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本日のお話

第二期中期計画における安全対策の強化・
充実について

平成25年度計画の概要について

医薬品リスク管理計画（RMP）について



①安全性情報の収集・評価体制の強化・充実に向けた工程表

年 度 ２１年度
2009

２２年度
2010

２３年度
2011

２４年度
2012

２５年度
2013

人員増

（１）開発研究の評価を踏まえたリスク管理
計画の策定と医療現場における安全な
使用の実行が実現できる仕組み・体制
の構築

（２）国が集約する膨大な副作用情報から
問題点を的確に抽出し、評価する技術
的手法の開発

（３）リスク評価の精度向上と安全対策の
意志決定の迅速化に利用しうる大規
模診療情報データベースの早期整備

（４）市販直後調査と全例調査等市販後
調査の整理・見直し、使用成績調査の
在り方

（５）医療機関から直接厚生労働省に報告
される副作用報告制度等の見直し

リスクマネジメントの試行的導入 リスクマネジメントの本格導入

市販直後調査対象
品目の実施方法の見直し 運 用

副作用報告制度等
に関する検討

必要に応じPMDAによる報告者への詳細調査（被害救済事例を含む）
の実施（実施率の向上）

５チーム制 ８チーム制 １２チーム制実施（処理時間、改訂）２チーム制

データマイニング実装・稼働・全症例のカバー率向上

診療情報ＤＢ活用
省庁横断的
方針策定

アクセス
基盤検討 薬剤疫学的な試行的活用

保険レセプト
データベース

適時適切評価の実施適時適切評価の試行的導入

導入方法の検討

医療機関報告の全報告についてPMDAがフォロー

症例精査カバー率：100％

安全対策立案までの処理時間の目標設定とプロセスの標準化・効率化による短縮 （年次計画）

副作用情報（リスト掲載）及び使用成績調査データベースのアクセス拡張

ﾃﾞｰﾀﾏｲﾆﾝｸﾞ実施方針の
検討及び明確化

実施方法等の検討 副作用DBの整備

副作用報告からラインリスト公表まで：４か月

実施方法等の検討

100名増員

医療情報データベース（１０拠点）構築事業

（1）安全対策業務充実強化の工程表（1）



年 度 ２１年度
2009

２２年度
2010

２３年度
2011

２４年度
2012

２５年度
2013

（１）医薬品安全管理責任者による施設内
での情報収集伝達の確保と医療機関
への実地調査の実施

（２）安全確保措置が副作用発生の最小化
に寄与したかどうかについての確認・
検証の仕組みの構築

（３）安全性情報が国から医療関係者、特に
医薬品安全管理責任者に即時的に伝達・
提供される仕組みの整備

（４）患者向医薬品ガイドや重篤副作用疾患対
応マニュアルの医療関係者や患者・国民への
さらなる啓発

その他
安全対策業務のパフォーマンスや効果の達
成状況についてフォローアップ

医療機関における情報利用調査の実施（調査件数・医療機関数）

患者向医薬品ガイド・重篤副作用疾患対応マニュアルの啓発、推進努力

NDBの構築を踏まえ、データによる評価の実施

実施方法等の検討

実施方法等の検討

PMDAメディナビ登録推進 さらなるＩＴ化・双方向化の推進

記載内容の充実

関連団体への
協力要請

広報活動の強化

関連団体への協力要請（継続）

徹底した広報活動の実施

平成23年度末までに６万件 平成25年度末までに１５万件

DSU追込み

年２回程度のフォローアップ

（1）安全対策業務充実強化の工程表（2）

②安全性情報の伝達・提供体制の強化・充実に向けた工程表



①安全性情報の収集・評価体制の強化・充実

第２期中期計画

○副作用情報の評価の高度化、専門化に的確に対応できるよう薬効分類、
診療領域を踏まえた分野ごとのチーム制を導入し、段階的にチーム数を
拡充する。
○副作用を早期に発見し、その拡大防止策を講じるため、データマイニング
手法を積極的に活用する。
○診療情報データベースのアクセス基盤を整備し、副作用の発現頻度調査
や薬剤疫学的な解析を実施できる体制を構築する。
○承認時に求める市販後調査、安全対策等を合理的、効果的なものとし、
適時適切な評価を行い、必要な見直しを図る仕組みを構築する。
○医療機関からの副作用等報告に係るフォローアップ調査を機構自ら行う
体制を段階的に整備する。

PMDA第二期中期計画：安全対策業務の強化・充実（１）



②安全性情報の伝達・提供体制の強化・充実

第２期中期計画

○医療機関に提供された情報の医療機関内での伝達・活用の状況を確認
するための調査を段階的に実施する。
○講じた安全対策措置の効果について、必要に応じてＰＭＤＡ自ら調査・確
認・検証できる体制を構築する。
○医薬品医療機器情報配信サービスについて、医療機関の医薬品安全管
理者等の登録数を平成23年度までに6万件、平成25年度までに15万件の
登録を目指す。
○患者への情報発信を強化するため、患者向医薬品ガイドを一層の周知
を図り、利便性を向上させるとともに、患者に対する服薬指導に利用できる
情報の提供の充実を図る。

PMDA第二期中期計画：安全対策業務の強化・充実（2）



本日のお話

第二期中期計画における安全対策の強化・
充実について

平成25年度計画の概要について

医薬品リスク管理計画（RMP）について



（３）安全対策業務の強化・充実

平成25年度計画の概要-①

《副作用・不具合情報収集の強化》

・患者からの副作用報告に関する予備調査の結果を踏まえ、本格運用に向けた準備
や安全対策に活用するためのシステム改修に着手

・副作用報告データベースについて、情報公開の方法を必要に応じ検討・改善

《副作用等情報の整理及び評価分析の体系化等》

・医薬部外品、化粧品の副作用報告を受け付けるための体制・システムを整備

・医薬品等制度改正検討部会のとりまとめを踏まえ、添付文書の公的確認のための
体制とシステムの整備について厚労省と検討

・医療情報データベースの試行的活用の開始、薬剤疫学的な解析が可能な運用体制
の整備、薬剤疫学分析手法に関するガイドライン策定を引き続き進める

《予防接種法見直しへの対応》

・予防接種法の見直しの状況を踏まえ、必要な事務処理を図る。

（平成25年3月18日 運営評議会資料より）



平成25年度計画の概要-②

《情報のフィードバック等による市販後安全体制の確立》

・医薬品医療機器情報提供ホームページのアクセス数について、対平成２０年度比
で１００％増

・医薬品医療機器情報配信サービス（ＰＭＤＡメディナビ）について、広報を強化し、
年度末までに１５万件登録を目指す

・「緊急安全性情報等の提供に関する指針について」（平成２３年度策定）に基づく
適切な運用

・一般向け適正使用に関するお知らせの作成による国民等への情報発信の充実

・医薬品リスク管理計画について医療関係者等と共有し、適正使用の推進を図る
ため、情報提供ホームページで公開

（平成25年3月18日 運営評議会資料より）



《救済業務との連携及び審査から一貫した安全性管理の体制》
・健康被害救済業務の情報の安全対策業務への活用、薬事制度見直しの状況を
踏まえ、救済症例を安全部門と共有するためのシステム開発に着手

・リスクマネージャーのスキルアップを図るとともに、審査部門との連携を強化しつつ、
開発段階から製造販売後までの安全性監視の一貫性をより高める取組みの実施

・安全対策業務全体のマネジメントを行うため、部内でのチーム横断的な会議を
定期的に開催

・ＦＤＡ、ＥＭＡなど海外規制当局との情報交換

・リスク管理計画の着実な実施のため、リスク管理計画の周知や、審査・安全部門
の連携を図る

《講じた安全対策措置のフォローアップの強化・充実》
・安全対策措置の効果について、診療情報データを用いて独自に調査する体制
を整備

・ＰＭＤＡからの安全性情報提供に関する満足度等の調査を実施し、受け手の
ニーズを把握して情報提供業務の改善に反映

平成25年度計画の概要-③

（平成25年3月18日 運営評議会資料より）



Company Logo

 現在の副作用報告の限界
その医薬品を投与されている人数を把握できない（分母が不明のため発生頻度が不明）

他剤との副作用発生頻度の比較、安全対策措置前後での副作用発生頻度の比較等をできない。

原疾患による症状と「副作用」の鑑別が難しい。

医薬関係者が報告しなければ、副作用の存在がわからない。

 医療情報の活用により可能となる安全対策の例

症状の発生割合

（症状/正確な使用患者数）

Ａ薬治療群 Ａ薬なしの治療

副作用の発生割合

（副作用/正確な使用患者数）

副作用発生割合（率）を
措置の前後で比較できる

他剤との比較
原疾患による

症状発現との比較
安全対策の効果の検証

例えば、投与後の異常な行動。
Ａ薬なしでも発生する。

緊急安全情報前 緊急安全情報後

副作用発生割合

（副作用/正確な使用患者数）

Ａ薬治療群 Ｂ薬治療群

同種同効薬との発現頻度の
比較ができる。



Company Logo

東北大

NTT病院
徳洲会

PMDAや
製薬企業・
研究者に
よる利活用

10医療機関を拠点として
データの検索・調査を行い、
副作用を分析・評価する。

協力医療機関（7箇所）

協力医療ｸﾞﾙｰﾌﾟ（3ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

九大

佐賀大

香川大

浜松医大

東大

千葉大

北里研



Company Logo

データ特性の把握

協力医療機関の協力を得てバリデーションの実施

分析手法ガイドラインの策定（全般及び疾患領域ごと）

利活用の試行
厚生労働省・PMDAによる試行
協力医療機関による試行

協力医療機関の今後の拡大及びDBの改修に向けた検討

試行期間終了後の利活用の枠組みの検討
（試行状況を踏まえた利活用申出者の範囲、利活用の条件等の検討）



定期の予防接種等による副反応報告の取扱い



新薬審査部の平成25年度業務計画の概要（抜粋）

《新しい審査方式の導入等》

・新医薬品の「事前評価相談制度」の定着に向けて、適宜必要な見直し
・厚生労働省が行う再生医療製品等のガイドライン等の策定・改正への協力及びHP等
による情報提供の推進
・リスク管理計画を着実に実施するとともに、新薬審査部門内への周知、整合を図り、
安全部門との連携を進める

【新医薬品】

《ドラッグ・ラグ解消に向けた目標設定》
・新医薬品については、以下の審査期間に関し、行政側、申請者側の双方が努力する
ことにより、５０％（中央値）について達成
・審査に長期を要した問題事例の分析結果等を審査チームにフィードバックすると
ともに、業界説明会等を通じ申請者にも注意を促す

品目 総審査期間 行政側期間 申請者側期間

新医薬品
（優先品目） 9ヶ月 6ヶ月 3ヶ月

新医薬品
（通常品目） 12ヶ月 9ヶ月 3ヶ月

（平成25年3月18日 運営評議会資料より）



本日のお話

第二期中期計画における安全対策の強化・
充実について

平成25年度計画の概要について

医薬品リスク管理計画（RMP）について



 平成24年4月11日「医薬品リスク管理計画指針について」
（薬食安発第0411第１号・薬食審査発第0411第２号厚生労
働省医薬食品局安全対策課長・審査管理課長連名通知）
→（ＲＭＰの作成ガイダンス）

 同年4月26日「医薬品リスク管理計画の策定について」
（薬食審査発第0426第2号・薬食安発0426第1号厚生労働
省医薬食品局審査管理課長・安全対策課長連名通知）→
（計画書の様式、提出等の取扱い）

 同年7月3日「医薬品リスク管理計画ガイダンス（案）に対
するご意見募集の結果について」公表

 同年9月7日「医薬品リスク管理計画に関する質疑応答集
（Q&A）について」（厚生労働省医薬食品局審査管理課長・
安全対策課長連名事務連絡）

 同年10月12日「医薬品リスク管理計画（RMP）に関する情
報」をPMDAのHPに企業向けとして掲載（RMP記載事例を
掲載）

ＲＭＰに関する状況



RMPについて

策定指針 様式

平成25年4月より施行された



１．緒言

２．医薬品リスク管理計画

３．安全性検討事項

４．医薬品安全性監視計画

５．有効性に関する調査・試験の計画

６．リスク最小化計画

７．医薬品リスク管理計画の評価及び総合機
構への報告

RMPのアウトライン



RMP全体のイメージ

追加の措置？
（評価）

安全性監視？
リスク最小化？
（評価）

必要

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
・外国措置報告不要

追加のリスク最小化活動

追加の安全性監視活動

・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

（
実
施
状
況
の
報
告
）

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
バ
ラ
ン
ス
の
評
価



RMPの策定対象と検討時期

対象 検討時期

新医薬品
 承認申請時（平成25年4月1日以降）
 製造販売後に新たな安全性の懸念が判明した時点

バイオ後続品
 承認申請時（平成25年4月1日以降）
 製造販売後に新たな安全性の懸念が判明した時点

後発医薬品
 追加の措置が実施されている先発品の承認申請時
 製造販売後に新たな安全性の懸念が判明した時点



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
している情報のうち、重要なもの。

「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

安全性検討事項の特定



ＲＭＰ相談対応部門

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（RMを含む） 安全部門

RMP（案）を提出
承認申請

提出先は審査業務部業務第一課

薬食審 製造販売（準備期
間）



審査過程でのタイムライン

機構における審査対面助言等

RMP（案）を提出

薬食審

審査過程での議論

製造販売承認！

製造販売

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）

機構における審査 薬食審

審査過程での議論

製造販売承認！

製造販売

新医薬品
（一変申請）

原則、承認後2週間程度を目途に
RMPを提出

（製造販売後の状況に
応じて適宜改訂）

（製造販売後の状況に
応じて適宜改訂）

承認申請

RMP（案）を提出
承認申請

（準備期
間）

対面助言等



RMPの見直し時期

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（例えば安全性定期報告毎）

添付文書、患者向医薬品ガイド

再
審
査

見直し（活動ごと）



RMPの実施で何が変わるのか？

 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重要

 医薬品ごとの包括的な安全性監視活動・リスク最小化
活動が可視化される

 適時適切かつ継続的な評価・見直しが必要

 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
動が行えるように！

 情報提供資材の位置づけや内容についての見直しが
必要

 医療従事者、患者にわかりやすく、正しく理解されるように！



RMPの導入と今後

RMPの本格施行までに行ってきたこと
ワーキングチーム（WT） による検討

記載事例作成

質疑応答集（Q&A）

公表に関する事項

今取り組んでいること
質疑応答集（Q&A）の更なる作成

実際の事例を踏まえた検討

今後取り組みたいこと



安全対策検討プロジェクトチーム

安全対策検討プロジェクトチーム
技術的事項の検討

平成２１年４月以降随時開催

現状の問題点等を整理し、順次、改善策を検討し、必要に応
じ通知等を作成

安全対策業務に関する定期意見交換会に状況報告

ワーキングチームとして、WT1, WT2, WT3がある

構成するメンバー
製薬業界からの代表メンバー

厚生労働省（審査管理課、安全対策課）

PMDA（新薬審査部、安全部、審査マネジメント部）



各WTの担当内容

WT1

市販後調査等の実施
・製造販売後調査
・承認条件
・アーリー情報の取り扱い
・RMPの通知作成等

WT2
情報提供
・添付文書改訂
・緊急安全性情報・緊急安全性速報等

WT3
データベース関連
・診療情報データベース等



平成24年度からWT1を細分化

sWT1

成川班関連
・製造販売後調査のありかた
・ベネフィットリスクバランス評価
・リスク最小化の評価等

sWT2

RMPの実装課題検討
・実装課題抽出、論点整理
・QA作成
・記載モデル作成
・RMPの公表関連通知作成等

sWT3
後発品のRMP開始へ向けた検討
・パイロット実施等



RMPに関する情報を掲載

http://www.info.pmda.go.jp



目的

概念図

関連資料
• 指針について（平成24年4月11日付）
• 策定について（平成24年4月26日付）
• Q&A
• パブリックコメントの結果について

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

RMPに関する情報を掲載



医薬品リスク管理計画（RMP）について

RMP記載事例



記載事例作成

① 作成をした意図・記載事例の位置づけ

 実際のRMPが公表されるまでは、製造販売業者がRMP（案）を作成する際に、

具体的な記載イメージがつかみにくいことを考慮して作成

 RMP（案）を作成する際の、あくまで、参考・例示として提示

② 作成方針

 特定の薬剤を想定していないが、項目間の整合はできる限り考慮

 可能な範囲ですべての項目についての記入例を提示

③ 注意事項

 安全性検討事項が本記載事例に挙げられているものと同じだとしても、必ずし

も安全性監視活動およびリスク最小化活動について本記載事例を同じになる

とは限らない

 実際のRMPが公開されていくと、この記載事例の意義が乏しくなる可能性もあ

り、その場合の取り扱いは今後検討



主な内容は以下のとおり
 承認後にRMP提出が必須となる場合

 相談窓口や事務的手続き

 製造販売後のRMPの策定・変更等

 追加の措置とは何か

 一部変更承認申請の際のRMPの策定

 安全性検討事項とRMPの関係

 安全性検討事項と添付文書の関係

 配合剤のRMP策定等

Q&A



RMPの公表

① RMPは製薬企業が作成するものだが、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

② 医薬品ごとにRMPの内容を公表することにより、期待されること

 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

積極的な協力を御願いしたい

 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御願いしたい

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！



RMPの公表に関する通知



RMPの公表場所

ここに入る予定
（一般向け説明と、公開されたRMPの掲載）



後発医薬品RMP施行に向けて

平成25年2月承認申請予定の
初発後発医薬品のうち2成分を
対象にRMPを試行した。
現在議論中



現在行われている取り組み（１）

 sWT2では、

 承認条件の付け方

 再審査や承認条件解除と、RMPの関係（いつ何を評価して、ど

のような対応を取るか？）

 RMPについての、医療現場への説明活動等

 リスクマネージャーでの定期的会合により、実

際のRMPを共有

 課題の抽出と議論

 薬効や対象患者等によって差異があるか？

 チーム間で判断にばらつきはないか？等



 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・承認時から市販後に至るまで、継続的なベネ
フィットリスク評価は重要

具体的な方法に関する検討は、現在、各国で行わ
れている

日本では、医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ
ンス総合研究事業「医薬品リスク管理計画制度の
着実かつ効果的な実施のための基盤的研究」で検
討されている

現在行われている取り組み（2）



今後取り組みたいこと

 実際のRMPの経験数が、PMDAにおいても、

製造販売業者においても蓄積することによっ

て、絶えず、RMPの課題を抽出し、議論を深

め、必要に応じてリバイスするという取り組

みが重要

 製造販売後の調査や試験等は、新たな手法

の実施も含めて検討し、改善を進める

 診療情報系データベースを用いた疫学研究

の活用等



より良い安全対策のために

企業、当局、医療現場で
目的を共有して行なうこ

とが必要！！

適切な情報収集

・ 収集すべき情報を

・ 必要な付随情報とともに

・ 時機を得て

適切な評価

・ 報告事象の適切性

・ 評価に値する十分な情報

・ 適切な評価方法で

適切な情報提供

・ 意義のある情報を

・ 適切な媒体で

・ ユーザーフレンドリーに

RMPの開始は、
安全対策の意義を再認識するよい機会！



御清聴ありがとうございました


