
8. 留意点とよく見られる問題事例
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使用成績評価における適合性書面調査確認内容の例示等

記載内容

Ⅰ．適合性書面調査と厚生労働省令で定め
る基準

Ⅱ．適合性書面調査における確認内容
１．製造販売後調査等に係る組織体制、
業務実施の状況等

２．製造販売後調査等の業務実施状況等
の適切性

３．使用成績評価資料について
４．研究報告

適合性書面調査時に当部の調査員が確認
をするポイントをまとめたものです。
適合性書面調査前にご一読いただければ
幸いです。

PMDA HP掲載アドレス https://www.pmda.go.jp/review-services/inspections/reexam-reeval/0005.html
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その１ 調査時に確認された事例（組織体制）

過去2年間で多く指摘したGPSP省令の条項３つに
ついて、事例を通してご理解いただければ幸いで
す。
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調査時に確認された事例（組織体制）

GPSP省令に準拠して製造販売業者が製造販売後調査等管理責任
者を適切に置いていたと考えられるのは、次の①～③のうちどれ
でしょう？

① 製造販売後調査等の準備を始める時点

② 製造販売後調査等基本計画書、製造販売後調査等実施計画書
等が作成された後

③製造販売後調査等の開始直前

事例１



製造販売後調査等の開始
直前までに製造販売後調
査等管理責任者が行うべ
き業務があります
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調査時に確認された事例（組織体制）

製造販売後調査等管理責任者について

第４条 第1項 製造販売業者等は、製造販売後調査等に係る業務を
統括する者(以下「製造販売後調査等管理責任者」という。)を置かな
ければならない。

基本計画書等は製
造販売後調査等管
理責任者が作成す
るものです。

正解：①

承
認

承認前後を問わず、これから製造販売後調査等の準備をする段階（網掛けの
部分）で、製造販売後調査等管理責任者が必要です。

① 製造販売後調査等
管理責任者の任命

② 基本計画書作成 ③ 製造販売後調査等開始



調査時に確認された事例（組織体制）

事例1の類似事例

申請者Aさんが、ある品目の使用成績調査のために製造販売後
調査等基本計画書、製造販売後調査等実施計画書等の文書を作成
しました。

その後、当該品目の製造販売後調査等開始日に当該職員は製造
販売後調査等管理責任者に任命されました。

これらの文書は製造販売後調査等管理責任者により適切に作成
されていたといえるでしょうか？

基本計画書作成

承
認

実施計画書作成

製造販売後調査等管理責任者 任命

製造販売後調査等開始
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調査時に確認された事例（組織体制）

製造販売後調査等管理責任者が行うべき事項について

第４条第3項 製造販売業者等は、製造販売後調査等管理責任者に
次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。

第1号 医療機器ごとに使用成績調査又は製造販売後臨床試験の概要
を記載した製造販売後調査等基本計画書を作成し、これを保存すること。

第2号 製造販売後調査等業務手順書に基づき、使用成績調査又は製造
販売後臨床試験ごとに、実施方法及び評価方法を記載した使用成績調
査実施計画書又は医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に
規定する製造販売後臨床試験実施計画書その他製造販売後調査等を行
うために必要な事項を文書により定めること。

正解：作成されていたとはいえない。
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基本計画書作成

承
認

実施計画書作成

製造販売後調査等
管理責任者 任命

製造販売後調査等開始

調査時に確認された事例（組織体制）

基本計画書作成

承
認

製造販売後調査等
管理責任者 任命

製造販売後調査等開始

誤

正
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実施計画書作成

基本計画書及び実施計画書の作成より前に製造販売後
調査等管理責任者を任命することが必要です。
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調査時に確認された事例（組織体制）

GPSP省令において、製造販売後調査等管理責任者は製造販
売後調査等業務手順書に基づき製造販売業者等に文書により報
告しなければならない事項がいくつかあります。次の①～④の
どれでしょう？

① 製造販売後調査等の結果について
② 自己点検の結果
③ 製造販売後調査等管理責任者以外の者が教育訓練を行った場

合の実施状況
④ 製造販売後調査等業務の委託について、受託者において委

託業務が適正かつ円滑に行われているかの確認の結果につ
いて

事例２
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製造販売後調査等管理責任者が製造販売業者に文書で報告した
場合はそのことがわかる資料や記録を保管してください。

調査時に確認された事例（組織体制）

第5条第1項第3号 製造販売後調査等の結果について製造販売業
者等に対し文書により報告すること。

第8条第2項 製造販売後調査等管理責任者は、製造販売後調査
等業務手順書に基づき、自己点検の結果を製造販売業者等に対し
文書により報告しなければならない。

第10条第4項 製造販売後調査等管理責任者は、製造販売後調査
等業務手順書に基づき、製造販売業者等に前項第１号の確認の結
果又は第２項の指示若しくは報告の内容について文書により報告し
なければならない。

製造販売業者等に報告すべき事項について

正解：①、②、④
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製造販売後調査等管理責任者に文書で報告した場合はそのこと
がわかる資料や記録を保管してください。

調査時に確認された事例（組織体制）

③は、製造販売後調査等管理責任者への報告が必要です。

製造販売後調査等管理責任者に報告すべき事項について

第9条第1項第2号 製造販売後調査等管理責任者以外の者が教育
訓練を行う場合には、その実施状況を製造販売後調査等管理責任
者に対して文書により報告しなければならない。
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その２ 調査時に確認された事例
（使用成績調査）
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調査時に確認された事例（使用成績調査）

事例３ 調査員A:
調査票に記載された字体と
担当医師署名の字体が全く違います
がどうしてですか？

申請者B:ご担当の先生（医師）が
お忙しそうでしたので、調査票の
1,2欄は私たちが記載しました。

課題 何が問題でしょうか？

1 …

2 …
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調査時に確認された事例（使用成績調査）

事例３ 調査員A:
調査票に記載された字体と
担当医師署名の字体が全く違います
がどうしてですか？

申請者B: ご担当の先生（医師）が
お忙しそうでしたので、調査票の
1,2欄は私たちが記載しました。

1 …

2 …

問題点 担当医師の代わりに、調査票回収担当者が調査票に
記載をしていた



15

調査時に確認された事例（使用成績調査）

 使用成績調査で担当医師と直接調査票のやりとり
をする職員には、担当医師の代わりに調査票に記
載をしないことを教育してください。

対応例

事例３
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調査時に確認された事例（使用成績調査）

事例４

課題 記載済みの調査票を申請者が回収しました。
何が問題でしょうか？

調査票
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調査時に確認された事例（使用成績調査）

事例４

担当医師が患者の調査票の内容を確認した日付を記入する欄がなく、
医師が最終確認した調査票を使用して申請資料が作成されているかど
うかが分からなかった。

問題点

調査担当医師確認日 ２０１９．１．２４

調査票
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 担当医師が最終確認した調査票を回収したことが
説明できるようにしてください。

調査票の記載内容は、医師の署名及び医師の最終

確認日の記載をもって信頼性が担保されます。

調査時に確認された事例（使用成績調査）

事例４

対応例
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調査時に確認された事例（使用成績調査）

 調査票の受け渡しで紛失がおこらないような手順をあらかじ
め規定してください。

 調査票管理の重要性について教育してください。

問題点

申請者が調査票の持ち運び中に調査票を紛失した。

調査票の保管について

対応例

事例５
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その３ 調査時に確認された事例
（DM/統計解析）

データマネージメントのやり直しや再解析が必要となり、
それに伴って申請資料のデータが大幅に変更になった場合
は、信頼性の基準の観点から指摘をすることがあります。



調査時に確認された事例（DM・統計解析）

事例 ６

＜調査票 有害事象フォーム＞ ＜データセット＞

有害事象名 重篤度 機器との関連性

〇〇
☑重篤 ☑ 関連あり

□非重篤 □ 関連なし

△△
☑重篤 ☑ 関連あり

□非重篤 □ 関連なし

□□
□重篤 ☑ 関連あり

☑非重篤 □ 関連なし

何が問題でしょうか？

調査員C:
調査票とデータセッ
トの情報が違うのは
なぜですか？

申請者D:
医師から口頭で修正の指示が
あったので、データセットの
方に反映させました。

有害事象名 重篤度 機器との関連性
〇〇 重篤 無
△△ 重篤 無
□□ 非重篤 無
・・・ ・・ ・・
・・・ ・・ ・・
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調査時に確認された事例（DM・統計解析）

事例 ６

＜調査票 有害事象フォーム＞ ＜データセット＞

有害事象名 重篤度 機器との関連性

〇〇
☑重篤 ☑ 関連あり

□非重篤 □ 関連なし

△△
☑重篤 ☑ 関連あり

□非重篤 □ 関連なし

□□
□重篤 ☑ 関連あり

☑非重篤 □ 関連なし

有害事象名 重篤度 機器との関連性

〇〇 重篤 無

△△ 重篤 無

□□ 非重篤 無

医師より口頭で修正の指示を受けたが、調査票に記載されているデー
タの修正は行われず、申請者側で解析用データセットの値だけを修正
し、そのデータセットを用いて解析をしていた。

問題点

変更の根拠となる資
料（記録）がない
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根拠資料はこちらです !!



調査時に確認された事例（DM・統計解析）

 データの根拠となる調査票の修正を適切に行って
から、解析用データ等の修正を行ってください。

対応例

（補足留意事項）

 修正事項を含めて調査票の信頼性が担保されている
ことを説明できるようにしてください。

 調査票の修正については修正履歴（二重線で見消し、
訂正印を押印等）が残るようにしてください。
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事例 ６



調査時に確認された事例（DM・統計解析）

事例 ７

安全性に係る調査項目
・有害事象Aの発生率
・有害事象Bの発生率

安全性解析除外基準：なし

実施計画書 解析報告書

安全性に係る調査項目
・有害事象Aの発生率

一部の期間においてフォローア
ップが実施できなかった症例は
安全性解析から除外した。

何が問題でしょうか？課題
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事例 ７

使用成績調査実施計画書の規定と異なる方法で、症
例情報の収集や解析が行われていた。

安全性に係る調査項目
・有害事象Aの発生率
・有害事象Bの発生率

安全性解析除外基準：なし

実施計画書 解析報告書

安全性に係る調査項目
・有害事象Aの発生率

一部の期間においてフォローア
ップが実施できなかった症例は
安全性解析から除外した。

有害事象Bの発生率が
ない！

調査時に確認された事例（DM・統計解析）
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問題点
計画書に除外基準など
ない！



対応例

 収集方法や統計解析手法は、あらかじめ決められ
た手順にしたがって行ってください。

（補足留意事項）

 計画書から逸脱があった場合には申請資料で説明
してください。

調査時に確認された事例（DM・統計解析）
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事例 ７



調査時に確認された事例（DM・統計解析）

有害事象名 重篤度 因果関係

コメント：

何が問題でしょうか？課題

＜調査票・有害事象フォーム＞

申請者F:
調査票の有害事象欄が空欄のままで
したので申請者として有害事象では
ないと判断しました。有害事象とし
ても集計していません。

調査員E:
医師より脳梗塞で再入院が発生したとの
コメントがありますが、有害事象欄が空
欄のままです。脳梗塞は有害事象ではな
いのですか？

事例 ８（その１）
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5年フォローアップ結果

…. …. ….

その他コメント：〇月〇日 脳梗塞で再入院

＜５年フォローアップフォーム＞
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調査票の有害事象欄以外（コメント欄等）に有害事象に関する情報が
記載されていたが、担当医師に記載内容の確認を行っておらず、有害
事象の集計に含めていなかった。

調査時に確認された事例（DM・統計解析）

事例 ８（その1）

問題点

申請者F:
調査票の有害事象欄が空欄のまま
でしたので申請者として有害事象
ではないと判断しました。有害事
象としても集計していません。

調査員E:
医師より脳梗塞で再入院が発生したとの
コメントがありますが、有害事象欄が空
欄のままです。脳梗塞は有害事象ではな
いのですか？
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データマネージメントのやり直しや再解析が必要となり、
それに伴って申請資料のデータが大幅に変更になった場合
は、信頼性の基準の観点から指摘をすることがあります。

 コメント欄に有害事象の記載があり、調査票の有害
事象欄に記載がなかった場合は、再調査等で担当医
師に因果関係を含め確認をしてください。

対応例

調査時に確認された事例（DM・統計解析）

事例 ８（その1）
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調査時に確認された事例（使用成績調査）

問題点 調査票の回収の遅延により、再調査依頼が遅れた結果、
重要な調査項目の情報を迅速に収集することができなか
った。

事例 ８（その2）

有害事象名 重篤度 因果関係

コメント： 〇月〇日 脳梗塞で再入院

＜調査票・有害事象フォーム＞

医師署名・日付 機構太郎 2007.6.10

調査票回収日 申請者G 2014.1.29

申請者G:
有害事象について再調査に伺いました。

医療機関H:
担当の機構先生は転勤され
ました。



 調査票を適切に回収できるよう進捗管理をしっか
り行ってください。もし、再調査が必要な症例が
あれば、あらかじめ決めた手順に従って再調査を
遅滞なく実施してください。
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調査時に確認された事例（使用成績調査）

対応例

事例 ８（その2）
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その４ その他注意していただきたい点
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調査時に確認された事例（自発報告、文献学会報告、措置報告）

有害事象・不具合の取扱いについて

使用成績調査で収集した重篤な有害事象について不具合・感染症報告
が必要であったにもかかわらず、医薬品医療機器等法で定められてい
る期限内に報告がなされておらず、結果的に申請資料には反映されて
いなかった。

文献・学会報告、措置報告について

品目が承認されて以降、文献・学会報告、措置報告の収集をしていな
かった。

品目が承認されましたら、医薬品医療機器等法に従って文献学会報
告、措置報告の収集を行ってください。

不具合感染症報告が必要なものについては、医薬品医療機器等法に
従って報告をし、申請資料に記載をしてください。



承認条件について

承認条件（全例調査、医師へのトレーニング、施設基準の条件等）
が付されている場合には、対応状況を説明できる資料や記録を残し、
適合性書面調査時にご説明ください。

承認条件の対応について、申請資料に記載されている内容が確認でき
なかった。

調査時に確認された事例（その他）

承継品目について

品目の承継の際に、承継元の製造販売業者から使用成績調査、安全管理
情報に係る資料等が適切に引き継がれていなかった

承継時に資料が承継されていることを十分確認してください。（医薬品医療
機器等法施行規則第114条の46、薬事法施行規則第69条）また、承継後の
製造販売業者においても、使用成績調査に関する資料、安全管理情報等の内
容についても十分に確認を行い、必要に応じて適切な対応をお願いします。
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申請資料の記載について

申請資料に記載している内容と、根拠資料に記載されて
いる内容との間に多くの齟齬が認められた。
（データや解析結果の齟齬、有害事象の記載内容の不一
致等）

申請資料は、根拠資料に基づき正確に作成してください。

調査時に確認された事例（その他）



ご清聴ありがとうございました。
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