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（独）医薬品医療機器総合機構

医療機器品質管理・安全対策部 医療機器安全対策課

令和３年度 医療機器規制と審査の 適化のための
協働計画における承認審査等に関する講習会

1

添付文書の作成時に

留意いただきたいこと

2

本日のご説明内容

添付文書の記載について

 添付文書記載要領改正（平成26年）の概要

 医療機器添付文書の記載例について

 添付文書の記載に係る通知等の発出について

 添付文書使用上の注意の改訂について

 市販後の添付文書改訂相談においてよくある事例

 添付文書の作成における留意点について
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3

本日のご説明内容

添付文書の記載について

 添付文書記載要領改正（平成26年）の概要

 医療機器添付文書の記載例について

 添付文書の記載に係る通知等の発出について

 添付文書使用上の注意の改訂について

 市販後の添付文書改訂相談においてよくある事例

 添付文書の作成における留意点について

添付文書に関連する主な通知

「医療機器の電子化された添付文書の記載要領について」
（令和3年6月11日付厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）

⇒以下、「局長通知」

「医療機器の添付文書の記載要領（細則）について」
（平成26年10月2日付厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知）

⇒以下、「細則課長通知」

「医療機器の使用上の注意の記載要領について」
（平成26年10月2日付厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知）

⇒以下、「使用上の注意課長通知」

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」
（平成26年10月31日付厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡）

⇒以下、「Q&A事務連絡」
4

添付文書記載要領改正の概要

記載要領
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添付文書に関連する主な通知

「注意事項等情報の届出等に当たっての留意事項について」
（令和3年2月19日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知）

⇒以下、「届出課長通知」

「注意事項等情報の届出及び公表に関する留意点について」
（令和3年2月19日付 PMDA二部長連名通知）

⇒以下、「届出部長通知」

「添付文書等記載事項の改訂等に伴う相談に関する留意点等について」
（令和元年5月7日一部改正 PMDA四部長連名通知）

⇒以下、「相談部長通知」

5

添付文書記載要領改正の概要

届出・相談

「医療機器の電子化された添付文書の記載要領について」
（令和3年6月11日付 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）の抜粋

6

添付文書記載要領改正の概要

１. 電子化された添付文書の記載の原則
（１）医療機器の電子化された添付文書（以下「電子添文」という。）は、法第68条

の２第２項第２号の規定に基づき医療機器の適用を受ける患者の安全を確保し
適正使用を図るために、医師、歯科医師及び薬剤師等の医療従事者に代表され
る使用者に対して必要な情報を提供する目的で医療機器の製造販売業者又は
外国特例承認取得者（選任製造販売業者を含む。）が作成するものであること。

（３）電子添文は 新の論文その他により得られた知見に基づき作成されるもの
であり、かつ医療の現場に即した内容とし、随時改訂等の見直しを行うものであ
ること。

（４）電子添文に記載すべき内容は、原則として当該医療機器が承認、認証又は
届出がなされた範囲で用いられる場合に必要とされる事項とすること。ただし、そ
の場合以外であっても重要で特に必要と認められる情報については評価して記
載すること。
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改正のポイント①
～警告及び禁忌・禁止事項の記載箇所の明確化～

「とある添付文書」

冒頭の【警告】
【禁忌・禁止】

【使用上の注意】の
「警告」「禁忌・禁止」

警告及び禁忌・禁止事項は、
冒頭のみに記載すること

※画像はイメージです。

7

添付文書記載要領改正の概要

ポイント②
～【禁忌・禁止】に記載すべき内容の明確化～

設計限界又は不適正使用等、責任範囲を超える
対象及び 使用方法を記載する（局長通知）

患者の症状、原疾患、合併症、既往歴、家族歴、
体質等からみて 適用すべきでない患者を記載す
る（使用上の注意課長通知）

8

添付文書記載要領改正の概要
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ポイント②
～【禁忌・禁止】に記載すべき内容の明確化～

設定根拠が明確でないと考えられる記載を例示（Q&A事務連絡
Q28&A28）

・重大な有害事象につながる可能性が明らかな場合を除き、
単に使用経験がない場合に【禁忌・禁止】へ記載することは
適切ではなく、記載要領に従い「○○については使用経験
がなく、安全性が確立されていない」等と記載すること。

 「医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されてい
ると考えられる事項の例示」（Q&A事務連絡別添1）
・ 使用目的以外に使用しないこと
・汚染、損傷、その他の異常が認められるときは使用しないこと
・分解、改造、加工はしないこと

9

添付文書記載要領改正の概要

同事項については、Q&A事務連絡にて例示をしています。
例示を参考に、同一又は類似する事項については記載しない
ようご注意ください。

「医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されている
と考えられる事項」については…

（局長通知）1.電子化された添付文書の記載の原則（７）
（細則課長通知）1.記載上の一般的留意事項（13）
（使用上の注意課長通知）１．「使用上の注意」の原則（７）

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり
既に注意されていると考えられる事項の記載は行わないこと。

10

添付文書記載要領改正の概要
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Q&A事務連絡別添1

11

（例示）
医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられる事項

1. 医療従事者のみが使用すること
2. 熟練した者が使用すること
3. 十分に研修を積んだ医療従事者以外は使用しないこと
4. 対象患者の病態に精通した医師の指示の元に使用すること
5. 正しい使用方法について精通していること
6. 添付文書及び取扱説明書を熟読して使用すること
7. 併用する医療機器や医薬品の添付文書を熟読すること
8. 本来の使用目的以外に使用しないこと
9. 患者の 大利益に反すると判断される場合には本品を使用しないこと
10. 包装に破損が見られたら使用しないこと
11. 汚染、損傷、その他の異常が認められるときは使用しないこと

添付文書記載要領改正の概要

Q&A事務連絡別添1

12

12. 正しい組み合わせ以外では使用しないこと
13. パソコン（PC）と併用しないこと
14. 本品の周囲で携帯電話を使用しないこと
15. 使用後は消耗品を補充しておくこと
16. 感染予防のために適切な防護措置を行うこと
17. 使用中に異常が認められた際は原因を確認すること
18. スイッチをボールペンなどで押さないこと
19. 日常点検を行うこと
20. 定期点検を行うこと
21. 分解、改造、加工はしないこと
22. 清掃は、電源を切ってから行うこと

添付文書記載要領改正の概要

（例示）
医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられる事項
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Q&A事務連絡別添1

13

23. 修理は指定の修理業者で行うこと
24. 使用期限内に使用すること
25. 緊急時の訓練を行うこと
26. 子供を近づけないこと
27. 電源プラグはアース付きのコンセントに接続すること
28. 電源プラグは、コードを持って抜かないこと
29. 使用済みのチューブは、医療廃棄物として適切に廃棄すること
30. 使用済みの電池は、各自治体のゴミ分別に従って廃棄すること
31. 廃棄の際は、販売店等に連絡すること
32. 滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる
33. 本文書は添付文書であり、手術等の手技書ではない

添付文書記載要領改正の概要

（例示）
医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられる事項

ポイント③
～原則禁忌の廃止～

医療用医薬品の添付文書に関する厚生労働科学研究：
医療従事者の「原則禁忌」に対する意識が、

「禁忌と同等」と「慎重投与と同等」に大きく分かれた
↓

注意喚起を受ける側によって解釈が変わるような項目では、
医療現場の混乱を招くおそれがあり、項目として設定すべきでない

14

添付文書記載要領改正の概要
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ポイント③
～原則禁忌の廃止～

「原則禁忌」に注意事項が記載されている添付文書に対して、
記載箇所を整備
（e.g. 【禁忌・禁止】や「使用注意（次の患者には慎重に適用する
こと）」など）

緊急時や処置上やむを得ず使用された場合について注意喚
起を行いたい場合は、発生し得る不具合・有害事象やその
対処方法について記載すること（Q&A事務連絡 Q36&A36）

15

添付文書記載要領改正の概要

ポイント④ ～保管方法や有効期間等に関する記載内容の明確化～

旧記載要領 新記載要領

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

 貯蔵・保管方法
・使用するまでの間の貯蔵・保管方法
・次回使用時までの貯蔵・保管方法
（反復使用の場合）

 使用期間
・使用できる標準的な期間
（推奨される連続使用時間）

 有効期間・使用の期限（耐用期間）
・使用できる期間（年数）
・使用に係る 終期限（年月（日））

【保管方法及び有効期間等】

 保管方法
・特定の保管方法によらなければそ

の品質を確保することが困難であると
して、承認書に規定されている場合に
その内容を記載

 有効期間
・経時的に品質の低下をきたすため、

承認書に規定されている場合にそ
の内容を記載

 耐用期間
・使用できる期間（年数）
・使用に係る 終期限（年月） 16

添付文書記載要領改正の概要
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細則課長通知の抜粋

１．記載上の一般的留意事項
（２）添付文書の作成、記載にあたっては、既存の類似医療機器と

可能な限り記載内容の統一を図ること。

（14）「無理に」、「強く」、「しっかり」、「過度な」などの曖昧な表現はできる

だけ避けること。なお、製品の構造上特に取扱いに注意を要する部品や
部位に限っては、具体的な目安や根拠を示し記載すること。

（15）使用者が対応不可能な記述はしないこと。

添付文書記載要領改正の概要

⇒使用者が理解しやすく、実行しやすい記載を

・記載にあたっての全般的事項

18

添付文書記載要領改正の概要

（４）

「（２）承認番号等」、「（３）類別及び一般的名称等」、「（４）販売名」、
「（８）使用目的又は効果」及び「（15）承認条件」の各項目の記載に

当たっては、承認、認証又は届出時に添付した資料又は承認、認
証若しくは届出内容を正確に記載すること。

１．記載上の一般的留意事項

（５）

「（５）警告」から「（７）形状・構造及び原理等」まで、「（９）使用方法
等」から「（12）保管方法及び有効期間等」までの各項目においては、

承認若しくは認証時に添付した資料内容又は承認若しくは認証内
容と同様の内容とすることとする。（届出を行った医療機器につい
ては医学・薬学上認められた範囲内で記載する。）

・各項目記載時の留意事項

細則課長通知の抜粋
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添付文書記載要領改正の概要

⇒特に再審査・使用成績評価終了後の品目において、記載が
されていない品目が見受けられます。

局長通知の抜粋
3．記載要領
（11）臨床成績

承認、再審査又は使用成績評価申請時に用いられた臨床成績等
を記載すること。

細則課長通知の抜粋
2．各記載項目に関する留意事項
（11）「臨床成績」について
1）承認時に用いられた臨床試験の成績又はこれに代替するものと

して評価された資料、再審査時又は使用成績評価時に用いられた
臨床成績等がある場合にのみ記載すること。

・【臨床成績】の項目について

局長通知の抜粋
3．記載要領
（11）臨床成績

承認、再審査又は使用成績評価申請時に用いられた臨床成績等を
記載すること。

細則課長通知の抜粋
2．各記載項目に関する留意事項
（11）「臨床成績」について
1）承認時に用いられた臨床試験の成績又はこれに代替するものとし

て評価された資料、再審査時又は使用成績評価時に用いられた臨
床成績等がある場合にのみ記載すること。

添付文書記載要領改正の概要

⇒特に再審査・使用成績評価終了後の品目において、
記載がされていない品目が見受けられます。

・【臨床成績】の項目について

使用成績調査の中で得られた臨床成績についても
【臨床成績】欄等にて情報提供する必要があります

• 再審査・使用成績評価申請にあたっては、使用成績調査で
得られた臨床成績をどのように添付文書へ反映するか、
適宜、審査チームとご相談ください（再審査・使用成績評価終
了後においては、適宜、当課の添付文書改訂相談をご活用く
ださい）。

20
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添付文書記載要領改正の概要

薬機法第68条の２の３ 注意事項等情報の届出等
医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定
する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品の製造販売をするときは、あらか
じめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の第五十二条第二項各号に
掲げる事項若しくは第六十八条の二第二項第一号に定める事項、当該医療機器の
第六十三条の二第二項各号に掲げる事項若しくは第六十八条の二第二項第二号
に定める事項又は当該再生医療等製品の同項第三号に定める事項のうち、使用及
び取扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に
届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

届出課長通知より抜粋

１．届出の対象品目について
（１）３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関係
手数料令（平成17 年政令第91 号）第12 条第１項第１号イ(１)に規定する特定高度
管理医療機器（クラスⅣ医療機器）

クラスⅣ医療機器は添付文書の届出が必須となっています。

・添付文書の届出制について

22

添付文書記載要領改正の概要

令和3年2月19日「医薬品等の注意事項等情報の提供について」より抜粋

第２ １（２）情報通信の技術を利用する方法

容器等に記載された符号を介して、機構のホームページを閲覧する方法とする。
ホームページへの掲載にあたり、登録の方法については、別途、機構から通知す
る予定であるので、同通知を参照されたい。

提出された添付文書はPMDAホームページに掲載されます。

・添付文書の機構HPへの掲載について

薬機法第68条の２ 注意事項等情報の公表
医薬品（第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品を除く。以
下この条及び次条において同じ。）、医療機器（第六十三条の二第二項に規定す
る厚生労働省令で定める医療機器を除く。以下この条及び次条において同じ。）
又は再生医療等製品の製造販売業者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製
品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品、
医療機器又は再生医療等製品に関する 新の論文その他により得られた知見に
基づき、注意事項等情報について、電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。ただし、厚生労
働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
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添付文書記載要領改正の概要

令和３年2月19日「医薬品等の注意事項等情報の提供について」より抜粋

第２ １（２）情報通信の技術を利用する方法

容器等に記載された符号を介して、機構のホームページを閲覧する方法とする。
（薬機側第210条の２）ホームページへの掲載にあたり、登録の方法については、
別途、機構から通知する予定であるので、同通知を参照されたい。

提出された添付文書はPMDAホームページに掲載されます。

・添付文書の機構HPへの掲載について

薬機法第68条の２ 注意事項等情報の公表
医薬品（第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品を除く。以
下この条及び次条において同じ。）、医療機器（第六十三条の二第二項に規定す
る厚生労働省令で定める医療機器を除く。以下この条及び次条において同じ。）
又は再生医療等製品の製造販売業者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製
品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品、
医療機器又は再生医療等製品に関する 新の論文その他により得られた知見に
基づき、注意事項等情報について、電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。ただし、厚生労
働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

届出の対象はクラスⅣ医療機器のみですが…

令和元年の薬機法改正に伴い、クラスⅠ~Ⅲの医療
機器についても掲載手続きが必要です！

24

本日のご説明内容

添付文書の記載について

 添付文書記載要領改正（平成26年）の概要

 医療機器添付文書の記載例について

 添付文書の記載に係る通知等の発出について

 添付文書使用上の注意の改訂について

 市販後の添付文書改訂相談においてよくある事例

 添付文書の作成における留意点について
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医療機器添付文書の記載例について

１．汎用輸液ポンプ／注射筒輸液ポンプ

２．パルスオキシメータ／再使用可能なパルスオキシメータプローブ／単回使用パルスオキシメータプローブ

３．中空糸型透析器

４．据置型アナログ式汎用 X 線透視診断装置／据置型デジタル式汎用 X 線透視診断装置

５．常電導磁石式全身用MR 装置／超電導磁石式全身用MR 装置／永久磁石式全身用MR 装置

６．単回使用気管切開チューブ

７．再使用可能な手動式肺人工蘇生器／単回使用手動式肺人工蘇生器

平成27年8月31日付医薬食品局安全対策課事務連絡
「医療機器の添付文書の記載例について」

臨床現場で広く使用されている医療機器、または医療事故に繋がる
可能性がある等の観点から添付文書の見直しの優先度が高い7品
目群を選び、添付文書の記載例の作成を行った。

26

本日のご説明内容

添付文書の記載について

 添付文書記載要領改正（平成26年）の概要

 医療機器添付文書の記載例について

 添付文書の記載に係る通知等の発出について

 添付文書使用上の注意の改訂について

 市販後の添付文書改訂相談においてよくある事例

 添付文書の作成における留意点について
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添付文書の記載に係る通知等の発出について

特定の製品群に係る

使用上の注意等の改訂を
求める通知

添付文書上における注意喚起等について対応を求める通知が発出
されることがあります。

タイトル：電動モルセレータに係る
「使用上の注意」の改訂について

発出日：令和3年12月24日

28

添付文書の記載に係る通知等の発出について

該当する製品に係る
自主点検を求める通知

添付文書上における注意喚起等について対応を求める通知が発出
されることがあります。

タイトル：手術器具を介するプリオン病
二次感染予防策の順守について

発出日：令和3年7月13日
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添付文書の記載に係る通知等の発出について

タイトル：植込み型医療機器等の
MR安全性にかかる対応について

発出日：令和元年8月1日

MR装置との併用の蓋然性が

ある製品について、安全性の
評価及び添付文書における
情報提供を求める通知

添付文書上における注意喚起等について対応を求める通知が発出
されることがあります。

30

添付文書上における注意喚起等について対応を求める通知が発出される
ことがあります。

MR装置との併用の蓋然性が

ある製品について、安全性の
評価及び添付文書における
情報提供を求める通知

添付文書の記載に係る通知等の発出について

タイトル：植込み型医療機器等の
MR安全性にかかる対応について

発出日：令和元年8月1日

行政から発出される通知等についても継続的に情報
収集いただき、承認等申請する製品の添付文書案作
成時には必要なご対応をお願いいたします。

・ 使用上の注意の改訂指示情報
https://www.pmda.go.jp/safety/info‐services/devices/0035.html

・ 自主点検の指示に関する情報
https://www.pmda.go.jp/safety/info‐services/devices/0068.html

・ 安全対策に関する通知等（医療機器）
https://www.pmda.go.jp/safety/info‐services/devices/0001.html
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本日のご説明内容

添付文書の記載について

 添付文書記載要領改正（平成26年）の概要

 医療機器添付文書の記載例について

 添付文書の記載に係る通知等の発出について

 添付文書使用上の注意の改訂について

 市販後の添付文書改訂相談においてよくある事例

 添付文書の作成における留意点について

添付文書使用上の注意の改訂について

添付文書の記載要領については、局長通知等により、各項目に
ついて記載要領が示されている。

使用上の注意の考え方については、使用上の注意課長通知にお
いて示され、その周知については業界にもご協力をいただき、こ
れに基づき各社が適宜記載内容の見直しをしていただいていると
ころである。

新記載要領対応については、平成29年11月25日までに行うことと
なっており、経過措置は終了している。

32

PMDAにおける添付文書改訂相談においては、例えば警告や禁忌・禁止

等の安全管理を行う上で重要な項目について軽重問わず根拠の説明が
乏しい状態で気軽に相談が申し込まれるケースが散見される。
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添付文書使用上の注意の改訂について

33

上記に基づき、安全管理を行う上で重要な項目※について改訂を行う
場合には、PMDAにおいても合理的な理由について確認する必要が

あることから、添付文書改訂相談の際には、当該改定の根拠を必ず
提示していただきたい。 ※相談部長通知で示す範囲

【大前提となる考え方】

 承認、認証又は届出された際に設定された添付文書の使用上の注
意については、当該製品に係るリスクマネジメントに基づき設定され
たものであり、その注意喚起を前提に当該製品が使用されている。

 したがって、市販後のリスクマネジメントにおいてリスクが変わった等、
合理的な理由がない限り記載の変更を行うものではない。

タイトル：医療機器の添付文書等への記載事項の改訂等に伴う相談に関する留意事項について
発出日：令和3年5月14日（事務連絡）

34

本日のご説明内容

添付文書の記載について

 添付文書記載要領改正（平成26年）の概要

 医療機器添付文書の記載例について

 添付文書の記載に係る通知等の発出について

 添付文書使用上の注意の改訂について

 市販後の添付文書改訂相談においてよくある事例

 添付文書の作成における留意点について
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市販後の添付文書改訂においてよくある事例

始め

①把握

相談申込

②検討

製造販売業者 PMDA

医療機器品質管理・
安全対策部

③返答

相談終了

確認

提出された資料に
不備・漏れがないか

（情報に不足がないか）

提示された情報から
改訂の必要性・妥当

性があるか

何かしらの
きっかけ

36

事例：資料不足
・新旧対照表が提示されていない
・改訂版の添付文書が提示されない
・改訂に係る根拠資料が提示されない

情報不足
・新旧対照表上の記載に空欄がみられる
・改訂版とされた添付文書上、改訂箇所が確認できず

影響：次のようなことが発生
・相談内容を把握するためのやりとりが不可避
⇒企業の皆様の貴重なお時間を頂戴

・把握するまで検討に入ることが出来ない
⇒返答できるまでの期間の長期化

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

①把握

相談内容を把握できる資料の提供をお願いします
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事例：資料不足
・新旧対照表が提示されていない
・改訂版の添付文書が提示されない
・改訂に係る根拠資料が提示されない

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

①把握

相談内容を把握できる資料の提供をお願いします

対応：次の事務連絡に従い必要な資料の準備をお願いします。

・事務連絡名：医療機器の添付文書等への記載事項の改訂等に伴う相談
に関する留意事項について
・発出日：令和3年5月14日

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

タイトル：医療機器の添付文書等への記載事項の改訂等に伴う相談に関する留意事項について
発出日：令和3年5月14日（事務連絡）

改訂相談にあたっては、以下の事務連絡に記載されている資料が必
要となります。

新旧対照表

現在の添付文書

改訂版の添付文書等（案）

注意喚起を削除・変更する場合は、現在の注意喚起等を設定した
背景に関する説明資料（注意喚起を追加する場合は不要）

海外添付文書（海外で販売していて、海外添付文書に該当の改訂
箇所の記載がある場合）

38

【添付文書改訂時に留意いただきたいこと】
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市販後の添付文書改訂においてよくある事例

タイトル：医療機器の添付文書等への記載事項の改訂等に伴う相談に関する留意事項について
発出日：令和3年5月14日（事務連絡）

改訂相談にあたっては、以下の事務連絡に記載されている資料が必
要となります。

新旧対照表

現在の添付文書

改訂版の添付文書等（案）

注意喚起を削除・変更する場合は、現在の注意喚起等を設定した
背景に関する説明資料（注意喚起を追加する場合は不要）

海外添付文書（海外で販売していて、海外添付文書に該当の改訂
箇所の記載がある場合）

39

【添付文書改訂時に留意いただきたいこと】

改訂相談時には、改訂内容の妥当性を検討するために、こちらの資
料を確認しています。
課長通知（別紙 1.「使用上の注意」の原則）
（５）既に記載している注意事項の削除又は変更は、十分な根拠に基づいて行うこと。

注意喚起を削除・変更する場合は、現在の注意喚起等を設定した
背景に関する説明資料（注意喚起を追加する場合は不要）

40

事例：情報不足
・新旧対照表上の記載に空欄がみられる。

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

①把握

相談内容を把握できる資料の提供をお願いします

対応：次のようにご対応をお願いします。

# 改訂箇所 現行 改訂案 改訂理由

1 〇〇 AAA AAA’

2 ▲▲ BBB 削除 △△

3 □□ 新設 CCC ◆◆

# 改訂箇所 現行 改訂案 改訂理由

1 〇〇 AAA AAA’ ●●

2 ▲▲ BBB 削除 △△

3 □□ 新設 CCC ◆◆

空欄

必要事項
を記載
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事例：情報不足
・改訂版とされた添付文書上、改訂箇所が確認できず。

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

①把握

相談内容を把握できる資料の提供をお願いします

現行版 改訂版

状況：相談者に問合せたところ、現行版を送付したとのこと。

対応：送付すべき版であることを確認の上、提出をお願いします。

？

42

事例：相談内容が不明確
・海外IFUの反映漏れにかかること
・海外IFUの改訂に伴うこと
・海外IFUの翻訳ミスにかかること
・海外IFUの記載箇所にかかること
・組み合わせて使用する医療機器にかかること
・相反した記載であること
・承継した製品にかかること
・使用経験にかかること

影響：次のようなことが発生
・相談内容を明確にするためのやりとりが不可避
⇒企業の皆様の貴重なお時間を頂戴

・明確になるまで検討に入ることが出来ない
⇒返答できるまでの期間の長期化

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

②検討

相談内容を検討できる情報の提供をお願いします
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事例：

相談：

照会：

43

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

②検討

相談内容を検討できる情報の提供をお願いします

1年前の承認時点で既に海外IFUにある注意事項が記載されていた

が、今般販売するにあたり、改めて日本の添付文書を確認したとこ
ろ、当該記載が反映されていないことが判明した

海外IFUに記載されている当該注意事項を、日本の添付文書にも反
映し、注意喚起を行いたい

当初より海外IFUに記載されていたにもかかわらず、承認当時、記
載しなかった理由は何か

海外IFUに記載されていたにも関わらず、添付文書に記載されていなかっ

た理由をご説明いただけていない場合には、改訂の妥当性が判断できな
いため、ご説明をお願いしております

事例：

相談：

照会：

44

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

②検討

相談内容を検討できる情報の提供をお願いします

承認時には海外IFUに記載されていなかったが、市販後に海外IFU
が改訂され、注意事項が追加された

海外IFUに追加された注意事項を、日本の添付文書にも反映し、注
意喚起を行いたい

海外IFUが改訂された背景は何か
それを踏まえ、国内でも記載する必要があるのか

海外IFUが改訂された理由をご説明いただけていない場合には、改訂の妥
当性が判断できないため、ご説明をお願いしております
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事例：

相談：

照会：

45

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

②検討

相談内容を検討できる情報の提供をお願いします

添付文書の定期的な見直しを行っていたところ、ある注意事項に誤
りがあることが判明した。原因を調査したところ、海外IFUに記載さ
れていた注意事項の翻訳ミスであったことが判明した。

海外IFUに記載されている注意事項を正しく翻訳し直し、日本の添
付文書にも反映し、適切な注意喚起を行いたい

翻訳ミスの内容はどのようなものか
承認書等への影響はあるのか

翻訳ミスの詳細な内容について、ご説明いただけていない場合には、
改訂の妥当性が判断できないため、ご説明をお願いしております

事例：

相談：

照会：

46

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

②検討

相談内容を検討できる情報の提供をお願いします

添付文書の定期的な見直しを行っていたところ、海外IFUでは●●

に記載されているある注意事項が△△に記載されていることが確
認された。

日本の添付文書上の定義を踏まえ、当該注意事項を●●に記載し
たい。

当初より海外IFUでは●●に記載されているにもかかわらず、△△
に記載された理由は何か。

△△に記載された理由をご説明いただけていない場合には、改訂の妥当
性が判断できないため、ご説明をお願いしております
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事例：

相談：

照会：

47

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

②検討

相談内容を検討できる情報の提供をお願いします

医療機器Aと併用機器Bを組み合わせて使用する製品において、併
用機器Bの仕様変更に伴い、医療機器Aのソフトウェアをバージョン
アップする予定であることが確定した。

医療機器Aの添付文書上においても、その旨を盛り込んだ改訂をし
たい。

併用機器Bの仕様変更が、医療機器Aにどのような影響を与えるか

どのような影響を与えるかについてご説明いただけていない場合には、
改訂の妥当性が判断できないため、ご説明をお願いしております

事例：

相談：

照会：

48

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

②検討

相談内容を検討できる情報の提供をお願いします

ある注意事項を新たに記載するにあたり改めて添付文書を確認し
たところ、承認時点ですでに当該注意事項と相反するような記載が
されていることが判明した

添付文書に既に記載されている注意事項を修正し、適切な注意喚
起を行いたい

齟齬が生じた理由はなにか
当該注意事項が設定された理由は何か
承認書等への影響はあるのか

齟齬が生じた理由および当該注意事項が設定された理由をご説明いただ
けていない場合には、改訂の妥当性が判断できないため、ご説明をお願
いしております
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事例：

相談：

照会：

49

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

②検討

相談内容を検討できる情報の提供をお願いします

承継後、改めて記載内容を確認したところ、現在の製造販売業者と
しては妥当ではないと考えられる注意事項が記載されていた

承継した製品について添付文書の改訂を行いたい

当該注意事項が設定された理由は何か
改訂が妥当であると考える理由は何か

当該注意事項が設定された根拠や理由および改訂が妥当である理由を

ご説明いただけていない場合には、改訂の妥当性が判断できないため、
ご説明をお願いしております

事例：

相談：

照会：

50

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

②検討

相談内容を検討できる情報の提供をお願いします

本品は、○○（特定の患者群）については使用経験がないが、添付
文書を確認したところ、その旨の記載がないことが判明した

「○○（特定の患者群）については使用経験がない。」と、念のため
添付文書に記載したい

当該患者群への使用はそもそも想定されるのか
使用した場合の具体的なリスクは何か特定されているのか
今後、使用を可能又は不可能とする予定はあるのか

照会にあるようなことについてご説明いただけていない場合には、改訂の
妥当性が判断できないため、ご説明をお願いしております
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添付文書は法定文書であり、
医療現場へ広く周知される文書です

作成時には、各通知に則って作成するとともに、
特に以下の点をよく確認してください

・ 承認・認証・届出の内容と同等か
・ 誤記や齟齬がないか
・ 設定背景（改訂する場合は変更前後ともに）
・ 併用機器等への影響

51

市販後の添付文書改訂においてよくある事例

52

本日のご説明内容

添付文書の記載について

 添付文書記載要領改正（平成26年）の概要

 医療機器添付文書の記載例について

 添付文書の記載に係る通知等の発出について

 添付文書使用上の注意の改訂について

 市販後の添付文書改訂相談においてよくある事例

 添付文書の作成における留意点について
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添付文書は薬機法に基づき作成される文書です。

53

添付文書の作成における留意点について

局長通知（別紙 1.電子化された添付文書の記載の原則）

（１）医療機器の電子化された添付文書（以下「電子添文」とい
う。）は、法第68条の２第2項第2号の規定に基づき医療機器の

適用を受ける患者の安全を確保し適正使用を図るために、医
師、歯科医師及び薬剤師等の医療従事者に代表される使用
者に対して必要な情報を提供する目的で医療機器の製造販売
業者又は外国特例承認取得者（選任製造販売業者を含む。）
が作成するものであること。

（３）電子添文は 新の論文その他により得られた知見に基づ
き作成されるものであり、かつ医療の現場に則した内容とし、
随時改訂等の見直しを行うものであること。

54

添付文書の作成における留意点について

局長通知（別紙 1.電子化された添付文書の記載の原則）

（１）医療機器の電子化された添付文書（以下「電子添文」とい
う。）は、法第68条の２第2項第2号の規定に基づき医療機器の

適用を受ける患者の安全を確保し適正使用を図るために、医
師、歯科医師及び薬剤師等の医療従事者に代表される使用
者に対して必要な情報を提供する目的で医療機器の製造販売
業者又は外国特例承認取得者（選任製造販売業者を含む。）
が作成するものであること。

（３）電子添文は 新の論文その他により得られた知見に基づ
き作成されるものであり、かつ医療の現場に則した内容とし、
随時改訂等の見直しを行うものであること。

添付文書は、患者の安全を確保し適正使用を図るために、使用
者に対して必要な情報を提供する目的で作成される文書です。
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55

添付文書の作成における留意点について

局長通知（別紙 1.電子化された添付文書の記載の原則）

（１）医療機器の電子化された添付文書（以下「電子添文」とい
う。）は、法第68条の２第2項第2号の規定に基づき医療機器の

適用を受ける患者の安全を確保し適正使用を図るために、医
師、歯科医師及び薬剤師等の医療従事者に代表される使用
者に対して必要な情報を提供する目的で医療機器の製造販売
業者又は外国特例承認取得者（選任製造販売業者を含む。）
が作成するものであること。

（３）電子添文は 新の論文その他により得られた知見に基づ
き作成されるものであり、かつ医療の現場に則した内容とし、
随時改訂等の見直しを行うものであること。

添付文書は、 新の論文その他により得られた知見に基づき、
かつ医療の現場に則した内容として作成される文書です。

添付文書は記載順序を含め、記載要領に則って作成いただくよ
うお願い申し上げます。

56

添付文書の作成における留意点について

局長通知（別紙 1.電子化された添付文書の記載の原則）
（２）電子添文については本記載要領に従って記載すること。

（５）記載順序は、原則として「２．記載項目及び記載順序」に掲
げるものに従うこと。
（６） 「２．記載項目及び記載順序」で示す「１）作成又は改訂年

月」から「４）販売名」までの記載項目を電子添文の上部（複数
頁で構成される場合は、１枚目のみ）に記載し、「５）警告」以降
の記載内容を本文とすること。
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添付文書の内容は、承認・認証・届出がなされた範囲で用いら
れる場合に、必要とされる事項であること。

57

添付文書の作成における留意点について

局長通知（別紙 1.電子化された添付文書の記載の原則）

（４）電子添文に記載すべき内容は、原則として当該医療機器
が製造販売承認（以下「承認」という。）、製造販売認証（以下
「認証」という。 ）または製造販売届出（以下「届出」という。 ）が

なされた範囲で用いられる場合に、必要とされる事項とするこ
と。ただし、その場合以外であっても重要で特に必要と認めら
れる情報については評価して記載すること。

58

局長通知（別紙 ３.記載要領）
（５）警告

当該医療機器の使用範囲内において、特に危険が伴う注意すべき
事項を記載すること。「適用対象（患者）」、「併用医療機器」及び「使
用方法」における警告事項についても小項目を作成し記載すること。
（６）禁忌・禁止

当該医療機器の設計限界又は不適切使用等、責任範囲を超える対
象及び使用方法を記載すること。「適用対象（患者）」、「併用医療機
器」及び「使用方法」における警告事項についても小項目を作成し記
載すること。

これら赤枠・赤字にかかる注意事項は、臨床現場に大きな影響
を与えかねないことから、十分に検討したうえで記載するようお
願いします。

添付文書の作成における留意点について
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59

添付文書の改訂を行う際の注意点として、

特に既に設定されている注意事項を削除・変更する際には、
使用上の注意課長通知の別紙 1.「使用上の注意」の原則
（５）のとおり、十分な根拠が必要となります。

以上を踏まえ、承認／認証審査、届出において添付文書を
作成する際には、記載する注意事項を設定する根拠やそ
の必要性を十分ご検討ください。

また、市販後に当該注意事項を削除・変更する際には、設
定当時の検討内容を説明していただきますようお願いいた
します。

添付文書の作成における留意点について

60

本日のご説明内容

添付文書の記載について

 添付文書記載要領改正（平成26年）の概要

 医療機器添付文書の記載例について

 添付文書の記載に係る通知等の発出について

 添付文書使用上の注意の改訂について

 市販後の添付文書改訂相談においてよくある事例

 添付文書の作成における留意点について
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QMS調査員の募集について
技術系専門職職員 （ＱＭＳ担当）

- 医療機器及び体外診断用医薬品のQMS適合性調査等に
関する業務。

製造所等でのＱＭＳの経験を活かして、海外調査や国際業務等、
グローバルで活躍しながら国民の安全を守るという、使命感と意義に
共感いただける方をお待ちしております！

採用情報の詳細は以下のＵＲＬへ
（https://www.pmda.go.jp/recruit/0563.html）
★採用は、面接、小論文及びQMS調査員と
QMSに関する事例のグループディスカッションを
実施の上、選定しています。

ご視聴ありがとうございました。

62

添付文書等に関するご質問等がございましたら、
PMDA 医療機器品質管理・安全対策部

医療機器安全対策課にお問い合わせ下さい。


