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医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況等に関する
調査結果と望まれる方向の公表について
平成 30 年 9 月 20 日、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）は、平成 29 年度「医
療機関等における医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況等に関する調査」の結果と、それ
を受けて取りまとめた適切な情報の入手・伝達・活用方策等についての提言（望まれる方向）を
公表いたしましたので、お知らせいたします。
本調査は、医療機関等における安全性情報の入手・伝達・活用状況等を把握し、当該機関等
における安全性情報の活用策を検討することで、講じた安全対策措置が確実に実施され、患者
のより一層の安全が図られることを目的として、平成 22 年度より有識者による検討会を設置して、
行っているものです。
本調査の主な調査結果および結果より考察された望まれる方向の概要は、以下のとおりです。
① 医薬品リスク管理計画（RMP）※1 の活用について
 RMP および医薬品のリスクを軽減・回避するための活動（リスク最小化活動）として RMP に
基づき作成・配布される資材については、医療機関等における安全性情報として重要なツ
ールである。
 しかしながら、RMP の内容を理解している施設は、病院では前回の調査と比較して増加し
ていたものの 48.2%であり、薬局においては、17.4%であった。また、RMP に基づく資材を患
者への服薬指導や他の医療関係者への情報提供に利用した施設は、病院、薬局共に 5.3
～16.5%と 2 割に満たない結果であった。

今後、医療機関等において、RMP やリスク最小化活動として作成・配布される資材を積極
的に活用することが望まれる。

※1 医薬品リスク管理計画（RMP）・・・医薬品の承認審査の過程で判明したリスクや不足
の情報、リスク軽減・回避のための活動等をひとつにまとめた文書。RMP の作成、実施
は医薬品の承認条件として付与されており、製薬企業が作成し、医療関係者に安全対
策上の重要事項を説明するものである。製薬企業や PMDA のホームページで公表され
ている。
② PMDA メディナビ※2 の登録について
 薬局、病院ともに前回調査結果と比較して登録率が増加していた。また、PMDA メディナビ
で配信された情報が、薬局内での情報共有や患者、他職種への情報提供に活用されてい
ることも確認できた。
 薬局については登録率が 67.5%であり、病院については、82.0%であったが、病床数の少な
い病院では登録率が低い傾向があったことから、一層の登録・活用の推進が望まれる。
※2 PMDA メディナビ・・・医薬品・医療機器等の安全性に関する重要な情報が発出された
際に、タイムリーにその情報を配信する無料のメールサービス
③ 製薬企業からの医薬品の適正使用に関するお知らせについて
 PMDA メディナビでは PMDA や製薬企業からの医薬品の適正使用のお知らせについてメー
ルタイトルに【重要】と付した上で配信を行っているが、採用又は取り扱いのない医薬品に
関する適正使用のお知らせの認知度は、病院、薬局それぞれ 51.7%、44.1%であった。
 医療機関等には、様々な患者さんが来訪することから、PMDA メディナビを活用し、当該機
関等における採用又は取り扱いの有無にかかわらず、医薬品の適正使用に関する情報を
確実かつ迅速に入手することが望まれる。
［今後の取り組み］
PMDA は、今後、（公社）日本薬剤師会、（一社）日本病院薬剤師会等とも協力しながら、講習
会等を通じて、望まれる方向の普及、啓発を行い、厚生労働省、PMDA が講じた安全対策措置と
して提供される安全性情報が医療現場で適切に活用されるよう、努めてまいります。
※今回の調査結果報告書および望まれる方向、および過去に実施した調査結果等については
以下の URL に掲載しております。
https://www.pmda.go.jp/safety/surveillance-analysis/0010.html
（別 添）
 調査の概要、望まれる方向（薬局）、望まれる方向（病院）
以上
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ƱƸŴ࢘ᛆҔᕤԼƷܤμݣሊɥŴᙌᕤ˖ಅƔǒҔ
ၲࢼʙᎍȷधᎍƴऴإ੩̓ǛᘍƏƜƱƕ࣏ᙲƳऴإ
ǛƱǓǇƱǊƨǋƷ
ăҔၲࢼʙᎍƴƓƍƯƸஜƷဇƸ࣏᪰
ƴƸȞȸǯƕ
ƭƍƯƍǇƢᲛ

ᕤдࠖƕ4/2ƷϋܾǛᄩᛐƠŴɧឱƠƯƍǔऴإƷӓᨼ
ǍȪǹǯ᠉ถȷׅᢤƷƨǊƷѣƴӋဒƍƨƩƘƜƱƕŴ
4/2ǛဇƠƨܤμݣሊǵǤǯȫǛܱƢǔɥưƱƯǋ
ᙲưƢŵ

3䠊⸆ᒁ䛷䛾䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ά⏝➼
PMDA䝯䝕䜱䝘䝡䛾ά⏝
9 PMDA䝯䝕䜱䝘䝡䛿㎿㏿䛛䛴☜ᐇ䛺ሗධᡭ䛾䛯䜑䛻᭷⏝䛺䝒䞊䝹䛷䛒䜚䚸Ᏻᛶሗ䛾ධᡭ䞉ఏ㐩䛾ᡭ㡰䛾୰䛻
ሗධᡭᡭẁ䛸䛧䛶PMDA䝯䝕䜱䝘䝡䜢つᐃ䛧䚸䛥䜙䛻ሗධᡭᚋ䛹䛾䜘䛖䛻ሗఏ㐩䛩䜛䛛䜢ண䜑つᐃ䛧䛶䛚䛟䛣䛸䛷䜘
䜚᭷ຠ䛻ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹
≾⁂†․ „‒․⊀•‥‒„

䝬䜲་⸆ရ㞟సᡂ䝃䞊䝡䝇䛾ά⏝
9 䝬䜲་⸆ရ㞟సᡂ䝃䞊䝡䝇䛻䛴䛔䛶䛿ά⏝䛥䜜䛶䛔䜛⸆ᒁ䛿ᑡ䛺䛔䛯䜑䚸PMDA䛿ලయⓗ䛺ά⏝᪉ἲ䜢♧䛧䚸ά⏝ಁ
㐍䜢⾜䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹
≾⁂†‥‣„‒‥․⊀
ȞǤҔᕤԼᨼ˺ǵȸȓǹƷႇƓǑƼೞᏡƴƭƍƯƸҔᕤԼȷҔၲೞ֥ሁܤμࣱऴإ0QƓǑƼࢸႆԼԼឋऴإ0QǛƝᚁɦƞƍŵ
¾ ҔᕤԼȷҔၲೞ֥ሁܤμࣱऴإ0Q JVVRUYYYROFCIQLRHKNGURFHRCIG
¾ ࢸႆԼԼឋऴإ0Q JVVRUYYYROFCIQLRHKNGURFH

ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ 㝔䛻䛚䛡䜛་⸆ရᏳᛶሗ䛾
ධᡭ䞉ఏ㐩䞉ά⏝≧ἣ➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䡚ᮃ䜎䜜䜛᪉ྥ䡚

䠘㝔⏝䠚

་⒪ᶵ㛵➼䛻䛚䛡䜛་⸆ရ䛾ሗ䛾ධᡭ䞉ఏ㐩䞉ά⏝≧ἣㄪᰝ䛻㛵䛩䜛᳨ウ

1䠊Ᏻᛶሗ䛾ධᡭ䚸ఏ㐩䚸ά⏝

䠷 䠹䛿䛂ᖹᡂ29ᖺᗘ㝔䛻䛚䛡䜛་⸆ရᏳᛶሗ䛾ධᡭ䞉ఏ㐩䞉ά⏝≧ἣ➼䛻㛵䛩
䜛ㄪᰝ 䛺ㄪᰝ⤖ᯝ䛚䜘䜃ᮃ䜎䜜䜛᪉ྥ䛃䛾ヱᙜ䝨䞊䝆䜢⾲䛧䛶䛔䜎䛩䚹

ሗఏ㐩ᑐ㇟䚸ᡭẁ䛾ᡭ㡰
9 ሗ䛾㔜せᛶ䞉⥭ᛴᛶ䚸タ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛶䚸ሗఏ㐩ᑐ㇟⪅䚸ሗఏ㐩ᡭẁ䛻䛴䛔䛶ᘬ䛝⥆䛝ᡭ㡰䜢ᐃ䜑䚸ᚲせ
䛻ᛂ䛨䛶ᡭ㡰䜢ぢ┤䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹≉䛻㔜せ䛺ሗ䛻䛴䛔䛶䛿䛂⣬㠃䛾㓄ᕸ䛃䛸䛸䜒䛻䚸䛂㠃ㄯ䛃䜔䛂䜹䞁䝣䜯
䝷䞁䝇䛷䛾ㄝ᫂䞉㉁䛃➼䚸ሗ䛾ཷ䛡ᡭ䛾⌮ゎ䛜☜ㄆ䛷䛝䜛㐺ษ䛺ᡭẁ䜢⏝䛧䚸☜ᐇ䛻ఏ㐩䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹
≾⁂†‣‣⊡․‥⊀

PMDA䝯䝕䜱䝘䝡䜢ά⏝䛧䛯㔜せ䛺ሗ䛾⥙⨶ⓗ䛺ධᡭ
9 㐺ṇ⏝䛾䛚▱䜙䛫ͤ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚋ䛻䜲䜶䝻䞊䝺䝍䞊䚸䝤䝹䞊䝺䝍䞊䛻䛴䛺䛜䜛ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛㔜せ䛺ሗ䛷䛒䜛䛸
䛔䛖䛣䛸䜢⌮ゎ䛧䚸᥇⏝䛾᭷↓䛻㛵䜟䜙䛪☜ᐇ䛛䛴㎿㏿䛺ሗ㞟䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹
䛺䛚䚸PMDA䝯䝕䜱䝘䝡䛷䛿䛣䜜䜙䛾ሗ䛻䛴䛔䛶䝯䞊䝹䝍䜲䝖䝹䛻䛆㔜せ䛇䛸䛧䛯ୖ䛷Ⓩ㘓䜰䝗䝺䝇ᐄ䛻㓄ಙ䜢
⾜䛳䛶䛔䜛䛯䜑䚸ሗ㞟ᡭẁ䛸䛧䛶PMDA䝯䝕䜱䝘䝡䜢ᘬ䛝⥆䛝ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹
≾⁂†․ „‒․⊀
ͤPMDA䛛䜙䛾་⸆ရ㐺ṇ⏝䛾䛚㢪䛔䚸〇⸆ᴗ䛛䜙䛾་⸆ရ䛾㐺ṇ⏝➼䛻㛵䛩䜛䛚▱䜙䛫䚸㛵ಀᏛ➼䛛䜙䛾་⸆ရ
䛾㐺ṇ⏝䛻㛵䛩䜛䛚▱䜙䛫

PDCA䝃䜲䜽䝹䛾ᐇ
9 Ᏻᛶሗ䜢ά⏝䛧䚸タ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯Ᏻᑐ⟇䜢❧䚸ᐇ䛧䚸䛭䛾᳨ド䜢⾜䛖䜘䛖䛺䝃䜲䜽䝹䜢ᅇ䛩䛣䛸䛜ᮃ
䜎䜜䜛䚹
≾⁂†․ ⊀

2䠊䝸䝇䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝒䞊䝹䛾ά⏝
䝸䝇䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝒䞊䝹䚸≉䛻RMP 䠄་⸆ရ䝸䝇䜽⟶⌮ィ⏬䠅 䚸㏣ຍ䛾䝸䝇䜽᭱ᑠάື䛾㈨ᮦ䛾✚ᴟⓗ䛺ά⏝
9 ་⒪ᚑ⪅䞉〇⸆ᴗ䞉⾜ᨻ䞉ᝈ⪅䛾㛫䛷་⸆ရ䛻㛵䛩䜛䝸䝇䜽䜢ඹ᭷䛩䜛䠄䝸䝇䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠅䛯䜑䛻䛿 䚸
ᘬ䛝⥆䛝䝸䝇䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝒䞊䝹䛾✚ᴟⓗ䛺ά⏝䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹
≾⁂†‥•„‒‥…„‒‥ „‒‥⊀

9 RMP䛿䚸ᢎㄆᑂᰝ䛾㐣⛬䛷ุ᫂䛧䛯䝸䝇䜽䜔㊊䛾ሗ䚸䝸䝇䜽㍍ῶ䞉ᅇ㑊䛾䛯䜑䛾άື➼䜢䜎䛸䜑䛯ᩥ᭩䛷䛒䜚䚸
䛭䛾⟇ᐃ䛸ᐇ䛜ᙜヱ་⸆ရ䛾ᢎㄆ䛻㝿䛧䛶䛾᮲௳䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸RMPཬ䜃㏣ຍ䛾䝸䝇䜽᭱ᑠάື䛸䛧
䛶సᡂ䞉ᥦ౪䛥䜜䜛㈨ᮦ䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹
9 ㏣ຍ䛾䝸䝇䜽᭱ᑠάື䛸䛧䛶సᡂ䞉ᥦ౪䛥䜜䜛㈨ᮦ䛿䚸㏻ᖖ䛾䝸䝇䜽᭱ᑠάື䛻ຍ䛘䚸ྛ་⸆ရ䛾≉ᛶ䜢⪃៖
䛧䛯ୖ䛷䚸Ᏻᑐ⟇ୖ䚸་⒪ᚑ⪅䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛺ሗ䜢䛸䜚䜎䛸䜑䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛯䜑䚸✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛩䜛
䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹
≾⁂†‥․„‒‥‥⊀

9 PMDA䛿䚸䝸䝇䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝒䞊䝹䛾䜘䜚ලయⓗ䛺ά⏝᪉ἲ䜢♧䛧䚸ㄆ▱ᗘ䚸ά⏝⋡䛾ྥୖ䛻ᘬ䛝⥆䛝ດ䜑䜛
䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹
≾⁂†‥‣„‒‥․„‒‥‧„‒‥ „‒‥⊀

Ƃ4/2ƴƭƍƯƃ
ୢఇષ৸ਙ૰ଳણقੲਾઽૐك
 ৢଞभણق৸थभୢఇષपৌखथৰك
 ୯ਸभણقୢఇષभ્ਙपँॎचथৰك
৸ਙਫ਼ୈহඨ
 ਏऩ્औोञজ५ॡ
 ਏऩཎজ५ॡ
 ਏऩਂଌੲਾ

كઉ৹ਪपेॊੲਾઽૐؚઞ৷ਛౚ৹ਪؚ
ಏ෫ୡऩन

ɧឱƠƯƍǔऴإ
জ५ॡਈ৵৲ણقੲਾك
 ৢଞभણق৸थभୢఇષपৌखथৰك
 ୯ਸभણقୢఇષभ્ਙपँॎचथৰك
ిكਫઞ৷भञीभৱ౫ଦഘؚઞ৷੯भਝ

ᡙьƷȪǹǯஇ҄ݱѣƱƠƯ˺ȷᣐࠋƞǕǔ
ƱƸŴ࢘ᛆҔᕤԼƷܤμݣሊɥŴᙌᕤ˖ಅƔǒҔ
ၲࢼʙᎍȷधᎍƴऴإ੩̓ǛᘍƏƜƱƕ࣏ᙲƳऴإ
ǛƱǓǇƱǊƨǋƷ
ăҔၲࢼʙᎍƴƓƍƯƸஜƷဇƸ࣏᪰
ƴƸȞȸǯƕ
ƭƍƯƍǇƢᲛ

ᕤдࠖƕ4/2ƷϋܾǛᄩᛐƠŴɧឱƠƯƍǔऴإƷӓᨼ
ǍȪǹǯ᠉ถȷׅᢤƷƨǊƷѣƴӋဒƍƨƩƘƜƱƕŴ
4/2ǛဇƠƨܤμݣሊǵǤǯȫǛܱƢǔɥưƱƯǋ
ᙲưƢŵ

3䠊㝔䛷䛾䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ά⏝➼
PMDA䝯䝕䜱䝘䝡䛾ά⏝
9 PMDA䝯䝕䜱䝘䝡䛿㎿㏿䛛䛴☜ᐇ䛺ሗධᡭ䛾䛯䜑䛻᭷⏝䛺䝒䞊䝹䛷䛒䜛䛯䜑䚸ᘬ䛝⥆䛝ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹
PMDA䛿䚸≉䛻つᶍ䛾ᑠ䛥䛔㝔䛻ᑐ䛧䛶⫋⬟ᅋయ➼䛸༠ຊ䛧䛺䛜䜙PMDA䝯䝕䜱䝘䝡䛾Ⓩ㘓䞉ά⏝᥎㐍䛻ດ䜑䜛䚹
≾⁂†…․⊀

䝬䜲་⸆ရ㞟సᡂ䝃䞊䝡䝇䛾ά⏝
9 䝬䜲་⸆ရ㞟సᡂ䝃䞊䝡䝇䛻䛴䛔䛶䛿ά⏝䛥䜜䛶䛔䜛タ䛿ᑡ䛺䛔䛯䜑䚸PMDA䛿ලయⓗ䛺ά⏝᪉ἲ䜢♧䛧䚸ά⏝
ಁ㐍䜢⾜䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹
≾⁂†…․„‒…‥⊀
ȞǤҔᕤԼᨼ˺ǵȸȓǹƷႇƓǑƼೞᏡƴƭƍƯƸҔᕤԼȷҔၲೞ֥ሁܤμࣱऴإ0QƓǑƼǛࢸႆԼԼឋऴإ0QǛƝᚁɦƞƍŵ
¾ ҔᕤԼȷҔၲೞ֥ሁܤμࣱऴإ0Q JVVRUYYYROFCIQLRHKNGURFHRCIG
¾ ࢸႆԼԼឋऴإ0Q JVVRUYYYROFCIQLRHKNGURFH

