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発表者： 阿川 英之
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本発表は演者の個人的見解です

所属する組織の公式な見解ではありません
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講演内容

①医薬関係者の役割とPMDAによる安全対策

②医薬関係者からの副作用等報告の現状

③副作用報告のポイント

④最後に
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 新薬の審査スピードは世界一

 切れ味の鋭い新薬が世界同時承認で市場に流通

 皆保険により国民全体に最新の医療を提供

 後発医薬品80%時代へ

日本の現状

 より慎重な医薬品の使用・不適正使用の防止

 最新の安全性情報に基づくリスクの最小化

 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への協力

 医薬品副作用被害救済制度への協力 など

予測できない副作用が世界で最初に日本で発生する可能性
長期収載品の副作用情報収集への課題も

医薬関係者に求められていること
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医薬品医療機器法※における報告義務

医薬関係者からの副作用報告
医薬品医療機器法第68条10第2項

薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者

又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の

医薬関係者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、

当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害

若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる

感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上

の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるとき

は、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

※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
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安全対策の流れ①
副作用等報告の受付と調査等

情報提供
（ラインリスト公表）
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安全対策の流れ②
安全対策措置の検討と実施
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安全対策措置情報の入手と管理

実施された安全対策措置の情
報はメディナビにてタイムリーに

配信しています。

レセプトコンピューターから
薬価基準収載コードをCSV出力
⇒ CSVファイルを取り込む

⇒ マイ医薬品集が完成！

＜活用例＞
・担当病棟使用医薬品を登録
⇒ 病棟毎に活用

・効能効果・用法用量等が先発品と異なる後
発医薬品を登録
⇒ 効能・用法追加時の添付文書変更情報

を把握 等 9



2015年3月24日
添付文書改訂の内容

［副作用］の「重大な副作用」の項に
皮膚粘膜眼症候群（Stevens-
Johnson症候群）：皮膚粘膜眼症
候群があらわれることがあるの
で、観察を十分に行い、異常が認
められた場合には投与を中止し、
適切な処置を行うこと。

を追記する。

パニツムマブ（遺伝子組換え）
【販売名】
ベクティビックス点滴静注100mg、 同点滴静注400mg
【効能・効果】
KRAS遺伝子野生型の治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

改訂の契機となった
報告された症例の概要

医療機関からの報告の活用例
～添付文書改訂のきっかけのひとつに！～

医薬品・医療機器等安全性情報 No.322より抜粋
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この端緒となった報告は、医療機関から医薬品・医療機器
等安全性情報報告制度に基づき報告されたものである。

医薬部外品または化粧品の使用による健康被害の報告について
（平成23年8月24日 薬食発0824第4号 厚生労働省医薬食品局長通知）

医療機関からの報告の活用例
～製品回収のきっかけに！～

（医薬品・医療機器等安全性情報 No.288より抜粋） 11



PMDAからの情報提供（症例報告ラインリスト）

平成16年以降の報告は、

ラインリストとデータセットを提供

平成16年以前の報告は、

アーカイブとして公開 12



副作用症例報告ラインリスト 症例表示

販売名

医療機関から報告された副作用報告（重篤症例：PMDA調査分）も表示

報告分類

副作用/有害事象
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講演内容

①医薬関係者の役割とPMDAによる安全対策

②医薬関係者からの副作用等報告の現状

③副作用報告のポイント

④最後に
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医薬品の国内副作用・感染症症例報告数
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施設別の報告件数と割合（医薬品）

【施設別の報告件数※（年間報告数に占める各施設の割合） 】

施設別内訳 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

病院 2670（80.8%） 3455（85.0%） 4213（88.1%） 4293（87.8%） 4392（88.6%）
診療所 147（4.4%） 162（4.0%） 148（3.1%） 127（2.6%） 91（1.8%）
薬局 457（13.8%） 432（10.6%） 398（8.3%） 458（9.4%） 465（9.4%）

歯科診療所 22（0.7%） 12（0.3%） 16（0.3%） 8（0.2%） 5（0.1%）
年間報告数 3304 4067 4782 4891 4956

※報告数は独立行政法人医薬品医療機器総合機構 業務実績報告書より引用。

（件数）
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職種別の報告件数と割合（医薬品）

【職種別の報告件数】
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

55.1% 57.5% 67.0% 69.9% 72.6%

31.8% 29.9%
23.8% 21.4% 17.8%

職種別報告割合 薬剤師

医師

看護師

歯科医師

その他

職種別内訳 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
薬剤師 1816（55.1%） 2337（57.5%） 3206（67.0%） 3417（69.9%） 3598（72.6%）
医師 1049（31.8%） 1215（29.9%） 1140（23.8%） 1045（21.4%） 881（17.8%）

歯科医師 36（1.1%） 17（0.4%） 39（0.8%） 24（0.5%） 21（0.4%）
看護師 56（1.7%） 57（1.4%） 40（0.8%） 39（0.8%） 71（1.4%）
その他 341（10.3%） 438（10.8%） 357（7.5%） 365（7.5%） 385（7.8%）

年間報告数 3304 4067 4782 4891 4956
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医療機関及び薬剤師における副作用等報告制度の認識と
実践の実態把握とその推進に関する研究※1の結果①

 日本病院薬剤師会に所属する薬剤師45,007名を対象に調査

 有効回答が得られた3845名の薬剤師を対象に解析

 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度を

「理解していない・知らない」薬剤師の割合 23.1％

→年齢が低い方、薬剤師としての実務経験年数が短い方が

比較的高値であった。

 「副作用報告経験のない」薬剤師の割合 57.6％

→年齢が低い方、薬剤師としての実務経験年数が短い方、

勤務先の薬剤師数が少ない方が、比較的高値であった。

※1）日本医療研究開発機構（AMED）の医薬品等規制調和・評価研究事業（H26-医薬B-一般-004） 平成26年度 委託業務成果報告書より抜粋 18



 副作用等報告の経験が無い理由として、「良く知られている副作
用であった」は43.7％、「医薬品と副作用との因果関係が不明確
であった」は39.9％であった。

副作用等報告の経験がない理由

（%）（%） （%）

医療機関及び薬剤師における副作用等報告制度の認識と
実践の実態把握とその推進に関する研究の結果②
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講演内容

①医薬関係者の役割とPMDAによる安全対策

②医薬関係者からの副作用等報告の現状

③副作用報告のポイント

④最後に
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医薬品・医療機器等安全性情報報告制度
（医療機関報告制度）

本制度の趣旨

• 日常の医療の現場でみられる医薬
品、医療機器または再生医療等製
品を使用したことによって発生した
健康被害などの情報を、法に基づ
き、医薬関係者等が厚生労働大臣
に報告する制度

• 報告された情報は、専門的観点か
ら分析、評価して、必要な安全対策
をとるとともに、広く医薬関係者に
情報提供し、市販後安全対策の確
保に活かします
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報告者と報告期限について

報告者
薬局開設者、病院又は診療所の開設者、医師、歯科医師、薬剤師、登録販
売者その他病院等において医療に携わる者のうち業務上医薬品、医療機器
又は再生医療等製品を取り扱う者

報告期限
特に報告期限を設けないが、保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観
点から、報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに報告するこ
とが望まれる。

平成28年3月25日薬生発0325第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知
「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」実施要領より抜粋

医療機関
報告

速やかなご報告にご協力をお願いします！！ 22



 医薬品等との因果関係が否定できない症例

 重篤性が高い症例

※ 報告するか迷う場合には、まずはご報告をお願いいたします

報告対象となる情報

医薬品、医療機器又は再生医療等製品の使用による副作用、感染症又は不

具合の発生について、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する観点から

報告の必要があると判断した情報（症例）であり、具体的には以下の事項（※）

（症例）を参考にすること。医薬品等との因果関係が必ずしも明確でない場合で

あっても報告の対象となりうる。

（※次のスライドを参照）

⇒つまり、主に死亡・障害が発生した症例、死亡・障害につながる恐れがある

症例、治療のために入院が必要となった症例等が対象となる。

（重要）報告対象となる情報

平成28年3月25日薬生発0325第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知
「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」実施要領より抜粋
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 報告対象となる情報の具体例
① 死亡
② 障害
③ 死亡につながるおそれのある症例
④ 障害につながるおそれのある症例
⑤ 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例
（③及び④に掲げる症例を除く。）

⑥ ①から⑤までに掲げる症例に準じて重篤である症例
⑦ 後世代における先天性の疾病又は異常
⑧ 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の使用によるものと疑われる感染症による
症例等の発生

⑨ 医療機器又は再生医療等製品の不具合の発生のうち、①から⑦までに掲げる症例
等の発生のおそれのあるもの

⑩ ①から⑧までに示す症例以外で、軽微ではなく、かつ、添付文書等から予測できな
い未知の症例等の発生

⑪ 医療機器又は再生医療等製品の不具合の発生のうち、⑩に掲げる症例の発生の
おそれのあるもの

平成28年3月25日薬生発0325第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知
「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」実施要領より抜粋

（重要）報告対象となる情報
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報告書様式のダウンロード方法

① PMDAホームページ右の
『医療従事者からの副作用・不具合等報告』

のバナーをクリック

②『こちら』
をクリック

PDFとWordファイルを提供
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医薬品安全性情報報告書

患者情報

副作用等に関する情報

被疑薬・使用状況
に関する情報

報告者情報

報告者意見

検査値

報告方法及び報告用紙：http://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/pmd-act/0002.html
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医薬品安全性情報報告書記載のポイント①

過去の副作用歴について記載ください。

患者情報
アレルギーの有無等も
記載して下さい。
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間質性肺炎
✓ ⑤

副作用等に関する情報

医薬品安全性情報報告書記載のポイント②

既知の副作用であっても、重篤
であれば報告をお願いします。

重篤の判定基準

✓
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○ ○☓錠 ▲製薬
✓

▲注「□□」 □薬品
✓

被疑薬について、
販売名（ジェネリック医薬品の場合は「屋号」まで）、
製造販売業者名、投与量、投与期間などを記載ください。

被疑薬に関する情報

医薬品安全性情報報告書記載のポイント③

製造販売業者への情報提供の
有無も記載してください。
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経過には、被疑薬投与前から副作用等の発現後の全経過において、関連す
る状態・症状、検査値等の推移、診断根拠、副作用に対する治療・処置、被疑
薬の投与状況等を経時的に記載してください。

使用状況に関する情報

医薬品安全性情報報告書記載のポイント④

再投与の有無と、有りの場合の症状発現の有無は、因果関係
評価において重要な情報となることから記載をお願いします。
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受領書を送付いたしますので、確実に届くよう、
所属部署の記入にご協力をお願いいたします。

副作用が疑われる場合、必要に応じて医薬品副作用被害救済制度等の
紹介や請求に際しての診断書等のご作成にご協力をお願いいたします。

報告者情報等

医薬品安全性情報報告書記載のポイント⑤
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被疑薬と副作用等の因果関係に関するご意見を記載し
てください。

因果関係を評価する上で必要となる検査値
等を記載してください（特に、被疑薬投与前
後の値は必須です）。

報告者意見・検査値

医薬品安全性情報報告書記載のポイント⑥
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平成26年６月12日付の
厚生労働省医薬食品
局長通知に基づき、「患
者が請求予定」、「患者
に紹介済み」等に関す
る選択肢が追加

• 平成28年度に報告された医療機関報告4956件
のうち、回答がなされていた件数は2506件であ
り、その内訳は下記の通りであった（複数回答あ
り）。

医薬品安全性情報報告書記載のポイント⑦

医薬品等副作用被害救済制度及び生物由来
製品等感染等被害救済制度についての記載
もお願いいたします。
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郵送

〒100-0013

東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル

PMDA 安全第一部 情報管理課

 FAX

0120-395-390

電子メール

anzensei-hokoku@pmda.go.jp

報告書の提出方法と提出先

FAX、電子メールの誤送信がないようにご注意ください！！

報告書の提出先は
PMDAです
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最後に

患者さんへの安全・安心な医療の提供のために･･･

35
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