置ソフト 

・ コンピューテッドラジオグラフィ、デジタルラジオグラフィ、電子内視鏡、デジタル

式乳房用X線診断装置、超音波診断装置 

・ カテーテル、血液浄化器 

・ クラスⅣ 

・ 体外診断用機器 

・ カテーテル等 

 

「②３年～５年未満」 

・ 組合せ医療機器 

・ 酸素濃縮器 

・ 超音波診断装置ハード、粒子線治療装置ハード 

・ 分析機器 

・ ビデオ内視鏡 

・ デジタルラジオグラフィ、電子内視鏡、デジタル式乳房用X線診断装置 

件数 割合

① ３年未満 18 38.3%

② ３年～５年未満 17 36.2%
③ ５年～１０年未満 7 14.9%
④ １０年以上 0 0.0%

無回答 10 21.3%

47 100.0%回答者数

18

17

7

0

0 5 10 15 20

３年未満

３年～５年未満

５年～１０年未満

１０年以上
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・ 理学療法機器、内臓機能検査用器具、聴力検査用器具 

・ クラスⅣ 

・ カテーテル等 

 

「③５年～１０年未満」 

・ 歯科用医療機器 

・ チタンブリッジでは、たまたまそうなった。 

 

Q45. 医療機器の安全性の審査の申請から製造販売承認（処分）までの手続にかかる期間

について 

Q45-1. 医療機器について、安全性の審査の申請から製造販売承認（処分）までの手続に

かかる期間が常態的に2年以上の長期間がかかり、特許された発明が実施できないため、

他の技術分野よりも発明の保護が著しく欠けていると考えられるか、下記の選択肢からい

ずれか一つお選びください。 

□①はい 

□②いいえ 

□③その他 

□④わからない 

 

 

 

件数 割合

① はい 8 17.0%

② いいえ 17 36.2%
③ その他 1 2.1%
④ わからない 20 42.6%

無回答 1 2.1%

47 100.0%回答者数
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「③その他」の自由記載 

・ 常態的に長期間かかるか否かはわからないが、特許された発明が実施できない期間が

あるのは他の技術分野に比べて発明の保護が欠けている。 

 

Q45-2. Q45-1で①を選択した方にお聞きします。発明の保護が著しく欠けていると考え

る医療機器は、機器の種類、名称、製品カテゴリー等で客観的に明確に区分できるか、下

記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①はい 

□②いいえ 

□③その他 

 

 

 

17.0%

36.2%

2.1%

42.6%

2.1%

はい

いいえ

その他

わからない

無回答

件数 割合

① はい 2 25.0%

② いいえ 5 62.5%
③ その他 0 0.0%

無回答 1 12.5%

8 100.0%回答者数
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「①はい」の具体的な区分方法 

・ 新医療機器、または治験が必要な製品 

・ 挙げるとするとクラスⅣ分類で治験が必要なもの 

・ クラス3 

 

Q46. 仮に医療機器のクラス分類に基づいて、医療機器の延長対象を定めることについて

どのように考えるか、下記の選択肢からお選びください。（複数回答可） 

□①クラスＩ（例：体外診断用機器、鋼製小物、Ｘ線フィルム、歯科技工用用品）を全て

延長対象とすることが適切 

□②クラスＩＩ（例：ＭＲＩ装置、電子内視鏡、消化器用カテーテル、超音波診断装置）

を全て延長対象とすることが適切 

□③クラスＩＩＩ（例：透析器、人工骨、人工呼吸器）を全て延長対象とすることが適切 

□④クラスＩＶ（例：ペースメーカ、人工心臓弁、ステントグラフト）を全て延長対象と

することが適切 

□⑤クラス分類に基づいて延長対象を決めることは不適切 

□⑥その他 

□⑦わからない 

 

25.0%

62.5%

0.0%

12.5%
はい

いいえ

その他

無回答
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Q47. 医薬における「有効成分」に相当するものが、医療機器にはあると考えるか、下記

の選択肢からいずれか一つお選びください。あると考える場合は、具体的に何に相当する

と考えるか、お答えください。 

□①ある 

□②ない 

□③わからない 

 

 

 

件数 割合

① クラスＩ（例：体外診断用機器、鋼製小物、Ｘ線フィルム、歯科技工用用
品）を全て延長対象とすることが適切

2 4.3%

② クラスＩＩ（例：ＭＲＩ装置、電子内視鏡、消化器用カテーテル、超音波診断
装置）を全て延長対象とすることが適切

2 4.3%

③ クラスＩＩＩ（例：透析器、人工骨、人工呼吸器）を全て延長対象とすることが
適切

7 14.9%

④ クラスＩＶ（例：ペースメーカ、人工心臓弁、ステントグラフト）を全て延長対
象とすることが適切

7 14.9%

⑤ クラス分類に基づいて延長対象を決めることは不適切 20 42.6%
⑥ その他 0 0.0%
⑦ わからない 14 29.8%

無回答 3 6.4%

47 100.0%回答者数

2

2

7

7

20

0

14

0 5 10 15 20 25

クラスＩ（例：体外診断用機器、鋼製小…

クラスＩＩ（例：ＭＲＩ装置、電子内視鏡、…

クラスＩＩＩ（例：透析器、人工骨、人工…

クラスＩＶ（例：ペースメーカ、人工心臓…

クラス分類に基づいて延長対象を決…

その他

わからない

件数 割合

① ある 8 17.0%

② ない 12 25.5%
③ わからない 26 55.3%

無回答 1 2.1%

47 100.0%回答者数
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あると考える場合は、具体的に何に相当すると考えるか 

・ ある場合とない場合がある。 

・ 診断機器の測定原理、インプラントの原材料等（有効成分が医薬の効果を奏する主な

部分と考えると、診断機器では測定原理が診断のための主な部分で、インプラントで

はその原材料が骨の接合などの効果を奏するための部分であるため。）。 

・ 低周波治療機における出力波形等。 

・ ある治療を行うに際して、その医療機器に特徴的な構造等が必要となる為。 

・ 特許と同様、根幹となる技術（動作や測定の機構）。 

 

C-3. 医療機器の製造販売承認（処分）について 

 

Q48. 各国で医療機器の製造販売承認（処分）を受けた経験があるか、下記の選択肢から

お選びください。（複数選択可） 

□①日本 

□②米国 

□③欧州 

□④韓国 

□⑤その他 

 

17.0%

25.5%55.3%

2.1%

ある

ない

わからない

無回答
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Q49. 日本での医療機器の製造販売承認及び第三者認証（処分）について 

（日本で医療機器（クラスＩＩ、クラスＩＩＩ、クラスＩＶ）の処分を受けた製品の平均

を想定して回答してください） 

（クラスＩＩ製品について） 

Q49-1. クラスＩＩ製品について薬事申請から処分までにかかった期間を、それぞれ下記

の選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

件数 割合

① 日本 33 70.2%

② 米国 18 38.3%
③ 欧州 15 31.9%
④ 韓国 13 27.7%
⑤ その他 17 36.2%

無回答 12 25.5%

47 100.0%回答者数

33

18

15

13

17

0 10 20 30 40

日本

米国

欧州

韓国

その他
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（ｂ第三者認証） 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

 

 

件数 割合

① ６ヶ月未満 6 12.8%

② ６ヶ月～１年未満 7 14.9%
③ １～２年未満 3 6.4%
④ ２～３年未満 1 2.1%
⑤ ３年以上 1 2.1%

無回答 29 61.7%

47 100.0%回答者数

12.8%

14.9%

6.4%

2.1%
2.1%

61.7%

６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３年以上

無回答

件数 割合

① ６ヶ月未満 12 25.5%

② ６ヶ月～１年未満 5 10.6%
③ １～２年未満 0 0.0%
④ ２～３年未満 1 2.1%
⑤ ３年以上 1 2.1%

無回答 28 59.6%

47 100.0%回答者数
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Q49-2. クラスＩＩ製品について医療機器の処分を受けるために要した臨床試験の期間を、

それぞれ下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

 

 

25.5%

10.6%

0.0%2.1%
2.1%

59.6%

６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３年以上

無回答

件数 割合
① なし 16 34.0%

② １年未満 2 4.3%
③ １～２年未満 3 6.4%
④ ２～３年未満 0 0.0%
⑤ ３～５年未満 1 2.1%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 25 53.2%

47 100.0%回答者数
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（ｂ第三者認証） 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

 

 

34.0%

4.3%

6.4%
0.0%2.1%0.0%

53.2%

なし

１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５年以上

無回答

件数 割合

① なし 16 34.0%

② １年未満 2 4.3%
③ １～２年未満 1 2.1%
④ ２～３年未満 0 0.0%
⑤ ３～５年未満 1 2.1%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 27 57.4%

47 100.0%回答者数
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Q49-3. クラスＩＩ製品について特許出願～処分を受けるまでにかかった期間を、それぞ

れ下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

（ａ製造販売承認） 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

 

 

34.0%

4.3%
2.1%0.0%2.1%0.0%

57.4%

なし

１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５年以上

無回答

件数 割合

① ２年未満 8 17.0%

② ２～３年未満 4 8.5%
③ ３～５年未満 2 4.3%
④ ５～７年未満 0 0.0%
⑤ ７～１０年未満 1 2.1%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 32 68.1%

47 100.0%回答者数
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（ｂ第三者認証） 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

 

 

17.0%

8.5%

4.3%
0.0%
2.1%
0.0%

68.1%

２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５～７年未満

７～１０年未満

１０年以上

無回答

件数 割合

① ２年未満 7 14.9%

② ２～３年未満 3 6.4%
③ ３～５年未満 2 4.3%
④ ５～７年未満 0 0.0%
⑤ ７～１０年未満 1 2.1%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 34 72.3%

47 100.0%回答者数
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（クラスＩＩＩ製品について） 

Q49-4. クラスＩＩＩ製品について薬事申請～製造販売承認（処分）までにかかった期間

を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

 

 

14.9%

6.4%

4.3%
0.0%
2.1%
0.0%

72.3%

２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５～７年未満

７～１０年未満

１０年以上

無回答

件数 割合

① ６ヶ月未満 2 4.3%

② ６ヶ月～１年未満 7 14.9%
③ １～２年未満 3 6.4%
④ ２～３年未満 0 0.0%
⑤ ３年以上 1 2.1%

無回答 34 72.3%

47 100.0%回答者数
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Q49-5. クラスＩＩＩ製品について医療機器の製造販売承認（処分）を受けるために要し

た臨床試験の期間を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

 

 

4.3%

14.9%

6.4%

0.0%
2.1%

72.3%

６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３年以上

無回答

件数 割合

① なし 10 21.3%

② １年未満 0 0.0%
③ １～２年未満 2 4.3%
④ ２～３年未満 0 0.0%
⑤ ３～５年未満 3 6.4%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 32 68.1%

47 100.0%回答者数
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Q49-6. クラスＩＩＩ製品について特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかか

った期間を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

 

 

21.3%

0.0%
4.3%
0.0%

6.4%

0.0%
68.1%

なし

１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５年以上

無回答

件数 割合

① ２年未満 2 4.3%

② ２～３年未満 2 4.3%
③ ３～５年未満 2 4.3%
④ ５～７年未満 1 2.1%
⑤ ７～１０年未満 1 2.1%
⑥ １０年以上 0 0.0%

無回答 39 83.0%

47 100.0%回答者数
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（クラスＩＶ製品について） 

Q49-7. クラスＩＶ製品について薬事申請～製造販売承認（処分）までにかかった期間を、

下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①６ヶ月未満 

□②６ヶ月～１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３年以上 

 

 

 

4.3%
4.3%

4.3%
2.1%
2.1%0.0%

83.0%

２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５～７年未満

７～１０年未満

１０年以上

無回答

件数 割合

① ６ヶ月未満 1 2.1%

② ６ヶ月～１年未満 3 6.4%
③ １～２年未満 5 10.6%
④ ２～３年未満 1 2.1%
⑤ ３年以上 0 0.0%

無回答 37 78.7%

47 100.0%回答者数
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Q49-8. クラスＩＶ製品について医療機器の製造販売承認（処分）を受けるために要した

臨床試験の期間を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①なし 

□②１年未満 

□③１～２年未満 

□④２～３年未満 

□⑤３～５年未満 

□⑥５年以上 

 

 

 

2.1% 6.4%

10.6%

2.1%
0.0%

78.7%

６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３年以上

無回答

件数 割合

① なし 5 10.6%
② １年未満 1 2.1%
③ １～２年未満 1 2.1%
④ ２～３年未満 3 6.4%
⑤ ３～５年未満 1 2.1%
⑥ ５年以上 0 0.0%

無回答 36 76.6%

47 100.0%回答者数
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Q49-9. クラスＩＶ製品について特許出願～製造販売承認（処分）を受けるまでにかかっ

た期間を、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①２年未満 

□②２～３年未満 

□③３～５年未満 

□④５～７年未満 

□⑤７～１０年未満 

□⑥１０年以上 

 

 

 

10.6%

2.1%
2.1%

6.4%

2.1%
0.0%

76.6%

なし

１年未満

１～２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５年以上

無回答

件数 割合

① ２年未満 0 0.0%

② ２～３年未満 2 4.4%
③ ３～５年未満 1 2.2%
④ ５～７年未満 1 2.2%
⑤ ７～１０年未満 2 4.4%
⑥ １０年以上 1 2.2%

無回答 38 84.4%

45 100.0%回答者数
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Q50. 医療機器の製造販売承認（処分）に対応する特許権 

Q50-1. 医療機器の製造販売承認（処分）に対応する特許権が存在したか、下記の選択肢

からお選びください。 

□①はい 

□ａ 医療機器自体の特許 

□ｂ 医療機器に関する特許（医療機器の作動方法の特許、医療機器を構成する一部分の

特許等） 

□ｃ その他 

□②いいえ 

 

 

 

0.0%4.4% 2.2%2.2%
4.4%

2.2%

84.4%

２年未満

２～３年未満

３～５年未満

５～７年未満

７～１０年未満

１０年以上

無回答

件数 割合

① はい 26 55.3%

② いいえ 12 25.5%
無回答 9 19.1%

47 100.0%回答者数
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※「①はい」詳細 

 
 

 

 

Q50-2. 医療機器の薬事審査の流れで製造販売承認（処分）を受けた内容が申請当初より

変更された結果、処分の内容と対応する特許のクレーム範囲にずれが生じて困ったことは

あるか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①はい 

□②いいえ 

55.3%

25.5%

19.1%
はい

いいえ

無回答

件数 割合

ａ 医療機器自体の特許 17 65.4%

ｂ 医療機器に関する特許（医療機器の作動方法の特許、医療機器を構成
する一部分の特許等）

17 65.4%

ｃ その他 1 3.8%
無回答 0 0.0%

26 100.0%回答者数

17

17

1

0 5 10 15 20

医療機器自体の特許

医療機器に関する特許（医療機器の作

動方法の特許、医療機器を構成する一

部分の特許等）

その他
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Q51. 医療機器について、薬事上の再審査期間または使用成績評価の調査期間が付与され

たか、下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①はい 

□②いいえ 

 

 

 

件数 割合

① はい 1 2.1%

② いいえ 36 76.6%
無回答 10 21.3%

47 100.0%回答者数

2.1%

76.6%

21.3%
はい

いいえ

無回答

件数 割合

① はい 3 6.4%

② いいえ 28 59.6%
無回答 16 34.0%

47 100.0%回答者数
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「①はい」の年数 

・ ２年 

・ ３年 

・ ７年 

 

D-3. 医療機器の特許出願について 

 

Q52. 医療機器の特許出願経験について、下記の選択肢からお選びください。（複数選択

可） 

□①日本で出願したことがある 

□②日本以外の国で出願したことがある 

□③特許出願の経験はない 

 

 

 

6.4%

59.6%

34.0%

はい

いいえ

無回答

件数 割合

① 日本で出願したことがある 34 72.3%

② 日本以外の国で出願したことがある 31 66.0%
③ 特許出願の経験はない 8 17.0%

無回答 2 4.3%

47 100.0%回答者数
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Q53. 日本で医療機器の特許出願経験がある場合、１年あたりの平均出願件数について、

下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①１～５件／年 

□②６～１０件／年 

□③１１～５０件／年 

□④５１件以上／年 

 

 
 

 

34

31

8

0 10 20 30 40

日本で出願したことがある

日本以外の国で出願したことがある

特許出願の経験はない

件数 割合

① １～５件／年 17 48.6%

② ６～１０件／年 5 14.3%
③ １１～５０件／年 5 14.3%
④ ５１件以上／年 6 17.1%

無回答 2 5.7%

35 100.0%回答者数

48.6%

14.3%

14.3%

17.1%

5.7%

１～５件／年

６～１０件／年

１１～５０件／年

５１件以上／年

無回答
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Q54. 日本で医療機器の特許登録経験がある場合、１年あたりの平均登録件数について、

下記の選択肢からいずれか一つお選びください。 

□①１～５件／年 

□②６～１０件／年 

□③１１～５０件／年 

□④５１件以上／年 

 

 
 

 

 

Q55. 日本で医療機器の特許登録経験がある場合、登録した特許権の出願時からの保持期

間と全体に対する割合について、下記の選択肢を選びその割合をお答えください。 

□①５年未満 

□②５～１０年未満 

□③１０～１５年未満 

□④１５～２０年未満 

□⑤２０年 

 

件数 割合

① １～５件／年 17 48.6%

② ６～１０件／年 6 17.1%
③ １１～５０件／年 4 11.4%
④ ５１件以上／年 4 11.4%

無回答 4 11.4%

35 100.0%回答者数

48.6%

17.1%

11.4%

11.4%

11.4%

１～５件／年

６～１０件／年

１１～５０件／年

５１件以上／年

無回答
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※「（２）再生医療等製品に関する質問」、「（３）体外診断用医薬品に関する質問」、

「（４）医療機器に関する質問」の設問に回答した企業数 

 

 

以上 

 

 

 

件数 割合

① ５年未満 9 26.5%

② ５～１０年未満 7 20.6%
③ １０～１５年未満 13 38.2%
④ １５～２０年未満 18 52.9%
⑤ ２０年 8 23.5%

無回答 9 26.5%

34 100.0%回答者数

9

7

13

18

8

0 5 10 15 20

５年未満

５～１０年未満

１０～１５年未満

１５～２０年未満

２０年

件数 割合

イ 再生医療等製品 38 29.0%

ロ 体外診断用医薬品 35 26.7%
ハ 医療機器 47 35.9%

無回答 41 31.3%

131 100.0%回答者数



 

 

 

 



 

 

 

資料Ⅳ 
国内ヒアリング調査結果 

 

資料1 

アンケート先企業 
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資料Ⅳ 国内ヒアリング調査結果 

 

 資料1 アンケート先企業 

 

１．調査対象 

 国内アンケート調査の調査先企業について、再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療

機器の研究開発を行う企業を含む、12者を対象にヒアリングを行った。 

 

２．調査期間 

 9月21日から10月21日にかけて実施した。 

 

 

  



 

- 404 - 

平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究 

「特許法施行令第２条第２号に規定する再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の

現状及び課題等に関する調査研究」ヒアリング調査ご協力のお願い 

 

平成28年8月 

一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 

経済産業省 特許庁 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、知的財産行政及び知的財産研究所の活動にご理解・ご協力いただき、厚く御礼申し上げま

す。 

 

今年度、弊所におきましては、特許庁の委託を受け「特許法施行令第２条第２号に規定する再生医療等製品、

体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現状及び課題等に関する調査研究」を進めているところでございます。 

この調査研究の下、貴社には、既に8月26日付で本調査研究に関するアンケート調査の質問票をお送

りさせていただき、貴社のご経験とご意見をお聴きしておりますが、このヒアリング調査では、アン

ケート調査にご回答いただいた点についてより詳しく掘り下げて、また、アンケート調査ではお聴き

しにくい点をお伺いしたいと考えております。なお、アンケート未回答の場合は併せて回答をお願い

することもございます。 

 

ヒアリング時間は、 大で2時間程度を想定しております。また、ヒアリング結果は、報告書の一部

として公開することがありますが、公開を望まれない部分につきましては非公開とさせていただきま

す。それを前提に可能な範囲でご回答をいただければ幸いです。 

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、何とぞご協力賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

敬具 
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（１） 特許権の存続期間の延長登録制度について 

 

（ⅰ） 日本の延長登録出願の利用経験について。（アンケートの【Q5】に対応） 

 

 延長登録出願をしている。（アンケート先企業Ａ等） 

 

 出願経験はない。基本特許よりも改良特許が多く、延長が必要な特許権がないことや、

体外診断用医薬品分野では申請から登録までの期間が比較的短いこと等が挙げられる。

（アンケート先企業Ｆ） 

 

 一般に、体外診断用医薬品は薬事申請から承認までの期間が１年程度と短いので、延長

が必要なケースは少ないが、中には審査に１年以上の期間を要する場合もあるので、今後、

そのようなものに対応する特許権があれば、延長制度を利用したいと考えている。（アン

ケート先企業Ｇ） 

 

 体外診断用医薬品の場合、医薬品とは異なり、申請から登録までの期間が短いので、延

長が必要なケースは少ないのではないかと思われる。（アンケート先企業Ｈ） 

 

 体外診断用医薬品は申請から承認までの期間が短いこともあり、これまで延長登録の必

要性を感じたことはない。今後も延長登録を利用する可能性はあまり高くないものと思わ

れる。コンパニオン診断薬の場合は、通常の医薬品と同じように試験期間が長くかかるが、

延長登録の必要性はまだ具体化していない。（アンケート先企業Ｉ） 

 

 

（ⅱ） 延長登録制度について重視すべきことは何であると考えますか。（アンケートの

【Q6】に対応） 

 

 イノベーションと権利保護のバランスが必要と考える。また、制度自体がわかりやすく

シンプルであることも必要である。制度がわかりやすくないとその制度を使いづらくなる。

なお、実務では処分の内容の営業秘密保護の作業が発生する点が負担であった。（アンケ

ート先企業Ａ） 

 

 自社の特許権の延長を希望する側と他社の特許権の延長をウォッチングする側とで立場

が異なるため、両者が納得するためにはどのような制度が妥当かをはっきりさせて決めた

方が良いと思う。 
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 延長制度の条文についてはわかりやすさに問題はないと思う。但し、 高裁判決以前に

登録された延長の効力範囲が分かりにくいと思う。 

 大延長期間については国際的な調和がされているが、複数回延長可能な点など、調和

がされていない点がある。これらの点については、国際調和が求められた場合、日本がど

れだけ現状の制度を保つことができるか疑問に思う。（アンケート先企業Ｂ） 

 

 延長制度の分かりにくい点としては、再生医療等製品に関する特許について、どこまで

が延長登録の対象となるのか不明瞭な点が挙げられる。また、再生医療等製品に関し、製

品特許に値する特許は少ないと思うところがある。 

 再生医療等製品に関しては、医師による臨床研究の結果をベースとして開発がすすめら

れ、その際に見いだされた発明について特許出願を行うことになる。このような事情によ

り特許出願から製品化までには時間がかかり、保護特許が開発中に満了することも多く、

自社特許が適切に延長されてほしい面がある。一方、特許権の延長は他社が予測できる範

囲であるべきであり、そういった面でバランスが重要であると思う。（アンケート先企業

Ｃ） 

 

 医薬品産業の発展を考慮すると、特許権のむやみな延長は他社開発を妨害している面が

あるため、あまり好ましくないと思う。発明を実施できない期間である臨床試験や薬事承

認などの開発プロセスを短くすれば、結果として販売独占期間が増加するため、そのよう

な政策が求められる。 

 延長制度のわかりやすさについては、現在の日本の制度は欧米の制度よりわかりやすい

かもしれないと考えている。（アンケート先企業Ｄ） 

 

 延長制度のわかりやすさについては、特に問題がないと考えている。法律改正時の移行

期間における取り扱い等が、わかりづらいと感じることがある。 

 延長期間、延長対象が各国で同じだと、管理はしやすくなるので、国際調和がなされて

いるとよい。（アンケート先企業Ｅ） 

 

 体外診断用医薬品分野では、バイオマーカーと疾患の組み合わせの特許権者(先発メー

カー)が、当該組み合わせの診断試薬等の製造販売を行う他社を排除する、という目的で

延長申請を行うことが考えられる。一方、後発メーカーにおいては、通常、ＩＶＤ製品を

新規に申請する場合に比べて、後発品を申請するほうが費用も手間もかからないため、他

社の承認が下りるのを待って自社の申請を行うという戦略も採り得る。このような状況を

考慮すると、延長する側（先発側）と延長される側（後発側）のバランスを取ることが重

要であると考える。 
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 また、予測可能性も重要であると考えている。（アンケート先企業Ｆ） 

 

 自社の特許権が延長されるのはありがたいが、他社の特許権が延長されると、パテント

クリアランスの負担が増してしまう。ＩＶＤ業界では、先発企業と後発企業が明確に分か

れておらず、製品によって先発になったり、後発になったりする状況にある。 

 日本の現行制度は、制度としては分かりやすいが、延長される特許権の効力範囲や、先

行処分と後行処分の関係等については、分かりにくい面があると感じている。（アンケー

ト先企業Ｇ） 

 

 他社の特許権がむやみに延長されないことと国際調和が重要と考える。日本の現行制度

は、特にわかりにくいとは感じていない。また、正当な理由がある場合に限って延長が認

められる制度になっているので、特に問題はないと考える。（アンケート先企業Ｈ） 

 

 ビジネスにおいては、一定の利害対立は避けられないので、先発企業と後発企業の利益

のバランスに重点を置きすぎるのは意味がないように思う。それよりも、制度自体を分か

りやすく明確なものとすることが も重要である。 

 現在の延長制度はとてもわかりにくいと感じる。延長制度はあくまで「例外」の制度で

あるのに、あたかも制度の一部であるような取扱いがなされており、その結果として制度

全体が不明確になっているのではないか。（アンケート先企業Ｉ） 

 

 延長登録の利用経験はなく、医療機器に関して延長の対象とすることについて要望は持

っていない。（アンケート先企業Ｊ） 

 

 新しい機器を開発しようとする場合、すでに他社が開発している分野に参入する可能性

があるため、他社の特許権がむやみに延長されることは望ましくないと考える。 制度が

分かりやすいことも大切だが、運用面の分かりやすさも大切であると考える。（アンケー

ト先企業Ｋ） 

 

 常識的に考えて、自社、他社の両側の立場を考えバランスを重用すべき。自社製品に関

しては特許期間が長いほうが良いが、ジェネリック関連の事業も行っている立場から考え

ると、他社の特許権がみだりに延長されない方が良い。そのような立場からも、バランス

が重要と考えている。 

 延長制度のわかりやすさについては、特に問題がないと考えている。一方、延長制度は

国によって異なる点が多く、国際調和が必要ではないか。（アンケート先企業Ｌ）  
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（ⅲ） 延長可能な特許権の種類と延長された特許権の効力範囲の関係について重視すべ

きことは何であると考えますか。（アンケートの【Q7】に対応） 

 

 立場によって考え方は変わると思うが、多くの種類の特許（製品のいろいろな側面に関

する多数の特許）が延長されることが望ましいと考えている。（アンケート先企業Ａ） 

 

 ケースバイケースと考えている。例えば、様々な製剤の開発を想定している場合は日本

型、他社へのライセンスアウトを想定するなら欧米型の方が望ましいと思う。（アンケー

ト先企業Ｂ） 

 

 パイオニアに近い特許のみを延長対象とすべきではないか。パイオニア特許を少しだけ

変更した特許については延長対象にすべきでないと考える。延長制度を他社参入排除のた

めだけに活用されるというのは、延長制度の本来の趣旨より外れているように感じ、後続

品開発を考慮すると問題であると考える。保険償還制度の維持の面からも好ましくないと

思う。先発メーカーに対し、そこまで保護する必要があるのかと感じる。特許の保護期間

は本来、出願から20年であることは周知のことであり、それを前提に知財戦略を考えるべ

きではないか。延長制度に頼りすぎる戦略は望ましくないと考える。（アンケート先企業

Ｃ） 

 

 延長制度は特許制度における例外規定なので、延長された特許権の効力範囲は限定的に

すべきと考えている。医薬品特許が延長された場合、出願から25年後まで特許発明の実施

が独占できるが、延長期間ではその発明はすでに20年以上前の古い技術となっており、そ

のような技術の過度な長期間にわたる独占により後発品等の開発を阻止するのは、かえっ

てイノベーションにマイナスではないかとも考えられる。（アンケート先企業Ｄ） 

 

 原則として、革新的な発明は延長されるべきであるが、あまり延長される特許権の効力

範囲が広いのも困る。事案にもよるが、現行制度でバランスはとれているように思う。

（アンケート先企業Ｅ） 

 

 先発企業と後発企業のバランスが重要であるが、延長の効力範囲は狭くなってもよいの

で、なるべく多くの種類の特許権が延長されること、と革新的な発明の特許権のみが延長

され、その延長の範囲が革新性に見合う適切な範囲であることを比較した場合は、後者が

望ましいと考える。ＩＶＤ製品は、絶えず試薬を改良する必要があるので、特定の試薬に

ついて１社が長期間独占した場合、それ以上の改良が進まなくなってしまうという問題点

があるように思われる。（アンケート先企業Ｈ） 
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 回答としては、特許法の精神そのものである選択肢「先発企業のイノベーションの促進

と後発企業の市場参入を阻害しないことの両者のバランス」を選択したが、前述したよう

に、明確でわかりやすいルールを定めることが 重要と考えている。（アンケート先企業

Ｉ） 

 

 日本の現行制度は、制度としては分かりやすいが、延長された特許権の効力がどこまで

及ぶのか、特に、均等や類似の範囲についての判断が難しいと感じている。ハードウエア

特許が延長の対象となった場合、均等の範囲の判断が難しいのではないか。また、医療機

器は、１つの製品に対して複数の特許権が存在するので、その点も考慮する必要がある。 

 延長制度の趣旨に鑑みると、先発企業と後発企業の利益のバランスが取れた制度である

ことが望ましいと考える。（アンケート先企業Ｋ） 

 

 日本の制度は先発品寄りではないかと感じる。延長の機会が多いのではないか。①、②

の回答のどちらが良いかについては、製品の競合状況によりケースバイケースであると思

う。（アンケート先企業Ｌ） 

 

 

（ⅳ） 延長対象や期間について、どのような制度が適切であると考えますか。（アンケ

ートの【Q8】に対応） 

 

 延長対象や期間については、日本型が適切であると考えている。製品に関わる製法や試

験法等も含めた種々の特許が保護される方が望ましいと考える。どの国の制度が制度全体

として もバランスが取れているかは一概に言えない。 

 特許権の存続期間の延長登録制度が国際調和していないため、他社の権利を調べるには、

国ごとの調査・検討が必要になる。日本の制度に精通していることは、日本の会社として

アドバンテージと言えるかもしれない。（アンケート先企業Ａ） 

 

 延長の趣旨は利益を回収できない期間を補填することであることを考えると、米国や欧

州型のように、１特許当たり初回承認による１回限りの延長で補填は十分ではないかと考

える。２回目以降の承認については、初回承認によりその製品について既にビジネスを開

始した後であるため、そのような承認まで補填の対象にするというのは違和感がある。あ

くまで、ある再生医療等製品について、利益の回収が全くない期間のみ補填すべきであり、

一部でも利益が回収できる期間は延長の対象とすべきかについては疑問に思う。（アンケ

ート先企業Ｃ） 
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 再生医療等製品は治験期間が非常に長いが、その期間を全て延長期間に組み込むのは問

題と考えている。その点では、米国型の算定方法が一理あると思う。治験を促進し、必要

期間を短くするような方策を講じるべきと考える。 

 延長対象としてはパイオニア発明のみを対象とすべきで、製法、製剤特許などの回避が

容易な特許については、パイオニアとは言い難い発明に関していることが多く、延長対象

とするのは適切でないと思う。後発品参入阻止のためだけが目的と思われる特許は延長対

象とすべきでないと考えている。 

 初回処分に関するパイオニア発明を保護する特許の延長された効力範囲については、日

本の 高裁判決に基づく権利範囲の解釈では狭いのではないかと感じる。有効成分、効能

効果が同じ範囲まで効力を広げてもよいと思う。製剤特許などその他の発明の特許につい

ては、 高裁判決に基づく効力範囲で十分と考える。（アンケート先企業Ｄ） 

 

 延長の対象は、初回処分のみ、かつ、延長回数は1回が望ましい。効力範囲は、「「成

分、分量、用法、用量、効能、効果」が同じ範囲に限る」（選択肢b）が望ましい。延長

の対象があまり多岐にわたると、後から参入する企業は権利関係が把握しづらく、混乱す

る。 

 一つの製品について複数の特許が延長されていれば、その中で無効になるものがあって

も、有効なものが一つでも残れば製品は引き続き保護できる。そのため、複数の特許が延

長される方がよいのではないか。（アンケート先企業Ｅ） 

 

 体外診断用医薬品メーカーはそれほど積極的に延長制度を利用していないが、他社の特

許権の延長をウォッチングする必要はある。よって、権利範囲を確定させてから延長を認

めたほうが、ウォッチングする側にとって負担が少ない。日本の延長制度は、特許権の登

録後に行われた処分のみを対象としているので、その点ではバランスが取れていると感じ

ている。（アンケート先企業Ｆ） 

 

 日本の制度は、１処分につき複数の特許権が延長できる等、全体的にみて先発企業に有

利な制度になっており、その点で評価できるものである。ただし、先発企業と後発企業の

バランスという観点に着目するならば、米国型が もバランスが取れているように思われ

る。（アンケート先企業Ｇ） 

 

 医薬品の延長対象：製剤の特許は、後発企業が参入しやすい分野であるので、延長を認

めるべきではない。 

 延長された特許権の効力範囲：添付文書の記載はあくまで例示にすぎないため、添付文
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書の範囲のみでは狭すぎると思われる。（アンケート先企業Ｈ） 

 

 延長の対象となる品目および特許権は少ない方がよいと考える。（アンケート先企業Ｉ） 

 

 客観的に制度として見たとき、米国型の規定が合理的に思える項目が多い。米国の延長

制度が全体としてよいということではない。 

② 対象となる処分：米国では、延長対象として医療機器が入っており、選択が可能とい

う点では好ましいのではないか。 

③ 延長可能な回数：製品によって保護する特許のパターンが異なるので、製品によって、

好ましい制度が異なるように思う。 

④ 延長回数：予測可能性が高い点で、米国型が好ましい。 

⑤ 延長期間算定方法: 予測可能性が高い点で、シンプルな日本型が好ましい。 

⑥ 効力範囲：効力範囲の広い米国型が好ましい。製品の型式が変わっただけで効力が及

ばなくなるのは、好ましくない。 

⑦ 出願可能な期間：現状の期限を比べれば日本型が好ましいという程度。（アンケート

先企業Ｊ） 

 

 特にどの国の制度が良いという見解は有していない。米国では医療機器に関する特許権

の延長が認められているが、米国の弁護士から、「ハードウエア特許は、延長の効力がど

こまで及ぶかの判断が難しく、ケースバイケースの判断になるため、一般論を述べること

は困難である」という話を聞いたことがある。 

 通常、医療機器は約２～３年ごとにモデルチェンジを行うので、新しい技術を搭載する

場合は、その都度特許出願を行ってその技術を保護している。そのため、出願から２５年

後まで特許権を延長したいというニーズは小さいように思われる。（アンケート先企業Ｋ） 

 

 他社特許のウォッチングを考慮すると、延長機会が多い日本型よりは、より少ない欧米

型が良いのではないかと思う。（アンケート先企業Ｌ） 
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（ⅴ） 延長制度に対して求めることがあればお答えください。（アンケートの【Q9】に

対応） 

 

 医薬品の場合は「治験届」の提出日を始点として延長期間を算定するが、ＩＶＤ製品で

は、臨床性能試験の際に届け出が不要であるため、延長期間の始点がはっきりしない。そ

のため、臨床性能試験の期間が延長期間に算入されないという特有の問題があり、延長制

度を利用しにくい一因になっていると思われる。より実態に即した制度設計が必要ではな

いかと感じる。（アンケート先企業Ｇ） 

 

 有効成分やその製造方法に関する発明以外の特許権を延長対象とした場合、後発企業の

参入が難しくなるため、これらを延長の対象とすることは望ましくないと考えている。

（アンケート先企業Ｈ） 

 

 高裁判決のように、特許庁と裁判所のダブルスタンダードが生まれる状態は良くない

と思う。（アンケート先企業Ｌ） 

  



 

- 413 - 

（２） 再生医療等製品の特許権の存続期間の延長登録制度について 

 

（ⅰ） 再生医療等製品について、延長登録の対象となる特許の種類はどのようなものが

望ましいものと考えますか。 (アンケートの【Q10】に対応) 

 

 構成細胞・導入遺伝子に関する特許、もしくは、培地、組織運搬用チューブ等も含めた

全ての特許が延長の対象になることが望ましい。例えば、容器の効果が治験で示せれば、

容器に関する特許も延長されてよいのではないかと思う。（アンケート先企業Ａ） 

 

 培地、培養液などは、いろいろな細胞に共通のものが多いため延長は不要ではないかと

思う。但し、ある細胞に特化されたものについては延長対象とするのも理解できる。（ア

ンケート先企業Ｂ） 

 

 「構成細胞・導入遺伝子を含まない構成体」については単独で汎用性のある製品が多い。

このような製品は、再生医療等製品としての開発以外にビジネスチャンスがあり、薬事申

請期間も他社にライセンスアウトするなど開発方法次第で別途利益を回収できる可能性が

ある。基本的に、薬事法の規制対象となっており、薬事承認が下りるまで実施ができない

発明に関する特許にのみ延長の対象を限定した方が良いと思う。（アンケート先企業Ｃ） 

 

 「構成細胞・導入遺伝子を含まない構成体」については、特殊な培地など再生医療等製

品の構成細胞に 適化したものもある。そのようなものは再生医療等製品が承認されては

じめて実施可能となるため、延長登録の対象とすべきではないかと考えている。（アンケ

ート先企業Ｄ） 

 

 培養液、組織運搬用チューブの特許については、他の細胞にも適応することができるの

で、延長の対象とするのは違和感がある。（アンケート先企業Ｅ） 

 

 構成細胞・導入遺伝子に関する発明以外の範囲にまで踏み込んで特許出願を行っていな

い。但し、製造販売のために必要なものであれば延長登録の対象としてよいのではないか

と思う。（アンケート先企業Ｍ） 

 

 

  



 

- 414 - 

（ⅱ） 再生医療等製品について、延長登録の対象となる製造販売承認（処分）について

どのように考えますか。また、その理由をお聞かせください。（アンケートの【Q11】に

対応） 

 

 培地やチューブ差し替えなどの軽微な変更は頻繁に起こるため、延長対象とすべきでは

ないと思う。ただし、あらためての薬事申請が必要な改良医薬品については延長対象とし

てよいのではないかと思う。（アンケート先企業Ｂ） 

 

 高裁判決の考え方に基づいて判断し、全ての処分を延長登録の対象とした方が良いと

思う。（アンケート先企業Ｄ） 

 

 再生医療等製品は保護特許が多く、延長可能な回数が少ない方が先行特許の調査の際に

満了時期の予測がしやすい。（アンケート先企業Ｍ） 

 

 

（ⅲ） 再生医療等製品について、１特許あたり延長可能な回数が複数回である場合、延

長期間の満了時についてどのように考えますか。（アンケートの【Q13】に対応） 

 

 一特許あたり複数回延長可能な場合、二回目以降の処分についても実施できない期間は

あるのだから、初回延長の満了時より長くなっても認めるべきである。そうでなければ、

実質一回の延長しか認めていないのと同じではないかと思う。（アンケート先企業Ｂ）  

 

１特許当たり複数回延長可能な場合、２回目以降の延長ごとに延長期間が変わると第三

者が開発戦略上の見直しを強いられ混乱する可能性が考えられる。２回目以降の延長につ

いては初回延長に合わせた方が、他社モニターの面から考えると第三者が知財戦略を立て

やすいと思う。（アンケート先企業Ｃ） 

 

 細胞の種類を限定しないで、いろいろな再生医療等製品を作成できる方法の特許がある

場合などを考慮すると、複数回（上限なし）延長できることが望ましい。（アンケート先

企業Ｄ） 

 

 延長回数は1回のみが好ましい。他社のウォッチがしやすい。仮に複数回認められる場

合には、初回延長の満了時に合わせたほうがよい。（アンケート先企業Ｅ） 
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（ⅳ） 再生医療等製品について、延長された特許権の効力範囲として、とのようなもの

が望ましいと考えますか。（アンケートの【Q14】に対応） 

 

 再生医療等製品は初回承認では効能がオーファンでしか取れないことが多いため承認範

囲が狭く、二回目以降の承認で適用拡大される可能性が高いため、後の処分で認められた

効能もカバーできるのが望ましいと思う。（アンケート先企業Ｂ） 

 

 

（ⅴ） 再生医療等製品について、延長期間についてどのように考えますか。（アンケー

トの【Q15】に対応） 

 

 現行と同様、（ 長）5年でよい。通常の医薬品と同様の基準でよいのではないか。延

長期間の算定方法は、米国・欧州・韓国の考え方ではなく、慣れている日本の制度がよい。

実際に発明を実施できなかった期間を延長してもらったほうがよい。（アンケート先企業

Ａ） 

 

 ５年より長い方が望ましい。遺伝子治療用製品の治験（自家移植の場合）は、患者より

細胞を採取し培養して遺伝子導入し、それをチェックする過程が入るため一症例の試験に

大変時間がかかり、場合によっては培養中に患者の様態が変化して投与できない事態も起

こりうる。（アンケート先企業Ｂ） 

 

 再生医療等製品の薬事審査期間が長かったのは、これまで審査の蓄積がなくルールがな

かったからであり、現在はPMDAの再生医療等製品の薬事申請に関する戦略相談もあり、早

期承認制度も活用できることから、今後は審査に必要なポイントが明確化され審査期間が

短くなってくると思う。他社モニターの面から考えると、延長が５年以上になった場合の

デメリットの方がむしろ大きくなるため、５年の延長期間が妥当であり、再生医療等製品

だからといって特別扱いは不要と考える。（アンケート先企業Ｃ） 

 

 主要国との調和を優先すべきと考える。主要国が延長期間を変更すれば、長くなった場

合を含め、それに合わせて変更してよいと考えている。（アンケート先企業Ｍ） 
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（ⅵ） 再生医療等製品の製造販売承認（処分）に対応する特許権についてお聞かせくだ

さい。（アンケートの【Q16】に対応） 

 

 構成細胞・導入遺伝子自体の特許のみならず、製造方法、製剤の特許等、製品を保護で

きるような特許を幅広く取得するようにしている。 

 クレームの範囲と処分の内容にずれが生じることは起こりえると考えられる。（アンケ

ート先企業Ａ） 

 

 導入遺伝子やベクターに関する特許を取得している。（アンケート先企業Ｂ） 

 

 今までは、大学等で確立した技術の移転に基づく開発が主流であり、大学等で行われて

いなかった製品化ステージに関する技術について、企業が特許出願している状態であるが、

今後は探索段階から企業が関与した特許出願が増えてくると考えられる。 

 処分内容と対応する特許のクレーム範囲に大きなずれが生じることはないと思う。ただ

し、再生医療等製品の薬事審査過程で効能が限定され、当初想定していた対象疾患からず

れた結果、承認事項とクレームがずれる可能性はあると思う。（アンケート先企業Ｃ） 

 

 承認事項とクレーム範囲がずれたことはこれまでにないが、再生医療等製品の開発の過

程で効能や用法が薬事審査など知財でコントロールできない要因で修正されることにより、

そのような事態が生じる可能性はあると思う。ただし、クレームではできるだけ広く権利

主張するため、その可能性は低いと考えている。（アンケート先企業Ｄ） 

 

 処分内容と特許のクレームの範囲とのずれが生じる可能性がある。例えば、成分の濃度

範囲、添加物を入れる/入れないという項目が、審査の過程で変わる可能性は十分ある。

薬事申請では、ベストの条件のものが製品として承認されるが、特許は先行技術との関係

で、ベストの条件ではないところで取得せざるを得ないこともあるため。細胞自体はすで

に体内に存在するものであるので、それ自身を規定した特許は難しい。したがって、製造

方法、プロダクトバイプロセスの特許を取ることになる。細胞に遺伝子導入等の操作を加

えていけば特許性は出せるが、安全性の担保等、薬事面の対応が難しくなる。（アンケー

ト先企業Ｅ） 

 

 発現マーカーに特徴のある細胞の出願や製剤出願を行っているが、現在いずれも審査中

である。（アンケート先企業Ｍ） 
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（ⅶ） 厚労省の処分後に特許査定を受ける特許権についても、一定期間に限り延長登録

出願可能とする制度についてどのように考えますか。（アンケートの【Q17】に対応） 

 

 基本的に、延長の趣旨に反しているので認めるべきではないと考えている。延長が認め

られるためには処分前の特許査定が必要なため、出願人が意に反しても特許査定の取得を

急ぐバイアスになっていると思う。 

 但し、延長登録出願を行うことができる製造販売承認日から３か月以内の期間に特許査

定を受けた場合であれば、延長登録出願を可能とする、というような救済措置はあっても

いいと思う。（アンケート先企業Ｂ） 

 

 延長制度の趣旨を考えると、薬事処分後に特許査定を受けた特許権を延長するのはおか

しいのではないか。権利化後における利益の回収が全くない期間のみを補てんすべきと考

える。（アンケート先企業Ｃ） 

 

 後続品メーカーが満了時期を予見するのが不可能となり、延長により後続品の開発に支

障が出るため好ましくないと考えている。（アンケート先企業Ｄ） 

 

 条件付き承認は、承認までの期間は短く、先に薬事承認が下りることも十分に想定され

るので、そのような特許権についても延長を認める必要性が高いのではないか。（アンケ

ート先企業Ｅ） 

 

 

（ⅷ） 登録した特許権の保持期間はどのようにして決めていますか。（アンケートの

【Q23】に対応） 

 

 実施化またはライセンスアウトの有無を判断材料としている。出願後年数が経ったもの

については、さらに特許の事業への貢献度も考慮している。（アンケート先企業Ｂ） 

  

 製品への使用可能性を検討しながら判断しているが、当該分野は将来予測が難しいため、

できる限り長期間維持することを基本方針としている。（アンケート先企業Ｃ） 

 

 15年以上保持している権利も数件あるが、1%未満である。出願に注力し始めたのが数年

前からであるため。現在使用している技術に係る特許、他社が将来使いそうな技術に係る

特許は維持する方針である。（アンケート先企業Ｅ） 
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（ⅸ） 後続品開発の可能性について 

 

 再生医療等製品については、現時点で後発品が見える範囲に存在しているということは

ない。再生医療等製品が後発品含めて 終的にどのような形で薬事承認となるかが明確に

されていない。（アンケート先企業Ａ） 

 

 遺伝子治療用製品の後続品については、多くは細胞等への遺伝子導入操作が入るため、

導入後の細胞については導入部位の影響、配列の変異、スペーサー導入などによりばらつ

きが起こる可能性があり、物質として同一と見なせる遺伝子導入細胞が得られる可能性は

ほとんどないと考えている。（アンケート先企業Ｂ） 

 

 他社が後続品を開発する可能性はある。その一方、再生医療等製品は対象疾患の範囲が

限定的になりやすい側面を持っており、先行優位性が高く、同一市場に後続品が入るメリ

ットは少ないと思われる。むしろ、同一市場で競合するよりは、異なる市場（例えば、同

一細胞でも異なる対象疾患等）の再生医療等製品を開発することで、当面はメーカー同士

の共存を考える方が現実的ではないかと考える。だからと言って延長登録制度が不要とは

思わない。 

また、再生医療等製品は承認を受けるまでの期間が非常に長く、先行品が医師の信頼を

得ており、ある程度の市場を獲得している場合は、後発品が同一市場で開発されても、か

なりの優位性がないとその市場に入り込むことができないのではないかと考えている。

（アンケート先企業Ｃ） 

 

 再生医療等製品の後続品の可能性については、バイオシミラーとは異なり、現時点では

細胞の機能についてブラックボックスのままの点も多く細胞の同一性の判断が困難であり、

ほとんどないと考えている。従って、ある再生医療等製品について、その製品と細胞、効

能がほぼ同じものが薬事申請されたとしても、新薬として扱われて既製品と比較して優れ

た薬効が要求されることになり、薬事承認を受けるのが困難であると思われる。従って、

自社事業に影響が出る競合品となるような後続品が現れる可能性はほとんど考えていない。 

細胞の同一性が判断できるようになるための細胞機能の解明には、これから10年以上か

かるのではないかと考えている。（アンケート先企業Ｄ） 

 

 再生医療等製品の分野には、ジェネリックは成立しづらいと考えている。化合物より技

術革新が速い分野であり、ブラッシュアップした製品が後続品として出てくる。また、細

胞を用いた製品は、同一性の判定が難しいという特有の問題がある。製品（細胞）は、培

養法で規定していることが多いが、異なる方法で培養した場合に、同じ表面マーカープロ
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ファイルをうたっている細胞が同一と考えるべきか難しい。表面マーカーで規定するとし

ても、他のプロファイルが同じかは不明である。また、細胞には個人差もある。（アンケ

ート先企業Ｅ） 
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（３） 体外診断用医薬品の特許権の存続期間の延長登録制度について 

 

（ⅰ） 体外診断用医薬品について、延長登録の対象となる特許の種類はどのようなもの

が望ましいもと考えますか。 (アンケートの【Q24】に対応) 

 

 体外診断用医薬品分野では、物質（バイオマーカー）そのもので特許を取得できること

は少なく、バイオマーカーと疾患の組み合わせで取得することが多いため、そのような特

許を延長の対象とすることが望ましいと考える。抗体、試薬、検出キット等の特許は、診

断薬としてだけでなく、研究用試薬（ＲＵＯ）としても実施できるため、延長の対象とす

るのは問題があるように思われる。（アンケート先企業Ｆ） 

 

 体外診断用医薬品では「標識蛍光体」は主要成分と解釈される場合があり、このような

場合は、標識蛍光体を変更することが新規な申請になってしまうため、「標識蛍光体の特

許」は除くべきである。細かい特許まで全て延長できるようにすることは、パテントクリ

アランスの負担が増加するので、あまり望ましくないように感じる。（アンケート先企業

Ｇ） 

 

 マーカーやその周辺特許だけしか延長されないのは、範囲が狭すぎるように思われる。

また、「全ての特許」まで広げてしまうと、既存技術の組み合わせにすぎない特許まで延

長されることになるので望ましくない。 

 他社の特許権のうち、無効事由があるのに維持されている特許（例えば、刊行物に記載

されていない公知の製法・組成に関するもの）や、実施例が１つしかないのにクレームが

広い特許は、延長されると非常に困る。このような特許については、延長されるかどうか

にかかわらず、異議申立制度を活用して対応したいと考えている。（アンケート先企業Ｈ） 

 

 「全ての特許」は汎用性が高いものも含まれており、対象が広すぎると思われる。（ア

ンケート先企業Ｉ） 
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（ⅱ） 体外診断用医薬品について、延長登録の対象となる製造販売承認（処分）はどの

ようなものが望ましいと考えますか。 (アンケートの【Q25】に対応) 

 

 新規のバイオマーカーと対象疾患の組み合わせに対する処分が考えられる。反応液や処

理液など、組成物に関する特許もあるが、これらは申請すると数か月程度で登録を受けら

れるので、そもそも延長するメリットがない。（アンケート先企業Ｆ） 

 

 どのような処分であっても、それなりに期間を要するため、すべての処分を延長の対象

にすることが望ましい。（アンケート先企業Ｇ） 

 

 

（ⅲ） 体外診断用医薬品について、１製造販売承認（処分）あたり延長可能な特許の数

についてどのように考えますか。（アンケートの【Q26】に対応） 

 

 新規のバイオマーカーについては、処分と特許の関係は１：１の対応が理想と考える。 

ある疾患の診断マーカーに関連して、進行状況（がんのステージ等）を診断する方法のよ

うに、さらに細分化した特許が複数出願されることがあるが、これらがすべて延長できる

とすれば、延長の対象が広くなりすぎるように思われる。（アンケート先企業Ｆ） 

 

 

（ⅳ） 体外診断用医薬品について、１特許当たり延長可能な回数についてどのように考

えますか。（アンケートの【Q27】に対応） 

 

 １つの特許について１回の延長が理想と考えている。通常、特徴部分が異なれば、それ

に対応する数の特許があると考えられるからである。ＩＶＤ分野では、処分よりも特許の

方が細かい（範囲が小さい）印象がある。（アンケート先企業Ｆ） 

 

 現行制度のとおり、１処分あたり複数の特許権が延長の対象となり、１特許あたり複数

回の延長が認められる制度が望ましいと考える。また、医薬品とＩＶＤ製品とで取り扱い

を異ならせる必要はないと考える。（アンケート先企業Ｇ） 

 

 １特許当たり複数回の延長を認める場合、後発企業等にとって、延長期間の満了時期が

わかりにくくなることを避けるため、初回延長による満了時に２回目以降の延長による満

了時を合わせたほうがよい。（アンケート先企業Ｉ） 
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（ⅴ） 延長された特許権の効力範囲はどのようなものが望ましいと考えますか。（アン

ケートの【Q28】に対応。） 

 

 バイオマーカーに関する特許の場合、効力範囲としては選択肢の④（延長登録の理由と

なった製造販売承認（処分）の対象の「検出対象特異的に直接反応する成分」）が妥当と

考える。バイオマーカーそのものに特徴があるので、効力範囲を抗体に限定する必要はな

いと考える。（アンケート先企業Ｆ） 

 

 体外診断用医薬品の場合、医薬品と比較して特許権の権利範囲がわかりにくく、また、

判例の蓄積もないため、延長された特許権の効力範囲は、承認を受けた製品の「添付文書

に記載された製品と同じ範囲に限る」ことが望ましいと考える。現状の運用では延長後の

効力範囲がわかりにくいので、延長後のクレームを記載した公報を発行する等、第三者に

とって効力範囲が明確になるようにして頂きたい。（アンケート先企業Ｉ） 

 

 

（ⅵ） 体外診断用医薬品について、特許権の存続期間の延長の期間はどの程度が望まし

いと考えますか。（アンケートの【Q29】に対応） 

 

 体外診断用医薬品は承認にかかる期間が短いので、延長期間としては５年間で十分であ

る。また、医薬品の取り扱いと異ならせる理由も特にないと思われる。（アンケート先企

業Ｆ） 

 

 海外にも出願するため、国際調和という観点からみれば５年間が適切と考える。また、

先発企業にとって、新製品のマーケティングを開始してから実際に市場に浸透するまでは

２～３年では足りず、５年程度はかかるのが普通である。そのため、処分（薬事承認）が

下りると同時に特許期間が切れた場合のことを考えると、５年間という延長期間は妥当で

ある。（アンケート先企業Ｇ） 

 

 体外診断用医薬品の延長期間は、５年間よりも短くてもよいのではないか。ＩＶＤ製品

は、ライフサイクルが短く、数年後には別の測定方法や試薬が開発されるのが普通である。

また、診断の精度を上げるために日々改良を行っているので、製品が陳腐化しやすい。そ

のため、１つの特許権を２０年以上保持したいというニーズは小さいと思われる。ただし、

当社が、基本特許といえるような特許権（マーカー特許など）を取得した場合には、延長

出願を検討するかもしれない。（アンケート先企業Ｈ） 
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 承認まで５年間もかかるケースがないので、５年より短くしても問題ないと考える。米

国型の延長期間の算定方法を採用することについては、延長期間が必要以上に長くなるこ

とはないので、特段の不都合はないと考える。（アンケート先企業Ｉ） 

 

 

（ⅶ） 体外診断用医薬品について、製造販売承認（処分）に対応する特許権は存在しま

すか。（アンケートの【Q30】に対応） 

 

 新規な抗体については、抗体そのものを出願している。それ以外には、測定方法、試薬

（診断薬）、診断キット、コントロール、臨床意義等、様々な特許を出願している。（ア

ンケート先企業Ｇ） 

 

 例えば、遺伝子配列や組成物の安定性にかかわる特許がある。（アンケート先企業Ｈ） 

 

 試薬、キット、測定方法、検出方法等に関する特許権が多い。（アンケート先企業Ｉ） 

 

 

（ⅷ） 厚労省の処分後に特許査定を受ける特許権についても、一定期間に限り延長登録

出願可能とする制度についてどのように考えますか。（アンケートの【Q31】に対応） 

 

 現行制度と異なり、処分後に特許されたものについても延長できるとすれば、厚労省の

処分が下りた後でもクレームを補正することが可能となる。ウォッチングする側としては、

予期していなかった特許が延長されることになるので、不都合が生じる場合があると思わ

れる。（アンケート先企業Ｆ） 

 

 厚労省の処分後に特許を受ける特許権については、当該処分により特許発明の実施が阻

害されているわけではないので、延長を認めることは制度の趣旨に反するのではないか。

（アンケート先企業Ｇ） 

 

 処分後に特許査定を受けるものについては、もともと特許の存続期間が侵食されていな

いので、延長の必要はない。特許庁の審査手続が早く進めば、そのような問題は起こらな

いのではないかと思う。（アンケート先企業Ｉ） 
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（ⅸ） 日本での体外診断用医薬品（クラスIII製品）について、申請から製造販売承認

（処分）を受けるまでにかかる時間と、臨床試験の期間についてお聞かせください。（ア

ンケートの【Q33】に対応） 

 

 ＰＭＤＡによる体外診断用医薬品の審査期間は、数年前まではかなり長くかかっていた

が、 近は短縮されており、新規項目の審査であっても概ね１年前後である。ＩＶＤ製品

の臨床性能試験期間は、被験者を集めるのに必要な期間にもよるが、概ね１～２年程度で

ある。薬効を確認する期間が不要であるため、一般的に医薬品よりも試験期間が短い傾向

にある。 

 なお、コンパニオン診断薬の場合、医薬品の治験（通常、フェーズ３）の中でコンパニ

オン診断薬の検証を同時に行うような場合においては、治験期間として２～４年程度かか

る。（アンケート先企業Ｇ） 

 

 薬事申請から承認までは、以前は１年半から３年近くかかったが、 近では１年以内の

ケースが増えており、早いものでは半年で終了する場合もある。通常、臨床性能試験の期

間は１年以内である。臨床性能試験の期間と保険適用までの期間を合わせると、申請から

約２年半から３年程度で販売承認を受けることができる。（アンケート先企業Ｈ） 

 

 申請から承認までの期間は、後発品の場合は約１年、新規製品であると２年程度かかる

ものもある。平成１７年以降、やや長くなっている印象がある。 

 臨床性能試験の期間は、検体を集めるのに要する期間によって決まる。希少疾患の場合

は３年以上かかることもあるが、 近ではＰＭＤＡと相談の上で検体数を減らすことが可

能となっており、試験期間は長くても１年程度である。（アンケート先企業Ｉ） 

 

 

（ⅹ） 体外診断用医薬品について、薬事上の再審査期間または使用成績評価の調査期間

が付与されましたか。（アンケートの【Q34】に対応） 

 

 体外診断用医薬品の場合、使用成績評価の調査に付されるケースはほとんどないと考え

られる。非常にまれなケースではあるが、対象疾患の患者が日本にほとんどおらず、検体

の数が十分でないまま承認をされた検査薬について、後から追加で調査を行う、というよ

うなことは考えられる。（アンケート先企業Ｉ） 

 

 

 



 

- 425 - 

（xi） 登録した特許権の保持期間はどのようにして決めていますか。（アンケートの

【Q38】に対応） 

 

 それぞれの特許権を維持するかどうかは、ビジネス上の有用性や製品化の可能性等を考

慮し、経営陣も含めて検討した上で決定している。実施していない権利や、他社が参入し

てくるおそれがないような状況に製品がある場合は、特許権を積極的に放棄することで、

コスト面に配慮するようにしている。（アンケート先企業Ｆ） 

 

 特許権については毎年見直しを行い、不要と判断したものは放棄している。他社に導出

している製品に係る特許権は、契約の関係上保持している。（アンケート先企業Ｇ） 

 

 毎年、①実際に実施しているか、及び、②知財部からみて維持すべき特許かどうか、と

いう観点から検討を行い、各特許権を維持すべきかどうかを決定している。保持期間とし

ては、出願から数年で放棄してしまうということはない。（アンケート先企業Ｈ） 

 

 定期的に見直しを行い必要な権利のみ保持している。（アンケート先企業Ｉ） 

 

（xii） その他 

 

 医薬品・体外診断用医薬品業界では特許権がうまく機能しており、各社とも他社権利を

侵害しないよう注意している。大手メーカーだけでなく、ベンチャー企業や大学等が基本

特許を保有しているようなケースもあるため、特許調査は大変重要である。延長制度によ

りウォッチングの負担が大きくならないようにしてもらいたいと考えている。（アンケー

ト先企業Ｆ） 



 

- 426 - 

（４） 医療機器の特許権の存続期間の延長登録について 

 

（ⅰ） 1つの製品を保護する平均特許数について、御社の現状をご教示ください。（ア

ンケート【Q39】に対応） 

 

 製品によって異なるが、10以上と思う。この中には、以前から他製品でも使っている特

許も含まれる。医療機器では、例えば、機能ごとのアプリケーションごとに特許がある。

（アンケート先企業Ｊ） 

 

 医療機器は、医療機器自体に関する特許権だけでなく、汎用的なデジタル技術（画像処

理・画像圧縮等）やコンピュータ技術（インターフェイス・ネットワーク等）に関する特

許権によっても保護されている。そのため、１つの製品に関連する特許権の数は非常に多

く、数十件から数百件程度になる。関連する特許権の数は、製品の種類によっても異なる。

例えば、眼底カメラは比較的技術が成熟している製品であるが、Ｘ線デジタル撮影装置は

新しく機能を追加して開発を進めている製品であるので、前者よりも後者の方が、関連す

る特許の数は多い。（アンケート先企業Ｋ） 

 

 医師の要望により改良特許を出願することが多い。改良による変更点は、一変の薬事申

請が必要ではないマイナーチェンジであることが多い。（アンケート先企業Ｌ） 

 

 製品によって違うとしかいえない。1特許で保護されている製品もあれば、複数（2～9）

特許で保護されている製品もある。（アンケート先企業Ｎ） 

 

 

（ⅱ） 製造販売承認（処分）を受けるために特許発明を実施できない期間について、ご

経験をお聞かせください。（アンケート【Q40】に対応） 

 

 治験で長期間要するものはない。そのため、延長の必要は特に感じていない。（アンケ

ート先企業Ｊ） 

 

 クラスIV製品では、2～3年もしくは3年以上の期間のものがある。（アンケート先企業

Ｎ） 
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（ⅲ） 医療機器について、米国でのみ特許権の延長登録出願が認められていますが、利

用経験はありますか。（アンケート【Q41】に対応） 

 

 米国で販売している製品は、延長対象とはならない510k対象製品が多い。今後、延長対

象となるPMA対象製品を販売することがあれば、延長を検討する可能性がある。（アンケ

ート先企業Ｌ） 

 

 米国で製造・販売を行っているが、延長経験はない。米国で医療機器特許の延長が認め

られていることにより、権利範囲や延長期間の確認の検討が必要である問題点がある。

（アンケート先企業Ｎ） 

 

 

（ⅳ） 医療機器の特許権の期間延長登録が本邦で認められないことについてのお考えを

お聞かせください（アンケート【Q42】に対応） 

 

 承認にかかる期間は、半年～1年程度で、新製品開発サイクルも短く、20年以上の権利

の必要性は格段高くはない。（アンケート先企業Ｊ） 

 

 自社の医療機器は薬事審査期間が短い傾向があり、特許登録までに製造販売承認される

ものが多く、もし医療機器の特許について延長が認められていたとしても延長要件を満た

さない製品が多いと思われる。医療機器の特許が満了するまでに製品が販売終了すること

も多い。（アンケート先企業Ｌ） 

 

  

（ⅴ） 他社の医療機器に関する特許権が延長登録されることによる問題についてのお考

えをお聞かせください。（アンケート【Q43】に対応） 

 

 他社特許の延長について、特に問題があるようには感じない。むしろ、例えば米国の

Reissueの方が、一定期間であればクレームが拡大される可能性もあり、気になる。この

分野では、ある1つの特許が基本特許になって、その特許によって身動きが取れなくなる

という可能性は低く、一般的に設計回避の余地があると考える。したがって医薬品分野で

見られるような1社による市場独占の懸念は低い。また、相手が事業者である限り、 終

的には、クロスライセンス、実施契約等での解決の余地があると考えている。（アンケー

ト先企業Ｊ） 
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 クラスIV製品で治験が必要なものは延長されてもよいのではないかと思う。（アンケー

ト先企業Ｎ） 

 

 医療機器は、部品の供給期間が限られていることもあり、製品のライフサイクルが短い。 

特に、臨床検査機器の場合は数年で陳腐化するので、特許権を延長する必要性はあまり感

じられない。（アンケート先企業Ｏ） 

 

 医療機器は技術の進歩が早く、ライフサイクルが非常に短い。通常、５年以内には改良

品が出されるので、特許権を延長する必要性は高くないと思われる。（アンケート先企業

Ｐ） 

 

 

（ⅵ） 医療機器の改良製品を出すまでの期間について、ご経験をお聞かせください。

（アンケート【Q44】に対応） 

 

 アプリケーションなどのソフトウェアでは、特に改良製品までの期間が短い。（アンケ

ート先企業Ｊ） 

 

 医療機器は、概ね３年以内にマイナーチェンジを行うことが多い。その際、新しい技術

がある場合は、特許出願を行って保護している。一般的には、製品のマイナーチェンジを

行っても、ＰＭＤＡの「改良医療機器」には該当しないため、そのための申請を行う必要

はない。（アンケート先企業Ｋ） 

 

 医師のニーズに合わせて頻繁に改良するため、自社の医療機器のライフサイクルが短い

傾向がある。（アンケート先企業Ｌ） 
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（ⅶ） 医療機器に関する発明の保護について、他の技術分野よりも発明の保護が著しく

欠けているかどうか、お考えをお聞かせください。（アンケート【Q45】に対応） 

 

 審査手続きには2年もかからない。発明の保護が特に欠けているとは感じない。延長に

より他者排除ができればそれに越したことはないが、自己実施については、延長はされな

くても担保されており、問題は感じない。医療機器分野では、ジェネリック医薬品のよう

な後発品はない。製造されているかもしれないが、装置の中身の確認は難しい。（アンケ

ート先企業Ｊ） 

 

 日本では、通常、医療機器製品の申請から承認までは２年もかからない。しかし、米国

でＦＤＡ認証を受けようとする場合には、２年以上かかることがある。製品の種類によっ

ては、長い期間がかかるものもあり、なかなか販売できないケースもあると聞いている。

（アンケート先企業Ｋ） 

 

 処分までの手続きにかかる期間に特許された発明が実施できないのは他の技術分野に比

べて発明の保護が欠けているという意見はある。（アンケート先企業Ｎ） 

 

 

（ⅷ） 医療機器のクラス分類に基づいた医療機器の延長対象の限定について、お考えを

お聞かせください。（アンケート【Q46】に対応） 

 

 保護するのであれば、クラスで対象を限定することには不公平感があるため、医療機器

全体を保護対象とする方が妥当と考える。（アンケート先企業Ｊ） 

 

 自社で保護すべき特許権があれば、延長を検討していきたい。今後、新しいタイプの医

療機器を開発した場合は、延長のニーズがあるかもしれない。但し、他社の特許権がむや

みに延長されてしまうと、自社の研究開発に支障が出る可能性もあると思われる。（アン

ケート先企業Ｋ） 

 

 クラスIV製品については延長対象とすべきと思うが、クラス分類にのみ基づいて、一律

に延長対象を決めることは不適切である。治験の要否などを考慮するべきではないか。

（アンケート先企業Ｎ） 

 

 医療機器にとって重要な部分となるクラスＩＩＩ及びクラスＩＶを対象とするのが妥当

と考える。機器や装置の細部に関する特許は汎用性が高いため、延長が認められると他者
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に与える影響が大きいと思われる。また、機器や装置は、特許調査が非常に難しいため、

機器や装置に関する全ての特許が延長の対象になるとパテントクリアランスの面で不安が

ある。（アンケート先企業Ｑ） 

 

 

（ⅸ） 医薬における「有効成分」に相当するものが医療機器にあると考えますか。（ア

ンケートの【Q47】に対応） 

 

 診断機器においては、診断のための主要な部分である「測定原理」に基づくディテクタ

が有効成分に相当すると考えられる。インプラントにおいては、骨の接合等の主要な効果

を奏する「原材料」が有効成分に相当すると考えられる。（アンケート先企業Ｐ） 

 

 

（ⅹ） 貴社において、医療機器の製造販売承認（処分）に対応する特許権は存在します

か。（アンケートの【Q50】に対応） 

 

 医療機器自体に関する特許権だけでなく、汎用的なデジタル技術・コンピュータ技術等

に関する特許権も多数保有している。（アンケート先企業Ｋ） 

 

 医療機器自体の特許以外では、付属的な部分の特許が多い。（アンケート先企業Ｌ） 

 

 

（xi） 出願/特許の保持期間について、御社の現状をご教示ください。（アンケート

【Q55】に対応） 

 

 20年維持する案件は限られており、権利期間の延長に格段の必要性を感じない。実際に

製品を販売するうえでは、新しい技術・機能を持った新製品が必要であり、20年より短い

期間で技術の更新はされているのが現状である。（アンケート先企業Ｊ） 

 

 特許権の内容により、保持期間が異なる。例えば、基本原理に関する特許や消耗品に関

する特許は、長い期間保持する傾向にある。（アンケート先企業Ｋ） 

 

 コストパフォーマンスを考慮して決定している。他社がやりそうな技術かどうか、など

を判断材料としている。（アンケート先企業Ｌ） 
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 医療機器に関する特許技術は、次の機種に引き継がれる場合がほとんどであるため、ほ

ぼ全ての特許権を２０年間保持している。但し、先にも述べたように、延長の必要までは

感じていない。（アンケート先企業Ｏ） 

 

 

（xii） その他 

 

 当社で開発している医療機器は多岐にわたり、また分野によって当社のフェイズが異な

るため、全社的な統一見解を示すことは困難である。基本的には、特許戦略、すなわち、

数多くの特許でポートフォリオを構成し、必要に応じてクロスライセンス等の策を講じて

事業を守る、という考え方である。 

 侵害の可能性について、分野の性質上、実際のところ相手の製品詳細の把握が難しく、

立証が困難である。しかしながら、当事者間でライセンス交渉をしていることもある。。

（アンケート先企業Ｊ） 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

資料Ⅳ 
国内ヒアリング調査結果 

 

資料2 

大学等 
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資料Ⅳ 国内ヒアリング調査結果 

 

 資料2 大学等 

 

１．調査対象 

 再生医療等について研究を行っている国内の大学・研究所計5者を対象にヒアリングを

行った。 

 

２．調査期間 

 9月26日から10月11日にかけて実施した。 

 

  



 

- 436 - 

平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究 

「特許法施行令第２条第２号に規定する再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の

現状及び課題等に関する調査研究」ヒアリング調査ご協力のお願い 

 

平成28年8月 

一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 

経済産業省 特許庁 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、知的財産行政及び知的財産研究所の活動にご理解・ご協力いただき、厚く御礼申し上げま

す。 

 

今年度、弊所におきましては、特許庁の委託を受け「特許法施行令第２条第２号に規定する再生医療等製品、

体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現状及び課題等に関する調査研究」を進めているところでございます。 

特許法施行令第２条第２号ロ～ニに規定する再生医療等製品、体外診断用医薬品に係る特許権は、

同法第６７条第２項に基づく特許権の存続期間の延長登録制度によって、５年を限度として存続期間

を延長することができます。 

同法施行令第２条によって延長登録の対象となり得るとされているもののうち、近年急速に研究開

発が進み、重要性が増している、心筋シートやｉＰＳ細胞を用いた製品等の再生医療等製品や、個別

化医療に対応するコンパニオン診断薬等の体外診断用医薬品に係る特許権につきましては、これまで

に延長登録された実績が少なく、今後どのような特許権について、どのような処分（製造販売承認）

に基づく延長登録出願がなされるのか、どのような課題があり得るのか、などについて把握するため

の十分な情報がないのが現状です。 

そのため、再生医療等製品及び体外診断用医薬品に関して研究開発を行っている企業等における特

許保護の現状、延長登録制度との関係における課題、想定される処分（製造販売承認）等を調査する

ことが必要です。また、諸外国において、再生医療等製品及び体外診断用医薬品に関して、さらには、

これらと同様に製造・販売にあたって安全性や有効性を担保するための規制があり、同様の特許保護

の現状や課題等を有すると考えられる医療機器に関する状況も含めて調査することが必要です。 

そこで、本調査研究では、国内外の再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現

状、延長登録制度との関係における課題、想定される処分（製造販売承認）等について調査研究し、

再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る延長登録制度との関係における課題への対応、制度及び

運用の在り方等について検討するための基礎資料とすることを目的としています。 

 

ヒアリング時間は、 大で2時間程度を想定しております。また、ヒアリング結果は、報告書の一部

として公開することがありますが、公開を望まれない部分につきましては非公開とさせていただきま

す。それを前提に可能な範囲でご回答をいただければ幸いです。 

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、何とぞご協力賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

敬具 
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 以下の質問項目につきましては、ヒアリング当日に改めてご説明させていただきます。また、これ

らの調査項目は参考情報であり、事前の回答準備を求めるものではないことをご承知願います。 

 

（１）特許権の存続期間の延長登録制度について 

 以下のパートは延長登録制度全般について対象とした質問です。研究対象を限定せずお答えくださ

い。 

 

Q1. 貴学／研究所において、延長登録出願経験はありますでしょうか。 

 

Q2. 延長登録制度においてどのような点を重視すべきであると考えていますか。 

（例：貴学／研究所の特許権が適切に延長されること、他者の特許権が延長されないこと、制度自体

が分かりやすいこと、国際的に調和すること、等） 

 

Q3. 延長可能な特許権の種類と延長された特許権の効力範囲の関係について、どのようなことを重視

すべきであると考えられるでしょうか。 

（例：延長の効力範囲は狭くなってもよいので、なるべく多くの種類の特許権が延長されること、 

革新的な発明の特許権のみが延長され、その延長の効力範囲が革新性に見合う適切な広さとなること、 

なるべく多くの種類の特許権が延長され、かつ、延長の効力範囲も広いものとなること 

先発企業のイノベーションの促進と、後発品の市場参入を阻害しないことの両者のバランスが採れた

制度であること、等） 

 

Q4. 延長対象や期間について、各国（日本、米国、欧州等）の制度のうちどれが適切であると考えら

れるでしょうか。 

（各国の制度を概略簡略して掲示：わかりやすさを優先していますので制度を正確に記述したもので

はありません） 

 

項目 日本 米国 欧州 韓国 

延長登
録の対
象とな
る特許
（下記
設問
①） 

製品に関する特許
（具体的には、 
物質特許（有効成
分に限られな
い）、 
用途特許、 
製剤特許、 
物質（有効成分に
限られない）の製
造方法特許、 
製剤の製造方法特
許等） 

製品、 
製品の使用方法、 
製品の製造方法の
特許 
（具体的には、 
有効成分の物質特
許、 
有効成分による治
療方法特許、 
製剤特許、 
有効成分の製造方
法特許、 
製剤の製造方法特
許等） 

製品（医薬品の活
性成分又は活性成
分の組合わせ）自
体、 
製品の取得方法、 
製品の方法を保護
する特許 
（具体的には、 
有効成分の物質特
許、 
用途特許、 
有効成分の製造方
法特許、 
有効成分の組み合
わせ配合剤特許
等） 

有効成分の物質特
許、 
用途特許、 
製剤特許、 
有効成分の製造方
法特許、 
製剤の製造方法特
許等 
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延長登
録の対
象とな
る製造
販売承
認（処
分）種
類（下
記設問
②） 

医薬品、農薬の製
造販売承認（処
分） 

医薬品、医療機
器、食品添加物、
着色料の 初の製
造販売承認（処
分） 

医薬品、農薬の
初の製造販売承認
（処分） 

医薬品、農薬の
「新物質」に対す
る 初の製造販売
承認（処分） 

延長可
能な特
許の数
（下記
設問
③） 

１製造販売承認
（処分） 
（成分（有効成分
に限られず、賦形
剤等のすべての成
分）、分量（有効
成分に限られず、
賦形剤等のすべて
の成分）、 
用法、用量、効
能、効果のいずれ
かが先行処分と異
なる処分は、いず
れも別の１処分と
なる）について、
その処分に関する
特許はいずれも延
長可能（数はいく
つでも可） 

有効成分の 初の
製造販売承認（処
分）につき、 
特許権者が選択す
る一つの特許 

有効成分の 初の
製造販売承認（処
分）につき、 
特許権者が選択す
る一つの特許 
（但し、有効成分
の組み合わせ配合
剤の 初の処分に
つき、組み合わせ
配合剤の特許一つ
も延長可） 

有効成分の 初の
製造販売承認（処
分）につき、 
その処分に関する
特許はいずれも延
長可能 
（数はいくつで
も） 

1特許あ
たり延
長可能
な回数
（下記
設問
④） 

複数回可能 1回のみ 1回のみ 1回のみ 

延長期
間の算
定方法
（下記
設問
⑤） 

臨床試験を行うた
めの治験を届け出
た日と特許権設定
登録日のうちのい
ずれか遅い方の日
から医薬品の製造
販売承認（処分）
を了知し得た日ま
で、但し5年以下 

臨床試験に要した
期間の半分と医薬
品の製造販売承認
（処分）のために
要した期間の和、
但し5年以下、ま
た、医薬品の製造
販売承認（処分）
日から特許権の満
了日までの期間が
14年を超えない期
間 

特許出願日から医
薬品製造販売承認
（処分）日までの
期間から5年を差し
引いた期間、但し5
年以下（結果とし
て、医薬品の製造
販売承認（処分）
日から特許権の満
了日までの期間は
長15年となる） 

臨床試験に必要な
試験期間（実際試
験した期間のみ）
と行政処理期間の
合計で、5年以下 
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延長さ
れた特
許権の
効力範
囲（い
ずれの
国も特
許権の
範囲は
超えな
い）
（下記
設問
⑥） 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た物（その製造販
売承認（処分）に
おいてその物の使
用される特定の用
途が定められてい
る場合にあって
は、当該用途に使
用されるその物）
の範囲（※） 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た有効成分と医薬
用途が同一の範
囲、後に承認され
る医薬用途にも及
ぶ 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た有効成分と医薬
用途が同一の範
囲、後に承認され
る医薬用途にも及
ぶ 

製造販売承認（処
分）の対象となっ
た有効成分および
用途と同一の範囲 

延長登
録出願
を行う
ことが
可能な
時期
（下記
設問
⑦） 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら3ヶ月以内 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら60日以内 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら6ヶ月以内、製造
販売承認（処分）
日に特許が未成立
の場合は特許が付
与された日から6ヶ
月以内 

医薬品の製造販売
承認（処分）日か
ら3ヶ月以内 

 
※但し、以下の判決において、効力範囲について言及がされている。 
(1) 知財高裁判平成 26 年 5 月 30 日大合議判決では、傍論ではあるが、延長された特許権の効力が及

ぶ範囲について、「特許権の延長登録制度及び特許権侵害訴訟の趣旨に照らすならば，医薬品の
成分を対象とする特許発明の場合，特許法 68 条の 2 によって存続期間が延長された特許権は，
「物」に係るものとして，「成分（有効成分に限らない。）」によって特定され，かつ，「用途」
に係るものとして，「効能，効果」及び「用法，用量」によって特定された当該特許発明の実施
の範囲で，効力が及ぶものと解するのが相当である（もとより，その均等物や実質的に同一と評
価される物が含まれることは，延長登録制度の立法趣旨に照らして，当然であるといえる。）。」
とされている。 

 (2) 東京地判平成 28年 3月 30日（H27（ワ）1241）においても同様に、医薬品について延長された特
許権の効力を「承認された製品の成分、分量、用法、用量、効能、効果が同一の範囲」に及ぶも
のと解されている。 

 

 

Q5. 現在の延長登録制度に対してご意見、ご要望等がありますでしょうか。 

 

 

（２）研究開発の動向について 

Q6. 貴学／研究所の再生医療に関する現在の研究状況について、概要を可能な範囲でお答えください。 

 

Q7. 再生医療に関する研究において、どのような研究分野が今後の発展を期待できるとお考えでしょ

うか。 

 

Q8. 貴学／研究所の再生医療に関する研究成果について行った特許出願はありますでしょうか。 

 もしあれば、可能な範囲で特許出願の内容および状況をお答えください。 
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（３）企業との共同研究、ライセンスアウトの現状と課題 

Q9. 現在進行中の貴学／研究所と企業の再生医療に関する共同研究、および企業への再生医療技術の

ライセンスアウトについて、可能な範囲でお答えください。 

 

Q10. 貴学／研究所と企業の再生医療に関する共同研究の成果に関し、共同研究先企業において再生医

療等製品等、製品開発につながったものはありますでしょうか。 

 もしあれば、その成果および開発製品について可能な範囲でお答えください。 

 

Q11. 貴学／研究所と企業の再生医療に関する共同研究の成果に関し、貴学／研究所または共同研究先

により特許出願を行った経験はありますでしょうか。 

 もしあれば、可能な範囲で特許出願の内容および状況をお答えください。 

 

Q12. 企業へライセンスアウトした再生医療技術について、企業での開発状況について可能な範囲でお

答えください。 

 

Q13. 企業との再生医療に関する共同研究および企業への再生医療技術のライセンスアウトに関し、感

じている今後の知財面の課題が存在するとお考えでしょうか。 

 もしあれば、どのような課題が存在するのかお答えください。 

 

 

（４）再生医療等製品の特許期間延長による大学等の研究戦略、産学連携戦略への影響 

Q14. 再生医療等製品に関する特許の存続期間延長が認められることによる、再生医療に関する研究お

よび産学連携へメリットがありますでしょうか。 

 もしあれば、そのメリットについてお答えください。（例：産学連携の活性化につながった、など） 

 

Q15. 再生医療等製品に関する特許の存続期間延長が認められることによる、再生医療に関する研究お

よび産学連携へのデメリットがありますでしょうか。 

 もしあれば、そのデメリットについてお答えください。（例：「試験研究の例外」に該当しない範

囲における研究活動に支障が出ている、など） 

 

Q16. 再生医療等製品に関する特許の存続期間延長が認められたことにより、研究活性化につながって

いるとお考えでしょうか 

 

Q17. 再生医療等製品に関する特許の存続期間延長が認められたことにより、企業との再生医療に関す

る共同研究および企業への再生医療技術のライセンスアウトが活性化し、得られるロイヤリティの増

加につながっているとお考えでしょうか 

 

以上 
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（１） 特許権の存続期間の延長登録制度について 

 

（ⅰ） 貴学において、延長登録出願経験はありますでしょうか。 

 

 大学として延長登録出願した経験はない。また企業からの依頼を受けた経験もない。

（大学等Ａ） 

 

 単独出願についてはない。共同研究においては、原則として企業側が延長登録出願を行

う。（大学等Ｂ） 

 

 本学の単願で、登録査定されたものがある。ライセンス先の企業から、延長出願をして

ほしいといわれて出願した。同様のケースが増えてくると予想している。（大学等Ｃ） 

 

 これまでに行った延長登録出願が１件のみある。単独所有の特許で、実施権者である企

業が政令で定める処分を受けたケースである。単独で権利を有し企業にライセンスアウト

した特許に関しては延長登録出願を行うが、企業との共有の特許については基本的に企業

が延長登録出願を行う。製品に近い位置の発明に関する特許には共有又は企業単独名義の

ものが多く、単独所有の特許は少ない傾向にある。このような事情より、今後も自ら延長

登録出願を行う可能性は低いと考えている。（大学等Ｄ） 

 

 現在のところはない。本学で特許出願の管理を本格化してから時期が経っていないため、

管理している特許が 近になって企業での製品化に結び付いたという状態で、満了時期に

達しておらず延長を検討する段階に至っていないのが現状である。（大学等Ｅ） 
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（ⅱ） 延長登録制度においてどのような点を重視すべきであると考えていますか。 

 

 大学からの立場ということではないが、一般の人にとっては、特許権が延長されている

かどうかがつかみにくい。また、様々な特許権が延長の対象となるため、ジェネリックや

バイオシミラー製品の参入時期がわかりにくいのは社会的にも問題であると感じている。 

 再生医療の観点から見た延長に関するニーズはまだ把握できていないが、特許権の存在

が研究活動に直接影響を与えることはないように思われる。（大学等Ａ） 

 

 発明をもっと尊重すべきであり、先発品は開発に時間がかかり、後続品と比較して開発

リスクが極めて高いため、先発品の保護特許の延長が適切にされるべきではないか。保護

が不十分であると、新薬の研究開発を継続することがいずれ困難になると思われる。（大

学等Ｂ） 

 

 その分野で自分たちがリードしているか、遅れているかによっても考え方が変わってく

ると思うが、再生医療技術では、複雑な一連の技術開発が必要。化合物のように1つの特

許で守られているわけではなく、一連の特許が必要で、権利範囲の抜けが問題となる。先

行技術と自分たちの特許の関係が複雑で、情報が整理される必要がある。（大学等Ｃ） 

 

 本学の各出願がまだ満了時期に達していないことから、延長を具体的に検討する段階に

ない。特許技術の実施化の進み具合によっては適切な延長を希望する可能性もあるが、現

時点ではそれを切実に感じたことはない。医薬品特許については延長の影響が少ないと思

われるが、再生医療等製品の特許の延長については、 終製品の特許権について延長され

る効力範囲の判断によっては再生医療研究に支障が出る可能性を考えている。（大学等Ｅ） 
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（ⅲ） 延長可能な特許権の種類と延長された特許権の効力範囲の関係について、どのよ

うなことを重視すべきであると考えられるでしょうか。 

 

 日本の延長制度は、特許の活用という観点からすると、米国や欧州に比べて予測可能性

が低く、やや不安定な部分があるように感じる。大学は特許権を実施することはなく、共

同出願者の企業をサポートする立場に回ることが多いため、延長についてのニーズを把握

することは難しい。ただ、強い特許権が長く延長された場合には、研究活動に影響を与え

る可能性があるので、延長された特許権の効力は狭いほうが、研究活動への影響が少ない

と考える。（大学等Ａ） 

 

 低分子医薬品の場合、物質特許でクレームされた化合物の構造式で全ての有望化合物を

カバーしているわけではないから、他社参入を完全に阻害しているわけではなく競合面で

は問題がないと思う。（大学等Ｂ） 

 

 再生医療技術の分野では、方法の特許が主流だが、権利範囲（均等論の範囲等）が不明

瞭だと感じる。特許があることによって、アカデミアでの研究が阻害されているという印

象はないが、権利関係が複雑な研究の成果は、ライセンスアウトする際に企業側が導入を

躊躇することがある。大学の研究で使う分には問題ないが、導出しようとすると、企業で

は特許を回避した別の方法で作ったりするので、半年や1年の時間が無駄になっている。 

 バイオベンチャー企業が知財を固めている場合、使用許諾が得られない、或いは高いラ

イセンス料を支払う必要がある場合がある。（大学等Ｃ） 

 

 再生医療等製品の後続品については、低分子医薬品と異なり同一性（以下、再生医療等

製品に関して「同等性」ともいう）の判断が困難であり、先発品と同一（同等）と認定さ

れなければ通常の新薬と同様に既製品と比較した優れた効果が承認の条件とされる可能性

がある。そうであれば、後発品を申請するメリットが低下し、後発品が申請される可能性

が低くなるかもしれない。ただし、他社細胞との同等性が容易に証明できないと権利行使

に問題があるので、権利行使の観点からは細胞の同等性を容易に判断できるような基準の

必要性もあると考えている。（大学等Ｄ） 

 

 大学の再生医療等製品に関連する特許は製品との関係がわかりにくい点がある。例えば、

分化細胞の誘導方法の特許は、どの程度再生医療等製品をカバーしているのか想定するの

が難しいと考えている。細胞の製法の特許を有していても、そこから先の企業が開発する

部分は不明点が多く、大学は医師主導治験などによりサポートを行うのみとなるため、製

品化された状態のイメージがつかみにくい。 
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 再生医療に関する特許については製法特許がメインになっていると思う。用途特許の取

得可能性については研究のゴール次第と思われる。しかし、物質特許については、再生医

療で用いる分化細胞は、治療に用いるという観点からできるだけ生体の状態に近いのが望

ましく、iPS細胞の性質が残っているのは好ましくない事情もあり、例えば、細胞の均一

性で特徴を出すか、PBPクレーム形式にしない限りは細胞としての違いによる特許性を出

しにくいと思う。（大学等Ｅ） 

 

 

（ⅳ） 延長制度や期間について、各国の制度のうちどれが適切であると考えられるでし

ょうか。 

 

 欧米の延長制度も良いように感じる。効能を示すのは物質自体であることから、元とな

る物質特許の延長が特に重要と感じる。製剤特許のような回避が容易な特許は延長の重要

性が低いと思う。市場が大きい米国の制度に合わせた方が、開発方針が考えやすい面もあ

るのではないか。（大学等Ｂ） 

 

 再生医療は、一連の複数技術で構成されており、また、大学では一つの研究に関して、

一度に多くの特許を出すことはなく、研究の進展に伴ってばらばらに出すことが多いため、

複数の特許を延長できるほうがよい。（大学等Ｃ） 

 

 日本は一特許について複数回の延長が可能であるが、欧米から見ると、二回目以降の承

認で同じ特許が再び延長されることにより、満了時期の予見性が低いと映る可能性がある。

特許の満了時期の予見性の観点から言えば、一特許について初回承認しか延長の対象とな

らない欧米のほうが良いかもしれない。一方、再生医療等製品は、初回承認よりも後の適

用拡大の承認により適用疾患を増やす可能性もあり、先発品の権利者側から考えると一特

許を複数回延長できたほうが良いと思われるかもしれない。 

 １つの再生医療等製品に関連する特許が多数になる場合が考えられ、また、物質特許が

取得しにくく製法特許が多くなることもあり得るので、どの特許が一番効果的に認可を受

けた製品を保護できるかわかりにい場合も考えられる。そのような場合には、複数特許が

延長できた方が良いと思われるかもしれない。（大学等Ｄ） 
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（ⅴ） 現在の延長登録制度に対してご意見、ご要望等がありますでしょうか。 

 

 一般的に、研究者は、研究を行う際に特許権の延長のことまで考えていないのが普通で

ある。また、出願方針は、ライセンス先や共同出願人の企業の意向に左右されることが多

く、費用も彼ら（企業）が負担するケースが多い。そのため、大学としては、延長制度に

関する強いニーズは有していない状況にある。（大学等Ａ） 

 

 再生医療技術の実用化には時間がかかるので、特許権の延長はして欲しい。延長期間は

5年より長くてもよいのではないか。細胞製造方法の発明などは、細胞培養センターを作

って、医師主導臨床試験の申請をして、Phase1(企業治験)をやってとしていると、すぐに

数年たってしまう。仮承認制度があるとはいえ、それまでに特許が切れてしまうケースも

十分にあり得る。細胞を作るのは、化合物を作るより時間がかかる。 

 そもそも、治療方法を特許として認めるべきではないか。特にこれから再生医療技術を

適切に保護していくためには必要と考える。医療機器についても薬機法の対象となったこ

とから、延長登録制度が認められても良いのではないか。（大学等Ｃ） 

 

 延長登録出願を手続きする立場になって考えれば、必要な書類など、手続き上のわかり

やすさは実務上重要になると思う。（大学等Ｅ） 
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（２） 再生医療の研究開発の動向について 

 

（ⅰ） 再生医療に関する研究において、どのような研究分野が今後の発展を期待できる

とお考えでしょうか。 

 

 個人的な見解ではあるが、将来的にはあらゆる疾患領域に対応できる幹細胞等が出てく

るのではないか。特に、糖尿病やガンの治療に展開できればよいと考えている。（大学等

Ａ） 

 

 iPS細胞由来の再生医療としては、網膜、パーキンソン治療用細胞、軟骨、血小板など

が期待できると思う。体性幹細胞の再生医療の研究が進んでいると再生医療の研究も進み

やすい傾向がある。（大学等Ｂ） 

 

 神経系疾患（例えばアルツハイマー病など）は、これまで創薬が難しい分野であったが、

患者由来細胞、iPS細胞が使えるようになり、今後の発展が期待できる。また、In vitro 

多能性幹細胞を用いて、腎臓、肺、消化管（腸）等の臓器を作成する研究も発展が期待で

きる。（大学等Ｃ） 

 

 細胞数が少なくて再生が可能なものについて研究が進められている（第一世代）。第一

世代としては、神経系、Trophic effectによる再生促進（心臓等）、角膜、血小板、内分

泌系（下垂体等）が挙げられる。血小板は核がないため安全性が比較的高いとされている。

臓器再生は大量の細胞を必要とするため第二世代となる。臓器全体の置換の実現には 低

10年は必要と思われるが、臓器により差がある。（大学等Ｄ） 

 

 網膜、血小板、心筋細胞、ドーパミン産生細胞に関する研究が今後の発展を期待できる

と思う。（大学等Ｅ） 
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（ⅱ） 貴学の再生医療に関する研究成果について行った特許出願はありますでしょうか。 

 

 特許出願の実績はある。（大学等Ａ） 

 

 企業との共同出願が多い。単独出願についても、費用面の問題よりいずれは共有にせざ

るを得ない。特許の種類としては製法出願が多い。（大学等Ｂ） 

 

 再生医療関連の特許としては、細胞の分化方法、作成方法（効率的なiPS細胞作製方法

も含む）、これらの方法により作成した細胞・細胞塊、それを使用した治療用組成物、化

合物のスクリーニング方法、細胞シート、組織の再生に関わる因子等がある。このうち延

長対象となる特許数はよくわからない。（大学等Ｃ） 

 

 一般に、細胞自体の特許については、天然の生体細胞とは異なる性質を特徴として示す

ものであれば物質として特許を取りやすくなるのかもしれないが、再生医療の研究は幹細

胞を天然の細胞と同じ細胞に分化させることを目標にしており、分化細胞が天然細胞に近

づくほど特許が取りにくくなる可能性がある。 

 再生医療に関する特許は、現状はほとんどが製法に関している。用途特許は実用化を担

当する企業側に任せることが多い。実用化については、共同研究などで企業側が主に担当

した方が適切な場合が多いことから、早期からの企業との戦略検討が重要と考えている。 

 細胞の管理方法など、横断的な共同研究も進めており、共同出願も行っている。これら

は医学以外の分野の研究が多く、発明に対する企業の貢献度が高くなることもある。（大

学等Ｄ） 

 

 細胞の製造方法、分化誘導方法、選別方法等に関する特許出願を行っている。（大学等

Ｅ） 
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（ⅲ） 細胞の同等性の判断について。 

 

 細胞の同等性の定義については、しばしば問題となっている点であるが、製造方法（プ

ロトコール）で規定するしかないと考えている研究者は多い。ただし、分化細胞の製造方

法を多少変えることもあり、その場合は主要なマーカーで示すなどの方法が必要となる。

マーカーについては、主要な細胞についてはコンセンサスも得ている。 

 再生医療等製品の後続品は出る可能性が低いと思う。特に、iPS細胞についてはわかっ

ていない部分が多く、同じプロトコールで分化させても多少異なる分化細胞が得られるこ

ともあり、同等性のある細胞が得られるようになるのは技術的にまだ先ではないか。（大

学等Ｂ） 

 

 細胞によって必要な比較条件が異なる。同等性を示すための比較条件の項目数が少ない

細胞については、同等性が容易に判定できる可能性がある。細胞によっては同等性の基準

について既に学会のコンセンサスが得られており、PMDAにもガイドラインが提示されてい

る。（大学等Ｄ） 
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（３） 再生医療の企業との共同研究、ライセンスアウトの現状と課題について 

 

（ⅰ） 貴学と企業の再生医療に関する共同研究の成果に関し、共同研究先企業において

再生医療等製品等、製品開発につながったものはありますでしょうか。 

 

 再生医療に関する共同研究の成果として、製品開発につながった例はある。また、企業

との共同研究の成果について、企業治験まで進んでいるケースがある。（大学等Ａ） 

 

 まだ、上市されたものはないが、開発が進んでいるものがある。（大学等Ｃ） 

 

 今のところ、開発段階に入ったばかりの共同研究が多い。（大学等Ｄ） 

 

 臨床研究の準備段階まで進んでいる共同研究がある。（大学等Ｅ） 

 

 

（ⅱ） 貴学と企業の再生医療に関する共同研究の成果に関し、貴学／研究所または共同

研究先により特許出願を行った経験はありますでしょうか。 

 

 これまでに共同出願を行っている。（大学等Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ） 

 

 共同研究の成果は、ほとんどの場合共同出願されている。寄与度の計算は、明確な規定

があるわけではなく、ケースバイケースである。（大学等Ｃ） 

 

 

（ⅲ） 企業との再生医療に関する共同研究および企業への再生医療技術のライセンスア

ウトに関し、感じている今後の知財面の課題が存在するとお考えでしょうか。 

 

 再生医療等製品が物として権利化できればライセンス活動が進めやすい。製法特許は権

利範囲が狭く、費用対効果で考えるとライセンスアウトによるメリットが少ない。（大学

等Ｂ） 

 

 共同研究でないとき、ライセンス先を見つけるのが容易ではない。なお、共同研究につ

いての企業から打診は、 初から特定疾患を対象としてされることが多い。（大学等Ｃ） 

 

 再生医療製品の製法特許の場合、低分子化合物と比較して 終製品に対する貢献度がわ
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かりにくく、企業との契約時のロイヤリティ交渉が難しくなる可能性がある。汎用性の高

い技術のライセンスアウトについては世の中で広く使用されるようにしたいと考える。一

方、特定の目的・技術に特化した特許については、特定の企業への独占的ライセンスを認

めてもよい場合があると考える。（大学等Ｄ）  
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（４） 再生医療等製品の特許期間延長による研究戦略、産学連携戦略への影響について 

 

（ⅰ） 再生医療等製品に関する特許の存続期間延長が認められることによる、再生医療

に関する研究および産学連携へメリットがありますでしょうか。 

 

 現時点では、研究者が直接、期間延長によるメリットを実感する機会はあまりないよう

に思われる。但し、産学連携としては、ライセンス先の企業の実施期間が延長になるため、

その間ライセンス収入が増え、また企業にメリットがあることで、大学にもメリットがあ

ると思われる。（大学等Ａ） 

 

 あると考えている。製品に関する権利は手厚く守られるべきであると思う。（大学等Ｂ） 

 

 再生医療製品は開発期間が長く、延長制度のメリットはあると考える。（大学等Ｃ） 

 

 研究・開発に長期間を要するので、先発側にとってはメリットであると考えている。

（大学等Ｄ） 

 

 

（ⅱ） 再生医療等製品に関する特許の存続期間延長が認められることによる、再生医療

に関する研究および産学連携へのデメリットがありますでしょうか。 

 

 再生医療等製品は、物として特許を取得することが難しいため、ほとんどのケースにお

いて方法特許を取得することになる。その際、延長出願において、特許権と製品との結び

つきをどのように証明するのか、また、延長される特許権の効力範囲はどのようになるの

か、といった点が問題となるように感じている。（大学等Ａ） 

 

 再生医療等製品の延長された特許権の効力範囲の判断によっては再生医療研究に支障が

出る可能性を考えている。（大学等Ｅ） 
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（ⅲ） 再生医療等製品に関する特許の存続期間延長が認められたことにより、研究活性

化につながっているとお考えでしょうか。 

 

 特許の延長が、研究の活性化に直接つながるとは考えにくい。再生医療の研究を行って

いる医師にとっては、目の前にいる患者を救うことが 優先であるため、ビジネスや特許

に関することはどうしても優先度が低くなる傾向にあると思われる。（大学等Ａ） 

 

 研究者は延長制度を認識していないため、直接の影響はないと思われる。（大学等Ｂ） 

 

 知財に興味がある研究者の先生にとっては、モチベーション向上、研究活性化につなが

っていると思うが、延長登録の制度自体を知らない研究者が多いのも事実である。（大学

等Ｃ） 

 

 研究者の中には延長制度自体を知らない者も多く、延長を意識している研究者は少ない

と思われる。（大学等Ｄ） 

 

 大学での研究を進めるうえで特許を意識していないため、今のところ研究の活性化につ

ながるかはわからない。（大学等Ｅ） 

 

 

（ⅳ） 再生医療等製品に関する特許の存続期間延長が認められたことにより、企業との

再生医療に関する共同研究および企業への再生医療技術のライセンスアウトが活性化し、

得られるロイヤリティの増加につながっているとお考えでしょうか。 

 

 既に述べたように、再生医療の研究者には、表だってビジネスの話をしにくいという面

がある。なお、通常、再生医療等製品は研究から上市までに１０～１５年程度の期間がか

かるので、延長がなければ、上市から特許権満了までの数年間しかロイヤリティが入らな

いことになる。研究者自身がこのようなことを実感できれば、延長のニーズも増えていく

と思われる。（大学等Ａ） 

 

 特許権の活用期間が長くなれば企業のイノベーション意欲が増大するため、大学への共

同研究、ライセンスアウトも活性化されると思う。（大学等Ｂ） 

 

 これから延長登録出願が増えてくれば、ロイヤリティ増加につながる機運が高まってく

るのではないかと考える。（大学等Ｃ） 
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 満了が近い時期の特許の場合に、延長期間を考慮に入れてライセンス活動ができるので

あれば、ロイヤリティの増加につながるかもしれない。（大学等Ｄ） 

 

 ロイヤリティの増加につながると思う。一方、ライセンシーの開発した再生医療等製品

が、延長されるライセンサーの特許権の効力範囲に包含されるかどうかは薬事承認事項次

第であり、ライセンシーの開発方針によることから、ライセンサー側から延長の必要性を

予測するのは難しい。（大学等Ｅ）  

                   

以上 
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資料Ⅴ 海外質問票調査結果 

 

１．調査対象国、依頼先法律事務所 

米国：White & Case LLP 

欧州（英国、ドイツ）：VOSSIUS & PARTNER Patentanwälte Rechtsanwälte mbB 

韓国：金・張法律事務所 

 

２．調査期間 

米国：平成28年10月14日～12月22日 

欧州：平成28年9月21日～12月7日 

韓国：平成28年9月12日～11月23日 
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平成 28 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「特許法施行令第２条第２号に規定する再生医療等

製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現状及び課題等に関する調査研究」質問票調査ご協

力のお願い 

 

平成 28 年 9 月 

一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 

経済産業省 特許庁 

 

Ⅰ．質問票調査趣旨 

 当研究所では、今年度、特許庁から、再生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器の特許権存

続期間延長登録に関する調査研究を請け負っております。 

 本質問票調査は、この調査研究の一環として行うもので、貴国の特許・実用新案・意匠に関する再

生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器に関する特許権存続期間延長登録制度の活用の実態及

びその背景となる情報を収集することを目的としています。 

 

 つきましては、以下のとおり調査を依頼しますので、下記期限までにご回答ください。 

 

Ⅱ．調査スケジュール 

 調査レポート提出期限：2016 年 10 月 21 日 

 

Ⅲ．質問項目 

Q1. 再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器（以下、「再生医療等製品等」）に関する特許権

存続期間延長の対象 

（ここで、「再生医療等製品」とは、細胞を含む製品、又は、遺伝子を含む製品であり、HCT/P に

該当する医薬品 

（例：Carticel (Genzyme. Repair of symptomatic cartilage defects),  

Provenge (Dendreon. Treatment of prostate cancer),  

laViv (Fibrocell Technologies, Improvement of nasolabial fold wrinkles, etc） 

を意味し、 

「体外診断用医薬品」とは、in vitro diagnostics (IVD)を意味する。 

「医療機器」は、HCT/P に該当する製品および IVD を除く。） 

Q1-1. 延長の対象となる特許について 

・再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器それぞれの承認された代表的な製品（各５品目程

度）を保護する特許権の内容を教えてください。 

・再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器それぞれの延長登録数を教えてください。また、

代表的な延長登録の内容（各５件程度）を教えてください。 

・体内診断用医薬品（in vivo diagnotics）は米国では延長対象と理解していますが、正しいでし

ょうか。 

Q1-2. 延長の対象となる薬事承認の制限規定について 

・延長の対象となる薬事承認の制限規定として、156 条(f)の規定以外の特別規定及び内部基準が存

在しますか。 

・156 条(f)において、「連邦食品医薬品化粧品法に基づく規制の対象である医療機器」が延長対象

と規定されていますが、これは、体外診断用医薬品を含む医療機器のうち、クラスⅠ全てとクラス

米国 
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Ⅱの一部は延長の対象ではないということでしょうか。 

・156 条(f)(2)により延長対象から除外される再生医療等製品や体外診断用医薬品の例としてどの

ような製品がありますでしょうか。 

Q1-3. 体外診断用医薬品の延長について 

・延長が認められる体外診断用医薬品はどのような例がありますでしょうか（例：ウイルス検査剤、

がんマーカー検査剤）。 

・より広範囲、またはすべての体外診断用医薬品の延長を認めてほしいとのメーカーからの要望は

ありますでしょうか。 

・より広範囲、またはすべての体外診断用医薬品の延長を認めるべきとの学説はありますでしょう

か。 

Q1-4. 医療機器の延長について 

・医療機器の延長について、医療機器メーカーにはどのように受け止められていますが。 

・業界において、延長を歓迎している分野と困っている分野がはっきり分かれているでしょうか。

そうであれば、それぞれの分野を教えてください。 

・医療機器の延長を認めたことによる問題点を教えてください。 

 

Q2. 再生医療等製品等に関する特許の延長期間 

・延長期間の算定方法の規定として、再生医療等製品等に関し156条(g)以外の特別規定及び内部基

準が存在しますか。 

・延長期間の算定方法について、ユーザー側より特許権の侵食期間が十分補完できていないとの意

見はありますでしょうか。また、学説はどうなっていますでしょうか。 

・延長期間の算定方法について、後発品企業等から延長期間が長いため後発品開発に支障が出てい

るとの意見はありますでしょうか。 

・延長期間の算定方法についてのその他の議論などがあれば教えてください。 

・延長期間の算定基準になる治験期間、薬事審査（BLA, PMA)期間、510(k)の審査期間に関し、再

生医療等製品等の開発の際にそれぞれ実際に要している期間の平均について、もし情報があれば教

えてください。 

 

Q3. 再生医療等製品等に関する特許の延長登録要件 

・延長登録要件の規定として、再生医療等製品等に関し156条(a)以外の特別規定及び内部基準が存

在しますか。 

・再生医療等製品に関し、主成分である構成細胞又は導入遺伝子が同じで、培地・培養液や組織運

搬チューブなど主成分以外の構成のみ変更され、後で承認を受けた製品の延長は可能でしょうか。 

・延長登録を受けることができなかった再生医療等製品等の例と理由を教えてください。 

・延長登録要件を緩めてほしい、または厳しくしてほしいとの意見が業界からありますでしょうか。

また、どちらの意見が強いでしょうか。 

・延長登録要件についての議論などがあれば教えてください。 

 

Q4. 再生医療等製品等に関する延長される特許権の効力 

Q4-1. 同一性の範囲について 

・医薬品に関しては、156 条(f)(2)に規定された通り「塩又はエステル」を含むと規定されていま

すが、再生医療等製品等について、このような特別規定、内部基準や学説は存在しますか。 

Q4-2. 薬事審査事項との関係について 
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・再生医療等製品等について、薬事審査事項により限定される旨の特別規定、内部基準や学説があ

れば教えてください。 

Q4-3. 延長される特許権の効力に関する議論について 

・延長される特許権の効力を現状より広げてほしい、または狭めてほしいとの意見が業界からあり

ますでしょうか。また、どちらの意見が強いでしょうか。 

・延長される特許権の効力についての議論などがあれば教えてください。 

・医療機器について、延長された特許権の効力範囲をどう考えるでしょうか。 

・医療機器について、後の承認により追加で効力が広がるのでしょうか、その効力範囲はどう考え

るでしょうか。 

 

Q5. 再生医療等製品等の特許権存続期間延長に関する審判決 

・再生医療等製品等の延長に関する直接の審判決はないと理解していますが、もし存在しているの

であれば紹介してください。 

・延長された特許権に関する侵害訴訟の裁判例（特に、製剤、医療機器に関するものは全て））を

お示しください。 

・再生医療等製品等に直接関連のない判決について、再生医療等製品等の延長登録や延長期間の権

利行使に影響を与えると思われる判例があれば、判例の概要とどのような影響が考えられるか教え

てください。 

 

Q6. その他 

Q6-1. パテントリンケージについて 

・生物学的製品や医療機器はパテントリンケージの対象となっていませんが（生物学的製品は任

意）、今後対象となる動きや業界からの要望はありますでしょうか。 

Q6-2. その他の議論について 

・これまでの質問内容以外の論点について、再生医療等製品等の特許権存続期間延長に関する議論

があれば教えてください。 

 

以上 
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平成 28 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「特許法施行令第２条第２号に規定する再生医療等

製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現状及び課題等に関する調査研究」質問票調査ご協

力のお願い 

 

平成 28 年 9 月 

一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 

経済産業省 特許庁 

 

Ⅰ．質問票調査趣旨 

 当研究所では、今年度、特許庁から、再生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器の特許権存

続期間延長登録に関する調査研究を請け負っております。 

 本質問票調査は、この調査研究の一環として行うもので、貴国の特許・実用新案・意匠に関する再

生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器に関する特許権存続期間延長登録制度の活用の実態及

びその背景となる情報を収集することを目的としています。 

 

 つきましては、以下のとおり調査を依頼しますので、下記期限までにご回答ください。 

 

Ⅱ．調査スケジュール 

 調査レポート提出期限：2016 年 10 月 21 日 

 

Ⅲ．質問項目 

Q1. 再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器（以下、「再生医療等製品等」）に関する特許権

存続期間延長の対象 

（ここで、「再生医療等製品」とは、細胞を含む製品、又は、遺伝子を含む製品であり、先端医療

医薬品（ATMP)に該当する医薬品 

（例:ChondroCelect (TiGenix. Repair of single symptomatic cartilage defects,  

Glybera (UniQure biopharma. Treating lipoprotein lipase deficiency), 

MACI (Genzyme. Repair of cartilage defects at the knee joint), etc） 

を意味し、 

「体外診断用医薬品」とは、in vitro diagnostics (IVD)、を意味する。 

「医療機器」は、ATMP に該当する製品および IVD を除く。） 

Q1-1. 延長の対象となる特許について 

・再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器それぞれの承認された代表的な製品（各５品目程

度）を保護する特許権の内容を教えてください。 

・再生医療等製品それぞれの延長登録数を教えてください。また、代表的な延長登録（各５件程度）

の内容を教えてください。 

・人体に付与する診断用医薬品（体内診断用医薬品：in vivo diagnotics）は欧州では延長対象と

理解していますが、正しいでしょうか。 

Q1-2. 延長の対象となる薬事承認の制限規定について 

・延長の対象となる薬事承認の制限規定として、再生医療等製品等に関する特別規定及び内部基準

が存在しますか。 

・診断用医薬品に関しては、SPC 規則１条により人間又は動物に投与するものに限定されているた

め、人体に付与されない体外診断用医薬品については延長が認められないと理解していますが、そ

欧州 
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れで正しいでしょうか。 

Q1-3. 体外診断用医薬品の延長について 

・体外診断用医薬品の延長を認めてほしいとのメーカーからの要望はありますでしょうか。 

・体外診断用医薬品の延長を認めるべきとの学説はありますでしょうか。 

・法改正により体外診断用医薬品の延長を認める動きはありますでしょうか。 

Q1-4. 医療機器の延長について 

・医療機器の延長について、医療機器メーカーからの要望はありますでしょうか。 

・医療機器の延長を認めるべきという学説はありますでしょうか。 

・法改正により医療機器の延長を認める動きはありますでしょうか。 

 

Q2. 再生医療等製品等に関する特許の延長期間 

・延長期間の算定方法の規定として、再生医療等製品等に関しSPC規則 13条以外の特別規定及び内

部基準が存在しますか。 

・延長期間の算定方法について、ユーザー側より特許権の侵食期間が十分補完できていないとの意

見はありますでしょうか。また、学説はどうなっていますでしょうか。 

・延長期間の算定方法について、後発品企業等から延長期間が長いため後発品開発に支障が出てい

るとの意見はありますでしょうか。 

・延長期間の算定方法についての議論などがあれば教えてください。 

・日本、米国等では治験期間および薬事審査期間が延長期間の算定基準となりますが、欧州での治験

期間、薬事審査期間（ATMP）、第三者認証のための期間（IVD、医療機器）に関し、再生医療等製品等

の開発の際にそれぞれ実際に要している期間の平均について、もし情報があれば教えてください 

Q3. 再生医療等製品等に関する特許の延長登録要件 

・延長登録要件の規定として、再生医療等製品等に関し SPC 規則 3 条以外の特別規定及び内部基準

が存在しますか。 

・CJEU C-431/04 の裁判例において、低分子医薬品に関しては、有効成分に SPC が付与されている

場合、新規製剤には SPC が付与されないと判断されています。再生医療等製品の場合、主成分であ

る構成細胞又は導入遺伝子が同じで、培地・培養液や組織運搬チューブなど主成分以外の構成のみ

変更され、後で承認を受けた製品の延長可否はどのように考えられますか。 

・延長登録を受けることができなかった再生医療等製品等の例と理由を教えてください。 

・延長登録要件を緩めてほしい、または厳しくしてほしいとの意見が業界からありますでしょうか。

また、どちらの意見が強いでしょうか。 

・延長登録要件についての議論などがあれば教えてください。 

 

Q4. 再生医療等製品等に関する延長される特許権の効力 

Q4-1. 同一性の範囲について 

・CJEU C-392/97 の裁判例において、承認された医薬品の単なる派生物（異なる塩、エステル等）

であれば、そのものがクレームに含まれる限り、SPC の効力が及ぶと判断されていますが、再生医

療等製品等の場合、派生物はどの範囲まで認められると考えられますか。 

Q4-2. 薬事審査事項との関係について 

・再生医療等製品等について、薬事審査事項により限定される旨の特別規定、内部基準や学説があ

れば教えてください。 

Q4-3. 延長される特許権の効力に関する議論について 

・延長される特許権の効力を現状より広げてほしい、または狭めてほしいとの意見が業界からあり
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ますでしょうか。また、どちらの意見が強いでしょうか。 

・延長される特許権の効力についての議論などがあれば教えてください 

 

Q5. 再生医療等製品等の特許権存続期間延長に関する審判決 

・再生医療等製品等の延長に関する直接の審判決はないと理解していますが、もし存在しているの

であれば紹介してください。 

・再生医療等製品等に直接関連のない判決について、再生医療等製品等の延長登録や延長期間の権

利行使に影響を与えると思われる判例があれば、判例の概要とどのような影響が考えられるか教え

てください。 

 

Q6. その他 

Q6-1. パテントリンケージについて 

・欧州はパテントリンケージ制度が存在しないと理解していますが、今後導入する動きや業界から

の要望はありますでしょうか。 

Q6-2. その他の議論について 

・これまでの質問内容以外の論点について、再生医療等製品等の特許権存続期間延長に関する議論

があれば教えてください。 

以上 
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平成 28 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「特許法施行令第２条第２号に規定する再生医療等

製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現状及び課題等に関する調査研究」質問票調査ご協

力のお願い 

 

平成 28 年 9 月 

一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 

経済産業省 特許庁 

 

Ⅰ．質問票調査趣旨 

 当研究所では、今年度、特許庁から、再生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器の特許権存

続期間延長登録に関する調査研究を請け負っております。 

 本質問票調査は、この調査研究の一環として行うもので、貴国の特許・実用新案・意匠に関する再

生医療等製品、体外診断用医薬品及び医療機器に関する特許権存続期間延長登録制度の活用の実態及

びその背景となる情報を収集することを目的としています。 

 

 つきましては、以下のとおり調査を依頼しますので、下記期限までにご回答ください。 

 

Ⅱ．調査スケジュール 

 調査レポート提出期限：2016 年 10 月 21 日 

 

Ⅲ．質問項目 

Q1. 再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器（以下、「再生医療等製品等」）に関する特許権

存続期間延長の対象 

（「再生医療等製品」とは、細胞を含む製品、又は、遺伝子を含む製品であり、例として、

Holoderm（Tego、自家培養表皮）, Chondron（Sewon Cellontech、自家培養軟骨）, Adipocell

（Anterogen、自家培養脂肪細胞）等が挙げられる。 

「体外診断用医薬品」とは、in vitro diagnostics (IVD)を意味する。 

「医療機器」は、「再生医療等製品」に該当する製品および IVD を除く。） 

Q1-1. 延長の対象となる特許について 

・再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器それぞれの承認された代表的な製品（各５品目程

度）を保護する特許権の内容を教えてください。 

・再生医療等製品、体外診断用医薬品それぞれの延長登録数を教えてください。また、代表的な延

長登録（各５件程度）の内容を教えてください。 

・体内診断用医薬品（in vivo diagnotics）は韓国では延長対象でしょうか。 

Q1-2. 延長の対象となる薬事承認の制限規定について 

・延長の対象となる薬事承認の制限規定として、施行規則 7 条で「有効成分が新物質である」旨規

定されていますが、それ以外の再生医療等製品等に関する特別規定及び内部基準が存在しますか。 

・施行規則 7 条で「有効成分が新物質である」と規定されていることから、再生医療等製品に関し、

主成分である構成細胞又は導入遺伝子が同じで、培地・培養液や組織運搬チューブなど主成分以外

の構成のみ変更され、後で承認を受けた製品は対象にならないということでしょうか。 

Q1-3. 体外診断用医薬品の延長について 

・2015 年の医療機器法改正により体外診断用医薬品が薬事法上の「医薬品」から医療機器法上の

「医療機器」に変更になっていますが、それに伴い体外診断用医薬品の延長対象から外れたという

韓国 
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理解で正しいでしょうか。もし、現在でも薬事法上の「医薬品」に該当するものがあれば教えてく

ださい。 

・体外診断用医薬品が延長対象より外れたことについて、メーカーの反応はいかがでしょうか。 

Q1-4. 医療機器の延長について 

・医療機器の延長について、医療機器メーカーからの要望はありますでしょうか。 

・医療機器の延長を認めるべきという学説はありますでしょうか。 

・法改正により医療機器の延長を認める動きはありますでしょうか。 

 

Q2. 再生医療等製品等に関する特許の延長期間 

・延長期間の算定方法の規定として、再生医療等製品等に関し89条以外の特別規定及び内部基準が

存在しますか。 

・延長期間の算定方法について、ユーザー側より特許権の侵食期間が十分補完できていないとの意

見はありますでしょうか。また、学説はどうなっていますでしょうか。 

・延長期間の算定方法について、後発品企業等から延長期間が長いため後発品開発に支障が出てい

るとの意見はありますでしょうか。 

・延長期間の算定方法についての議論などがあれば教えてください。 

・延長期間の算定基準になる治験期間および薬事審査期間に関し、再生医療等製品等の開発の際にそ

れぞれ実際に要している期間の平均について、もし情報があれば教えてください。 

Q3. 再生医療等製品等に関する特許の延長登録要件 

・延長登録要件の規定として、再生医療等製品等に関し91条以外の特別規定及び内部基準が存在し

ますか。 

・延長登録を受けることができなかった再生医療等製品等の例と理由を教えてください。 

・延長登録要件を緩めてほしい、または厳しくしてほしいとの意見が業界からありますでしょうか。

また、どちらの意見が強いでしょうか。 

・延長登録要件についての議論などがあれば教えてください。 

 

Q4. 再生医療等製品等に関する延長される特許権の効力 

Q4-1. 薬事審査事項との関係について 

・延長される特許権の効力は、95 条により承認を受けた用途に限定される旨規定されていますが、

再生医療等製品等に関し、用途以外の薬事審査事項により効力範囲が限定されるという規定や学説

は存在しますでしょうか。 

Q4-2. 延長される特許権の効力に関する議論について 

・延長される特許権の効力を現状より広げてほしい、または狭めてほしいとの意見が業界からあり

ますでしょうか。また、どちらの意見が強いでしょうか。 

・延長される特許権の効力についての議論などがあれば教えてください。 

 

Q5. 再生医療等製品等の特許権存続期間延長に関する審判決 

・再生医療等製品等の延長に関する直接の審判決はないと理解していますが、もし存在しているの

であれば紹介してください。 

・再生医療等製品等に直接関連のない判決について、再生医療等製品等の延長登録や延長期間の権

利行使に影響を与えると思われる判例があれば、判例の概要とどのような影響が考えられるか教え

てください。 
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Q6. その他 

Q6-1. パテントリンケージについて 

・韓国ではパテントリンケージの対象に生物学的製剤が含まれるため、再生医療等製品も対象とな

るという理解で正しいでしょうか。 

・医療機器はパテントリンケージの対象となっていませんが、今後対象となる動きや業界からの要

望はありますでしょうか。 

Q6-2. その他の議論について 

・これまでの質問内容以外の論点について、再生医療等製品等の特許権存続期間延長に関する議論

があれば教えてください。 

 

以上 
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（１）米国 

 

Q1. 再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器（以下、「再生医療等製品等」）に関

する特許権存続期間延長の対象 

（ここで、「再生医療等製品」とは、細胞を含む製品、又は、遺伝子を含む製品であり、

HCT/Pに該当する医薬品 

（例：Carticel (Genzyme. Repair of symptomatic cartilage defects),  

Provenge (Dendreon. Treatment of prostate cancer),  

laViv (Fibrocell Technologies, Improvement of nasolabial fold wrinkles, etc） 

を意味し、 

「体外診断用医薬品」とは、in vitro diagnostics (IVD)を意味する。 

 

 製品を対象とする特許については、「その製品が商業的販売又は使用の前に行政審査期

間の適用を受けていることを条件として」（35 U.S.C. §156 (a)(4)）特許存続期間延長

（以下「延長」）を利用することができる。「製品」とは、「医薬製品」又は「連邦食品

医療品化粧品法に基づく規制の対象である医療機器、食品添加剤又は着色添加剤」（35 

U.S.C. § 156(f)(1)(A)-(B)）をいうと法律により定義されている。 

 USPTO は、1984年に制度が開始して以来、617件の特許に延長登録が認められたと報告

している（2016年11月1日現在）。延長登録の認められた617件の特許の審査によれば、

75%が人間用医薬品関連、5%が動物用医薬品関連、医療機器関連が11%ほど、生物製剤が

8.3%ほど、食品添加物に関連する特許が1%であり、着色添加物の通常審査では、延長登録

が認められたものは無い。 

 

Q1-1. 延長の対象となる特許について 

・再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器それぞれの承認された代表的な製品（各

５品目程度）を保護する特許権の内容を教えてください。 

 

 生物学的製品、IVD、医療機器（比較用に小分子薬剤とともに）に関してFDAに承認され

た製品の代表的なものを以下に示した。 
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小分子薬（NDA） 生物学的薬品(BLA) 体外診断薬（PMA） 医療機器（PMA)

1
2
3
4

1 ゼルボラフ(Hoffman LaRoche) アドセトリス(Seattle Genetics)
インフォームHer2 Dual ISH DNAプ
ローブカクテル (Ventana)

TissueGlue外科用接着剤（Cohera
Medical）

2 NDA #202429 BLA #125388 PMA No. P100027 PMA No. P130023

3

アドセトリス（ブレンツキシマブベドチ
ン）は、ホジキンリンパ腫と、全身型
未分化大細胞型リンパ腫として知ら
れる珍しいリンパ腫の治療に使用さ
れる。 抗体薬物複合体であって、
抗体と薬物が結合し、抗体に標的
のCD30として知られるリンパ腫細
胞まで薬剤を運ばせる。

インフォームHER2 Dual Ish DNA プ
ローブカクテルは、HER2遺伝子の
17番遺伝子に対する比率を計数す
ることにより、HER2遺伝子の状態を
判断する際に使用するためのもの
である。

この道具は、腹壁形成術において
皮下の組織の平面間に死腔が存在
する組織層の近似物として用いられ
る。

4

1 ストライビルド(Gilead) ザルトラップ (Sanofi Aventis) Progensa PCA3検査 (Gen-Probe) ハイモビス (Fidia Farmaceutici)
2 NDA #203100 BLA #125418 PMA No. P100033 PMA No. 150010

3

Progensa PCA3検査は体外診断用
の核酸増幅テストである。 この検
査では、直腸指診後の起床後最初
に採取した男性尿サンプル中の前
立腺がん遺伝子３（PCA3）及び前
立腺特異抗原（PSA）RNA（RNA）分
子の濃度を測定し、PCA3 RNA分子
のPSA RNA分子に対する比率
（PCA3スコア）を計算する。

このデバイスは、保存的な非薬物
療法及び鎮痛剤（例．アセトアミノ
フェン）に十分に対応しなかった患
者のひざの変形性関節症の治療に
用いられる。ハイモビスは、単回使
用の注射器に含まれる無菌、非発
熱性、粘弾性のヒドロゲルである。

4

1 テクフィデラ (Biogen) カドサイラ (Genentech) Abbott Realtime HCV Genotype II
Storz Medical デュオリスSD1衝撃
波療法

2 NDA #204063 BLA #125427 PMA No. P120012 PMA No. 080028

3

カドサイラは、ハーセプチン（トラスツ
ズマブ）とタキサン系化学療法によ
る前治療を受けた患者の身体の他
の部分に広がったHER2陽性乳がん
の治療に使用される。カドサイラは、
抗HER2治療薬のトラスツズマブを、
がん細胞の増殖に干渉するDM1と
いう薬剤と結びつけたものから構成
される。

Abbott Realtime HCV Genotype II
は体外診断用の逆転写ポリメラー
ゼ連鎖反応（rt-pcr）検査であり、C
型肝炎ウィルスに慢性的に感染し
ている個人から採取した血漿又は
血清中のC型肝炎ウィルスの個体
群1、1a、1b及び2-5を定性的に同
定するためのアボット社のm Sample
Preparation System（RNA核酸抽出
試薬）とAbbott社のm2000sp及び
m2000rtと共に使用される。

このデバイスは、慢性近位足底筋
膜炎を原因とする踵の痛みの体外
衝撃波治療に用いられる。.

4

1 ジカディア (Novartis) サイラムザ (Eli Lilly) BRACANALYSIS CDX (Myriad)
Cheatham Platinum Stent System
(Numed, Inc.)

2 NDA #205755 BLA #125477 PMA No. P140020 PMA No. 150028

3

Bracanalysis CDXは、EDTAに集
まった全身血液サンプルから得たゲ
ノムDNAを使用して、タンパク質コー
ド領域及びBRCA1とBRCA2遺伝子
のイントロン／エクソンの境界部分
に存在する多様体を定性的に検出
及び分類するための体外診断用機
器である。

CPステント及び取付CPステントは、
従属する大動脈峡部又は下行大動
脈の第1枝を含む大動脈の自然な
及び／再発性の収縮の治療に利用
される。

4
7153964, 7893074, 7964592, 8039479,
8377921, 8703787, 9309229

1 タイケルブ (Novartis) レパーサ (Amgen) コロガード (Exact Sciences)
Raindrip Near Vision Inlay (Revision
Optics)

2 NDA #022059 BLA #125522 PMA No. P130017 PMA No. P150034

3

キナーゼ阻害剤のタイケルブは、カ
ペシタビンと組み合わせて、 HER2
を過剰発現する腫瘍を持つ進行性
又は転移性乳がん患者の治療に利
用される。

コロガードは、大腸関連の遺伝子変
異（DNAマーカー）の定性的な検
出、及び人間の便中のヘモグロビン
の存在を［検査するための］もので
ある。陽性結果が出た場合、大腸
がん又は進行腺腫の存在を示すこ
とがあり、診断のために結腸内視鏡
検査を行うべきである。

このデバイスは、器質内に埋め込ん
で、老眼患者の非効き目の近見視
力を改善するために用いられる。

4
6391874, 6713485, 6727256, 6828320,
7157466, 8513262, 8821927

説明
関連特許

医薬品名（企業名）
出願番号
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・再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器それぞれの延長登録数を教えてください。

また、代表的な延長登録（各５件程度）の内容を教えてください。 

 

HCT/P製品：細胞組織遺伝子治療局（Office of Cellular, Tissue and Gene Therapies: 

OCTGT）に承認されている再生医療等製品は、以下の13製品である。 

 

 

 

 これらの承認が、延長の根拠とされたことはないようである。 

 

IVD製品：IVD製品は、医療機器・放射線保健センター（Center for Devices and 

Radiological Health (CDRH)）又は生物製剤評価・研究センター（Center for Biologics 

Evaluation and Research (CBER)）の管轄に該当することがある。 

 

 CDRHは、心臓血管関連機器、美容機器、歯科用品、インプラント、神経機器、消費者機

器 、 「 体 外 診 断 用 医 薬 品 」 な ど の 医 療 用 機 器 の 多 く を 規 制 し て い る 。

（http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/InVitroDiagnost

ics/default.htm）この部門で規制されているIVDには、 薬事未承認検査、コンパニオン

診断、薬物乱用検査、血糖モニタリング機器、自宅又は臨床ケアで利用される検査などが

ある。これらのIVD製品の一つが延長の根拠となったことがあるようである。 

 

(1) Progensa PCA3, 米国特許第7,008,765号; 連邦食品医薬品化粧品法第515条(21 

U.S.C. § 360e)に基づく行政審査を通じてProgensa PCA3 検査（販売会社：Gen-Probe 

Inc.）の市販前承認（PMA）が認められていることを根拠として延長登録が認められた。

Marketed  products from the Office of Cellular, Tissue and Gene Therapies (OCTGT)

Product Type Company Trade Name

HPC Cord Blood
SSM Cardinal Glennon Children's
Medical Center

Allocord

Autologous Cultured Fibroblasts Fibrocell Technologies Laviv (Azficel-T)
Autologous Cultured Chondrocytes Genzyme BioSurgery Carticel
BCG Live (Intravesical)  Sanofi Pasteur Limited TheraCys
HPC Cord Blood Cleveland Cord Blood Center Clevecord
Allogeneic Cultured Keratinocytes and
Fibroblasts in Bovine Collagen

Organogenesis Incorporated Gintuit

Hematopoietic Progenitor Cells, Cord Blood New York Blood Center Hemacord

Hematopoietic Progenitor Cell
Duke University School of
Medicine

Ducord, HPC Cord Blood

HPC, Cord Blood
Clinimmune Labs, University of
Colorado Cord Blood Bank

[none]

HPC, Cord Blood BLA 125432
LifeSouth Community Blood
Centers, Inc.

[none]

HPC, Cord Blood - BLA 125585 Bloodworks [none]

Talimogene laherparepvec
BioVex, Inc., a subsidiary of
Amgen Inc. IMLYGIC

Autologous cellular immunotherapy Dendreon Corp. PROVENGE (sipuleucel-T)
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この検査では、通常の細胞に対して前立腺がん細胞中で過剰発現している前立腺特異RNA

であるPCA3を検出する。検査では、ターゲットキャプチャー法、核酸増幅法（「TMA」）

とハイブリタイゼーションプロテクションアッセイ（「HPA」）の実行により、PCA3発現

量を測定する。請求項1、6、8、25、27、29、31、37、39は、承認された製品を文字通り

記載しており、請求項7と 30は、承認された製品の承認された方法を文字通り記載してい

る。製品の請求項は、10から50のヌクレオチドの「孤立核酸分子」であって、特に特定の

特異的配列からの少なくとも10の連続するヌクレオチドから成るPCA3 RNA又はDNAへとハ

イブリッド形成したものに関する。方法の請求項は、製品の請求項に従属し（すなわち、

特許保護の請求された核酸分子を制約として含む）、標本をハイブリッド形成条件下にあ

る核酸分子と接触させ、PCA3核酸と結合した該分子の存在を検出することを記載している。 

 

 CBERは、生物学的製品及び関連製品（血液、ワクチン、アレルゲン、組織、細胞・遺伝

子治療を含む）を規制する。これらの「生物製剤」は、生体（ヒト、動物、微生物など）

に由来し、容易に識別又は特徴付けられないものであり、通常はバイオテクノロジーを利

用して製造される。感染性疾患に関する献血者スクリーニング検査といったIVD検査は、

CBERの下で生物製剤認可申請（BLA）として規制される。献血者の検査の関連機器は、市

販前承認（PMA）又は510(k)として規制される。次の感染性疾患の検査がCBERの管轄に該

当する。 

B型肝炎、C型肝炎、HIV感染症（HIV-1、HIV-1/2）、ヒトTリンパ好性ウイルス、クルーズ

トリパノソーマ、西ナイルウイルス 

 検 査 対 象 に は 、 抗 体 、 抗 原 、 核 酸 が 含 ま れ る

（http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/BloodBloodProducts/ApprovedProducts/

LicensedProductsBLAs/BloodDonorScreening/InfectiousDisease/ucm080466.htm）。これ

らのIVD製品が延長の根拠となったことはないようである。 

 

 多くのIVD検査がPMAによりクラスIIIの医療機器として承認を受けているが、その承認

を根拠として延長を認められたものは１つだけである。延長 申請の根拠として用いられ

た承認済み製品の審査によれば、臨床検査関連の特許で延長を認められたものは、２件で

あった。 

 次の二つの製品はいずれも、患者から抽出された標本中の抗体、タンパク質又は核酸配

列、病原体などを検査する従来の体外診断医薬品検査ではないことに留意されたい。一つ

は代謝産物の存在を分析する呼気試験であり、もう一つはアレルギー反応皮膚検査である。

呼気試験製品に延長が認められたのは、体内に取り込まれる物質に医薬製品としての承認

が必要だからであった。 
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(1) Meretek Breath Test, 米国特許第4,830,010号; 連邦食品医療品化粧品法第50条

(21 U.S.C. § 355)に基づく行政審査が行われたものの、延長は13C尿素の新薬承認申請

（NDA）の承認を根拠として認められた。13C尿素が、510(k)申請により承認された医療機

器であるヘリコバクター・ピロリ菌コレクションキット用のメレテック（Meretek）呼気

試験の薬剤成分として使用されたことに留意されたい。請求項1、2、3、5 は承認された

製品を文字どおり記述している。請求項は、胃腸障害の診断方法に関するものであり、例

えば、安全かつ有効な量の同位体標識尿素を投与するステップ、又は呼気について同位体

標識尿素における同位体標識された二酸化炭素加水分解生成物の存在を分析するステップ

が含まれる。 

 

(2) Allergan Patch Test (T.R.U.E.) テスト 、米国特許第4,836,217号; 延長は、公

衆衛生法（Public Health Service Act）第351条及び連邦食品医療品化粧品法第502条（21 

U.S.C. § 352）に基づくアラガンテストキットの承認を根拠として認められた。関連

「製品」は、多数の抗原を含有する24のパッチに含まれる有効成分の組合せである。請求

項1-12は、承認された製品を文字通り記述している。請求項は、接触アレルギーを検出す

る目的での密封法による皮膚試験に使用される少なくとも一つのパッチを備えた試験紙で

あって、片面に乾燥塗膜が付着されるように改良を施し、前記塗膜はアレルゲン又はアレ

ルゲン混合物を含有し、皮膚からの水分を吸収することのできる塗膜形成ポリマーを含む

ものに関する。 

 

医療機器： 延長申請の根拠として用いられた承認済み製品の予備審査に基づけば、市販

前承認の行政審査により承認されたクラスIII医療機器製品38個に特許延長が認められた。 

 以下は、延長を認められた特許の対象となる5つの医療機器製品の例である。 

 

(1) S8 Over the Wire System、米国特許第6,309,402号。413日の延長は、37 CFR（連

邦規則法典第37巻）第814条（変更後の市販前承認）に基づくS8有線型冠動脈ステントシ

ステムのクラスIII医療機器としての承認を根拠として認められた。関係する製品は、ヒ

トの血管内にステントを留置するためのデリバリーシステムである。請求項1-19は承認さ

れた装置を文字通り記述し、請求項20-36は承認された装置の製造方法を文字通り記述す

る。メドトロニック（Medtronic）社はPMA P030009を根拠として同時に８件の特許につい

て延長を申請し、本特許に延長が認められることとなった。 

 

(2) InFuse Bone Graft／LT-Cage Lumbar Tapered Fusion（LT-ケージ腰部テーパー固

定術）、米国特許第 5,984,967号。464日の延長は、連邦食品医薬品化粧品法第515条及び

第520条（21 U.S.C. § 360e, 360j）に基づく脊髄固定術用の医療機器のクラスIII医療
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機器としての承認を根拠として認められた。関係する製品は、隣接する椎骨間の脊髄の固

定を促進する埋め込み型装置である。請求項1-4、6-8及び10は、少なくとも一つの骨を内

方成長させる開口部を備えた中空金属体から成る装置であって、骨形成用材料が中空体の

内部にある適切な担体であるものを文字通り記述している。  SDGI社はPMA P000058を根

拠として同時に2件の特許について延長を請求し、本特許に延長が認められることとなっ

た。 

 

(3) Restaylane、米国特許第5,827,937号。879日の延長は、連邦食品医薬品化粧品法

第515条（21 U.S.C. § 360e）に基づく組織容量の回復に使用される患者用の注射可能な

ゲルのクラスIII医療機器としての承認を根拠として認められた。関係する製品は、架橋

された生体適合性多糖ゲル組成物であり、申請者によれば、有効成分（「薬剤」）を含ま

ない。請求項1-3、5-7、9-10及び12は、ゲル（すなわち「機器」）の製造方法を文字通り

記述し、請求項24及び33は、ゲル組成物（すなわち「機器」）を含むプロダクト・バイ・

プロセスクレームである。 

 

(4) Taxus Express、米国特許第5,716,981号。488日の延長は、連邦食品医薬品化粧品

法第515条（21 U.S.C. § 360e）に基づく薬剤溶出性ステントのクラスIII医療機器とし

ての承認を根拠として認められた。請求項1、6、11、12、17及び18は、ステント装置又は

ステント装置の使用方法が文字通り記述されている。例えば、請求項1は、パクリタキセ

ル（有効成分）と高分子担体を含む組成物で被覆された環状構造から成るステントに関す

る。請求項11は、 ステントを通路に挿入して、該通路を広げることから成る身体通路の

管腔の拡大方法に関する。 

 

(5) Macroplastique Implant、米国特許第5,571,182号。1,664日の延長は、連邦食品

医薬品化粧品法第515条(21 U.S.C. § 360e)に基づく注入可能な尿道充填剤のクラスIII

医療機器としての承認を根拠として認められた。請求項1-3、12-13及び15-20は、軟組織

を長期的に増加させるための注射用の注入システム（「機器」）を文字通り記述している。

Uroplasty, Inc.はPMA P040050を根拠として同時に3件の特許について延長を申請し、本

特許に延長が認められることとなった。 

 

・体内診断用医薬品（in vivo diagnotics）は米国では延長対象と理解していますが、正

しいでしょうか。 

 

 体内診断用医薬品は延長を受けることができる。体内診断用医薬品には、例えば、放射

性医薬品、分子イメージング／造影剤などがある。 
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 延長を認められた特許で対象とされていた製品の例を以下に示す。 

 

 Imagent GI（パーフルブロン）、米国特許第3,975,512号（2年） 

 Cardiogen-82, 米国特許第4,400,358号（2年） 

 Quadramet、米国特許第4,898,724号 （1,511日） 

 Teslascan, 米国特許第4,933456号（1,628日） 

 Neurolite、米国特許第5,279,811号（250日） 

 Zevalin、米国特許第5,776,456号（227日） 

 

 

Q1-2. 延長の対象となる薬事承認の制限規定について 

・延長の対象となる薬事承認の制限規定として、156条(f)の規定以外の特別規定及び内部

基準が存在しますか。 

 

 「製品」に対する保護を請求する特許は、延長を受ける資格を有する。「製品」とは、

「医薬製品」又は「連邦食品医薬品化粧品法に基づく規制の対象である医療機器、食品添

加剤又は着色添加剤（35 U.S.C. §156(f)(1)(A)-(B)）と法律により定義されている。さ

らに、ヒトに使用される製品のみに注目して、「医薬製品」とは「新規の医薬品、抗生物

質薬品若しくは人間用生物学的製品」をいい、「これには、有効成分単体としての又は他

の有効成分との組合せにおける有効成分の塩又はエステルが含まれる、と定義されている

（35 U.S.C. §156(f)(2)(A)-(B)）。 

 有効成分の一形態をとる医薬製品への特許は、別の形態をとる基礎的な化学的部分がす

でに承認を受けており、商業的に販売又は使用されているとしても、延長を受けることが

できる。例えば、特定の化学的部分のエステル形態を含む医薬製品は、同一の化学的部分

の塩形態を含む医薬製品とは、塩とエステルが同じ病状の治療に用いられているにもかか

わらず、異なる（PhotoCure v. Kappos, 603 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2010)、Glaxo 

Operations UK Ltd. v. Quigg, 894 F.2d 392 (Fed. Cir. 1990) (セフロキシム酸のエス

テルを請求する特許は、セフロキシムの2つの塩がすでに承認済みであるにもかかわらず、

延長を受けることができると判断））。さらに判例法によれば、「医薬製品」とは、投与

後にその医薬品が取り得る形態ではなく、患者にその製品を投与する前の 終投薬形態で

見つかる有効成分をいう（Hoechst-Roussel Pharmaceuticals Inc. v. Lehman, 109 F.3d 

756, 759 n.3 (Fed. Cir. 1997)）。 

 「医薬製品」から成るクレームが延長を受けることができるかどうかも、特許クレーム

の範囲という観点から検討される必要がある。医薬製品を含む組成物のクレームは、商業

的販売又は使用について承認された組成物又は製剤についても文字通り記述しなければな
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らない。 

 

・156条(f)において、「連邦食品医薬品化粧品法に基づく規制の対象である医療機器」が

延長対象と規定されていますが、これは、体外診断用医薬品を含む医療機器のうち、クラ

スⅠ全てとクラスⅡの一部は延長の対象ではないということでしょうか。 

 

 医療機器については、延長の対象となる「製品」について第156条（f）(1)(B)に定めら

れた定義が「連邦食品医薬品化粧品法に基づく規制の対象である医療機器・・・」を含む

にもかかわらず、第156条(a)(4)に定められている条件は「製品が商業的販売又は使用の

前に行政審査期間の適用を受けていること」を求めており、市販前の承認（PMA）を受け

たクラスIIIの医療機器のみが延長を受けることができることを意味するのだと解釈され

ている。 

 連邦食品医薬品化粧品法第510条(k)に基づく行政審査期間は、35 U.S.C.第156条に基づ

く特許の存続期間延長の適格を生じさせる行政審査期間ではない。In re Nitinol Medical 

Technologies Inc., 17 U.S.P.Q.2d 1492, 1492-1493 (Comm’r Pat. & Tm. 1990). 

 

 議会は、1976年医療機器修正法においてFDAに医療機器の監督を委ね、その行政政策の

構造が現在まで続いている。 

 クラスI装置（例えば、手袋、包帯）は一般管理の対象にのみなる。つまり、GMPの遵守、

粗悪品や虚偽表示でないことであり、市販前の審査は免除される。 

 クラスII医療機器（例えば、カテーテル、補聴器、骨ねじ等）は、一般管理並びに表示

要件と市販後の監視を満たさなければならず、多くは第510条(k)に服する。クラスIII医

療機器は、「ヒトの生命維持に使用される」もの又は「疾病若しくは負傷の潜在的で不合

理なリスクとなる」ものである。 

 クラスIII医療機器は、その機器の安全性及び有効性を実証するために市販前承認（PMA）

を受けなければならない。ただし、クラスIII医療機器は、それがPMAにより既に承認され

合法的に市販された機器（predicate device）に「実質的に相当」することを条件として、

第510条（k）の手続により市販を認められることができる。実際、市販されているクラス

III医療機器の大多数は、第510条（k）に基づき市販を認められているので、特許期間延

長を認められる適格性は発生しない。 

 

・156条(f)(2)により延長対象から除外される再生医療等製品や体外診断用医薬品の例と

してどのような製品がありますでしょうか。 

 

 第156条(f)(2)に定められた範囲を狭める定義は、延長の対象となり得る再生医療等製
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品又はIVD製品の種類を限定するものとは解釈されていない。IVD製品について試験で用い

られた医薬製品を根拠として延長が求められた場合には、その医薬品について理解されて

いる制限が適用されることになるだろう。 

 

 

Q1-3. 体外診断用医薬品の延長について 

・より広範囲、またはすべての体外診断用医薬品の延長を認めてほしいとのメーカーから

の要望はありますでしょうか。 

 

 原則として、PMAのための行政審査を受けるIVD製品は「 初に製品の商業的販売又は使

用を許可されたもの」（そうでなければ、第510条（k）の審査により市販することができ

る）であり、したがって、「承認済み製品」の要件を満たすはずであり、その製品を対象

とする特許は延長を受けることができると思われる。 

 企業は、PMAにより規制される製品は延長の対象となり、延長を受けることのできない

製品はPMAの手続を経ずに、第510条（k）により扱われる、というようにこの問題が足並

みを揃えたものとなるのが好ましいと考えるだろう。PMAにより規制されるIVDが 初に許

可を受けた商品とはならない範囲では、それは不当な権利の喪失又は補償されない負担の

賦課であると考えられる。 

 

・より広範囲、またはすべての体外診断用医薬品の延長を認めるべきとの学説はあります

でしょうか。 

 

 特定標的のための次世代IVDアッセイを当該製品の 初に許可された商業的販売又は使

用であると見なすことができるか、又はどの基準であれば、標的について第一世代と第二

世代のIVDアッセイを十分に定性的に区別することができるのかは定かでない。この点に

関して裁判所で（又はおそらくUSPTOでも）争われた事例はない。 

 

 

Q1-4. 医療機器の延長について 

・業界において、延長を歓迎している分野と困っている分野がはっきり分かれているでし

ょうか。そうであれば、それぞれの分野を教えてください。 

 

 医療機器業界は、製薬業界で見られるようにジェネリック医薬品による参入についての

確立されたシステムがないので、延長制度の強い支持派と強い反対派の間が明白に分かれ

ていない。 
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 また、回避設計が容易にできない特定の化合物を医薬製品として、又は漸進的な技術改

良の対象を販売する製薬業界とは異なり、医療機器業界は、特許の周辺発明をする競争業

者にさらされ、したがって医薬品よりも一般的に特許保護が弱いと考えられる。このこと

も、医療機器の賛成派と反対派間の分裂を抑える傾向を生み出している。 

 

・医療機器の延長を認めたことによる問題点を教えてください。 

 

 まだ取り上げられていない問題の一つに、組合せ機器（「医薬品」又は「生物製剤」を

含む「機器」）の扱い方がある。延長期間の計算は、決定の根拠として組合せ機器のどの

要素が用いられたのかによって異なる。 

 Angiotech Pharmaceuticals 社によるBoston Scientific社の薬剤溶出性ステントTaxus 

Expressを含む米国特許第5,716,981号の延長申請でもこれが根拠とされた。FDA及びUSPTO

は、算定には医療機器の基準を適用し、医薬品に適用される基準が用いられた場合よりも

短い延長期間が決定された。 
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Q2. 再生医療等製品等に関する特許の延長期間 

・延長期間の算定方法の規定として、再生医療等製品等に関し156条(g)以外の特別規定及

び内部基準が存在しますか。 

 

 特許延長期間は、第156条（c）に次のとおり規定されている。 

 RRP – PGRRP – DD – ½(TP – PGTP) 

RRPは通常の審査期間の日数であり、PGRRPはRRPのうちの特許交付日以前の日数、DDはRRP

のうちの出願人が適切な注意を払って行為しなかった日数、TPは第156条の(g)(1)(B)(i)、

(g)(2)(B)(i)、(g)(3)(B)(i)、(g)(4)(B)(i)及び(g)(5)(B)(i)に定められている試験段階

の期間、PGTPはTPのうちの特許交付日以前の日数である。 

 さらに法律の制定日（1984年9月24日）以後に交付された特許については、第156条

(g)(6)（特許の延長期間は 大5年とする）及び第156条(c)(3)（特許の延長期間は、特許

の存続期間を市販承認日から14年を超えて延長してはならない）の制約も、上記の公式に

より算定された延長期間を縮減するために用いられることがある。 

 法律の制定日（1984年9月24日）以後に交付された特許については、この決定に、特許

審査手続便覧第2758条(I)に詳細が定められている追加考慮事項が適用される 

 審査期間及び試験期間については、個別に5つの製品類型に関して規定されている。第

156条(g)(1)は「新規の医薬品、抗生物質薬品又は人間用生物学的製品」の該当期間を、

第156条(g)(2)は食品添加剤又は着色添加剤の該当期間を、第156条(g)(3)は医療機器の該

当期間を、第156条(4)は新規動物用医薬製品の該当期間を、第156条(g)(5)は獣医学用生

物学的製品の該当期間を定義している。 

 これ以外の規則は、特許の延長期間の決定には適用されない。 

 

・延長期間の算定方法について、ユーザー側より特許権の侵食期間が十分補完できていな

いとの意見はありますでしょうか。また、学説はどうなっていますでしょうか。 

 

 特許の所有者に認められる特許の存続期間の延長は、5年未満とし、また特許の存続期

間が行政承認から14年を超えないように制限される。 

 USPTOのデータは、延長登録が認められた特許のうち、14年の制限による制限を受けて

いるのは、1-2％ほどに過ぎないことを示している。一方、延長登録を認められた特許の

約16%が、行政審査の合計期間が5年を超える製品を基礎として認められており、延長期間

は、第156条(g)(6)条の運用により5年に制限される。 

 したがって、多くの特許権の所有者は14年の制限の運用によって特許の存続期間を剥奪

されることがない一方で、5年の制限期間は特許の所有者のより大きな割合に影響を与え

る。 
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 14年の制限よりも5年の制限がより多くの特許に影響を与えるという事実は、特許の所

有者が特許で保護される認可製品を市販する期間が比較的短い可能性があることを示唆し

ている。しかしながら、全ての延長申請（承認された申請、却下された申請、係属中の申

請を含む）に適用される延長期間の基本公式 ½(試験期間) + (申請期間)に基づく全体の

行政審査日数の平均は、約1800日であり、これは5年（1825日）に満たない。つまり、大

抵は、特許の所有者が行政審査により生じた遅延について補完されていることを示唆して

いる。 

 特定の企業が、特許法の適格要件及び／又は延長期間の算定規則を考慮して、特許の存

続期間の延長が不十分だと考えていることはあるかもしれないが、工業企業の代表団体は、

延長制度の改革を重要な問題に挙げていない。 

 

・延長期間の算定方法について、後発品企業等から延長期間が長いため後発品開発に支障

が出ているとの意見はありますでしょうか。 

 

 特定の企業が、特許法の適格要件及び／又は延長期間の算定規則を考慮して、延長の制

度が寛容すぎると考えて可能性はあるが、後発品企業の代表団体は、延長制度の改革を重

要な問題に挙げていない。 

 

・延長期間の算定方法についての議論などがあれば教えてください。 

 

 延長期間の算定方法に関する提案は、議会に提出された 近の特許改正法案（2012年特

許改正法（AIA））のいずれにも含まれていなかった。 

 

・延長期間の算定基準になる治験期間、薬事審査（BLA, PMA)期間、510(k)の審査期間に

関し、再生医療等製品等の開発の際にそれぞれ実際に要している期間の平均について、も

し情報があれば教えてください。 

 

 全ての延長申請（承認された申請、却下された申請、係属中の申請を含む）について、

行政審査における試験期間（例えば治験）の平均日数は約2100日であり、市販承認申請の

行政審査の平均日数は約750日である。 

 したがって、延長期間の平均を算定すると約1800日であり、これは5年（1825日）に満

たない。実際は、ここから特許の過程及び行政審査期間に生じたその他の出来事が差し引

かれるので、認められる延長期間は減少する。
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Q3. 再生医療等製品等に関する特許の延長登録要件 

・延長登録要件の規定として、再生医療等製品等に関し156条(a)以外の特別規定及び内部

基準が存在しますか。 

 

 第 156条は、特許存続期間の延長の付与に関する法律を明記している。37 CFR（特許規

則）第1.740条は、正式な特許存続期間延長申請の要件を定めている。 

 37 CFR第1.741条は、申請日を付与するために、特許存続期間延長の申請書に提出され

ていなければならない情報を記載している。 

 

・再生医療等製品に関し、主成分である構成細胞又は導入遺伝子が同じで、培地・培養液

や組織運搬チューブなど主成分以外の構成のみ変更され、後で承認を受けた製品の延長は

可能でしょうか。 

 

 「主成分」が既に承認されているが、培地・培養液、運搬チューブが変更され、後で承

認を受けたという点が異なっている製品であれば延長を利用できる可能性は低い。 

 

・延長登録を受けることができなかった再生医療等製品等の例と理由を教えてください。 

 

生物学的製品 

(1) Factor VIII:C monoclate (Scripps Clinic), 米国特許第RE32,011号。生物学的

医薬製品 Factor VIII:Cは、同じ行政審査規定に基づいて先行して承認されていたので、

第156条(a)(5)(A)の意味での製品について 初に許可された商業的販売又は使用ではなく、

延長登録は認められなかった。この同じ有効成分（Factor VIII:C）を含有する製品につ

いては、製造会社6社が販売の承認を既に受けていた。特許の所有者は、先行承認品であ

るFactor VIII:C製品よりも、同社の製品は純度と効果が大幅に高いので、「独自の製品」

と見なすべき旨を主張し、決定の再考を求めた。製品が優れた特性を備えていようとも、

有効成分（Factor VIII:C）が同一の「製品」であることは変わらないとして、この要求

は認められなかった。 

 

(2) HIV Type I Test Kit（HIV 1型検査キット） (United Biomedical), 米国特許第

4,735,896号。販売承認日の後に、特許の存続期間が14年以上残っており、第156条(c)(3)

に基づき特許存続期間の延長はできないため、延長登録は認められなかった。 

 

(3) Pentacel (小児用混合ワクチン)(Aventis Pasteur Ltd.), 米国特許第6,696,065

号。11の生物学的有効成分のそれぞれについて、法律の同じ規定（公衆衛生法第351条）
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に基づきPentacelの承認前に先行して商業的販売又は使用が承認されていたので、延長登

録は認められなかった。特許の所有者は、承認された同一製品中に11の有効成分すべての

組合せが存在している申請は、これが 初のものであると主張した。この却下の判断を裏

付けるために、USPTOはArnold Partnership v. Dudas事件, 362 F.3d 1338 (Fed. Cir. 

2004)を引用した。同事件では、個々の有効成分がそれぞれ既に承認されているとの理由

から、組合せ医薬製品の承認を根拠とした延長は認められなかった。つまり、 組合せ製

品は、「製品」の 初に承認された商業的販売又は使用ではないことを意味すると適切に

理解された。 

 

(4) Prolia（抗RANKL抗体） (Amgen, Inc.), 米国特許第7,527,790号。特許の所有者

が、少なくとも一つの請求項が承認された製品の使用方法を表示している態様を証明する

情報の提供という特許規則第1.740条(a)(9)に基づく要請に応答しなかったことから延長

登録は認められなかった。申請者は、承認された製品が請求項の各限定事項を具体化して

いることを証明しなかった。 

 

医療機器 

(1) Lithostar (Siemans AG), 米国特許第4,674,505号。市販承認日後に特許存続期間

が14年以上残っていたため、延長登録が認められなかった。 

 

(2) Reality (Chartex Intl. Plc.), 米国特許第4,976,273号。申請者が、製品につい

て同一の行政審査期間に別の特許の存続期間を延長することを選択したので、延長登録が

認められなかった。 

 

(3) Argus 60 Chronic Retinal Stimulation System（慢性網膜刺激システム） (Duke 

Univ.)、米国特許第5,109,844号。市販前承認（PMA）又は人道機器適用免除（HDE）申請

が提出されておらず、第156条(g)(3)(B)(ii)に特定されている期間がまだ始まっていなか

ったことから、特許の失効日直前に行われた第156条(d)(5)に基づく暫定延長の申請は却

下された。暫定延長は、特許が効力を有する間に行政承認が開始し、申請者が特許の失効

後に承認が行われると合理的に信じている場合にのみ利用することができる。この製品は

人道医療機器（HUD）に指定されているので、HDEに基づく承認の対象となるが、HDEの申

請がなされなかったので、暫定延長の申請は却下された。 

 

(4) Gel-One (Seigakaku Corp.)、米国特許第6,031,017号。ヒアルロン酸ナトリウム

から成る医療機器については、第515条に基づいて商業的販売又は使用が既に承認されて

いたことから、この特許は、ヒアルロン酸ナトリウムから成る医療機器であるGel-Oneと
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いう製品の行政審査を根拠とした延長の対象とはならず、延長登録を受けることができな

かった。ヒアルロン酸ナトリウムは、PMA P010029(Euflexxa®, Ferring Pharmaceuticals)

で先行して承認されていた。Gel-Oneのヒアルロン酸ナトリウムの使用又は製剤は、

Euflexxa®のヒアルロン酸ナトリウムの使用又は製剤とは異なっていたとはいえ、

Euflexxa® という製品が同じ行政審査規定に基づき 初に承認されていたことから、本申

請は第156条(a)(5)(A)の要件を満たしていない。この却下の判断を裏付けるため、USPTO

はFisons v. Quigg事件、876 F.2d 99 (Fed. Cir. 1989)を引用している。 

 

・延長登録要件を緩めてほしい、または厳しくしてほしいとの意見が業界からありますで

しょうか。また、どちらの意見が強いでしょうか。 

 

 関連企業の代表団体は延長制度の改革を重要な問題に挙げていない。 

 

・延長登録要件についての議論などがあれば教えてください。 

 

 延長期間の算定方法に関する提案は、議会に提出された 近の特許改正法案（2012年特

許改正法（AIA））のいずれにも含まれていなかった。 
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Q4. 再生医療等製品等に関する延長される特許権の効力 

 

Q4-1. 同一性の範囲について 

・医薬品に関しては、156条(f)(2)に規定された通り「塩又はエステル」を含むと規定さ

れていますが、再生医療等製品等について、このような特別規定、内部基準や学説は存在

しますか。 

 

 再生医療等製品については、USPTO内で用いられている定義や基準以外に適用されるも

のは存在しない。もっとも、Factor VIII:C monoclate (Scripps Clinic)、米国特許第

RE32,011号（上記の3.3. (5)を参照）の件によれは、USPTOが表明した延長却下の根拠は、

製品についての定義が厳密に解釈され得るのであり、また新製品の機能が先行承認品と新

製品とを区別する根拠とはみなされない場合がある。 

 

Q4-2. 薬事審査事項との関係について 

・再生医療等製品等について、薬事審査事項により限定される旨の特別規定、内部基準や

学説があれば教えてください。 

 

 再生医療等製品については、USPTO内で用いられている定義や基準以外に適用されるも

のは存在しない。 

 

Q4-3. 延長される特許権の効力に関する議論について 

・延長される特許権の効力についての議論などがあれば教えてください。 

 

 そのような議論は把握していない。 

 

・医療機器について、延長された特許権の効力範囲をどう考えるでしょうか。 

 

 Edwards Lifesciences AG v. CoreValve, Inc.（詳細はQ5を参照）において、医療機器

の延長された特許から生じる権利は、複製品に制限されるだけでなく、承認された使用方

法にも制限されると判断された。 

 

・医療機器について、後の承認により追加で効力が広がるのでしょうか、その効力範囲は

どう考えるでしょうか。 

 

 「改良された」医療機器が「新規」製品の 初に許可された商業的販売又は使用である
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のかどうかは、裁判所で解決される必要がある。この問題に関する指針は、USPTOの延長

申請を認めない審決にのみ見出すことができるが、USPTOは、ある製品がその「製品」の

初に許可された承認であるのかどうかの判断をFDAに委ねていることを認識すべきであ

る。 
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Q5. 再生医療等製品等の特許権存続期間延長に関する審判決 

・再生医療等製品等の延長に関する直接の審判決はないと理解していますが、もし存在し

ているのであれば紹介してください。 

 

 再生医療等製品の延長に関する連邦裁判所の判決を検索してみたが、該当するものはな

かった。 

 

・延長された特許権に関する侵害訴訟の裁判例（特に、製剤、医療機器に関するものは全

て））をお示しください。 

 

(1) Pfizer Inc. v. Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., 359 F.3d 1361 (Fed. Cir. 

2004).  Pfizerは、アムロジピンベシル酸塩の販売についてFDAの承認を得ている。Dr. 

Reddyは、アムロジピンをマレイン酸塩として販売することを提案する「ペーパーNDA」を

提出した。Dr. Reddyは、Pfizerの特許（米国第4,572,909号）の存続期間延長はアムロジ

ピンベシル酸塩に限定されており、アムロジピンマレイン酸塩は特許請求の範囲に含まれ

ていないことから、延長された期間には保護の対象となっていないと主張した。 

 しかし、連邦巡回控訴裁判所は、特許の延長期間は、承認されている活性部分（アムロ

ジピン）及び第156条(f)に規定された通り、塩又はエステルが特許による保護を請求され

ている範囲で、塩又はエステルも対象としていると判示した。特許の請求範囲にそのよう

な限定がされていない場合は、延長は、承認された薬品の特定の塩に限定されない。 

 

(2) Boehringer Ingelheim Intl. GmbH v. Barr Laboratories Inc., 592 F.3d 1340 

(Fed. Cir. 2010). Boehringerは、特許について、Mirapexの新薬承認申請が承認されて

いることを根拠として延長登録を認められた。延長の申請書の中で、Boehringerは、米国

特許第4,886,812号の請求項1-4及び7-19は認可製品を文字通り記載している一方、請求項

5-6は延長申請では触れられていないと指摘した。 

 その後、Boehringerの関連特許に対して、自明型二重特許であるとして特許の有効性に

異議が申し立てられると、 Boehringerは期間放棄を申し立てたが、これが行われたのは、

先行特許が失効した後だった。特許の期間放棄は、その特許が既に失効している場合には、

申し立てることができない。これは、一般的には、先行特許の失効日と後の特許の期間放

棄の申立日の間の期間が、後の特許について不適切な特許権の期間的延長となるからであ

る。 

 本件では、 Boehringerの後の特許には延長登録が認められていたので、Boehringer は、

先行特許の失効日までの通常の特許存続期間を放棄するために期間放棄が許可されるべき

であり、延長は、先行特許の失効日から期間放棄の申立日までの特許権の適切な期間的延
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長とみなすべきであると主張した。連邦巡回控訴裁判所はこれを支持せず、延長期間中に

存在する特許権が同一ではなく範囲の狭いものであることを理由として、遡及的に期間放

棄をしようとする試みはやはり、不適切な特許権の延長となると判示した。延長期間中に

は、Boehringerは、医薬品の「そのとき行政審査を受けている使用」の排他権を有してい

ただけだった。さらに、Boehringerが延長申請に含めなかった請求項5と6には延長は適用

されなかった。延長期間中に存続する特許権は、通常の特許存続期間に存続していた権利

とは異なるものであったので、失効した特許の特許存続期間の期間放棄の申請は、不適切

な特許権の期間的な延長となり、したがって認められない。  

 

(3) Ortho-McNeil Pharmaceutical Inc. v. Lupin Pharmaceuticals Inc., 603 F.3d 

1377 (Fed. Cir. 2010).  Lupinは、レバキンのジェネリック版製品の承認を求めて簡略

新薬申請（ANDA）を行った。それに続いて起こったハッチワックスマン法によるANDAに関

する訴訟では、Lupinは、特許の有効性、権利行使の可能性及び侵害は認めたが、延長登

録についての特許の適格性については異議を申立てた。連邦巡回控訴裁判所は、先行して

販売の承認を受けたラセミ混合物の単一のエナンチオマーである当該医薬品に延長登録を

認めることを支持した。その後、Lupinは、特許の延長期間中は承認されたエナンチオマ

ーの製造、使用、販売の申出、販売又は輸入することを禁じられた。 

 Lupin は、延長された期間に、第156条(b)によって与えられる権利は、製品の販売及び

使用を禁止する権利だけであり、製品の製造又は輸入は対象とはならないと主張し、差止

命令に異議を唱えた。連邦巡回控訴裁判所は、この主張を支持せず、次のように判示した。

第156条(b)は延長を「製品について承認されたあらゆる使用」に制限している、つまり、

延長された期間が「FDAの承認された製品の無関係の使用」には適用されないのである一

方で、「特許の存続期間に由来する権利」には「ある特許について利用可能な排他的権利」

のすべて（他人に発明の製造、使用、販売、販売の申出又は輸入をさせない権利）が含ま

れるということである。したがって、差止命令が承認された医薬製品としてのそれを伴う

行為に対するものであることから、 Lupinによる当該製品の製造又は輸入を禁じる差止命

令は妥当であった。 

 

(4) Genetics Institute LLC v. Novartis Vaccines and Diagnostics Inc., 655 F.3d 

1291 (Fed. Cir. 2011).  連邦巡回控訴裁判所は、延長期間中は「特許法の全ての規定が

特許に適用される」ので、延長期間中は、延長された特許の請求項は特許の抵触審査の根

拠となり得ると判示した。また裁判所は、延長が特許の存続期間に適用されること、つま

り個々の請求項に限定されず、特許の全ての請求項に適用されると判示した。（裁判所は、

Boehringer Ingelheim v. Barr Labs.（上記）において、延長が特定の請求項に適用され

る場合もあると示唆されことを認めたが、本件ではそのように判断しないとした。 
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(5) Edwards Lifesciences AG v. CoreValve, Inc., 2014 BL 104621 (D. Del. Apr. 

15, 2014). Edwardsは、SAPIENという名称で販売された経カテーテル心臓弁の行政承認を

受けた。承認された医療機器製品を対象とする特許は承認前に失効していたが、Edwards

には、第156条(d)(5)に基づく暫定延長が認められ、 終的には延長登録が認められた。 

 この訴訟の判決は、PTEが暫定延長の期間中になされた。CoreValveは、延長期間中は、

第156条に基づき延長された特許から生じる権利はSAPIENの複製品（copies）に限定され、

SAPIENの複製品（copies）ではない他の医療機器は対象とはならないと主張した。地方裁

判所はこの主張を支持せず、第156条(b)(1)(A)に基づき、延長された特許から生じる権利

はSAPIENの複製品に制限されるだけでなく、SAPIENの承認された使用により制限される。

したがって、延長された特許から生じる権利は、承認された使用を実行し、請求項の侵害

をなすすべての医療機器を対象とする。 

 

・再生医療等製品等に直接関連のない判決について、再生医療等製品等の延長登録や延長

期間の権利行使に影響を与えると思われる判例があれば、判例の概要とどのような影響が

考えられるか教えてください。 

 

 第156条で使用されている「製品」という用語の意味、特に申請が「法律の規定に基づ

いて製品に関して 初に許可された商業的販売又は使用である」場合に限定して、延長登

録が認められ得るとする第156条(a)(5)で使用されているものが重要である。 

 医薬品に適用される製品の意味と範囲は、多くのケースで争われてきた。例えば、ある

有効成分の塩形態はエステルとは異なるかどうか、エナンチオマーはラセミ混合物とは異

なるのかどうか、また医薬品の組合せの場合は個別の医薬品の場合とは異なるのかどうか

が争われてきた。 

 既に判断の下された（化学）薬品については分析されない原則に基づいて、再生医療等

製品を 初に承認された製品の商業的販売又は使用に当たるものと認めるべきか否かを巡

っては、議論が生じると予想される。 

 医療機器製品を巡る訴訟は、再生医療等製品に関してこのような問題を解決する方法に

影響を与える可能性があり、またその逆も然りである。Factor VIII:C monoclate 

(Scripps Clinic)、米国特許第RE32,011号 (上記の3.3(5)を参照)に関して延長登録が認

められなかったことが、「医薬品」の定義が広い範囲のものとなる可能性があることを思

い起こさせるとはいえ、この点に関しては、これまで医療機器訴訟はごく稀にしかなかっ

た。 
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Q6. その他 

Q6-1. パテントリンケージについて 

・生物学的製品や医療機器はパテントリンケージの対象となっていませんが（生物学的製

品は任意）、今後対象となる動きや業界からの要望はありますでしょうか。 

 

 NDA、ANDA及びペーパーNDA手続により規制される医薬製品について、ハッチワックスマ

ン法に基づき確立されたパテントリンケージのプロセスでは、NDAの所有者には、医薬製

品の使用方法又は医薬製品の製造方法を対象とする特許の一覧をFDAに提出することが求

められる。このような特許は「オレンジブック」として知られている情報集に記載されて

いる。このパテントリンケージは、医薬品の発明者とジェネリック企業の間で、双方の企

業タイプが直面するリスク管理を改善するための方法の妥協の一つとし確立された。 

 医療機器、ワクチン、IVD又は医療器具メーカーなど、医薬品以外の産業からは、議会

で問題となっているほど、同様のパテントリンケージを確立することについての要望は表

明されていない。 

 米国では、近年、バイオシミラー（すなわち、ジェネリック生物製剤）の承認経路が確

立された（2009年生物製剤価格競争・イノベーション法）。この承認プロセスには、ハッ

チワックスマン法の小分子薬承認プロセスと似通った概念が多く含まれているものの、大

きく異なっているところも多い。このような違いの一つとして、オレンジブックのような

パテントリンケージのシステムがないというものがある。その代わりに、バイオシミラー

の申請がなされると、申請者は、基準製品の所有者に対し、申請書の写しを提出しなけれ

ばならず、所有者は、それを受けて自身が侵害されていると合理的に信じる全ての特許の

リストを送付することができる。BPCIAが成立したのは2009年だが、紛争解決規定に関し

て提訴され、連邦巡回控訴裁判所で決定が下されたのは、ようやく今になってからであり、

米国 高裁判所まで争われたのは、1件だけである。この業界が、裁判所により法律の解

釈方法が出された後でシステムの変更を希望するかどうかについて知るには時期尚早であ

る。 

 

Q6-2. その他の議論について 

・これまでの質問内容以外の論点について、再生医療等製品等の特許権存続期間延長に関

する議論があれば教えてください。 

 

 特になし。 
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（２）欧州（ドイツ、英国） 

 

Q1. 再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器（以下、「再生医療等製品等」）に関

する特許権存続期間延長の対象 

（ここで、「再生医療等製品」とは、細胞を含む製品、又は、遺伝子を含む製品であり、

先端医療医薬品（ATMP)に該当する医薬品 

（例:ChondroCelect (TiGenix. Repair of single symptomatic cartilage defects,  

Glybera (UniQure biopharma. Treating lipoprotein lipase deficiency), 

MACI (Genzyme. Repair of cartilage defects at the knee joint), etc） 

を意味し、 

「体外診断用医薬品」とは、in vitro diagnostics (IVD)、を意味する。 

「医療機器」は、ATMPに該当する製品およびIVDを除く。） 

 

Q1-1. 延長の対象となる特許について 

・再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器それぞれの承認された代表的な製品（各

５品目程度）を保護する特許権の内容を教えてください。 

 

 第一に、人間若しくは動物の体内に使用される又は身体に対して投与される、人間及び

動物の医療用並びに診断用の製品については、現在、欧州医薬品庁（EMA）だけが承認権

限を有しているという点に留意されたい（指令2001/83/EC及び指令2001/82/ECの第1条を

参照）。 

 換言すると、EMAは、患者に対して実際に投与される薬と診断方法の承認に関する責任

を有している。 

 さらに、規則(EC)No 1394/2007によれば、EMAは、先進治療委員会（CAT）、医薬品委員

会（CHMP）、及び各国の機関のネットワークとともに、先進治療医薬品（ATMP）の承認に

対しても責任があるという点にも留意されたい。 

体外診断用医薬品も医療機器も、それ自体としてはEMAによって承認されるものではない。

このような製品に対する規制の枠組みは、指令98/79/EC（体外診断用医薬品）、指令

93/42/EEC（医療機器）、指令90/385/EEC（インプラント型医療機器）によってそれぞれ

規律される。これらの製品は、CE設計認証により承認される。さらに、規則(EC)No 

1394/2007の第6条で規定されるように、たとえ機器が複合型ATMPの一部をなすとしても、

それらの機器は前述の指令の要件を満たさなければならない。（ただし、規則(EC)No 

1394/2007の第9条で規定されるように、機器を含むこのような複合型ATMPは、EMAによる

終的な評価に服する。） 

 このように、EMAが通常、体外診断用医薬品と医療機器をそれ自体としては一般に承認
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しないという事実からみれば、Q1でリストアップされる以下の特許とSPCは、CE承認の体

外診断用医薬品（D項）と医療機器（E項）に関する特許だけでなく、EMA承認のATMP（A項

からC項）を保護する特許／SPCを対象とするものである。 

 

①再生医療等製品 

 EMAはいくつかのATMPを承認しており、その中には以下の製品が含まれる。 

 

A. 遺伝子治療医薬品 

 

A.1 グリベラ（Glybera®）– アリポジーン・チパルボベック 

 本製品は、1997 年 11 月 18 日出願の EP 0 946 741「組換えウイルスの製造方法」及び

1995 年 5 月 22 日出願の EP 0 763 116「組換えウイルス、遺伝子治療におけるその分離及

び使用」により保護されている。 

 

A.2 イムリジック（Imlygic®）– タリモジーン・ラハーパレプベック 

 本製品は、2001年1月22日出願のEP 1 252 323「がんの腫瘍の溶解治療用ウイルス株」

により保護されている。 

 

A.3 ストリムベリス（Strimvelis®）– 自己由来の CD34 陽性トランスフェクト細胞 

 これに関連した特許を確実に特定することはできなかった。 

 

B. 体細胞治療医薬品 

 

B.1 プロベンジ（Provenge®）– シプリューセル-T、前立腺性酸ホスファターゼと顆粒球

マクロファージコロニー刺激因子によって刺激された自家末梢血液細胞  

 本製品は、1996 年 12 月 23 日出願の EP 870 022「免疫賦活組成物及び方法」により保

護されている。 

 EMA の承認が撤回されている点に留意されたい。 

 

C. 再生医療製品 

 

C.1 コンドロセレクト（ChondroCelect®）– 生体内で拡大され、特定のマーカータンパク

質を表す、キャラクタライズされた自家組織軟骨形成生細胞 

 本製品は、2000 年 10 月 6 日出願の EP 1 218 037「表現型安定性を試験するための生体

内分析」により保護されている。 
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C.2 ホロクラー （Holoclar®）– 角膜上皮細胞 

 本製品は、2001 年 11 月 28 日出願の EP 1 451 302「体外で再構成された人間の角膜上

皮のシート及びその製造方法」により保護されている。 

 

C.3 メーシ （MACI®）– マトリックス誘導され、キャラクタライズされた自家培養軟骨細

胞 

 本製品及びその関連技術は、1997 年 8 月 29 日出願の EP 1 006 950「関節の軟骨細胞移

植のためのキット」、又は以下の分割出願 P 1 181 908、EP1 384 452、EP 1 459 709 の

うちの 1個により保護されているようである。 

 EMA の承認が保留になっている点に留意されたい。 

 

②体外診断用医薬品、医療機器 

 

D. CE 承認された診断法のための特許 

 

D.1 エレクシス（Elecsys ®）– 抗HBc抗体（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社） 

 本体外診断用医薬品は、1989 年 4 月 11 日出願の EP 0 341 439「競合的免疫検定法にお

ける特異性の強化方法」により保護されている。 

 

D.2 診断法における干渉を除去するプロテイン（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会

社） 

 本製品は、1999 年 6 月 22 日出願の EP 0 974 841「抗体フレームワークから抽出された

物質の使用による、免疫検定法における干渉の抑制」により保護されている。 

 

D.3 ロシュ トロップ T（TROP T®） 

 本体外診断用医薬品は、1990 年 4 月 18 日出願の EP 0 394 819「トロポニン Tの特異的

な抗体、その製造及び心筋梗塞の判定のための試薬におけるその使用」により保護されて

いる。 

 

D.4 エレクシス（Elecsys®）– NT-proBNP 

 本体外診断用医薬品は、2001 年 11 月 24 日出願の EP 1 536 232「NT-proBNP の判定のた

めのサンドイッチ分析試験」により保護されている。 

 

D.5 ヘモフィッシュ マスターパネル、ヘモフィッシュ グラム（－）パネル、ヘモフィ
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ッシュ グラム（＋）パネル（hemoFISH® Masterpanel®, hemoFISH® Gram(-) Panel, 

hemoFISH® Gram(+) Panel®） 

 本体外診断用医薬品は、2010 年 3 月 4 日出願の EP 2 363 502（増強マルチプレックス

FISH）及び 2009 年 1 月 10 日出願の EP 2 245 178「標識抗生物質を使用した抗生物質耐性

の識別」 並びに 2007 年 10 月 10 日出願の EP 2 097 541「蛍光 in-situ ハイブリダイゼー

ション及びチップ技術のための核酸標識」により保護されている。 

 

E. CE 承認された医療機器を保護する特許権 

 

E.1 タクサスエクスプレス（Taxus Express®）– パクリタクセル溶出冠動脈ステントシス

テム 

 本製品は、1994 年 7 月 9 日出願の EP 2 226 085「血管原性組成物及び使用方法」によ

り保護されている。 

 

E.2 ナノサーム AS1（NanoTherm AS1®）– アミノシラン被覆酸化鉄ナノ粒子 

 本製品は、1993 年 4 月 8 日出願の EP 636 111「ナノメートルサイズの粒子により表面

改質されたセラミックパウダーの製造方法」により保護されている。 

 

E.3 セラスフィア（TheraSpheres® ）– イットリウム-90 ガラス微小球 

 本製品は、1985 年 11 月 7 日出願の EP 0 201 601「ガラス微小球」により保護されてい

る。 

 

E.4 シンビスク（Synvisc®）– ハイラン A及びハイラン B 

 本製品は、1988 年 11 月 29 日出願の EP 320 164「ハイランを分離する方法及び新しい

ハイラン製品」により保護されている。 

 

E.5 インターセプト（Intercept®）– 血小板システム 

 本製品は、2007 年 8 月 9 日出願の EP 707 476「血液中の病原体を光線により不活性化

するための組成物」により保護されている。 

 

・再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器それぞれの延長登録数を教えてください。

また、代表的な延長登録（各５件程度）の内容を教えてください。 

 

A. 遺伝子治療医薬品 
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A.1 グリベラ（Glybera®）– アリポジーン・チパルボベック 

 本製品については、EP 0 946 741 に基づいて、英国（SPC/GB13/025）及びドイツ（DE 

12 2013 000 039.2）において SPC が出願されている。 

本製品については、EP 0 763 116 に基づいて、英国（SPC/GB13/026）及びドイツ（DE 12 

2013 000 034.1）において SPC が付与されている。 

 本製品に対する 初の承認は、2012 年 10 月 20 日になされた。 

 

A.2 イムリジック（Imlygic®）– タリモジーン・ラハーパレプベック 

 英国では、GB 2 375 113 に基づいて SPC が出願されている（SPC/GB16/036）。 

 本製品に対する 初の承認は、2014 年 12 月 18 日になされた。 

 ドイツでは SPC が承認待ちではないようである。 

 

A.3 ストリムベリス（Strimvelis®）– 自己由来の CD34 陽性トランスフェクト細胞 

 これに関連した特許を特定することはできなかったし、いかなる SPC 出願も特定するこ

とができなかった。 

 

B. 体細胞治療医薬品 

 

B.1 プロベンジ（Provenge®） 

 本製品については、SPC はまだ出願されていないようである。 

 

C. 再生医療製品 

 

C.1 コンドロセレクト（ChondroCelect®）– 生体内で拡大され、特定のマーカータンパク

質を表す、キャラクタライズされた自家組織軟骨形成生細胞 

 英国（SPC/GB10/023）及びドイツ（DE 12 2010 000 021.1）において SPC 出願がなされ

ている。当該出願は、ドイツでは拒絶されている。 

 本製品に対する 初の承認は、2009 年 10 月 5 日になされた。 

 

C.2 ホロクラー（ Holoclar®）– 角膜上皮細胞 

 ドイツでは、SPC が付与されている（DE 12 2015 000 064.9、承認日 2016 年 6 月 23

日）。 

 英国では、SPC 出願がなされている（SPC/GB15/050） 

 本製品に対する 初の承認は、2010 年 2 月 19 日になされた。 
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C.3 メーシ （MACI®）– マトリックス誘導され、キャラクタライズされた自家培養軟骨細

胞 

 本製品については、SPC はまだ出願されていないようである。 

 

ii)体外診断用医薬品 

 SPC規則によれば、SPCは、指令2001/82/EC及び指令2001/83/ECに従って承認された医薬

品について出されるものである。これらの指令に従って承認された体外診断用医薬品は存

在しないので、これに関するSPCも存在しない。 

 

iii)医療機器 

 体外診断用医薬品と同様、医療機器についてもSPCを出すことはできない。医療機器は、

上述の指令に従って承認されないからである。 

 しかし、以下に例を示す医薬活性成分を不可欠な部分とするインプラント機器の場合で、

治験のレベルが通常の医薬品と同等である場合には、いくつかの例外がある。この点につ

いて、ドイツと英国を含め、EU加盟各国でのアプローチの調和はなされていないと思われ

る。 

 

E.1 タクサスエクスプレス（Taxus Express®）- パクリタクセル溶出冠動脈ステントシス

テム 

 本製品については、ドイツ（DE 12 2014 000 046.5）及び英国（SPC/GB14/038）におい

てSPC出願がなされている。 

英国におけるSPC出願は拒絶されている。 

ドイツでは、SPC出願はまだ審査中である。 

 

E.2 ナノサームAS1（NanoTherm AS1®）- アミノシラン被覆酸化鉄ナノ粒子 

 本製品については、ドイツ（DE 12 2010 000 051）においても英国（SPC/GB10/051）に

おいても、SPC出願がなされている。 

いずれの出願も拒絶されている。 

 

E.3 セラスフィア（TheraSpheres ®）- イットリウム-90ガラス微小球 

 本製品については、ドイツ（DE 12 2005 000 052）においても英国（SPC/GB05/050）に

おいても、SPC出願がなされている。 

ドイツでは、SPCが付与された。ドイツ特許裁判所は、この事案において、本件医療機器

は、医薬活性成分を不可欠な部分とするインプラント機器であるという理由付けを行った。

同裁判所はここで、安全性と効果に関するテストのレベルは、指令 2001/83/ECに規定さ
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れたものと同等であり、SPC規則は同様に適用されるべきだと結論づけた。 

 英国では、SPC出願は拒絶された。 

 

E.4 シンビスク（Synvisc®）- ハイランA及びハイランB 

 英国では、本製品に対してSPCが出された（SPC/GB98/013）。しかし、ドイツではSPC出

願は拒絶された（DE 196 75 008及びDE 196 76 009）。 

 

E.5 インターセプト（Intercept®）- 血小板システム 

 本製品に関しては、ドイツ（DE 12 2007 000 052.9）でも英国（SPC/GB07/043）でもSPC

出願がなされている。 

 英国におけるSPC出願は拒絶されている。 

ドイツでは、SPC出願はまだ審査中である。 

 

 英国、ドイツ以外のEU加盟国でSPCが認められた医療機器の例は以下の通り。 

 

オランダ 

Synvisc®Hylan A and Hylan B; Genzyme vs Bureau voor de Industriele Eigendom（前

回回答E.4参照） 

 

Genzym vs. Bureau voor de Industriele Eigendom 事件では、オランダの裁判所は、当

該事件において、生体活性を含む埋込型医療機器に医薬品の販売承認手続を類推適用する

ことは適切であり、対応するSPCの交付を認めた。 

 

Therasphere® Yttrium90 glass microspheres事件（前回回答E.3参照）、ハーグ地方裁判

所、登録番号AWB 02/1915 OCT 

 この判決でも、オランダの裁判所は、医療機器指令と医薬品指令に基づき義務付けられ

る試験のレベルは同等であると判示し、SPCの交付を認めた。 

 

イタリア 

 イタリアでは、医療機器に関してもSPCが交付されている。アモトサレン光化学治療シ

ステム（前回回答E.5参照）SPC – UB2007CCP983、EP 0 707 476「血中病原体除染用化合

物」Cerus Corporation 

 もっとも、イタリアでは、SPCに関して実体審査は行わない。 
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フランス 

 フランスでは、Synvisc ®Hylan A and Hylan B（前回回答E.4参照）にSPCが交付されて

いる（CCP No 96 C 00 12及びCCP No. 96 C00 13）。 

 

 以上の通り、EU加盟国では、医療機器についてSPCが交付されたケースがいくつかある。

特に機器の治験が、医薬品の治験に相当するとみなされたケースである。 

 

 これとの関連において、CJEU C-109/12 (Laboratoires Lyocentre)判決に従い、同一の

製品が、あるEU加盟国では医療機器とみなされ、他の加盟国では医薬品とみなされる場合

もある。 

 「製品が医薬品か医療機器かの区別は、ほとんどの場合は明らかであろうが、製品の評

価は、そのあらゆる性質を考慮しつつ、各国当局によってケースバイケースで行われるべ

きものである。従って、加盟国ごとに同じ製品を異なる方法で分類することも可能である。

もっとも、疑義が生じた場合について、医薬品指令（2001/83/EEC）の第2条第2項では、

製品がそのあらゆる性質を考慮して「医薬品」の定義に該当する場合には、それが他のEU

法令に定める製品の定義に該当する場合であっても、医薬品指令の規定が適用されると定

めている」 

 

・承認を受けたATMPのリストはありますでしょうか。 

 

 Paul-Ehrlich研究所から入手した2016年10月25日付データによると、EMAによる有効な

欧州中央審査販売承認（MA）（規則（EC）1394／2007号）を受けたATMPと、欧州中央審査

販売承認が免除されており、かつドイツの国内承認手続（ドイツ医薬品法第4b条第3項。

個別に調剤され、ドイツで通常製造されない製品に関する通称「病院用医薬品の例外」）

に従って承認されたATMPは以下の通り。 

 

Name®
 MA holder MA number Date of MA 

Glybera® uniQure biopharma EU/1/12/791/001 25.10.2012 

Imglyc® Amgen Europe EU/15/1064 18.12.2015 

Strimvelis® GlaxoSmithKline EU/1/16/1097 26.05.2016 

DCVax-L 

1,25x106 

Viable dendritic 

cells 

Northwest 

Biotherapeutics 

PEI.A.11674.01.1 21.02.2014 
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allogenic Cytokine 

activated killer 

cells 

German Red Cross 

Blood Donation 

Service 

PEI.A.11630.01.1 13.06.2014 

BioSeed-C® BioTissue 

Technologics 

PEI.A.11485.01.1 04.06.2014 

ChondroCelect® Tigenix EU/1/09/563/001 

withdrawn 

05.10.2009 

co.don 

chondrosphere 

co.don AG PEI.A.11507.01.1 12.12.2013 

Holoclar® Chesi Farmaceutici EU/1/14/987 17.02.2015 

MACI® Genzyme Europe EU/1/13/847 

suspended 

27.06.2013 

MukoCell® UroTiss Europe PEI.A.11491.01.1 23.12.2013 

NOVOCART 3D® TETEC AG PEI.A.11491.01.1 29.08.2014 

NOVOCART Inject® TETEC AG PEI.A.11763.01.1 27.06.2016 

t2c001® t2cure GmbH PEI.A.11517.01.1 31.03.2014 

 

 

Q1-2. 延長の対象となる薬事承認の制限規定について 

・延長の対象となる薬事承認の制限規定として、再生医療等製品等に関する特別規定及び

内部基準が存在しますか。 

 

 細胞・組織由来製品にSPCを付与するための特別規定は存在しない。 

 細胞・組織由来製品は、他の医薬品と同様、SPC規則(EC)No.469/09の第3条の要件を満

たす必要がある。すなわち、当該製品が有効な基本特許によって保護されており、かつ、

指令2001/83/EC又は指令 2001/82/ECに従って、当該製品を医薬品として市場に出す有効

な許可が付与されていなければならない。さらに、承認は当該製品のための 初の承認で

なければならない。 後に、出願者は当該製品について先行するSPCを付与されていては

ならない。 

 

 

Q1-3. 体外診断用医薬品の延長について 

・体外診断用医薬品の延長を認めてほしいとのメーカーからの要望はありますでしょうか。 

・体外診断用医薬品の延長を認めるべきとの学説はありますでしょうか。 
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 体外診断用医薬品は人間又は動物に対して施されるものではないので、指令2001/83/EC

又は指令2001/82/ECで規定されるのと同じ厳格な基準に服さず、それゆえにSPCによって

保護される適格性もない。 

 我々が広範囲な調査を行ったにもかかわらず、体外診断用医薬品のメーカーによる、CE

認証に基づくSPCの付与出願は見つからなかった。このことに留意されたい。 

 上で概説したように、欧州では、医療機器と診断法に関する規制は、医薬品とは別であ

る。しかし近年、体外診断用医薬品だけでなく、医療機器に関しても、より統合化された

規制を行うという圧力が増してきている。 

 カスタマイズされた医薬品に向かう欧州の傾向を考慮して、コンパニオン診断法が、標

的治療の患者を特に選ぶために展開されている。同様に、ATMPに特に適した医療機器を含

むコンビネーションプロダクトへと向かう傾向があるように思われる。 

 その結果として、体外診断用医薬品、特に、より効果的な薬品治療を提供するのを助け

る特定のコンパニオン診断法と他の医療機器が、EMAにより承認された医薬品の規制と類

似したやり方で規制されるべきかどうかに関して、広範な議論が続いている。 

 

・法改正により体外診断用医薬品の延長を認める動きはありますでしょうか。 

 

 このような事態を考慮して、既存の体外診断用医薬品と医療機器に関する指令を修正す

るため、2つの新しい法案が提出されている（医療機器に関するEC規則案2012/0266、及び

体外診断用医薬品に関するEC規則案2012/0267を参照されたい）。 

 本規則の目的は主に、評価と認証のためのルールの適用方法において、より優れた調和

と一貫性を成し遂げ、一連の規則に沿って評価とモニタリングの基準を向上させることで

ある。 

 そのため、コンパニオン診断法と医療装置を評価するときには、通知機関（医療機器と

体外診断用装置を評価して認証する責任を有する機関）は、関係する医療製品に対する装

置の適合性について、各国の医薬当局又はEMAと相談しなければならないということが計

画されている。 

 このような状況の中で、欧州委員会が、医薬品及び植物防疫製品の分野における現行の

又はより広範な射程において、規定が改善された新しい欧州のSPC資格が、EUの現在の及

び期待される革新的な市場発展の要求事項を満たす必要があるかどうかを評価する調査の

入札を開始した点にぜひ留意されたい。 

 この調査結果は、既存のEUのSPC規則を再調整するという欧州委員会による将来の提案

のための影響評価の根拠として、用いられ得るだろう。 

 製薬会社は、医薬品及び自社の医薬品によるコンパニオン診断用装置の共同開発のため
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に、多額の投資を行っている。このこともまた、新しいSPC規則においては考慮されるで

あろう。医薬品と同じ法的枠組み内でコンパニオン診断法を規制することは、体外診断用

装置の市場拡大を継続するための強力なプラットフォームとなりえるだろう。 

しかしながら、SPC規則の改正が、欧州統一特許制度の枠組み内で要求されたという点に

留意するべきである。 

 「ブレグジット」の決定からすれば、SPC規則がいつ、そして、どのように改正される

かは不確かである。 

 

 

Q1-4. 医療機器の延長について 

・医療機器の延長について、医療機器メーカーからの要望はありますでしょうか。 

・医療機器の延長を認めるべきという学説はありますでしょうか。 

 

 上述のように、医療機器のためのSPCに関しては、いくつかの出願がなされている。さ

らに、医療機器にSPCが実際に与えられた例外的なケースがいくつかある。しかし、概説

したように、各国の特許庁の実務は、このことについて調和はなされていない。 

 SPC規則の目的――すなわち、長いEU規制のプロセスにせいで新しい医薬品の有効な特

許の存続期間が短くなってしまうことについて、特許権者にその代償を与えること――を

考慮すると、規則による判断レベルが通常の医薬品のそれと等しいならば、類似した方法

（特に、活性成分を不可欠な部分とする移植可能な装置）でSPC規則を医療機器に適用す

ることには意味があると思われる。 

 さらに、製薬業界において見られる変化トレンド（ATMP及び複合ATMP装置（コンパニオ

ン診断法又は医療装置のいずれであれ）の開発を含む）は、現行のSPC制度（20年超が経

過している）の制限的なアプローチが時代遅れであるということを示している。 

 そのため、このことは新しいSPC規則においては考慮されるであろうという希望が、研

究開発型産業のうちに存在する。 

 

・法改正により医療機器の延長を認める動きはありますでしょうか。 

 

 上述のように、SPC規則の改正は、欧州統一特許制度の計画によって開始されたもので

ある。「ブレグジット」を踏まえると、当制度の将来像は不確かである。 
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Q2. 再生医療等製品等に関する特許の延長期間 

・延長期間の算定方法の規定として、再生医療等製品等に関しSPC規則13条以外の特別規

定及び内部基準が存在しますか。 

 

 細胞・組織由来製品のSPC期間を計算する方法は、他の製品と同一である。すなわち、

SPC期間は 大5年であり、保護を受けられる期間の合計は15年を超えられない。 

 

・延長期間の算定方法について、ユーザー側より特許権の侵食期間が十分補完できていな

いとの意見はありますでしょうか。また、学説はどうなっていますでしょうか。 

・延長期間の算定方法についての議論などがあれば教えてください。 

 

 上述のSPCを修正するための欧州委員会による調査事業の入札の枠組み内では、SPC期間

の計算を変更するよう要求があった。 

 

・延長期間の算定方法について、後発品企業等から延長期間が長いため後発品開発に支障

が出ているとの意見はありますでしょうか。 

 

 ジェネリック業界は、「EUの医薬品システムでの地位を強化するため」のロビー活動を

開始している。これは、患者のアクセスを改善するためには、ジェネリック及びバイオシ

ミラーを適時に利用可能にすることが重要であるということを強調するためである。 

 その結果、ジェネリック及びバイオシミラーのメーカーがSPC期間内に非EU諸国に輸出

するために薬を製造することを可能にするため、欧州委員会はSPC期間のうちにいわゆる

「製造の権利放棄」を導入することを提案した。 

 

・日本、米国等では治験期間および薬事審査期間が延長期間の算定基準となりますが、欧

州での治験期間、薬事審査期間（ATMP）、第三者認証のための期間（IVD、医療機器）に

関し、再生医療等製品等の開発の際にそれぞれ実際に要している期間の平均について、も

し情報があれば教えてください  

 

 ATMPの規制審査にかかる平均期間については、 初の特許の出願日のおよそ9～18年後

に承認されているようである。したがって、SPC保護が5年（小児科の場合の延長を考慮し

ても5年半）では、そのようなATMPのための規制による遅れの代償としては不十分であろ

う。 

 

 治験や薬事審査の期間は原則として非公表のため、 初の特許出願日から、 初の製品
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承認日までの期間を調べることのみが可能。この期間は、治験期間と薬事審査とは完全に

一致しないが対応している。 

 ATMPは 近急速に関心が高まっているが、多くの製品は、まだ開発初期段階にあるよう

である。Henna et al., J. of Market Access & Health Policy (2016), vol. 4によると、

データベース検索の結果、欧州におけるATMPの治験件数は939件となっている（85%が試験

中、15%が完了）。 

 初期治験の大部分は、大学や病院などの非営利主体が支援しているようである。試験段

階が進むにつれて、企業スポンサーの割合が増加する（フェーズIIIでは53.8%）。 

 欧州におけるATMPの治験の実施に伴う主な問題点の一つは、非営利主体は予算や製品開

発の経験が限られていることだと思われる。これは、ATMPに特有の遅れというわけではな

い。 

 多くの場合、こうした製品は、十分な資金や、治験や法令規制要件の面でノウハウを有

するスピンオフ企業に譲渡されたり、医薬品メーカーにライセンスされたりするようであ

る。 

 下記に、承認されたATMPの治験と薬事審査の期間をいくつか挙げる（ 初の特許出願日

の属する年から、 初に承認された年までの期間に対応）。 

 

A.遺伝子治療薬 

 

A.1 Glybera® – Alipogene tiparvovec  

  ～15年 

A.2 Imlygic®.- Talimogene laherparepvec  

  ～14年 

 

B.体細胞治療薬 

 

B.1 Provenge®  

～15年（販売承認の保有者が破産したため、この製品の申請は取り下げられました） 

 

C.再生医療製品 

 

C.1 ChondroCelect® 

  ～9年（実用化の問題から、この製品の申請は取り下げられました）。 

 

C.2 Holoclar® – 角膜上皮細胞 
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  ～14年 

 

C.3 MACI®  

  ～15年（会社がEUの製造工場を閉鎖したため、販売承認は停止となりまし

た） 

 

薬事審査 

 規則第1394／2007号第14条に基づき、医薬品の効能、副作用及びリスク管理に関する申

請後フォローアップについて、ガイドラインが定められている（医薬品安全性監視）。 

 このため、ATMP（及びその他の治療薬）の薬事審査期間は、事実上、 初の販売承認が

下りた後も継続することになる。 

 新規の有効成分や生物製剤を含んだ医薬品は、引き続き5年間は医薬品安全性監視の対

象となる。また、例外的に承認された医薬品や、市販後安全性研究（PASS）が義務付けら

れる医薬品については、条件が達成されるまではこの監視の対象となる。  



 

- 502 - 

Q3. 再生医療等製品等に関する特許の延長登録要件 

・延長登録要件の規定として、再生医療等製品等に関しSPC規則3条以外の特別規定及び内

部基準が存在しますか。 

 

 現行のSPC規則には、細胞・組織由来製品に関して特別規定や内部基準は存在しないこ

とに留意されたい。よって規則（EC）469/09第3条が適用される。 

 

・CJEU C-431/04の裁判例において、低分子医薬品に関しては、有効成分にSPCが付与され

ている場合、新規製剤にはSPCが付与されないと判断されています。再生医療等製品の場

合、主成分である構成細胞又は導入遺伝子が同じで、培地・培養液や組織運搬チューブな

ど主成分以外の構成のみ変更され、後で承認を受けた製品の延長可否はどのように考えら

れますか。 

 

 製品における先行製品との相違が培地や培養液等といった担体のみであり、その製品が

同じ用途に指定されている場合には、SPCが発行される可能性はほとんどない。 

 

・延長登録を受けることができなかった再生医療等製品等の例と理由を教えてください。 

 

 一部の製品に関しては、SPCが現在のところ付与されていないか、又はSPCの付与が却下

されている（例：「ChondroCelect®」ドイツで拒絶）。 

 

・延長登録要件を緩めてほしい、または厳しくしてほしいとの意見が業界からありますで

しょうか。また、どちらの意見が強いでしょうか。 

・延長登録要件についての議論などがあれば教えてください。 

 

 先述した欧州委員会によるSPC制度の調査事業以外には、産業界がSPC規則の緩和／強化

のために行っている総合的な取組みはないと思われる。 
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Q4. 再生医療等製品等に関する延長される特許権の効力 

 

Q4-1. 同一性の範囲について 

・CJEU C-392/97の裁判例において、承認された医薬品の単なる派生物（異なる塩、エス

テル等）であれば、そのものがクレームに含まれる限り、SPC の効力が及ぶと判断されて

いますが、再生医療等製品等の場合、派生物はどの範囲まで認められると考えられますか。 

 

 SPCの範囲に関する判例はごくわずかしかない。また細胞・組織由来製品に関するSPCの

範囲については判例がない。 

 さらに、残念なことに、SPCの保護範囲について欧州司法裁判所（SPCの問題についての

欧州連合の 上級審）が交付したガイダンスは一貫性がなく、非常に物議を醸し出してい

る／混同をもたらしている。 

 したがって、ご指摘のように、C-392/97 (Farmitalia)判決では、裁判所は、農薬につ

いてSPC規則（EC規則1610/96（前文recital 17により、医薬品についてはSPC規則にも適

用される））の前文recital 13（補充的保護証明書が基本特許と同一の権利を与えること

を明示に確認する）に言及しており、その結果として、基本特許が活性成分及びその各種

の派生物（塩やエステル）を含む場合には、証明書により同一の保護が与えられる。その

後、裁判所は、Farmitalia事件において、SPCにより承認された医薬品（すなわち、活性

成分）を含めることができる旨を確認している。 

 「基本特許の保護を受けるいずれの態様についても、保護の範囲は、特許を規律する共

同体以外の規則に照らしてのみ判断することができる」  

 特許を規律する共同体以外の規則とは、むろん、欧州特許条約（EPC）とこれに対応す

る各国の規定のことである。 

 EPC第69条及び同条約の解釈に関する議定書は、欧州特許の範囲を規定している。第69

条は、クレームの範囲内に含まれる製品（均等物を含む）は、特許による保護を受けるこ

とを明記している。このことは、ある製品がSPCの範囲に含まれるかどうかの判断に侵害

テストが適用されることを示唆している。 

 もっとも、C-322/10 (Medeva)判決など、その後の判決において、欧州司法裁判所は、

侵害テスト（すなわち、欧州特許条約第69条に定義された保護範囲）という概念を明らか

に否定しており、活性成分が、それに関してさらに説明を補足せずとも、クレームにおい

て「特定」されなければならないことを強調した。 

 欧州司法裁判所は、理由付けが不明瞭であるとして、非常に厳しい批判を受け、機能的

に限定された抗体に関するC-493/12 (Eli Lilly)判決においては、次のような結論を下し

ている。  

「第3条(a) ... は、活性成分が同規定の意味の範囲内で「有効な基本特許による保護を
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受ける」とみなされるためには、その活性成分が構造式により特許クレームにおいて特定

されている必要はないことを意味するものとして解釈しなければならない。欧州特許庁が

交付した特許のクレームの構造式に活性成分が含まれる場合、欧州特許条約第69条及びそ

の規定の解釈に関する議定書が求めるように、特に発明の明細書に照らして解釈されるク

レームに基づき、クレームが示唆的にではあるが、必然的かつ具体的に当該の活性成分に

関連しているという結論（これは、付託された裁判所が判断すべき事項である）にたどり

着くことができることを条件として、第3条(a)…は、原則として、その活性成分について

SPCの交付を妨げるものではない。」  

 この判決も同様に混同を生じさせるものである。EPC第69条（侵害テスト）を適用すべ

きでないとする一方で、ある製品が機能上限定的なクレームに含まれるかの判断にはEPC

第69条を適用すべきと判示しているのである。  

 判例がなく、欧州司法裁判所から出されているガイダンスが限定的かつ一貫性のないも

のであることに照らせば、SPCの範囲という点では、特に細胞・組織由来製品の場合に、

信頼できる情報を提供することができない。  

 とはいえ、C-392/97 (Farmitalia)判決で定められたように、SPC規則が非常に狭義に解

釈され、与えられる保護が同一の活性成分にのみ限定される場合には、特許の所有者に市

場における独占権を保証するというSPCの目的を妨げることになる。  

 上記を考慮して、我々は、各国の裁判所がSPCにより与えられる保護の範囲については

広義の解釈を適用する可能性が高いと考える。 

 

 

Q4-2. 薬事審査事項との関係について 

・再生医療等製品等に関し、用途以外の薬事審査事項により効力範囲が限定されるという

規定や学説は存在しますでしょうか。 

 

Q4-3. 延長される特許権の効力に関する議論について 

・延長される特許権の効力を現状より広げてほしい、または狭めてほしいとの意見が業界

からありますでしょうか。また、どちらの意見が強いでしょうか。 

・延長される特許権の効力についての議論などがあれば教えてください。 

 

 2008年に欧州委員会が開始した製薬部門調査があった。この調査では、欧州委員会は、

研究開発型企業がジェネリック医薬品競争を遅らせるために取った、特許のライフサイク

ル管理、特許権／SPCの行使、和解、規制障壁、パテントリンケージを始めとする措置を

非常に批判的に見ていた。 

 これにより、医薬品の特許権の存続期間の延長に関して、広範な議論が行われることと
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なった。 

 その一方で、この問題に関する議論は、それほど物議を醸し出さなかったように思われ

る。こうした議論は折に触れて行われている。時折、医薬品の特許権の存続期間の延長に

対する賛成派又は反対派の業界によって議論が行われている。このことは、研究開発型産

業やジェネリック産業の出版物から、又は公衆衛生の費用という点で憂慮されていたかど

うかによって見て取ることができる。 

 明白な支配的トレンドは見つけることができなかった（Q3への回答も参照）。   
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Q5. 再生医療等製品等の特許権存続期間延長に関する審判決 

・再生医療等製品等の延長に関する直接の審判決はないと理解していますが、もし存在し

ているのであれば紹介してください。 

 

 これまでに細胞・組織由来製品のSPCに関する審判決は出されていない。 

 

・再生医療等製品等に直接関連のない判決について、再生医療等製品等の延長登録や延長

期間の権利行使に影響を与えると思われる判例があれば、判例の概要とどのような影響が

考えられるか教えてください。 

 

 英国（HC11C01304）及びドイツ（ドイツ地方裁判所 4a 143/10）の“Lucentis”訴訟が

ある。この訴訟では、MedImmune社がNovartis社の承認を受けた抗体(ranibizumab)を含む

「ファージディスプレイ」製法特許を保有していた。 

 MedImmune社は、Novartis社により承認されていることに基づき（Novartis社の承諾を

得ずに）SPCを申請し、ドイツ及び英国の両国でSPCが与えられた。 その後、MedImmune社

は、ドイツ及び英国におけるNovartis社の自社製品を根拠としてSPCに基づき特許権／SPC

の侵害で Novartis社を訴えた。 

 英国高等裁判所は、製法クレームの文言に製品を特定する表現が一切含まれていなかっ

たことから、MedImmune社のSPCの交付が、SPC規則第3条（a）に反して行われたと結論づ

けた。 

 ドイツの侵害訴訟では（MedImmune社は、Novartis社の自社製品Lucentis®に基づき

MedImmune社のSPCが付与されたことに基づいて、Novartis社によるLucentis®の販売を阻

止することができたはずとの結果を伴って）侵害が認定されたが、併存して係属していた

特許無効審判では、Medeva (C-322/10)判決で求められたように製品を特定していなかっ

たことから、MedImmune社のSPCは無効とされた。 

 上記の事例は、現行のSPC制度に基づけば、競争業者の意思に反してその承認を得るこ

とによってSPCを取得できることを再度確立しているという点で興味深いものだと言える。 

 このことは、異なる技術が関与しており、したがって異なる特許が関与しているATMPに

特に関連するものだと考えられる。つまり、ATMPが承認される場合、第三者がこの製品に

ついてSPCによる保護を確保しようとする可能性があるというリスクが常に存在するので

ある。 

 判決は、製法特許がSPCの根拠となり得る一方で、製法でその製品が特定されていない

場合には問題となり得ることも証明している。 

 

・抗体医薬品のSPCに関する審決及び判決について教えてください。 
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 現在のところ、抗体医薬品をはじめとする生物製剤のSPCに関する判決は少数である。

上記のLucentis事件以外では以下の判決がある。 

 

Human Genome Sciences v Eli Lilly (C-493/12)  

 HGS社は、ニュートロカイン−αというタンパク質と、それを拘束する抗体をクレームと

する特許を有していた。Eli Lilly社は、このタンパク質のための「tabalumab」という抗

体を開発していた（HGS社の特許の侵害が認定された）。 

 Eli Lilly社は、HGS社が自社の特許とEli Lilly社の販売承認に基づいてSPCを申請する

ことを懸念した。両社は、英国裁判所に提訴し、CJEUの判例に従い、そのようなSPCが無

効であること、また、HGS社の特許請求項が抗体の機能的定義を定めるものに過ぎず、従

って「tabalumab」製品はHGS社の特許請求の範囲には該当しないことの確認判決を求めた。

さらに、Eli Lilly社は、HGS社がEli Lilly社の承諾なく、Eli Lilly社の販売承認をもと

にSPCを取得するのは違法であると主張しました。 

 英国裁判所は、 近の判例に照らして、第三者の販売承認に基づいてSPCを取得するの

は可能であると判示した。この事件のうち、抗体の機能的定義の問題に関しては、CJEUに

付託された。 

 C-493/12判決では、CJEUは、製品がSPCの取得要件である「基本特許の保護対象」かど

うかは、侵害の基準とは関係がないことを再確認した。また、有効成分が構造式により特

定される必要はなく、機能的な書き方によってのみ定義される製品についてもSPCの交付

は可能であるとした。但し、条件として、EPC第69条及びその議定書に基づき、クレーム

が黙示的に（但し必然的かつ具体的に）有効成分と関連していることが必要であり、また、

その判断は事件を付託した各裁判所によって判断されるべき事項であると判示した。 
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Q6. その他 

Q6-1. パテントリンケージについて 

・欧州はパテントリンケージ制度が存在しないと理解していますが、今後導入する動きや

業界からの要望はありますでしょうか。 

 

 欧州連合には「パテントリンケージ」の制度は存在しない。したがって、EUでは、パテ

ントリンケージについての規定は存在しないので、実際に、これが存在してはならない。

しかしながら、一部の加盟国は、これまでに自国の国内規定を完全には実施又は改正して

いなかったり、パテントリンケージともなり得るジェネリック製品の価格・償還政策をと

ったりしている。 

 これに合わせて、製薬部門調査報告が示したように、欧州委員会は、広義のパテントリ

ンケージの定義を明確に示し、パテントリンケージに、多くのEU加盟国において一般的な

慣行となっているような、製品の特許状況と、承認された製品について国内医薬品価格・

償還など他の法的要件とを連携させる行為を含めるとした。 

したがって、パテントリンケージは、EU指令2001/83/EC、EU指令2004/27/ECに定められて

いる「ボーラー型」免除への違反である。 

  欧州委員会は、イタリアとポルトガルを含む加盟国に対して、この慣行をやめるよう

に命じている。 

 

・イタリア及びポルトガルにおける国内医薬品価格・償還政策について教えてください。 

 

①ポルトガル 

 近まで、先発医薬品特許を有するメーカーは、後発医薬品の販売承認や強制的な小売

価格（RSP）・償還価格設定の停止又は取り消しを求めるため、行政裁判所に対し

INFARMED（ポルトガル国立医薬品院）を相手方として差止命令及び本訴を提起することが

できた。このような意図的な行政手続上の障害が導入されていたため、後発医薬品の参入

が相当遅れていた。 

 EU委員会の監督介入を受けて、関連する法規定が改正された（ポルトガル法62/2011

号）。新法では、販売承認の交付やRSP・償還価格を設定する法律は、工業所有権の侵害

にあたらないことが明確化された。 

 

②イタリア 

 2012年に価格リンケージ規定が導入された。この規定では、後発医薬品について、その

基準医薬品の特許又はSPCの有効期間中は、イタリアの国民健康保険制度から償還価格の

支払いを受けることができないとされていた（2012年9月13日付法律第158号第11条、2012
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年11月8日付法律第189号による改正で確認された。Balduzzi Decree）。 

 欧州委員会は、特許と後発医薬品承認のリンケージが原因で後発医薬品の市場参入が遅

れているとして、イタリアに対して正式な要請を行いリンケージを廃止するよう求めた。 

 当面の間、イタリア上院で新たな競争法が審議されており、この点に関する改正が近々

行われる見込みである。 
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（３）韓国 

 

Q1. 再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器（以下、「再生医療等製品等」）に関

する特許権存続期間延長の対象 

（「再生医療等製品」とは、細胞を含む製品、又は、遺伝子を含む製品であり、例として、

Holoderm（Tego、自家培養表皮）, Chondron（Sewon Cellontech、自家培養軟骨）, 

Adipocell（Anterogen、自家培養脂肪細胞）等が挙げられる。 

「体外診断用医薬品」とは、in vitro diagnostics (IVD)を意味する。 

「医療機器」は、「再生医療等製品」に該当する製品およびIVDを除く。） 

 

Q1-1. 延長の対象となる特許について 

・再生医療等製品、体外診断用医薬品、医療機器それぞれの承認された代表的な製品（各

５品目程度）を保護する特許権の内容を教えてください。※更問で詳細を確認 

 

①再生医療等製品 

 存続期間延長対象に関する質問に関連し、まず韓国は日本とは異なり、再生医療等製品

に対する別途の規定をおいておらず、これに関する新たな立法の動きもない。従って、再

生医療など製品の該当如何と関係なく、既存の医薬品に関する許可と同様に、薬事法31条

及び薬事法42条による許可を受けた製品かどうかによって存続期間延長対象かどうかが決

定される。韓国では、まだ再生医療などの製品が多くないため、これに関する別途の統計

も存在しない。 

 一方、許可された医薬品を保護する特許権の内容は、許可特許連係制度によって登載さ

れ た 場 合 で な け れ ば 、 食 薬 処 の 医 薬 品 / 化 粧 品 の 電 子 請 願 窓 口 (https ：

//ezdrug.mfds.go.kr)で、例えば「幹細胞」が含まれる医薬品を検索し、検索された医薬

品 を 食 薬 処 の 医 薬 品 特 許 イ ン フ ォ マ テ ィ ク ス サ イ ト (https ：

//medipatent.mfds.go.kr/mfds?cmd=priOList002A)で提供される特許情報を確認する方法

がある。より詳細な特許内容は、kipris(http：//www.kipris.or.kr/khome/main.jsp)の

ような特許データベースを通じて確認してみることができる。ただし、このような方式を

通じて調査することは非効率的で、場合によっては該当医薬品を保護する特許が正確に何

か確認し難い場合もある。 

 

 食薬処で2014年7月30日「Neuronata R Injection」許可に関連して公開した報道資料に

は、「幹細胞治療剤」に関する国内品目許可現況が記載されていた。 

 さらに、食薬処の医薬品/化粧品の電子請願窓口(https：//ezdrug.mfds.go.kr)を通じ

て、製品名に「細胞」を含む製品を検索した後(計429個)、これらの目録で「幹細胞」ま
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たは「自己由来細胞」に関連する製品を検討した結果、下記のような製品が許可されたこ

とが確認できた。 

 

※公開情報調査により既に把握していた製品(Holoderm、Kaloderm、chondron、Ossron）

は目録から除外されている。 

 

 企業名 製品名 分類 対象疾患 許可日付 

1 Corestem㈱ 
Neuronata R 

Injection 

自己骨髄由来間葉

系幹細胞 

Riluzoleと併用

して筋萎縮性側

索硬化症の疾患

進行速度を緩和 

2014-07-

30 

2 MEDIPOST㈱ CARTISTEM 
同種臍帯血由来間

葉系幹細胞 

退行性または反

復的外傷による

骨関節炎患者

(ICRS grade 

IV)の膝軟骨欠

損の治療 

2012-01-

18 

3 ㈱Anterogen 

Cupistem注(輸

出名：

HEALSTEM) 

自己脂肪由来間葉

系幹細胞 

クローン病によ

る瘻孔の治療

2012-01-

18 

4 pharmicell㈱ 

Hearticellgram

-AMI(輸出名：

cellgram) 

自己骨髄由来間葉

系幹細胞 

急性心筋梗塞患

者に左心室吐血

率を改善 

2011-07-

01 

5 ㈱Bio-solution Keraheal 
自己由来皮膚角質

細胞 

火傷に対する表

皮層の生成1 

2006-05-

03 

6 ㈱Anterogen Queencell 
自己脂肪組織由来

小操作脂肪細胞

皮下脂肪欠損部

位の改善 

2010-03-

26 

                         
1 次のような傷に移植し、機能的な表皮層が生成できるようにする。 

1.激しい 2度火傷により、体表面積の 30％以上を占める火傷 

2.3 度火傷が体表面積の 10％以上を占める火傷 
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7 
㈱

S.BIOMEDICS 

Cure-Skin 

Injection 

自己由来皮膚線維

芽細胞 

にきびの治癒過

程で伴われる陥

没した傷跡部位

の改善 

2010-05-

11 

8 ㈱Bio-solution Keraheal-Alo 
同種皮膚由来角質

細胞 

深部2度火傷の

再上皮化の促進 

2015-10-

16 

 

②体外診断用医薬品、医療機器 

 承認された体外診断用医薬品と医療機器に関する情報は、医療機器電子請願窓口

(https：//emed.mfds.go.kr/#!CECAB01F010)で確認できるが、登録されている医療機器の

数が計21,978個であり、店名、品目名、商品名等にそのカテゴリーが分かれているため、

代表的な承認製品を知らせることが困難である。また、承認された製品を保護する特許権

の場合、上記でお知らせした通り、各製品別に調査しなければならず、非効率的であり、

場合によっては該当医薬品を保護する特許が正確に何か確認するのが難しい。 

 医療機器の品目名において「体外」で検索した時、個人用体外診断検査試験薬の場合、

計306個の製品が検索された。 

 

・再生医療等製品、体外診断用医薬品それぞれの延長登録数を教えてください。また、代

表的な延長登録（各５件程度）の内容を教えてください。 

 

①再生医療等製品 

 以下の１件の特許が延長登録されていることを確認した。 

 

許可製品：Cartistem 

効能：同種臍帯血由来の中間葉幹細胞、骨関節炎患者の膝軟骨欠損の治療 

特許の名称：関節軟骨損傷治療用柔軟性注射剤組成物 

特許番号：第10-0494265号 

独立項の内容：臍帯血から分離した肝葉幹細胞、または上記肝葉幹細胞に由来し、軟骨細

胞(chondrocyte)または骨細胞(osteocyte)に分化され得る前駆細胞、または上記肝葉幹細

胞から分化された軟骨細胞または骨細胞から選択された1つ以上の細胞とその培地及び生

体適合性高分子からなり、生体内で上記細胞の分化及び増殖を誘導することを特徴とする

関節軟骨損傷治療用柔軟性注射剤組成物。 
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②体外診断用医薬品 

 延長登録された特許を見出だせなかった。この調査は「体外用診断」または「妊娠テス

ト器」をキーワードとして検索し、ニュース記事に出た製品と、これを取り扱う会社を確

認し、その会社が保有している特許のうち、延長登録されたものがあるか、

KIPRIS(http：//www.kipris.or.kr/khome/main.jsp)を通じて確認した。 

 

・体内診断用医薬品（in vivo diagnotics）は韓国では延長対象でしょうか。 

 

 韓国法令では体内診断用医薬品を別途に区分しておらず、薬事法上に許可された医薬品

である以上、延長対象になる。 

 

・韓国において再生医療等製品は、生物学的製剤または医療機器に分類されるということ

で理解しましたが、どのような製品が医療機器に分類されるのか具体的な基準があれば教

えてください。 

 

 韓国では、再生医療製品に関連し、別途に規定をおいていないため、薬事法と医療機器

法で規定する物品の分類によって、両方のいずれかに該当し得る。即ち、許可対象になる

製品の種類に応じて医薬品または医療機器の両方に分類され得る。 

 現在、韓国で許可された再生医療関連製品は、大部分医薬品として許可を受けたもので

あると思われる。 

 まず 、医療機器電子請願窓口(https://emed.mfds.go.kr/#!CECAB01F010)で品目名を

「細胞」と検索した場合、「細胞及び組織病理検査用染色試薬」、「細胞用遠心分離機」、

「フローサイトメトリー用補助試薬」、「医療用細胞組織インキュベーター」という品目

名が検索されるだけで、このような製品は、細胞または遺伝子を含むものではないと思わ

れる。 

 「遺伝子」と検索した時にも同様に「腫瘍関連遺伝子検査試薬」、「遺伝子抽出試薬」、

「遺伝子増幅装置用試薬」、「遺伝子増幅装置 」、「高危険性感染体遺伝子検査試 薬」

などが検索される。上記製品も細胞または遺伝子を含むものではないと思われる。 

 さらに、「生体」と検索した時「生体材料用移植用骨」と許可された製品は44個（許可

申請後取り下げられた4つの製品は除く）であり、「組織修復用生体材料」と許可された

製品は、計232個と検索された（取下または取り消された製品は除く）。上記「生体材料

移植用骨」には、（株）Cellumedの合成材料移植用骨（製品名：Cellubonechip）のよう

なもので、生体由来材料で作ったインプラント、脊椎の代替体等で用いられる。また、

「組織修復用生体材料」は、SEWON CELLONTECHのバイオコラーゲンフィラーである

「LUCIZEN」のようにヒアルロン酸フィラーなどの製品に該当すると思われる。 
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 従って、細胞または遺伝子を含んで組織細胞を復元させることができる機能をする側面

で、再生医療等製品は細胞治療剤に該当し、現在、韓国で医薬品として許可を受けること

が大部分であると思われる。 

 

 

Q1-2. 延長の対象となる薬事承認の制限規定について 

・延長の対象となる薬事承認の制限規定として、施行規則7条で「有効成分が新物質であ

る」旨規定されていますが、それ以外の再生医療等製品等に関する特別規定及び内部基準

が存在しますか。 

 

 再生医療など製品などに関する別途の規定及び内部基準はない。 

 

・施行規則7条で「有効成分が新物質である」と規定されていることから、再生医療等製

品に関し、主成分である構成細胞又は導入遺伝子が同じで、培地・培養液や組織運搬チュ

ーブなど主成分以外の構成のみ変更され、後で承認を受けた製品は対象にならないという

ことでしょうか。 

 

 再生医療等製品と一般医薬品を別途に区分する規定がないため、主成分に対して既に許

可を受けた場合は、追って別途に許可を受けたとしても、一般医薬品の場合と同様に存続

期間延長登録の対象になり得ない。 

 

 

Q1-3. 体外診断用医薬品の延長について 

・2015年の医療機器法改正により体外診断用医薬品が薬事法上の「医薬品」から医療機器

法上の「医療機器」に変更になっていますが、現在は、体外診断用医薬品は延長対象では

ないという理解で正しいでしょうか。もし、体外診断用医薬品のうち、現在でも薬事法上

の「医薬品」に該当するものがあれば教えてください。また、体外診断用医薬品が「医薬

品」に該当していた時は延長対象となっていたのでしょうか。 

 

 2014年5月9日医療機器法施行規則の改正により、体外診断用製品(例えば、妊娠、排卵

診断などの製品)は医療機器法上許可の対象となり、薬事法上許可を受けなければならな

い対象には該当しない。従って、現在は存続期間延長の対象ではないが、2014年5月9日以

前は体外診断用医薬品も医薬品に分類され、明文上延長対象であった。 

 

・体外診断用医薬品が延長対象より外れたことについて、メーカーの反応はいかがでしょ
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うか。 

 

 特別な反応はないとみられる。 

 

 

Q1-4. 医療機器の延長について 

・医療機器の延長について、医療機器メーカーからの要望はありますでしょうか。 

 

 医療機器を延長対象に含めるための関連法律上の改正動向はないと思われる。 

 

・医療機器の延長を認めるべきという学説はありますでしょうか。 

 

 延長対象の範囲は、妥当性よりは政策的な理由がより一層大きな影響を与える部分で、

特許権者は現在の特許庁の実務に従う方であり、他の学説は確認できない 

 

・法改正により医療機器の延長を認める動きはありますでしょうか。 

 

 そのような動きは把握していない 
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Q2. 再生医療等製品等に関する特許の延長期間 

・延長期間の算定方法の規定として、再生医療等製品等に関し89条以外の特別規定及び内

部基準が存在しますか。 

 

 延長期間の算定方式に関連し、再生医療など製品に関する特別規定や内部基準は存在し

ない。 

 

・延長期間の算定方法について、ユーザー側より特許権の侵食期間が十分補完できていな

いとの意見はありますでしょうか。また、学説はどうなっていますでしょうか。 

 

 現在、多数の延長登録無効事件が特許審判院及び特許法院に係属中であり、外国の延長

期間に比べて短い期間しか認められないと特許権者は主張している。これまで韓国では、

延長期間の算定方式について特に論議なしに特許庁の実務に従っており、これに関する学

説もまだない。 

 

・延長期間の算定方法について、後発品企業等から延長期間が長いため後発品開発に支障

が出ているとの意見はありますでしょうか。 

 

 再生医療等製品などに局限された内容ではなく、 近許可特許連係制度に関連する延長

登録無効紛争事件において、ジェネリック社が医薬品許可のための食薬処の書類検討期間

中に特許権者の帰責事由による補完期間をさらに除かなければならないと主張しており、

法院で主要な争点になっている。 

 

・延長期間の算定方法についての議論などがあれば教えてください。 

 

 韓国は延長期間をさらに減らそうとする方向で特許庁の告示を何回か改正している。 

特許権者は、特許庁の現在の延長期間に関する実務に同意はしないが、長期間の実務によ

り確立してきたことを認めて従っており、無効事由がないと主張する一方、ジェネリック

は、現在の実務も特許権者の帰責事由による資料補完期間を十分に検討して除かなかった

誤りがあるため、無効事由があると主張している。 

 

・延長期間の算定基準になる治験期間および薬事審査期間に関し、再生医療等製品等の開

発の際にそれぞれ実際に要している期間の平均について、もし情報があれば教えてくださ

い。 
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 医薬品の薬剤師審査期間の場合、原則的に企業の対外秘に該当し、具体的に公開されな

い。ただし、広報効果のために、医薬品許可申請日をニュ―ス記事を通じて公開する場合

がある。ニュ―ス記事を通じて許可申請日を確認し難い製品に対しては、食薬処の医薬品

等審査結果情報公開(http：//www.mfds.go.kr/index.do?mid=1029 & cd=167)から安全

性・有効性審査結果の文書を受領した日付を記載した。このような書類の場合、許可申請

と同時またはそれ以後に続いて提出するようになり、概略的に薬剤師審査期間を推定して

みることができると思われる。 

 臨床試験期間の場合、Q1の調査で捕捉した再生医療等製品の中で、オンライン医薬図書

館の臨床試験承認現況(https：//goo.gl/GVwkV7)と、インターネットニュース記事及び食

薬処の医薬品等の審査結果情報公開(https：//goo.gl/aZFVIi)から各許可医薬品を検索し

て確認できる安全性・有効性審査結果に記載された臨床試験資料集(Clinical Data 

Package)で確認可能な臨床試験承認内容を整理した。医薬品許可後の臨床試験に対しては

除いた。 

 「Holoderm」の場合、臨床試験申請が2001年3月、医薬品許可が2002年12月であるが、

これと関連したニュ―ス記事によれば、「Holoderm」は自己由来細胞治療剤の中で 初に

「市販後、臨床実施に関する許可条件」を満たした製品である。承認申請日は2001年3月

だったが、臨床試験を進めたのは2002年12月の品目許可後である2003年6月から2006年12

月まで「重火傷患者を対象とした3相臨床試験」を翰林大学漢江誠心病院で実施したもの

と確認される。 

 

申請者 製品名 機関名 試験件名 段階 承認日 

Neuronata R Injection(許可審査検討結果書受付日：2014 年 2 月 14 日；許可日付：

2014-07-30) 

Corestem 
HYNR-CS

注 
- 

筋萎縮性側索硬化症(ル

ー・ゲーリック病)患者で

薬物の治療的有効性の探

索実験 

研究者

臨床試

験 

2006 年 12

月 18 日 

(導入期 3

カ月、追跡

観察期 3 カ

月間の臨床

尺度変化を

分析)  
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Corestem 
HYNR-CS

注 

漢陽大学 

病院 

筋萎縮性側索硬化症患者

で HYNR-CS 注(自己骨髄由

来幹細胞)投与時に、安全

性の評価及び対照群との

治療的有効性を比較する

ため 

1/2 相 

2010 年 12

月 27 日 

(3 年間 

遂行2) 

CARTISTEM(許可申請日：2011 年 9 月 9日3；許可日付：2012 年 1 月 18 日) 

MEDIPOST 
CARTIST

EM 

サムスン 

ソウル病院 

関節軟骨損傷或いは欠損

患者を対象とした同種臍

帯血由来肝葉幹細胞製剤

(CARTISTEMⓇ)の安全性及

び有効性評価のための第

1/2 相臨床試験 

1/2 相 

2005 年 4 月

1 日 

(2007 年 11

月完了4) 

MEDIPOST 
CARTIST

EM 

高麗大学 

九老病院外 

9 機関 

膝軟骨損傷或いは欠損患

者を対象とした同種臍帯

血由来肝葉幹細胞製剤

(CARTISTEM)治療群と対照

群(微細穿孔術：

Microfracture)間の有効

性及び安全性評価を比較

するための無作為割当、

公開、多機関、第 3 相臨

床試験 

3 相 

2008-07-23 

(2011 年 1

月 24 日終

了5) 

Cupistem(許可申請日：2011 年 9 月 14 日6；許可日付：2012 年 1 月 18 日) 

                         
2 https：//goo.gl/sBOL48 
3 https：//goo.gl/K9CL7t 
4 https：//goo.gl/OhYRyF 
5 https：//goo.gl/LzTxZG 
6 https：//goo.gl/stvt3A 
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Anteroge

n 

ア ジ ポ

プ ラ ス

注 

ソウル牙山

病院外 

5 機関 

クローン病による瘻孔患

者にアジポプラス注(自己

由来培養した脂肪幹細胞)

を移植した後、効果と安

全性を評価する第2相臨床

試験 

2 相 

2009 年 11

月 13 日 

(概ね 2011

年許可申請

以前に完 

了7) 

Hearticellgram-AMI(安全性・有効性審査結果書受付日付：2010 年 10月 19日；許可日

付：2011 年 7 月 1 日) 

FCB-

PHARMICE

LL 

Heartic

ellgram

-AMI 

延世大学 

原州基督病

院外 

3 機関 

急性心筋梗塞症患者で間

葉系幹細胞を用いた細胞

移植治療の安全性と有効

性を評価するための無作

為割当、治療的探索及び

治療的確証臨床試験 

2/3 相 
2006 年 4 月

17 日 

Queencell(許可申請日付：2007 年 4 月 16 日8；許可日付：2010-03-26) 

Anterogen 社の Queencell に関する情報は、食薬処の医薬品等審査結果情報公開

(https：//goo.gl/aZFVIi)で検索されないことをご了承下さい。Queencellに関するニ

ュース記事によれば、2004 年から食薬庁の IND(Investigational New Drug)下で 2、3

相臨床試験を実施し、これを完了したという内容のみ確認できました(https：

//goo.gl/mDwubp)。 

Cure-Skin Injection9(安全性有効性検討書受付日付：2009 年 7 月 31 日；許可日付：

2010 年 5 月 11 日) 

                         
7 https：//goo.gl/zF8KIK 
8 https：//goo.gl/J4D2jh 
9 Cure-Skin の場合、安全性・有効性検討書で臨床試験資料集を公開していないため、許可申請時に提出さ

れた臨床試験が具体的に何かは確認し難いです。ただし、ニュ―ス記事を通じて 2回の臨床が進められたも

のと確認され、このうち 1/2 相試験は、オンライン医薬図書館の臨床試験承認現況でも臨床承認を確認でき

ることをお知らせ致します。 
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S.BIOMED

ICS 

(推定) 

Cure-

Skin 

ソウル大学

病院 

臨床医学研

究所 

にきび傷跡患者に対する

自己由来線維芽細胞の指

標の有効性及び安全性評

価のための全臨床試験研

究(推定) 

全 臨 床

試験 

2006 年 6 月

～2007年11

月10 

S.BIOMED

ICS 

Cure-

Skin 

高麗大学校

九老病院 

にきび傷跡患者に対する

自己由来線維芽細胞の指

標の有効性及び安全性評

価のためのⅠ/Ⅱ相臨床試

験研究 

1/2 相 

2008 年 3 月

5 日 

(2009 年 5

月完了11) 

Keraheal-Alo(許可申請日付：2015 年 2 月 11 日12；許可日付：2015 年 10 月 16 日) 

MCTT 
Kerahea

l-Alo 

翰林大学 

漢江誠心病

院 

同種培養表皮細胞治療剤

である Keraheal-Alo を用

いた深度 2度火傷患者に

対するその安全性と有効

性を評価するための公開 

第 1/2 相臨床試験 

1/2 相 

2011 年 2 月

18 日 

(2012 年 7

月 12 日臨

床終了報告

書を食薬処

に提出13) 

MCTT-BIO 
Kerahea

l-Alo 

翰林大学漢

江誠心病院 

財団法人ベ

スティアン

財団ベステ

ィアンソウ

ル病院 

同種培養表皮細胞治療剤

である Keraheal-Alo を用

いた深度 2度火傷患者に

対するその安全性と有効

性を評価するための公

開、多機関、第 3相臨床

試験 

3 相 

2013 年 4 月

4 日 

(2013 年 9

月終了14) 

 

 また、食薬処で2014年7月30日「Neuronata R Injection」の許可と関連して公開した報

                         
10 https：//goo.gl/urEwdN 
11 https：//goo.gl/urEwdN 
12 https：//goo.gl/gSb2kG 
13 Bio-solution 社(旧 MCTT-BIO)のホームページで確認 
14 https：//goo.gl/elt4Ve 及び Bio-solution 社(旧 MCTT-BIO)のホームページで確認 
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道資料には、下記の通り幹細胞治療剤に対する臨床承認現況とリストが記載されている。 

 

幹細胞治療剤の臨床試験承認現況(’14.7 月現在) 

1)国内承認現況 

企業数 全体 進行中 終了 自己 同種 
骨 髄 由

来 

臍帯血 

由来 

脂 肪 由

来 

胚 芽

幹 ・ 胎

盤基質 

8 41 22 19 17 24 9 12 14 6 

 

2)国内臨床試験承認目録 

連

番 
企業名 製品名 対象疾患 分類 分類 初承認日 

1 MEDIPOST CARTISTEM 膝軟骨欠損 同種
臍帯血由来肝葉

幹細胞 
2005年4月1日 

2 PHARMICELL MSC1 急性脳硬塞 自己
骨髄由来間葉系

幹細胞 
2005年6月3日 

3 PHARMICELL 
Hearticellgr

am-AMI 
急性心筋梗塞 自己 骨髄由来幹細胞 2006年4月17日 

4 PHARMICELL 

Cerecellgram

- 

spine 

慢性脊髄損傷 自己
骨髄由来間葉系

幹細胞 

2007年12月10

日 

5 K-STEMCELL VASCOSTEM バージャー病 自己 脂肪由来幹細胞
2007年12月18

日 

6 MEDIPOST PROMOSTEM 
非血縁造血母

細胞移植補助
同種

臍帯血由来 

肝葉幹細胞 

2008

年3

月5

日 
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7 K-STEMCELL 
RNL-

Jointstem 
退行性関節炎 自己 脂肪由来幹細胞

2008

年5

月13

日 

8 MEDIPOST CARTISTEM 膝軟骨欠損 同種
臍帯血由来肝葉

幹細胞 
2008年7月23日 

9 
Homeo 

theraphy 
Homeo-GH 

移植片対宿主

疾患 
同種 骨髄由来幹細胞 2008年9月22日 

10 Anterogen Cupistem 

クローン病性

瘻孔(クロー

ン病性痔ろ

う) 

自己 脂肪由来幹細胞 2008年11月6日 

11 Anterogen ANT-SM 便失禁 自己 脂肪由来幹細胞 2009年4月29日 

12 K-STEMCELL 
RNL- 

Astrostem 
脊髄損傷 自己 脂肪由来幹細胞 2009年4月29日 

13 Anterogen Cupistem 

クローン病性

瘻孔(クロー

ン病性痔ろ

う) 

自己 脂肪由来幹細胞
2009年11月13

日 

14 Anterogen Cupistem 

クローン病性

瘻孔(クロー

ン病性痔ろ

う) 

自己 脂肪由来幹細胞 2010年3月16日 

15 Anterogen ANTG-ASC 複雑性痔ろう 自己 脂肪由来幹細胞 2010年6月10日 

16 MEDIPOST Neumostem 
未熟児気管支

肺異形成症
同種

臍帯血由来 

肝葉幹細胞 
2010年7月27日 
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17 
Homeo 

theraphy 
Homeo-GH 

移植片対宿主

疾患 
同種 骨髄由来幹細胞 2010年8月30日 

18 Anterogen ANTG-ASC 複雑性痔ろう 自己 脂肪由来幹細胞 2010年9月1日 

19 Corestem HYNR-CS注 
筋萎縮性側索

硬化症 
自己 骨髄由来幹細胞

2010年12月27

日 

20 MEDIPOST NEUROSTEM 
アルツハイマ

ー型痴呆 
同種

臍帯血由来 

肝葉幹細胞 
2011年1月7日 

21 
CHA BIO& 

DIOSTECH  
MA09-hRPE 

胚性幹細胞由

来網膜色素上

皮細胞 

同種
Stargardts 

disease 
2011年5月4日 

22 Anterogen ALLO-ASC 
クローン病性

瘻孔 
同種 脂肪由来幹細胞 2011年5月11日 

23 
KANGSTEM 

BIOTECH 

臍帯血由来肝

葉幹細胞治療

剤 

下肢虚血症 同種
臍帯血由来 

肝葉幹細胞 
2011年5月20日 

24 PHARMICELL 
Hearticellgr

am-AMI 
急性心筋梗塞 自己 骨髄由来幹細胞 2012年3月23日 

25 MEDIPOST CARTISTEM 膝軟骨欠損 同種
臍帯血由来肝葉

幹細胞 
2012年5月16日 

26 
CHA BIO& 

DIOSTECH 
MA09-hRPE 

胚性幹細胞由

来網膜色素上

皮細胞 

同種 老人性黄斑変性 2012年5月21日 

27 Anterogen Cupistem 

クローン病性

瘻孔(クロー

ン病性痔ろ

う) 

自己 脂肪由来幹細胞 2012年6月25日 
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28 PHARMICELL 
Hearticellgr

am-AMI 
急性心筋梗塞 自己 骨髄由来幹細胞 2012年7月9日 

29 MEDIPOST Neumostem 
未熟児気管支

肺異形成症
同種

臍帯血由来 

肝葉幹細胞 
2012年9月25日 

30 PHARMICELL 
Livercellgra

m 
肝硬変 自己

骨髄由来間葉系

幹細胞 
2012年11月6日 

31 
KANGSTEM 

BIOTECH 
Furestem-AD アトピー 同種

臍帯血由来 

間葉系幹細胞
2013年1月28日 

32 
KANGSTEM 

BIOTECH 
Furestem-CD クローン病 同種

臍帯血由来 

間葉系幹細胞
2013年6月10日 

33 K-STEMCELL 
Jointstem-

Alo 
骨関節炎 同種

脂肪由来間葉系

幹細胞 
2013年7月8日 

34 
CHA BIO& 

DIOSTECH  
MA09-hRPE 

胚性幹細胞由

来網膜色素上

皮細胞 

同種 老人性黄斑変性 2013年8月30日 

35 MEDIPOST NEUROSTEM 
アルツハイマ

ー型痴呆 
同種

臍帯血由来 

肝葉幹細胞 
2013年9月10日 

36 
CHA BIO& 

DIOSTECH  
MA09-hRPE 

胚性幹細胞由

来網膜色素上

皮細胞 

同種
Stargardts 

disease 
2013年10月18日 

37 
CHA BIO& 

DIOSTECH  
MA09-hRPE 

胚性幹細胞由

来網膜色素上

皮細胞 

同種 近視性黄斑変性 2013年10月18日 

38 
CHA BIO& 

DIOSTECH  
PLX-PAD 

同種胎盤基質

細胞 
同種 間欠性跛行症 2013年11月11日 

39 Anterogen ALLO-ASC-TI 
外側上顆炎

(筋の損傷)
同種 脂肪由来幹細胞

2013年12月16

日 
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40 
KANGSTEM 

BIOTECH 
Furestem-RA 関節リウマチ 同種

臍帯血由来 

間葉系幹細胞
2014年5月28日 

41 Anterogen ALLO-ASC-TI 
外側上顆炎

(筋の損傷)
同種 脂肪由来幹細胞 2014年6月2日 

 

・韓国は「外国の延長期間と比べて短い期間しか認められない」とのことですが、原因を

教えてください。 

 

 現在、韓国では、外国で行った臨床期間は延長期間として全く認めておらず、国内臨床

期間と食薬処の医薬品品目許可書類の検討期間を合算した期間を延長期間として認めてい

る。さらに、臨床期間も 初の患者選定登録日から 終患者観察終了日(臨床試験終了報

告書に記載された開始日と終了日)までのみ認めており、食薬処の書類検討期間中に補完

命令により検討が進められなかった期間は延長期間から除外している。 

 

 整理すると、次の3種類の原因により、外国に比べてより短い延長期間を認めている。 

 

①韓国国内ではなく、外国で行われた臨床試験期間の不認定。 

②臨床試験終了報告書上の開始日から終了日までのみを臨床期間として認定(臨床試験計

画承認申請日から許可日までの全期間を認めている日本の実務と異なる)。 

③食薬処の許可書類検討期間中に補完命令などにより要された期間を延長期間から除外。 
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・「韓国は延長期間をさらに減らそうとする方向で特許庁の告示を何回か改正してきた」

とのことですが、その告示の内容をお示しいただけないでしょうか。 

 

 延長期間と関連し、改正された告示内容を要約すれば、下記の通り。 

 

1995 年改正告示 日本と類似に臨床試験計画書の承認日から医薬品許可

日まで全期間を延長期間として認定 

2000 年改正告示15 延長期間の場合、1995年改正告示で認めるものと同一

であるが、外国で開発された新薬の場合、外国で第 3

相臨床期間のみ認定 

2005 年改正告示16 外国で行われた臨床期間はいずれも不認定とし、韓国

で行われた具体的な(実質的な)臨床期間に食薬処の書

類検討期間を合算する方式で改正 

                         
15 第 4 条(延長できる期間)特許法第 89 条の規定によって特許発明が実施できなかった期間は、次の各号に

該当する期間をいう。(改正 2000 年 12 月 20 日) 

1.薬事法第 26 条第 6 項の規定による臨床試験用医薬品であって、同法施行規則第 29 条の規定によって

食品医薬品安全庁長から臨床試験計画書の承認を受けた日または特許権の設定登録日のうち遅い日から薬事

法第 26 条第 1 項または同法第 34 条第 1 項の規定による医薬品許可を受けた日までの期間。ただし、外国で

開発された新薬であって、食品医薬品安全庁長が定めた医薬品臨床試験管理基準(KGCP)による国内臨床試験

の実施を関係規定により免除を受けた場合(食品医薬品安全庁長が定めた医薬品等の安全性・有効性審査に

関する規定により、架橋資料の提出をしない場合は除く)には、医薬品等の安全性・有効性審査に関する規

定に適した国内第 3 相臨床試験に対応する外国での第 3 相臨床試験所要期間を当該医薬品の開発国政府(許

可または登録機関)が臨床試験成績資料として提出を受けたり、承認したことを確認した資料またはこれを

公証した資料から算定し、この期間に食品医薬品安全庁に薬事法第 26 条第 1 項又は同法第 34 条第 1 項の規

定による医薬品許可を受けるために関連書類を受領した日から医薬品製造許可を受けた日までの期間を合算

した期間を延長対象期間とする。 

2.第 1 号の規定は、動物用医薬品に関し、これを準用する。 

3.農薬管理法第 8 条第 2 項及び同法施行令第 4 条の規定により大統領令で定める試験研究機関で農薬の

品目登録のための試験申請が受理された日または特許権の設定登録日のうち遅い日から品目登録を受けた日

までの期間。 

4.農薬管理法第 16 条第 1項、第 2項・第 17 条第 1項及び同法施行規則第 20 条第 1項の規定により大

統領令が定める試験研究機関に原剤の試験成績書の発給を受けるために、試験を依頼した日または特許権の

設定登録日のうち遅い日から原剤登録を受けた日までの期間。 
16 第 4 条(延長期間の算定)特許法第 89 条規定の「その実施できなかった期間」というのは、特許権設定登

録日以後の期間であって、次の各号の 1 に該当する期間をいう。ただし、該当官庁の許可または登録申請関

連書類の検討期間のうち特許権者または申立人の責任ある事由によって要された期間は、「その実施できな

かった期間」に含まない。 

1.医薬品(動物用医薬品は除く)の品目許可を受けるために、食品医薬品安全庁長の承認を得て実施した

臨床試験期間と食品医薬品安全庁で要された許可申請関連書類の検討期間を合算した期間 

2.動物用医薬品の品目許可を受けるために、国立獣医科学検疫院長から承認を得て実施した臨床試験期

間と国立獣医科学検疫院で要された許可申請関連書類の検討期間を合算した期間 

3.農薬または農薬原剤を登録するために、農薬管理法施行令が定める試験研究機関で実施した薬効や薬害な

どの試験期間と農村振興庁で要された登録申請関連書類の検討期間を合算した期間 
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2005年改正告示以後では、延長期間と関連して変動した内容はない。 

 

・ジェネリック社が主張している、延長期間から除くべき「食薬処の書類検討期間中に特

許権者の帰責事由による補完期間」について、具体的にどのような期間か教えてください。 

 

 ジェネリック社は、1つの統一した主張をしておらず、これらが主張するいくつかの算

定方式を要約すると、次の通り。 

 

①医薬品許可に対して補完が要請された期間があれば、いずれも除外。 

②制度の本来の趣旨が安全性・有効性試験についてのみ認めるので、この期間のみ延長期

間として認定 

③各審査項目別に補完期間を除いた期間を算定し、その中で長い期間を認定 
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Q3. 再生医療等製品等に関する特許の延長登録要件 

・延長登録要件の規定として、再生医療等製品等に関し91条以外の特別規定及び内部基準

が存在しますか。 

 

 再生医療等製品に関する特別規定や内部基準はない。 

 

・延長登録を受けることができなかった再生医療等製品等の例と理由を教えてください。 

 

 情報なし。 

 

・延長登録要件を緩めてほしい、または厳しくしてほしいとの意見が業界からありますで

しょうか。また、どちらの意見が強いでしょうか。 

 

 一般医薬品の場合に照らしてみると、存続期間の延長登録出願をする場合は、主に外国

の多国籍会社であるので、外国での臨床試験期間も存続期間延長の対象に含めてほしいと

いう意見が多い一方、韓国国内製薬会社の場合は、ジェネリックを市販する場合が多いの

で、現在認められる存続期間延長期間も長いという意見が多い。韓国国内製薬会社の意見

がより強い傾向があり、1987年に存続期間延長制度が韓国に導入されて以来、延長される

存続期間及び延長対象も次第に厳格になっている。 

 

・延長登録要件についての議論などがあれば教えてください。 

 

 一般医薬品の場合、新物質でなければ延長登録を受けることができないという論議、及

び2013年4月3日特許法施行令の改正があって以来、特に論議になっている事項はない。 
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Q4. 再生医療等製品等に関する延長される特許権の効力 

 

Q4-1. 薬事審査事項との関係について 

・延長される特許権の効力は、95条により承認を受けた用途に限定される旨規定されてい

ますが、再生医療等製品等に関し、用途以外の薬事審査事項により効力範囲が限定される

という規定や学説は存在しますでしょうか。 

 

 再生医療等製品も医薬品として許可された以上、効力範囲は医薬品の場合と同一である

と理解され、これに関する別途の規定や学説はない。 

 

 

Q4-2. 延長される特許権の効力に関する議論について 

・延長される特許権の効力を現状より広げてほしい、または狭めてほしいとの意見が業界

からありますでしょうか。また、どちらの意見が強いでしょうか。 

 

 延長された特許権の効力範囲に関連し、現在特許庁と審判院は許可された対象物の主成

分として局限させようとする見解を示しており、このような趣旨の審決（審判番号：2015

ダン3931）が出ている。現時点ではまだ審決が確定していないが、要旨は以下の通り。 

 

審決要旨：特許法第95条において「許可等の対象物」は「品目許可の対象になる物」と見

なければならないので、延長された特許権の効力は、品目許可の対象になる物の主成分ま

でのみ権利範囲が及ぶ。従って、有効成分が同一であっても延長登録の理由になった許可

等の対象物の主成分と、その塩の種類が異なる製品には、特許権の効力が及ばない。 

 

 しかし、韓国の存続期間延長登録制度は日本とは異なり、許可された製品別に追加の延

長が不可能で、米国のように新物質に関する許可に基づいて1回のみ延長を許容している

ので、特許庁と審判院との見解の不当性が特許法院において争点になると予想される。 

 

・延長される特許権の効力についての議論などがあれば教えてください。 

 

 上記以外の論議は確認できていない。 
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Q5. 再生医療等製品等の特許権存続期間延長に関する審判決 

・再生医療等製品等の延長に関する直接の審判決はないと理解していますが、もし存在し

ているのであれば紹介してください。 

 

 再生医療等製品に関する審決、判決はまだない。 

 

・再生医療等製品等に直接関連のない判決について、再生医療等製品等の延長登録や延長

期間の権利行使に影響を与えると思われる判例があれば、判例の概要とどのような影響が

考えられるか教えてください。 

 

 再生医療等製品と関連した侵害事件は未だないと理解している。 

 再生医療等製品に限定しない場合には、いくつかの事件が存在すると理解している。大

部分は 近の許可-特許連係制度と関連して進行中の事件であるため、確定前にはその内

容を知ることが困難であり、終了した件としては次のような事件がある。 

 

延長された特許権：特定物質(A)のエステルa(A-a) 

相手方物質：特許となった物質と異なるエステルbであり、(A-b）がエステルbは特許審査

過程から削除される。 

特許審判院の審決(侵害訴訟ではなく、権利範囲確認審判件である)：許可等の対象物はA-

aであり、A-aとA-bは異なり、均等範囲にも属さないので(意識的な除外)、延長された特

許権の効力が及ばない 

特許法院の判決：審決とほぼ同一 

 

・医薬品の製剤特許の延長登録に関する審判決はありますでしょうか。 

 

 医薬品製剤特許がその製剤許可により別途に延長対象になる日本とは異なり、韓国の場

合、製剤特許の延長登録は、単に 初に許可された製品がその製剤特許に該当する場合に

のみ関連物質特許などとともに同一の許可に基づいて延長可能である。従って、製剤特許

と関連し、延長の適法性が争われた事例はまだない。 
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Q6. その他 

Q6-1. パテントリンケージについて 

・韓国ではパテントリンケージの対象に生物学的製剤が含まれるため、再生医療等製品も

対象となるという理解で正しいでしょうか。 

 

 その理解で正しい。再生医療等製品を区分せず、生物学的製剤も許可特許連係の対象で

あるので、医薬品として許可されれば、関連のある物質、剤形、組成物、または医薬的用

途に関する特許権が登載できる。 

 

・医療機器はパテントリンケージの対象となっていませんが、今後対象となる動きや業界

からの要望はありますでしょうか。 

 

 医療機器を特許連係制度の対象にしようとする動きや業界の要求は、まだないと見られ、

現在食薬処や特許庁の見解に照らし、登載対象に関する即刻の変化の可能性はないと思わ

れる。 

 

 

Q6-2. その他の議論について 

・これまでの質問内容以外の論点について、再生医療等製品等の特許権存続期間延長に関

する議論があれば教えてください。 

 

 再生医療等製品に対して立法を通じて別途に規定しなければならないという意見がある。

具体的には以下の通り。 

①再生医療に関連する医療機器に対して再生医療製品に対する延長必要性の側面で存続期

間延長を認めなければならないという意見(ユ・ケファン等、日本の再生医療製品の特許

権存続期間延長に関する論議動向、韓国知識財産研究院の深層報告書、2014年5月23日) 

②再生医療分野に対する保護が不十分であるので、改善が必要であるという意見 (キム・

ヒョクジュン等、技術及び環境変化と知識財産-バイオメディカル分野の特許法的な争点

及び主要事例の調査分析、韓国知識財産研究院、2015年12月)。 

 一方、再生医療に関連し、先端再生医療支援及び管理に対する法律案が国会に発議され

たが、これは再生医療に対する全体的な実用化案及び安全性の確保体系を設ける法案に過

ぎず、特許権存続期間延長と直接的に関連があるものではないと思われる。 

 

・韓国で医療機器に分類されている再生医療等製品について、延長を認めるべきとの意見

があるとお答えいただいていますが、メーカー（韓国国内／国外）からもそのような要望
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が多いでしょうか。 

 メーカー(韓国国内／国外)でこのような要望があるかどうかの確認は困難。 

 

以上 

 

 



 

 

 

資料Ⅵ 
再生医療等製品の承認審査について 

  



 

 

 



- 535 - 

 



 

- 536 - 

 



 

- 537 - 

 



 

- 538 - 

 



 

- 539 - 

 



 

- 540 - 

 



 

- 541 - 

 



 

- 542 - 

 



 

- 543 - 

 



 

- 544 - 

 



 

- 545 - 

 



 

- 546 - 

 



 

- 547 - 

 



 

- 548 - 

 



 

- 549 - 

 



 

- 550 - 

 



 

- 551 - 

 



 

- 552 - 

 



 

- 553 - 

 



 

- 554 - 

 



 

- 555 - 

 



 

- 556 - 

 



 

- 557 - 

 



 

- 558 - 

 



 

- 559 - 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

禁 無 断 転 載 
 

平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 

 

特許法施行令第２条第２号に規定する 

再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る 

特許権の保護の現状及び課題等に関する 

調査研究報告書 

 

平成29年 2月 

請負先  一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 

 

〒101-0054  東京都千代田区神田錦町3丁目11番地 

精興竹橋共同ビル5階 

電話 03-5281-5671 

FAX  03-5281-5676 

URL http://www.iip.or.jp 

E-mail support@fdn-ip.or.jp 

 


