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医薬品リスク管理計画（RMP）
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作成指針 様式

平成25年4月より施行

平成24年4月



RMPとは
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製造販売後のリスク管理・情報収集体制を

一つにまとめたもの



・重要な特定されたリスク
・重要な潜在的リスク
・重要な不足情報

安全性検討事項

追加の措置？
（評価）

安全性監視計画 リスク最小化計画

追加

・市販直後調査
（自発報告の収集強
化）

・使用成績調査
・特定使用成績調査
・製造販売後臨床試験

等

・市販直後調査
（確実な情報提供）
・医療関係者への追加
の情報提供

・患者への情報提供
・使用条件の設定

等

通常

・添付文書の作成・改訂
・患者向医薬品ガイド

・自発報告
（副作用・感染症）

・研究報告
・外国措置報告

安全性監視？
リスク最小化？

（評価）

必要

不要

（
実
施
状
況
の
報
告
）

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
バ
ラ
ン
ス
の
評
価

RMPのイメージ



RMPの様式通知
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安全性監視活動やリスク最小化活動の内容だけで
なく、安全性検討事項とした理由、その活動を選択し
た理由なども記載される



RMPの適用範囲

適用範囲
医療用医薬品

新医薬品 バイオ後続品 後発医薬品

策定検討の時点
 承認申請を行おうとする時点
 製造販売後に新たな安全性の懸念が判

明した時点

適用時期 平成２５年４月１日以降 別途通知

先発医薬品において、追加の医薬
品安全性監視活動又はリスク最小
化活動が実施されている場合



安全性検討事項 定義

重要な特定されたリスク
医薬品との関連性が十分な根拠に基づ
いて示されている有害な事象のうち、重
要なもの。

重要な潜在的リスク
医薬品との関連性が疑われる要因はあ
るが、臨床データ等からの確認が十分で
ない有害な事象のうち、重要なもの。

重要な不足情報

医薬品リスク管理計画を策定した時点で
は十分な情報が得られておらず、製造販
売後の当該医薬品の安全性を予測する
上で不足している情報。

「重要なもの」とは・・・
ヒトにおいて発現した場合に重篤である、又は高頻度に発現する等の理由から、
当該医薬品のベネフィット・リスクバランスに影響を及ぼしうる、又は保健衛生上の
危害の発生若しくは拡大のおそれがあるようなもの
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安全性検討事項の特定



医薬品安全性監視計画とリスク最小化計画

安全性検討事項

医薬品安全性監視活動 リスク最小化活動

自発報告（副作用・感染症） 添付文書

研究報告 患者向医薬品ガイド

外国措置報告

市販直後調査

自発報告の収集強化 確実な情報提供

使用成績調査 適正使用のための資材の配布

特定使用成績調査 使用条件の設定（研修プログラ
ムの設定、使用医師の登録等）

製造販売後臨床試験

等 等

通
常

追
加
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 推定使用患者数

 投与状況

 特定されているリスク集団

 対象疾患の重篤性、合併症の重篤性及び背景発現率

 副作用等がベネフィット・リスクバランス又は保健衛生の状況
に対して及ぼす影響の大きさ

 重篤な副作用等の重症度、頻度、可逆性及び予防可能性

 リスク最小化活動の実施により期待される効果

 海外での市販状況

 海外との安全性プロファイルの相違

 海外で実施されている調査・試験の結果

 海外でとられた安全対策 等

追加措置の検討時に考慮すべき点



RMPの見直し

RMPで設定している節目となる時期

各活動の計画時に、その結果を評価する時期なども合わ
せて検討し、計画書に明記される

製造販売後に新たな安全性の懸念が判明した場合
など、安全性検討事項の内容に変更があったとき

規制に基づく又はPMDAから指示されている定期的
な報告の時期

新医薬品の再審査申請を行うとき
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RMPの見直し
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8年間（再審査期間）

市
販
直
後
調
査

製造販売後臨床試験

製造販売後調査

副作用感染症報告、研究報告

承
認

見直し（安全性定期報告ごと）

添付文書、患者向医薬品ガイド

再
審
査

見直し（活動ごと）



医薬品リスク管理計画書（RMP）

リスク管理計画（安全性パート）
 安全性監視計画
・リスク評価のための調査、臨床試験等
 リスク最小化計画
・情報提供、アクセス制限等

有効性に関する調査・試験（有効性パート）
 有効性評価のための調査、臨床試験等

【これまで】

製造販売後調査等基本計画書

有効性・安全性の確認計画
 使用成績調査
 製造販売後臨床試験

【今後】
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これまでと何が違うのか？

情報提供の資材等は、審査の中
で提出を求め確認するものの、
その目的や計画が1つの様式に
まとめられたものはなかった

医薬品のリスク、必要な活動が
1つにまとめられ、決まった様
式にまとめられる
→これまでよりも効率的に、医
薬品の安全対策を検討、管理
できるようになる



ＲＭＰに関する情報の提供

http://www.info.pmda.go.jp/rmp/rmp_index.html

13



RMPの公表
○ RMPは製薬企業が作成するが医療関係者にとっても重要

安全性検討事項は、臨床現場での適正使用のための重要事項

○医薬品ごとにRMPの内容を公表することにより期待できること

• 医薬品ごとの包括的な安全性監視活動・リスク最小化活動の可視化

• どのような理由で、どのような追加の安全性監視活動（特に製造販売後調査や製

造販売後試験等）を実施しているのかを理解頂くことによって、調査への積極的

な協力を頂くこと

• どのような理由で、どのような適正使用のための対策が、PMDAとの協議のもとで

実施されているかを理解頂き、適正使用に積極的な協力を頂くこと

医療関係者と市販後のリスク管理の内容を広く共有することで、
市販後の安全対策の一層の充実強化を期待

平成25年8月、ＲＭＰの第一弾をWeb掲載
14



RMP提出品目一覧

平成24年8月28日
スチバーガ錠40mg

平成25年1月8日
ケアラム錠25mg
コルベット錠25mg

RMPは、公表されます



新規RMPの公表のお知らせ

┏━━━━━━━━━━━【ＰＭＤＡメディナビ】━━━━━━━━━━┓

医薬品リスク管理計画の掲載のお知らせ
(2014/1/8 配信) 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

本日、「医薬品リスク管理計画（RMP）について」のページを更新しましたのでお知らせします。
http://www.info.pmda.go.jp/rmp/rmp_index.html#select0

RMP提出品目一覧に、以下の医薬品のRMPを掲載しました。

■販売名：ケアラム錠25 mg
一般名：イグラチモド
製販業者：エーザイ株式会社

■販売名：コルベット錠25mg
一般名：イグラチモド
製販業者：富山化学工業株式会社

RMPの詳細については、医薬品・医療機器等安全性情報No.300にも
解説されていますのでご参照ください。
-----------------------------------------------------------------
【医薬品・医療機器等安全性情報No.300】
http://www.info.pmda.go.jp/iyaku_anzen/file/PMDSI300.pdf#page=3
-----------------------------------------------------------------
医療従事者の皆様におかれましては、RMPをご覧頂き、
市販後の安全対策への更なるご協力をお願い申し上げます。

http://www.info.pmda.go.jp/rmp/rmp_index.html#select0
http://www.info.pmda.go.jp/iyaku_anzen/file/PMDSI300.pdf#page=3
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Q＆A その3
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Q＆Aその3の内容
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Q＆Aその3の内容
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Q＆Aその3の内容
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Q＆Aその3の内容



PMDAにおける対応

22



RMP作成のスケジュール

機構における審査
対面助言

等

審査過程での議論

製造販売承認

製造販売開始の１か月前までに
RMPを提出

新医薬品
（新規申請）

（製造販売後の状況に応
じて適宜改訂）

各審査部門 安全部門

RMP（案）を提出
承認申請

薬食審 製造販売（準備
期間）



新薬審査部

PMDAの体制

領域主任

医学 生物統計・疫学薬学

調査役

リスクマネージャー
（ＲＭ）

薬学
（規格・薬理・動態）

獣医学
（毒性）

医学
（臨床）

生物統計学
（生物統計）

主任・副主任

審査役

安全部
：市販後の安全対策全般：新医薬品の承認審査、治験相談等



2009年度より段階的に導入（現在は全審査チームに）

安全部の職員であるが、審査部にも併任しており、審
査チームと共に活動している

新薬の臨床開発段階の相談業務

審査中の臨床的安全性評価

添付文書案の検討、RMP案に関する検討など

製造販売後安全対策の経験を活かした審査を、また、
審査経験を活かした製造販売後安全対策を

リスクマネージャー制度の導入
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審査段階から製造販売後段階まで、継続的で一貫性のあるベネ
フィット・リスク評価、合理的で迅速な安全対策をタイムリーに行うこ
とを目指す



• RMP案は申請資料として提出される

• 企業が検討している市販後の活動（調査や資材配布
など）について、その内容や設定根拠を申請時から把
握できる

• 審査のより早い段階から効率的に安全性情報を整理
・把握し、必要な安全対策を検討

• PMDAと企業でのディスカッションも充実、1つの様式
にまとめることで確実に理解共有できる

新薬審査におけるRMP



市販後安全対策におけるRMP

• 各リスクに対し、その時点における整理が一目で確
認できる

• 日々報告される副作用評価を評価しながら、RMPを

確認することで、今行っている活動を改善する必要
はないか、効率的に検討できる

• 添付文書の改訂に至らないリスクについても、
PMDAと企業で理解を共有できる
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RMPの登場で何が変わるのか？

基本となる考え方はこれまでとほぼ同様

しかし、これまで以上にはっきりとした見通しを
持ち、着実に対策を実施することが可能に

医薬品ごとの包括的な安全性監視活動・リスク
最小化活動の可視化

適時適切な評価・見直しの実施
医薬品の特徴を踏まえた安全性監視活動・リスク最小化活動

情報提供資材の位置づけや内容についての見
直し

医療従事者、患者の混乱回避？

28

今までも必要な安全
対策は行っています



医療従事者、患者にとっては｡｡｡

• RMPの内容は公表される

• 医薬品ごとに「検討事項」、 「監視活動」、 「リスク最小
化活動」 の内容が簡潔かつ体系的に整理される→医
薬品を使用する上で留意すべき事項が、その根拠も含
めて確認できる

• 「安全性監視活動」及び「リスク最小化活動」の目的・内
容が規制当局、企業、医療従事者、患者の間で広く共
有できる→各活動の目的や意義を理解し、協力が得ら
れやすくなることを期待

RMPの登場で何が変わるのか？

医療関係者の皆様と市販後のリスク管理の内容を広く
共有することで、市販後の安全対策の一層の充実強化を期待！



今後の検討課題
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• PMDAと製造販売業者の間での経験の蓄積

• 安全性監視活動（製造販売後調査等）のより
効果的な実施方法の検討

• リスク最小化活動をどのように評価するか

• ベネフィットリスク評価をどのように行うか

• 医療従事者へのRMPの理解促進 等



31

ベネフィットリスク評価

PSUR（ Periodic Safety Update Reports for 
Marketed Drugs：定期的安全性最新報告）から
PBRER（Periodic Benefit-Risk Evaluation Report：
定期的ベネフィットリスク評価報告）へ

開発・承認時から製造販売後に至るまで、継続的な
ベネフィットリスク評価は重要

方法論に関する検討は、現在、各国で行われてい
る（定量的手法は主に欧州で検討されている。FDA
では定性的手法を用いて検討がなされているとこ
ろ）



最後に
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医療従事者、患者（家族も含む）、製薬企業、
行政など医薬品に関わる者の間で正しい情
報の共有と理解が必須
有効性に関する結果

副作用の種類、頻度・重篤度、発現のリスク因子

使用が推奨される患者、避けるべき患者

・・・etc

「情報」の収集・提供に留まらず、正確な理解
を促す・助けることが非常に重要
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より良い市販後安全対策のために



更なる効果を
引き出だそう！

医薬品による健康被害を
最小限に留め
有用な医薬品を失わないように

RMPはより良い安全対策について
改めて考える良い機会！

医療現場の
ニーズは？

患者

医療従事者

製薬企業
行政



ご清聴ありがとうございました
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