
行政が実施しているリスク最小化策と
企業に望むもの

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
安全第二部 調査役

飯村 康夫

薬事エキスパート研修会・特別コース
医薬品等のリスク最小化策

- 医薬品リスク管理計画への期待とリスク最小化策の実例 -

平成２５年１月２４日（木）
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本日お話する内容

１．はじめに
２．医薬品リスク管理計画（RMP）
３．医療機関・医療従事者への取り組み

副作用・感染症報告（企業）
医療機関報告
医薬品医療機器情報提供ホームページ

PMDAメディナビ など

４．患者への取り組み
患者副作用報告
患者向医薬品ガイド
重篤副作用疾患別対応マニュアル など

５．新たな事業・調査など
６. リスク最小化策の実施で企業に望むもの
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１．はじめに

3

行政が実施するリスク最小化策とは？

薬事法を始めとする薬事関連法規の規制全般
薬事法、麻向法、毒劇法、薬剤師法など

承認・審査、業許可（製造業、製造販売業、販売業）、ＧＭＰ／ＧＱＰ、
副作用報告、国家検定 など

広義には

○ 薬事法（昭和35年法律第145号）
（目的）
第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性
の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、
医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置
を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

今回の研修は、リスク管理計画（RMP）とリスク最小化策である
ので、ＲＭＰとＰＭＤＡでの市販後安全対策について、紹介する。



• 製造販売後のリスク管理・情報収集体制を
1つの文書にまとめたもの

– よりエビデンスに基づいたリスク管理

– 必要性の高い情報を特定した上での効率的
な情報収集

２．医薬品リスク管理計画（RMP）

承認時までの非臨床及び臨床試験から医薬品の
リスクや不足情報を特定し、効率的でもれのない
安全性監視活動及びリスク最小化活動を目指す
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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
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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

安全性検討事項の特定
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医薬品安全性監視計画

• 通常の医薬品安全性監視活動

– 副作用及び感染症情報の収集・報告等

• 追加の安全性監視活動

– 市販直後調査

– 製造販売後調査

– 製造販売後臨床試験等
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目的に応じた製造販売後の情報収集

製造販売後調査等

• 製造販売後臨床試験

「治験若しくは使用成績調査の成績に関する検討を行った結果

得られた推定等を検証し、又は診療においては得られない品
質、有効性及び安全性に関する情報を収集する」

• 使用成績調査（全例調査を含む）

「未知の副作用」「医薬品の使用実態下における副作用の発生
状況の把握」「安全性または有効性等に影響を与えると考えら
れる要因」等を把握する

• 特定使用成績調査

「小児等の特別な背景を有する患者」及び「長期使用の患者」
における有効性及び安全性等に関する情報の検出又は確認を
行う調査
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承認時までに得られる
有効性・安全性情報の制約

治験 製造販売後調査等

対象症例数 少ない（数百～数千） 多い

年齢・合併症・
併用薬

制限あり （使用上の注意以外の）
制限なし

投与期間 規定されている （用法・用量以外の）
制限なし

医師 その領域を専門とする
医師

あらゆる領域を専門とする
医師

治験時に比べてその使用患者数が急激に増加するとともに、使用患者の状
況も治験時に比べて多様化することから、治験段階では判明していなかった
重篤な副作用等が発現することがある

9



非臨床データ

臨床データ

治験開始 申請
承認・発売

市販前 市販後

医薬品のライフサイクルと情報量

未知の副作用

市販直後調査期間（6か月）

1回/2週
（2か月間）

1回/1月納
入
前
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リスク最小化計画
• 通常のリスク最小化活動

– 添付文書等による情報提供の適切な実施

• 追加のリスク最小化活動
– 医療関係者への情報提供

市販直後調査、適正使用のための資材等

– 患者への情報提供

– 医薬品の使用条件の設定

専門医、使用管理体制、患者登録、

教育プログラム、検査の実施等

– その他：表示、容器・包装等の工夫等
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３．医療機関・医療従事者への取り組み

副作用・感染症報告（企業）
添付文書の改訂
医療機関報告
医薬品医療機器情報提供ホームページ
PMDAメディナビ
PMDA医療安全情報

ＰＭＤＡが行う市販後のリスク最小化策の例

＜安全対策上の措置数の推移＞
平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

使用上の注意改訂* 202 141 254 339 185

「医薬品・医療機器等
安全性情報」への

情報掲載*
86 20 29 32 41

「PMDAからの医薬品
適正使用のお願い」へ

の情報掲載
1 5

* 厚生労働省における安全対策上の措置
平成24年事業年度 第1回 運営評議会、審査・安全業務委員会資料より 12



医薬品の安全対策業務の流れ

シグナルを いかに キャッチするか？

国内副作用・
感染症報告

研究報告

措置報告

副作用
データ
ベース外国副作用・

感染症報告

安
全
対
策
の
要
否
等
を
検
討

添
付
文
書
改
訂
指
示
通
知

厚
生
労
働
省

イエローレター
（緊急安全性情報）

各種情報提供

・医薬品医療機器安全性情報
・ＰＭＤＡ情報提供ＨＰへの掲載
・メディナビ配信

添付文書
改訂

情報提供
資材

etc

ブルーレター
（安全性速報）

シグナルをキャッチしたら どうするか？

安全対策の
“きっかけ”となる情報

【シグナル】
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市販後の医薬品・医療機器等の

副作用、感染症、不具合等に関する情報を収集

【企業報告制度】

○ 薬事法に基づき、企業が医療機関等から収集した医薬品・医療機器の「副作用・感染

症・不具合情報、研究報告、外国での措置」に関する情報等について報告することを

義務付けた制度（薬事法第７７条の４の２第１項）。

【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）

○薬事法に基づき、医師、歯科医師、薬剤師等の医薬関係者から医薬品、医療機器等

の副作用等について報告をする制度（薬事法第７７条の４の２第２項）。

製造販売業者、医療機関等からの副作用報告
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副作用報告等の処理の流れ

ＰＭＤＡ企業

副作用等情報の受理

・データ収集・分析・評価
・専門家による評価
・企業ヒアリング

安全対策の実行

整理・調査結果

検討内容の伝達・意見交換
専門家との協議

広く情報提供

添付文書の改訂指示・製品改善指導・
回収指示等

医学的な意義等の
判断が困難な事例

副作用等情報の
収集・確認

分析

安全対策の検討

海外規制情報・文献情報等

ヒアリング

必要に応じ
安全対策の
更なる検討

安全対策措置の実施

安全対策の企画・立案

国民に重大な被害を与える
可能性のある案件は即時対応

薬事・食品
衛生審議会

厚生労働省

全ての情報の共有

報告

データ
ベース毎日、チームで確認

随時、報告・打合せ

定期的打合せ（毎週）

概ね５周毎にと
りまとめ報告

インターネットを
介して広報

医薬関係者

報告

医薬関係者

報告

患者

報告

H24.3.26試行開始
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平成24年8月2日 平成24年度第1回医薬品等安全対策部会 資料より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002gyjo-att/2r9852000002gysn.pdf
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副作用報告

医療関係者からの副作用報告

件数

医薬品副作用・感染症報告数の年次推移（国内症例）
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厚生労働省
医療機関

製薬企業等

情報提供

PMDA

報告（電子、郵送、FAX）

データ蓄積

PMDA
データベース

情報提供

詳細情報

副作用報告

調査

調査

詳細情報の共有

詳細情報

医療機関報告の流れ
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医療機関等からの医薬品又は医療機
器についての副作用、感染症及び不
具合報告の実施要領の改訂について

（平成22年7月29日 薬食発0729第2号
厚生労働省医薬食品局長通知）

今般、独立行政法人医薬品医療機器総
合機構（以下「機構（PMDA）」という。）にお

いて、副作用等報告を行った医療機関等
に対し照会等の調査を開始することとした
こと等から、別添のとおり「医薬品・医療機
器等安全性情報報告制度」の実施要領
（報告様式を含む。）を下記の事項につい
て改訂したので、貴管下医療機関、薬局、
店舗販売業者等（以下「医療機関等」とい
う。）に対し周知のほどお願いする。

PMDAによる医療機関報告の詳細調査の開始
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【調査対象】
通常、下記のいずれかに該当する症例について、調査を実施

重篤として報告された症例のうち、第一被疑薬の製造販売業者へ連絡が
なされていない症例

 PMDAにおいて追加情報が必要と判断された症例
報告時点で早急な情報収集が必要と判断された症例

上記以外の報告された全ての症例について報告内容を確認

【調査事項】
医薬品と副作用の因果関係評価に必要な下記情報

患者背景因子、症例経過、併用薬の有無、検査値、

副作用と判断した理由、副作用と発現との時間的関連性等

【調査方法】
電話、ＦＡＸ、メール、郵送等

PMDAによる詳細調査について

医療機関からの直接報告により
企業報告とは異なる観点からシグナルの検出が可能！
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常時アクセス、
情報のダウン
ロードが可能

＜提供している情報＞

●医療用医薬品・一般用医薬品の添付
文書情報

・効能効果、用法・用量、禁忌、相互作用（飲み合わせ） 等
・医療用医薬品 約12,000件、一般用医薬品 約10,000件

●副作用報告の症例概要
●緊急安全性情報
●医薬品医療機器等安全性情報
●患者向医薬品ガイド
●重篤副作用疾患別対応マニュアル
●承認情報（審査報告書等）
●回収情報 等

病院・診療所・薬局

国民

製薬企業等

国・製薬企業から提供された様々な情報を幅広く提供

医薬品医療機器総合機構
情報提供ホームページ

メールによる
情報配信サー
ビスで重要な
新着情報をお
知らせ

閲覧だけでなく、各種情報を
ダウンロードして、病院内、企
業内等のシステムに活用

情報提供先

医薬品に関する各種情報提供について
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評価中の医薬品の安全性情報の提供
（平成23年7月）

使用上の注意の
改訂等につながる
ものとして注目し
ている情報をいち

早く提供！

【患者の皆様へ】 このページに掲載さ
れている情報は評価中のものです。自
己判断で服薬を中止したり、用量を減ら
したりされないようお願いいたします。
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- 22 -

副作用名等

医薬品一般名

情報提供の内容 平成23年8月9日掲載分から調査結果概要を掲載。

関連情報

評価結果
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既に注意喚起されているものの、

副作用報告の減少が見られない
事例について、
医薬品の適正使用の観点から

特に注意すべき点などを解説して
います

医薬品適正使用の
お願い

（医療従事者／一般の皆様向け）

（http://www.info.pmda.go.jp/iyaku_info/
tekisei_pmda.html）

23



最新情報がメールで届きます！

http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html

PMDAメディナビ
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最新情報が瞬時に届くように！

PMDAメディナビ

【ＰＭＤＡメディナビ】

安全性速報（ブルー
レター）発出のお知
らせ( 2012/09/11 配
信 )
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PMDAメディナビの登録状況
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（件数） 70,841件
平成24年10月31日現在

配信内容改善
関係団体への協力要請

「医薬品医療機器情報配信サービ
ス活用のための意見交換会」開催

調剤報酬の基準調剤加算
施設基準に記載される

パスワード登録廃止
インターネット広告等開始
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ＰＭＤＡ医療安全情報

収集されたヒヤリ・ハット事例や副作用・

不具合報告の中から，同様の事象が繰り
返し報告されている事例若しくは添付文書
改訂等を通知した事例などをもとに作成。

医師・薬剤師・看護師・臨床工学技士等

の医療従事者や人間工学分野などの専門
家及び医薬品又は医療機器製造販売業者
の業界団体の意見を反映。

医療従事者に対して安全に使用するた

めに注意すべき点などを図解等を用いて
わかりやすく解説し，広く周知することを目
的に作成したもの。

溶解液のみを投与してしまった
事例を紹介
（関連医薬品とラベルを掲載）



患者からの副作用報告の試行について

http://www.info.pmda.go.jp/fukusayou_houkoku/fukusayou_houkoku_attention.
html

平成24年3月26日から
試行を開始

患者ご本人、および患
者のご家族の方

報告者情報、患者情報、
副作用情報、医薬品情
報、医療機関情報等を入

力
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４．患者への取り組み

http://www.info.pmda.go.jp/fukusayou_houkoku/fukusayou_houkoku_attention.html�
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患者副作用報告の報告方法

患者さん向けページ
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１.  報告される方について
氏名、年齢、連絡先（住所、e-mailアドレス） 等

２. 副作用が現れた方について
報告者との関係、性別、年齢 等

３.  発現した副作用
副作用名／症状 、発現時期、転帰、医療機関受診の有無、

過去の副作用歴、発現時にかかっていた病気、治療状況、副作用の経過 等

４.  医薬品情報
被疑薬／併用薬名、投与期間、発現後の投与状況、

５.  副作用情報を聞くことのできる医療機関等
詳細情報を聞ける医療機関の有無・医療機関名、

当該機関への連絡の可否 等

６．その他の情報

患者副作用報告で提供いただく情報
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1. 報告数：１４６件

（他に無効な報告： ４件（意味不明の記入等））

2. 報告された医薬品数：１９２品目（医療用１８３品目、OTC ９品目）

なお、記載された医薬品名、副作用名は概ね明確であった。

3. 報告された副作用の発生時期：比較的新しい報告が過半数を占めていた

（２０１１年以降のものが１０４件（７１％））

4. 報告者の内訳：患者本人１１６件、家族３０件

5. 患者が死亡したと報告されたもの：６件

＊これらの報告については、安全対策の要否などの評価を進めています

患者報告の状況 （H24/3/26～10/31まで）

収集された情報を元に、医薬品による副作用の発生傾向を把握するなど、
医薬品の安全対策を進める目的で利用されます。

必要な情報を得るため、PMDAより関係医療機関に調査を実施する場合が
あります。

＊ 試行期間中に収集された報告、報告者へのアンケート調査結果等を元に
報告システム、運用方法の検討等を実施し、本格稼働の予定。
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患者向医薬品ガイド
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添付文書との比較（その１）
患者向医薬品ガイド

禁忌
慎重投与
を患者向けに情報提供すると
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添付文書との比較（その２）

「副作用」を患者向け
に情報提供すると・・・
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患者向医薬品ガイド



重篤副作用疾患別対応マニュアル
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重篤副作用疾患別対応
マニュアルとは

厚生労働省では、
 従来の安全対策に加え、医薬品の使用により発生する副

作用疾患に着目した対策整備を行うとともに、副作用発生
機序解明研究等を推進することにより、「予測・予防型」の
安全対策への転換を図ることを目的として、平成１７年度
から「重篤副作用総合対策事業」をスタートした

 本マニュアルは、本事業の第一段階「早期発見・早期対
応の整備」（４年計画）として、重篤度等から判断して必要
性の高いと考えられる副作用について、患者及び臨床現
場の医師、薬剤師等が活用する治療法、判別法等を包括
的にまとめたものです。

重篤副作用疾患別対応マニュアル
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記載されている内容は？

早期発見と早期対応のポイント

副作用の概要

副作用の判別基準（判別方法）

判別が必要な疾患と判別方法

治療法

典型的症例

引用文献・参考資料

重篤副作用疾患別対応マニュアル
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患者の皆様へ
スティーブンス・ジョンソン症候群を例に

専門用語を使
わず、分かりや

すく説明

患者向け

38

重篤副作用疾患別対応マニュアル



医療関係者の皆様へ
スティーブンス・ジョンソン症候群を例に

39

重篤副作用疾患別対応マニュアル



新たな安全性評価手法の導入

症例票
レビュー・
評価

安全対策措置

シグナル検出

副作用報告 DB

副作用
スクリーニング

シグナルの検証

エビデンスの強化

レセプト
DB

DPC DB
病院情報
DB

電子診療情報の活用

副作用報告のデータベースに加え、電子化
された診療情報を活用できないか？
⇒利用可能なデータは？
○レセプトデータ
○DPCデータ
○病院情報データ

従来、医薬品安全監視のデータ源は主として
副作用自発報告であった。

- 40 -分母のあるデータは得られ
ないか？

５．新たな事業・調査など
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MIHARI PROJECT 
Medical Information for Risk Assessment Initiative

• 平成21年度よりPMDA内にて開始

• 検討概要

– レセプトデータ等の電子診療情報データベースへのアクセス
方法検討

– 電子診療情報を用いた薬剤疫学的解析等による副作用の発
現リスク等を定量的に評価する方策の検討

– レセプトデータ等を用いて、医薬品に関する安全対策措置の
効果や医療機関における安全対策措置の実効性を調査する
方策の検討

– 副作用情報の電子化、データベース構築の要件検討

– 副作用情報について、調査・研究のために提供するデータ内
容・提供方法に関する検討
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“MIHARI”プロジェクトが目指す安全対策

１．利用が検討されている電子医療情報

 レセプト

 DPC

 電子カルテ 等

発売後の時間 Ａ薬治療群 Ａ薬なしの治療

２．医療情報の活用により可能な安全対策の例

副作用発生割合

（副作用/正確な使用患者数）

Ａ薬
（既存）

Ｂ薬
（新規）

誤差範囲

早期の安全
対策の時期

症状の発生割合

（症状/正確な使用患者数）

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）

有意差あり

ある副作用の発生割合を正確にリアル
タイムにモニターし、他剤との比較など
により、発売後適切な時期に安全対策
が実施できる

ある副作用が本当に被疑薬による原
因なのか、疾患による症状自体による
ものなのか、判別し、正確な情報によ
る安全対策が可能になる。

緊急安全性情報等の措置が、副作用
低減に効果があったのか、禁忌等の
情報が守られているか、次に何をすべ
きかが評価が可能になる。

有意な差がない

発生した異常な行動の発生割合

緊急安全情報前 緊急安全情報後

2010/11/08 医薬品評価科学 Regular Course
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ＰＭＤＡや研究者による活用

医療情報データベース拠点を全国 １０カ所の大学病院・グループ病院等に構築
２０１５年には、１０００万人規模以上のデータを利用可能にする目標

医療情報データベース基盤整備事業

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
（大学及びグループ
病院の拠点１０ヵ所）

拠点医療グループ
連携医療機関

東北大学

NTT病院(グループ）

東京大学

千葉大学

北里大学(グループ）浜松医科大学

徳洲会（グループ）

香川大学

九州大学

佐賀大学

＜事業への期待＞
安全対策への活用により迅速で的確な安全対策へ

（例：副作用発生割合把握、リスク評価、安全対策の効果の評価 等）
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より良い市販後安全対策のために
医療機関等からの副作用等に関する情報は、

医薬品の安全対策上非常に重要

 「医療機関報告制度」による副作用情報は、
企業経由の報告とは異なるシグナルとなり得る

 「患者副作用報告」による副作用報告は、
これまで医療専門家が見落としていた有害事象を
発見するためのシグナルとなる可能性がある

医療機関、患者、規制当局と、
互いに協力して情報の提供・収集につとめる

症例評価が可能な、要点を押さえた情報を迅速に報告
因果関係が明確でない症例についても積極的に報告
医薬品と有害事象について迅速に因果関係評価を実施- 44 -

44

企業に望まれることは

６．リスク最小化策の実施で企業に望むもの



• 市販直後の安全対策の変更
 情報提供内容の改訂

 審査時に議論した情報も踏まえ、情報取集の方法・内
容の見直し

• 開発部門と市販後部門の連携
 迅速な情報共有

 治験実施施設への迅速な情報提供の必要性の検討

 実施中の治験における安全管理の変更の必要性の
検討

開発と市販後の連携

開発と市販後のコミュニケーションが
非常に重要
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医薬品が有する情報の整理
医薬品が有する「特徴」の理解

各情報提供資材の位置づけの明確化、メリハリ

整理された情報の各コンテンツが正確に理解される
ための工夫

要点を分かりやすく、簡潔に記載する

迅速な情報開示

情報へのアクセスのしやすさ
緊急の場合には、適切なプレス発表と対応も

適切な情報提供

• 利用対象を考慮した情報提供を！
• 提供した情報に対するフィートバックを！
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正確なリスク情報の提供を！

その医薬品の真の姿を正確に把握し、それを
正確にユーザーに伝えるべき

有効性ばかりを伝えていませんか？

副作用や適切な使用法などをきちんと伝えてい
ますか？

リスクを的確に伝えてこそ、
ベネフィットが生きてきます
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御清聴ありがとうございました
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