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付 録 

＜通知・事務連絡＞ 

平成 24 年 12 月 28 日薬食審査発 1228 第 11 号「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行に関する留意事

項について」 

平成 24 年 12 月 28 日薬食審査発 1228 第 1 号「治験安全性最新報告について」 

平成 25 年 7 月 1 日付事務連絡「治験副作用等症例の定期報告に関する質疑応答集（Q&A）について」 

平成 25 年 5 月 15 日付薬食審査発 0515 第 1 号・薬食安発 0515 第 1 号「市販後副作用等報告及び治験副作用等

報告について」 

平成 25 年 9 月 17 日付薬食審査発 0917 第 1 号・薬食安発 0917 第 2 号「E2B(R3）実装ガイドに対応した市販後副

作用等報告及び治験副作用等報告について」  

平成 25 年 9 月 17 日付薬機審マ発第 0917001 号・薬機安一発第 0917001 号・薬機安二発第 0917001 号「市販後副

作用等報告及び治験副作用等報告の留意点について」 

 

略号一覧 

略号 定義  

CIOMS Council for International Organization of Medical Sciences 国際医学団体協議会 

CTD Common Technical Document  

DCSI Development Core Safety Information 治験中核安全性情報 

DIBD Development International Birthday 開発国際誕生日 

DLP Data Lock Point  

DMC Data Monitoring Committee データモニタリング委員会 

DSUR Development Safety Update Report 治験安全性最新報告 

GCP Good Clinical Practice  

IBD International Birthday 国際誕生日 

ICH International Conference on Harmonization 医薬品規制調和国際会議 

IND Investigational New Drug  

INN International Nonproprietary Name 国際一般名 

JAN  Japanese Accepted Names 医薬品の一般的名称 

MedDRA Medical Dictionary for Regulatory Activities Terminology ICH 国際医薬用語集 

PBRER Periodic Benefit Risk Evaluation Report 市販後の安全性定期報告 

PMDA Pharmaceuticals and Medical Devices Agency  

PSUR Periodic Safety Update Report 市販後の安全性定期報告 

PT Preferred Term 基本語 

RSI Reference Safety Information 安全性参照情報 

SAE Serious Adverse Event 重篤な有害事象 

SADR Serious Adverse Drug Reaction 重篤な副作用 

SGML Standard Generalized Markup Language  

SOC System Organ Class 器官別大分類 
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はじめに 
 

2010 年 8 月 17 日に ICH E2F Development Safety Update Report (DSUR)ガイドラインが Step 4 となり、日

本では 2012 年 12 月 28 日付で国内規制としての DSUR の運用を示した「薬事法施行規則等の一部を改正

する省令の施行に関する留意事項について」（薬食審査発 1228 第 11 号、以下、DSUR 運用通知）、及び

ICH E2F ガイドラインの翻訳版として「治験安全性最新報告について」（薬食審査発 1228 第 1 号）がそれぞ

れ通知された。DSUR に基づく年次報告は通知日を以て即日施行となっているが、1 年半の猶予期間が設

定され、2014 年 7 月から完全施行となる。新たに導入された年次報告の規制内容を適切に理解し、通知の

意図を踏まえたうえで、安全性対応の意義に沿った運用を実施することが重要である。 

 

ICH E2F の Step 4 に先立って、国内の治験安全性情報には 6 ヵ月ごとの定期的な報告が 2009 年 4 月から

施行された（6 ヵ月定期報告；2008 年 10 月 1 日付 薬食審査発第 1001005 号課長通知）。これは、ICH E2A

ガイドラインの導入後（1997 年 3 月）、個別症例報告（7/15 日報告）のみを対象としていた国内の治験安全

性情報に対して、集積された情報に基づく安全性評価の必要性が厚生労働省の「治験のあり方に関する検

討会（2007 年 9 月）」で提言されたためである。当時、欧米では既に開発段階の安全性情報の年次報告が

それぞれ運用されており、それらを調和させるための ICH E2Fガイドラインがこのような国内での動きと並行

して議論されていた。6 ヵ月定期報告は、集積情報に基づく定期的な安全性報告として予行演習的に導入さ

れたと言える。 

DSUR運用通知は、国内の治験安全性情報の定期的な報告に関する規制がグローバルと同じ基準になり、

集積情報の安全性評価の土台が整ったことを意味する。 

 

DSUR運用通知の検討と併せて、GCP省令も改正され、これまでのGCP運用通知がGCPガイダンスとして

整理された（2012 年 12 月 28 日付 薬食発 1228 第 1 号局長通知、同日付 薬食審査発 1228 第 7 号課長

通知）。治験の安全性情報については、GCP 省令第 2 条のガイダンスとして「副作用」の因果関係の考え方

が補足され、GCP 省令第 20 条では DSUR に基づく医療機関への伝達が規定された。さらに、治験の安全

性情報に対する運用を示した、いわゆる安全性二課長通知も改訂され、安全性情報対応の新たな考え方

が示されている。 

 

本部会資料では、これらの治験の安全性情報に関する通知類の記載内容の背景を可能な範囲で整理して

補足としてまとめている。治験の安全性対応に係る関係者の共通理解と、より一層向上した取り組みへの

一助になれば幸甚である。 

 

＜2014 年 5 月付記＞ 

2013 年 11 月末に本部会資料（前版）を製薬協 HP に掲載し、同年 12 月には当該資料内容のポイントを説

明する「治験安全性に関するシンポジウム」を開催した。その際に募集した疑問点とそれに対する考え方を、

6 ヵ月定期報告から年次報告への移行経験をもとにまとめた。また、前版では収載できなかった DSUR 本体

の作成に関する解説を ICH E2F ガイドラインの主要点として新たな章（第 3 章）を追加した。 
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1 年次報告を含む副作用報告等関連規制改正の経緯及びポイント 

 

2010 年 8 月 17 日に ICH E2F DSUR ガイドラインが Step 4 となり、日本では 2012 年 12 月 28 日付で以下

の通知が発出された。 

 「治験安全性最新報告について」（薬食審査発 1228 第 1 号） 

 「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について」（薬食審査発 1228 第

11 号） 

さらに、2013 年 7 月 1 日には上記運用通知に関する Q&A が事務連絡として発出された。 

 

2008 年 10 月 1 日付薬食審査発第 1001005 号課長通知により 2009 年 4 月から開始された半年毎の定期

報告は当時 ICH で検討中であった E2F ガイドライン（DSUR）が導入されることを前提に、国内外から収集さ

れた被験薬に係る重篤副作用の集積評価を半年毎に行い、企業見解を当局報告及び治験実施医療機関

に通知することを目的として、いわば「予行演習」的な制度という位置づけで運用されてきた。今般、半年毎

の定期報告を ICH E2F の DSUR ガイドラインに基づく 1 年間の集積期間に置き換えた年次報告とし、被験

薬に係る包括的な安全性情報の集約とその評価を得るために上記の通知が発出されている。 

 

これらの通知により定めた年次報告のポイントは以下のとおり。 

1. PMDAに提出する「治験安全性情報の年次報告」は、ICH E2Fガイドラインに従って作成するDSUR（治

験安全性最新報告）に加え、DSUR の内容（特にエグゼクティブサマリー）を基本とした内容と国内の治

験依頼者として国内治験の状況と治験依頼者の見解をまとめた別紙様式 1（治験安全性最新報告概

要）及び別紙様式 2（国内重篤副作用等症例の発現状況一覧）の 3 点から構成される。 

薬食審査発 1228 第 11 号課長通知に記載されているように、DSUR は「あくまでも、被験薬に係る包括的な

安全性情報を 1 年ごとに得るための報告であって、新たな安全性情報を提供する手段として使用するもの

ではない」という点に留意する必要がある。治験の実施に影響を与える新たな安全性情報は、原則として個

別症例報告や研究報告・措置報告として規制当局、治験実施医療機関と直ちに共有されるべきである。 

 

2. 年次報告を治験責任医師及び実施医療機関の長へ通知するにあたっては、治験安全性最新報告概

要（別紙様式 1）及び国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）のみを、参考様式「治験安

全性情報の年次報告」に添付して通知する 

DSURは規制当局への年次報告の目的で作成され、提出される。ICH E2Fガイドラインにおいても、各国・地

域の規制要件で、治験薬に関する年次安全性報告をその他の関係者（倫理委員会/治験審査委員会等）

へ提出することが求められている場合、DSUR のエグゼクティブサマリーを提出し、必要に応じて重篤副作

用の情報を添付することとされている（ICH E2F ガイドライン「1.5 DSUR の受領者」参照）。これを受け、本邦

においては、治験責任医師及び実施医療機関の長へは和文で作成された治験安全性最新報告概要（別紙

様式 1）及び国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）を提供することとされた。 

 

本資料は、既に施行となっている年次報告及び二課長通知改正における実施上の留意事項をピックアップ

し、補足するとともに、必要に応じてより発展的な解釈/運用も併せて記載した。新しい規制要件に基づく治

験の安全性情報業務の円滑な対応に活用されることを期待する。 
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また、「『市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について』の一部改正について」という、いわゆる旧

二課長通知の一部改正通知が 2013 年 5 月 15 日に発出され、さらに、9 月 17 日には旧二課長通知と置き

替わる「E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について」という二課長

通知が発出された。これにより、安全性の二課長通知は 2013 年 9 月 17 日付 薬食審査発 0917 第 1 号＆

薬食安発 0917 第 2 号を指すことになる。本部会資料では治験副作用等報告に関する留意点について、旧

二課長通知の 2013 年 5 月 15 日付一部改正で新たに示され、同様の改訂内容が 2013 年 9 月 17 日の二

課長通知で示されている事項を、年次報告と併せて抽出・補足する。一方、2013年 9月 17日の二課長通知

は主に 7 月 8 日に発出された ICH E2B(R3) 個別症例安全性報告（ICSR）の電子的伝送に係る実装ガイド

に対応した内容であり、運用上定まっていない部分もあるため、これら E2B(R3)関連事項は本部会資料の

対象外とする。 

 

なお、一連の通知・事務連絡で様々な名称が用いられているが、本資料中では以下の定義で表記する。 

治験安全性最新報

告（DSUR） 

薬食審査発 1228 第 1 号課長通知（ICH E2F step 4 ガイドラインの翻訳）に従って作

成される 1 年毎の報告書 

年次報告 薬食審査発 1228 第 11 号課長通知に従って作成される 1 年毎の報告書 

DSUR に治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）及び国内重篤副作用等症例の発

現状況一覧（別紙様式 2）を添付したもの 

6 ヵ月定期報告 薬食審査発第 1001005 号課長通知に従って作成される半年毎の報告書 

DSUR 運用通知 「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について」

（平成 24 年 12 月 28 日薬食審査発 1228 第 11 号） 

事務連絡 Q&A 平成 25 年 7 月 1 日付「治験副作用等症例の定期報告に関する質疑応答集（Q&A）

について」 

旧二課長通知 「市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について」（平成 18 年 3 月 31 日付 

薬食審査発第 0331022 号・薬食安発第 0331009 号厚生労働省医薬食品局審査

管理課長・安全対策課長通知） 

旧二課長通知  

一部改正通知 

「市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について」の一部改正について（平

成 25 年 5 月 15 日付 薬食審査発 0515 第 1 号・薬食安発 0515 第 1 号 厚生労

働省医薬食品局審査管理課長・安全対策課長通知） 

新二課長通知 「E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告及び治験副作用等報告につ

いて」（平成25年 9月 17日付 薬食審査発0917第 1号・薬食安発 0917第 2号 厚

生労働省医薬食品局審査管理課長・安全対策課長通知） 

 

「補足」の位置づけ 

規制導入について、製薬協メンバーが関係各署と協議した内容を踏まえて、通知としての記載に至った背

景を示すもので、通知の記載内容をより正確に理解するために必要な事項。 
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2 規制当局への年次報告に関する留意事項と補足 

 

DSUR 運用通知、事務連絡 Q&A を関連する項目でまとめ、留意すべき事項を示し、これらについて補足し

た。 

 

また、事務連絡 Q&A が厚生労働省審査管理課から発出される迄の間の緊急対応として、以下の連絡が医

薬品医療機器総合機構（以下、機構）web site に掲載された。当該 web 連絡と事務連絡 Q&A の間で一致し

ない場合は、平成 25 年 7 月に厚生労働省から発出された事務連絡 Q&A の内容に従う。 

機構 web site： 平成 25 年 4 月 11 日 機構 web site 掲載 

平成 24 年 12 月 28 日付薬食審査発 1228 第 11 号「薬事法施行規則等の一部を改正する省

令の施行に関する留意事項について」の取扱いについて 

 

さらに、治験の安全性情報を PMDA へ報告するにあたり、PMDA 審査マネジメント部から協力依頼と留意し

ていただきたい事項について臨床評価部会加盟各社への周知依頼をうけ、以下の連絡が製薬協 web site

に掲載されている。 

製薬協 web site: 平成 25 年 7 月製薬協 web site 掲載 

治験の安全性情報に関する協力依頼事項と留意事項について 

 

 

2-1 年次報告の範囲と構成 

 

DSUR 運用通知 

1．改正省令による改正後の規則第 273 条第 3 項について 

治験の依頼をした者（以下「治験依頼者」という。）が実施する規則第 273 条第 3 項の規定に基づく定期報告につ

いては、1 年ごとの集積報告（以下「年次報告」という。）を求めることとしたところであるが、その様式等は、以下

の（1）から（11）によること。なお、自ら治験を実施する者（自ら治験を実施した者が既に製造販売の承認を与えら

れている医薬品に係る治験を行った場合又は既に当該被験薬について治験依頼者が治験を行っている場合を

除く。）については、「治験依頼者」を「自ら治験を実施する者」と読み替えること。 

 

DSUR 運用通知 

1．(1) 様式について 

年次報告は、次のアからウにより提出すること。  

ア 治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）  

イ 国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）  

ウ 治験安全性最新報告（以下「DSUR」という。）  

 

＜留意事項と補足＞ 

1) 自ら治験を実施する者が年次報告を提出する場合 

[補足] 

医師主導治験で自ら治験を実施する医師に DSUR 対応が求められるのは、治験依頼者である企業が

一切の治験を国内で実施していない場合のみである（医師が新有効成分の治験を実施する場合等が

考えられる）。 
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2) 年次報告には DSUR 本体が必須である（英文の DSUR に邦文の添付は要しないが添付することも差し

支えない）。また、国内のみで治験を実施している場合でも、治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）及

び国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式2）のみではなく、DSUR本体も提出する。年次報

告様式の詳細は別項にて記載する。 

 

 

2-2 「報告起算日」の取り扱い 

 

DSUR 運用通知 

1．(5) 報告起算日について 

報告起算日は、原則として次によることとするが、合理的な理由があり、次に掲げる日以外の起算日の設定を考

慮する場合には、事前に独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）審査マネジメント部審査

企画課に相談すること。  

ア 年次報告の調査単位期間は、原則として、我が国又は外国で初めて当該被験薬の治験の計画が届出又は

認可された日（以下「開発国際誕生日」という。）の月日を毎年の起算日とする。開発国際誕生日が我が国におい

て初めて当該被験薬の治験の計画の届出がなされた日以外の場合は、当該治験の計画の届出後、直近の調査

単位期間に合わせて作成された報告書をもって初回報告を行うこと。当該被験薬が、我が国又は外国で製造又

は販売が認められた場合、調査単位期間の起算日を、我が国又は外国において初めて製造又は販売が認めら

れた日（以下「国際誕生日」という。）の月日に合わせることができる。  

なお、治験の計画の届出を要しない場合には、治験実施計画書に記載されている実施期間の開始日を起算日と

すること。  

イ 半年ごとの定期報告を年次報告に切り替える場合は、半年ごとの定期報告の最終報告に係る調査単位期間

の終了日と年次報告の初回報告に係る調査単位期間の開始日に乖離が生じないようにすること。その際、半年

ごとの定期報告の最終報告の調査単位期間を調整することは可能とするが、調査単位期間が 1 年を超えないよ

うにすること。 

 

事務連絡 Q&A 

＜年次報告の起算日＞ 

Q5 

年次報告の起算日を初回治験届出日、開発国際誕生日又は国際誕生日以外に設定したい場合、審査マネジメ

ント部審査企画課に相談するとあるが、具体的にはどのようにすればよいか。 

A5 

年次報告の起算日を変更する前に「報告起算日の変更願（案）」を審査マネジメント部審査企画課に提出するこ

と。「報告起算日の変更願(案）」(自由形式）には、「治験成分記号」、「元の起算日」、「新しい起算日」、「起算日を

変更する理由」、「次回の予定調査単位期間」を記載する。  

また、起算日を初回治験届出日、開発国際誕生日又は国際誕生日以外の日に変更した場合は、別紙様式 1 の

備考欄にその旨を記載しておくこと。 

 

＜まとめ＞ 

1） 年次報告の調査単位期間は、開発国際誕生日（DIBD）又は国際誕生日（IBD）を起算日とする。なお、

ICH E2F ガイドラインでは DIBD は「治験依頼者が世界のいずれかの国で初めて臨床試験実施の認可

を受けた日付」と定義されているが、世界に先駆けて日本で初めて治験計画届書が提出された場合や、

国内のみで開発されている品目の場合は初回治験計画届書の届出日が DIBD となる。 

2） 治験計画届書を要しない治験（既承認成分の生物学的同等性試験等）も年次報告が必要であり、その

起算日は治験実施計画書に記載されている実施期間の開始日とする。 

3） 1）に示す以外の日を起算日とする場合には、事前に機構審査マネジメント部と相談し、治験安全性最

新報告概要（別紙様式 1）の備考欄に報告起算日を毎回記載する。（報告起算日が国内の初回治験計
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画届書の届出日、DIBD 又は IBD のいずれかである場合、治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）の

備考欄に報告起算日を記載する必要はない。） 

 

＜留意事項と補足＞ 

1) 治験計画届書を要しない治験の起算日 

治験計画届書を要しない場合は、報告起算日は「治験実施計画書に記載されている実施期間の開始

日を起算日とする」となるが、治験実施計画書には年・月のみが記載されているものもある。 

［補足］ 

この場合、医療機関での実質的な治験の開始を含む適切な開始日を、治験依頼者が判断する。月の

「1 日」を開始日とすれば、運用上、分かりやすいと考える。 

また、治験計画届書を要しない場合であっても、当該成分の DIBD、IBD、初回治験計画届出日があれ

ば起算日とする。 

国外で初めて治験を開始し、当該治験の治験計画届書に相当するものがなかった事例において当該

治験にかかわる任意の日を起算日とする場合についても、上記に準じ、医療機関での実質的な治験

の開始を含む適切な開始日を、治験依頼者が判断する。 

2) 起算日変更の手続き 

起算日を変更する場合は、事前に「報告起算日の変更願（案）」を機構審査マネジメント部審査企画課

に提出する。「報告起算日の変更願(案）」(自由形式）には、「治験成分記号」、「元の起算日」、「新しい

起算日」、「起算日を変更する理由」、「次回の予定調査単位期間」を記載する。 

なお、複数品目において、同様の理由による報告起算日を変更する場合にあっては、1 通にまとめて

提出できる。 

起算日を初回治験届出日、開発国際誕生日又は国際誕生日のいずれかに設定する場合は上記の変

更願は不要であるが、治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）の備考欄に変更理由を記載する。 

3) DIBDを起算日とした年次報告を提出した後に、起算日を IBDに変更したい場合の対応としては、Q&A5

より「報告起算日の変更願（案）」を機構審査マネジメント部審査企画課に提出することは必須ではない

と考える。ただし、起算日を変更した旨を別紙様式 1 に明記することが双方の記録のために有用である。

なお、DSUR の起算日を IBD に合わせるにあたっては、次の DSUR の調査対象期間が 1 年を越えない

ようにすること。 
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2-3 報告義務期間 

 

DSUR 運用通知 

1．(6) 報告義務期間について 

報告義務期間は、原則として、当該被験薬について、初回の治験計画届出書を提出してから、承認を取得する

又は開発中止届を提出するまでの期間とすること。ただし、自ら治験を実施する者による治験においては、各試

験の実施期間が 1 年未満の場合には年次報告は不要とする。  

なお、治験の計画の届出を要しない場合には、治験実施計画書に記載されている実施期間の開始日から、当該

被験薬について承認を取得する又は開発を中止する旨を機構審査マネジメント部審査企画課に書面（様式は自

由）により申し出るまでの期間とすること。ただし、後発医薬品の開発のための試験において、各試験の実施期

間が 1 年未満の場合には年次報告は不要とする。 

 

事務連絡 Q&A 

＜年次報告が不要となる場合＞ 

Q14 

後発医薬品の開発のための試験において、各試験の実施期間が１年未満の場合には年次報告の提出が不要と

されたが、年次報告が不要となる試験は何か。 

A14 

「医薬品の承認申請について」（平成 21 年３月４日付け薬食発第 0304004 号厚生労働省医薬食品局長通知。

以下「局長通知」という。）における医療用医薬品の申請区分のうち、以下の申請を目的として生物学的同等性

試験のみを行う場合を対象とする。（なお、この場合の「生物学的同等性試験」とは、バイオアベイラビリティを比

較することで同等性を証明する試験に加え、薬理効果を指標に治療学的同等を証明する薬力学的試験を含むこ

と。） 

（８） 剤形追加に係る医薬品（再審査期間中のもの） 

（８の２） 剤形追加に係る医薬品（再審査期間中でないもの） 

（10） その他の医薬品（再審査期間中のもの） 

（10 の２） その他の医薬品（（10）の場合であって、生物製剤等の製造方法の変更に係るもの） 

（10 の３） その他の医薬品（再審査期間中でないもの） 

（10 の４） その他の医薬品（（10 の３）の場合であって、生物製剤等の製造方法の変更に係るもの） 

また、一般用医薬品については、局長通知における一般用医薬品の申請区分のうち、申請区分（１）新有効成分

含有医薬品の申請を目的とする試験以外は年次報告の提出は不要とする。 

年次報告が不要となる場合には、治験安全性最新報告概要、国内重篤副作用等症例の発現状況一覧及び治験

安全性最新報告のいずれの提出も不要である。 

 

＜まとめ＞ 

1） 報告義務期間は、当該被験薬について、初回の治験計画届書を提出してから、承認を取得する又は

開発中止届を提出するまでの期間とする。国内において承認取得又は開発中止時の最終年次報告で

は、調査期間の終了日が通常の DSUR の年次サイクルと異なることが想定されるが、この場合、治験

安全性最新報告概要（別紙様式 1）及び国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）により

報告し、DSUR 本体は不要である。 

2） 自ら治験を実施する者による治験又は後発医薬品の開発のための試験において、各試験の実施期間

が 1 年未満の場合には年次報告は不要とする。 

3） 再審査期間中は DSUR 不要の範疇にはならない。なお、後発品の取り扱いについては関連団体にて

運用を確認されたい。 
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2-4 報告時期 

 

DSUR 運用通知 

1．(7) 報告時期について 

年次報告は、調査単位期間ごとに、その期間の満了した日から 2 月以内に報告すること。報告期限日が機構営

業外日に当たる場合は、その翌営業日が報告期限日となる。承認取得又は開発中止届提出後の最後の定期報

告は、承認の取得若しくは開発中止届の提出の日から 2 月以内に、上記（1）のア及びイにより報告すること。な

お、2 月が 60 日に満たない場合には、60 日以内に報告すること。 

別添 年次報告作成上の留意点 

1．（17）｢備考｣欄について 

ウ 承認又は開発中止により、当該年次報告が最終報告となる場合には、承認日又は開発中止年月日を記載

すること。 

 

＜まとめ＞ 

1） 個別症例報告と同様に、年次報告についても報告期限日が機構営業外日に当たる場合は翌営業日ま

でに定期報告すればよい。 

2） 承認取得又は開発中止時の最終年次報告では、治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）及び国内重

篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）により報告し、DSUR 本体は不要である。 

3） 最終の年次報告の調査単位期間は、承認取得又は開発中止届までとする。この時、治験安全性最新

報告概要（別紙様式 1）の備考欄に承認日又は開発中止年月日を記載する。 

 

＜留意事項と補足＞ 

1） 調査単位期間の満了した日から 2 ヵ月以内に報告するが（例：調査期間が 6 月 15 日に終了した場合、

8 月 15 日まで）、準備期間に 2 月のように 1 ヵ月が 30 日より短い月が入る場合でも、60 日以内に報告

することでよい。 

2） 郵送する場合は、上記期限内に機構審査マネジメント部に到着する必要がある。 

 

 

2-5 報告留保届時及び留保解除時の対応 

 

DSUR 運用通知 

1．(8) 開発を長期間中断する場合等について 

ア 治験依頼者は、開発が長期間中断されることが予想される場合、又は承認申請中において専門協議後の照

会事項の回答作成に長期間要することが予想される場合であって、開発が再開されるまで、又は照会事項の回

答を提出するまでの期間、年次報告を留保する場合には、「市販後副作用等報告及び治験副作用等報告につい

て」（平成 18 年 3 月 31 日付け薬食審査発第 0331022 号・薬食安発第 0331009 号厚生労働省医薬食品局審査

管理課長・安全対策課長通知。「「市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について」の一部改正について」

（平成 20 年 10 月 1 日付け薬食審査発第 1001009 号・薬食安発第 1001001 号厚生労働省医薬食品局審査管理

課長・安全対策課長通知等により一部改正。以下「二課長通知」という。）の別添の7．（3）ウ．（イ）②に基づき「治

験薬副作用・感染症症例報告留保申出書」を機構審査マネジメント部審査企画課に提出することで、別途、手続

きの必要はないこと。  

なお、年次報告を留保している期間中も、安全性情報の収集に努め、開発が再開されるときには、当該情報を治

験薬概要書及び治験実施計画書又は承認申請資料概要へ反映させること。 
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DSUR 運用通知 

1．(8) 開発を長期間中断する場合等について 

イ 開発の再開に伴い副作用等症例の年次報告を再開する場合には、二課長通知の別添の 7．（3）ウ．（ウ）に

基づき「治験薬副作用・感染症症例報告留保解除申出書」（以下「留保解除申出書」という。）を機構審査マネジメ

ント部審査企画課に提出することで、別途、手続きの必要はないこと。  

なお、二課長通知の別添の 7．（3）ウ．（ウ）④については、当該年次報告の情報を踏まえたものであること。  

また、二課長通知の別添の 7．（3）ウ．（ウ）③については、上記（1）のアからウによるものとすること。 

 

＜まとめ＞ 

1） 臨床開発の長期中断に伴い、治験薬の個別副作用症例報告及び年次報告を留保する場合には、「治

験薬副作用・感染症症例報告留保申出書」を機構審査マネジメント部審査企画課に提出する。 

2） 臨床開発の再開にあたり、治験薬の個別副作用症例報告及び年次報告を再開する場合には、「治験

薬副作用・感染症症例報告留保解除申出書」を機構審査マネジメント部審査企画課に提出するととも

に、再開時の直近の年次報告（ア：治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）、イ：国内重篤副作用等症

例の発現状況一覧（別紙様式 2）、ウ：DSUR）を提出する。開発再開時の提出書類として、留保期間中

に収集した報告対象の症例報告内容の一覧表（性別、年齢、副作用・感染症名、重篤性、既知・未知、

転帰、原疾患、発現国等を記載したもの）が 2013 年 5 月 15 日付の旧二課長通知 一部改正通知では

示されているが、このような留保期間中の症例一覧（ラインリスト）は不要である点に留意すること。な

お、新二課長通知、2013年9月 17日付 薬食審査発 0917第1号＆薬食安発 0917第2号では、DSUR

運用通知と同様の記載に修正されている。 

3） 二課長通知の別添の 7．（3）ウ．（ウ）④とは、「留保期間中に収集した情報に基づいて作成された治験

薬概要書又は治験実施計画書及び申請資料概要の改訂部分又は対応部分」である。新二課長通知、

2013 年 9 月 17 日付 薬食審査発 0917 第 1 号＆薬食安発 0917 第 2 号では、別添の 8．（3）ウ．（ウ）

③に相当する。 

4） 年次報告再開後、最初の年次報告では治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）の備考欄に、留保解

除申出書を機構審査マネジメント部審査企画課に提出した年月日を記載すること。 

 

＜留意事項と補足＞ 

1） 開発の長期中断に該当する長期の目安 

［補足］ 

長期間については特段の定めはないので、治験依頼者が適切に判断すること。 

 

2） 報告留保申出書を提出する際の対応 

留保申出書の提出時には、その直近の報告起算日以降、留保申出書提出日までの期間についての

年次報告は不要である。 

 

3） 留保解除後に DSUR の提出を再開する場合の対応 

開発の再開に伴い副作用等症例の年次報告を再開する場合、留保解除申出書の提出時にその時点

での直近の調査期間を対象とした年次報告を提出する。提出書類は上記＜まとめ＞2)に示すとおり、

DSUR 本体に治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）及び国内重篤副作用等症例の発現状況一覧

（別紙様式 2）を添付したものとする。報告回数は再開前の最終報告の回数に 1 を足した数とすること。



10 

（下図参照） 

 

 

 

また、直近 1 年（n 回目）のデータロックポイント（DLP）直後で、DSUR 未完成の時点で留保解除する場

合には、①n-1 回目の DSUR をもって留保解除、②n 回目の DSUR を追加提出（留保解除時に追加提

出の旨念書要）。 

 

なお、2014 年 6 月 30 日以前に留保解除申出書を提出する場合は、6 ヵ月定期報告制度における対応

（薬食審査発 1001009 号、薬食案発第 1001001 号（平成 20 年 10 月 1 日付）に基づく対応、すなわち

留保申出書を提出した調査期間から留保解除申出書を提出する直前の調査期間の集積情報を発現

状況一覧（従前の別添様式）にまとめ、留保解除申出時に提出する）でもよい。 

 

4） 「留保申出書」を提出している品目について、開発中止届を提出する際の対応 

「留保申出書」を提出している品目について、開発中止を決定した場合、開発中止届提出前に留保解

除申出書の提出が必要である。治験依頼者が留保解除申出書不要と判断する場合には、適宜、機構

審査マネジメント部と協議する。 

 

5） 留保解除申出書と同時に開発中止届を提出する際の対応 

上記 4)によらず、留保解除申出書と同時に開発中止届を提出するケースも想定される。この場合、留

保解除申出書及び開発中止届と共に提出する治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）の報告回数欄

は空欄とすること。 
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2-6 同一の有効成分について複数の開発がおこなわれている場合の対応 

 

DSUR 運用通知 

1．(9) 複数の開発がなされている場合について 

年次報告は、原則として、一有効成分ごとに行うこと。また、複数の被験薬を併用する場合には、その被験薬の

有効成分ごとに行うこと。  

なお、同一の有効成分について別の治験成分記号を用いて治験を実施する場合であって、治験成分記号ごとに

年次報告を行うことが適当と考えられるときは、事前に機構審査マネジメント部審査企画課に相談すること。 

 

＜まとめ＞ 

1） 年次報告は有効成分ごとに行う（半年毎の定期報告は治験成分記号ごとで、有効成分ごとにまとめる

場合には機構審査マネジメント部に相談が必要であった点と異なる）。 

2） 有効成分ごとではなく、治験成分記号ごとに年次報告を行うことが適当と考えられた場合は、事前に機

構審査マネジメント部に相談する。 

 

＜留意事項と補足＞ 

1) DSUR作成ガイドライン第2.5項にあるように、配合剤の場合は、1つのDSURを作成することができる。 

治験依頼者が配合剤の個々の有効成分の臨床試験も実施している場合は、有効成分ごとに別々の

DSUR を提出する。 

2) 「同一有効成分について別の治験成分記号を用いて治験を実施する場合に、治験成分記号ごとに報

告を行うことが適当と考えられる場合」とは、例えば同一成分で投与経路が局所投与の外用剤と静脈

内投与というように、安全性のプロファイルが大きく異なる場合等が考えられる。 

3) 「年次報告は、原則として、一有効成分ごとに行うこと。」とされているが、別の治験成分記号を用いて

報告起算日が異なる定期報告をおこなっていた同一有効成分について、年次報告で一有効成分での

報告に変更する場合、最も古い報告起算日で定期報告を行っていた治験成分記号の報告起算日

（DIBD 等）に合わせることでよい。一方、上記 2)に例示しているように、安全性プロファイルが異なる

等の理由により治験成分記号ごとに年次報告を行う場合は、報告起算日が異なることも想定される。 

 

DSUR 運用通知 

1．(10) 共同開発がなされている場合について 

医薬品の開発を複数の者が共同で行っている場合には、可能な限り一の年次報告を作成し、代表する者が、共

同開発する者との連名のものを提出すること。  

なお、一の年次報告を作成することができないときには、その理由を別紙様式 1 の備考欄に記載し、共同開発す

る者ごとに提出すること。自ら治験を実施する者が多施設共同治験を実施する場合も同様である。 

 

＜留意事項と補足＞ 

年次報告は一有効成分ごとに行うことが原則であり、共同開発がなされている場合は代表する者が共同開

発者と連名で一の報告書を作成し、提出する。 

一方、治験副作用等の個別症例報告については、従前通り、共同開発を行っている場合は、共同開発会社

ごとに報告を行う必要がある。 

なお、平成 25 年 5 月 15 日発出の旧二課長通知 一部改正通知 別添の 7．（3） エ「報告は治験成分記号
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ごとに行うこと。また、複数の被験薬を併用する場合であって、それぞれが被疑薬の場合は、その被験薬の

成分ごと（又は治験成分記号ごと）に行うこと。」との記載であり、改訂前の通知から「共同開発を行っている

場合は、共同開発会社ごとに報告を行うこと。」との記載が削除されているが、これによる治験副作用等の

個別症例報告の手順に変更はなく、個別症例報告については、年次報告とは異なり、連名ではなく、共同

開発会社ごとに報告を行うこと（連名による報告は受け付けられない）。 

 

 

2-7 提出部数及び提出先 

 

DSUR 運用通知 

1．(11) 提出部数及び提出先について 

正本 1 部、正本の写し 1 部を機構審査マネジメント部審査企画課に、直接、持参又は郵送すること。  

 

PMDA web site 

1．(11) 提出部数及び提出先について 

正本 1 部、正本の写し 1 部（計 2 部）を審査マネジメント部審査企画課に直接持参又は郵送してください。提出書

類はファイル等に綴り、提出者名、書類名（DSUR）、治験成分記号、提出年月日を記載したラベルを付けてくださ

い。  

控えが必要な場合には、別途写しを 1 部（1 社につき 1 部）準備してください。また、郵送で提出する場合には送り  

先を明記し、切手又は信書を送付できる宅配業者の着払い伝票を貼付した封筒を必ず同封してください。 

 

製薬協 web site 

2．DSUR/年次報告作成時の留意事項 

調査起算日が初回治験届、DIBD又は IBDのいずれかである場合、別紙様式 1の備考欄に報告起算日を記載す

る必要はない。 

ただし、PMDA 受付担当者が PMDA 側の記録と照合して報告起算日の確認を行うため、受領印を押印した年次

報告の返送は提出当日ではなく PMDA の確認後となる点に留意する。 

 

＜まとめ＞ 

1) 正本 1 部、正本の写し 1 部（計 2 部）を機構審査マネジメント部審査企画課に直接持参又は郵送する。

郵送する場合は、上記期限内に機構審査マネジメント部に到着する必要がある。 

2) 機構受付担当者が機構側の記録と照合して鑑の初回届出日/DIBD 等と、国内の重篤な副作用（SADR）

一覧の調査単位期間の開始日が合っているかの確認を行うため、受領印を押印した年次報告の返送

は提出当日ではなく PMDA の確認後となる可能性がある。 

 

＜留意事項と補足＞ 

機構ではDSURの電子媒体による提出（紙の報告書からPDF化してCD-R等での提出への変更）について

も検討されており、将来的には通知等の発出の可能性がある。 
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2-8 定期報告から年次報告への移行 

 

DSUR 運用通知 

2．本通知の適用時期について 

(1) 治験依頼者（自ら治験を実施する者を除く。）に係る年次報告については、平成 24 年 12 月 28 日より適用す

る。  

(2) 上記(1)にかかわらず、平成 26年 6月 30日までの間は、治験依頼者（自ら治験を実施する者を除く。）が提出

する副作用等症例の定期報告は、なお従前の例によることができる。  

(3) 自ら治験を実施する者に係る年次報告については、平成 26 年 7 月 1 日から適用する。 

 

事務連絡 Q&A 

＜半年ごとの定期報告の受け付け＞ 

Q1 

「平成 26 年 6 月 30 日までの間は、治験依頼者（自ら治験を実施する者を除く。）が提出する副作用等症例の定

期報告は、なお従前の例によることができる。」とあるが、平成 26 年 6 月 30 日までを調査期間とし、期間満了後

2 ヶ月以内に報告をすることでよいか。 

A1 

よい。 

 

＜まとめ＞ 

DSUR は DSUR 運用通知の発出日である 2012 年 12 月 28 日に即日施行であるが、2014 年 6 月末までは

従前の 6ヵ月定期報告を提出することができる。6ヵ月定期報告は、2014年 6月 30日を調査単位期間の満

了日とし、その 2 ヵ月以内に提出するまでの期間は受け付けられる。 

 

事務連絡 Q&A 

＜半年ごとの定期報告から年次報告への移行＞ 

Q2  

半年ごとの定期報告から年次報告に切り替える場合に、調査期間が重複してもよいか。 

A2 

よい。  

ただし、初回年次報告の別紙様式 1 の備考欄に、半年ごとの定期報告から年次報告に切り替えた旨及び重複し

た期間がわかるように記載すること。 

 

事務連絡 Q&A 

＜半年ごとの定期報告から年次報告への移行＞ 

Q3 

半年ごとの定期報告の起算日と開発国際誕生日が異なる場合、最終の半年ごとの定期報告における調査単位

期間は 1 年を超えなければ 6 ヵ月を超えてもよいか。 

A3 

よい。 

 

事務連絡 Q&A 

＜半年ごとの定期報告から年次報告への移行＞ 

Q4 

半年ごとの定期報告の起算日と開発国際誕生日が異なる場合、年次報告の起算日を開発国際誕生日とするた

めの起算日の変更願を提出する必要はあるか。 
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事務連絡 Q&A 

A4 

不要である。 

 

PMDA web site 

＜半年ごとの定期報告から年次報告への移行＞ 

半年から年次報告に切り替えるため調査期間が半年を超える（1 年未満）又は半年未満の場合には、「治験薬 

重篤副作用等症例定期報告書」の「備考」欄に半年から年次報告に切り替えのため調査単位期間が変更された

旨を記載してください。また、報告起算日を開発国際誕生日に合わせるため調査期間を調整した場合には、「備

考」欄にその旨記載してください。  

報告回数は、半年報告からの累積報告回数を記載してください。 

 

＜まとめ＞ 

1) 半年ごとの定期報告から年次報告に切り替える場合、調査期間が重複してもよい（下図のオプション 1

参照）。初回年次報告の治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）の備考欄に、半年ごとの定期報告か

ら年次報告に切り替えた旨及び重複した期間がわかるように記載する。 

2) 半年ごとの定期報告の起算日と開発国際誕生日が異なる場合、最終の半年ごとの定期報告における

調査単位期間は 1 年を超えなければ 6 ヵ月を超えてもよい（下図のオプション 2 参照）。初回年次報告

の治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）の備考欄に半年から年次報告に切り替えのため調査単位

期間が変更された旨を記載する。 

3) 年次報告へ切り替える際、報告回数は 6 ヵ月定期報告からの累積報告回数とすることから、集積評価

においても連続性を考慮すべきである。 

4) 報告起算日を開発国際誕生日に合わせるため調査期間を調整した場合もその旨記載する（下図のオ

プション 3 参照）。 

 

 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

オプション 1 6ヵ月

最終6ヵ月定期報告の期間調整せず、
初回年次報告と重複期間を設ける。

年次

オプション 2 6ヵ月

最終6ヵ月定期報告を、6ヵ月超え1年以下
に調整して、初回年次報告に引き継ぐ。

年次

オプション 3 6ヵ月

最終6ヵ月定期報告を、6ヵ月未満に調整
して、初回年次報告に引き継ぐ。
右に示した図は6ヵ月を2ヵ月に短縮した例。

年次

6ヵ月 6ヵ月

8ヵ月

1年

1年

1年

2014/06/30

6ヵ月 2ヵ月

■ 6ヵ月定期報告から年次報告への移行例
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＜留意事項と補足＞ 

半年ごとの定期報告から年次報告に切り換える際に、調査期間が 1年を超えてしまう場合、6 ヵ月定期報告

通知に基づく報告書を一度提出した後、年次報告に切り換える等で対応すること。 

なお､半年ごとの定期報告は、2014 年 6 月 30 日を調査単位期間の満了日とし、その 2 ヵ月以内に提出する

までの期間は受け付けられる。 

 

 

2-9 年次報告の実施医療機関への通知 

 

DSUR 運用通知 

3．その他 

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成 9年厚生省令第 28号）第 20条第 2項に規定に基づく治験

依頼者から治験責任医師及び実施医療機関の長への通知については、調査単位期間の満了後 3 月以内に治

験安全性最新報告概要及び国内重篤副作用等症例の発現状況一覧を、別添の参考様式「治験安全性情報の

年次報告」に添付して通知すればよいこと。 

 

事務連絡 Q&A 

＜年次報告の実施医療機関への通知＞ 

Q9 

規制当局への報告について、開鍵情報をもって国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）を作成し

た場合であっても、国内治験における盲検性を維持する必要があるときは、未開鍵情報により当該別紙様式 2 を

作成し、治験実施医療機関への通知に使用してもよいか。 

A9 

よい。 

 

事務連絡 Q&A 

＜年次報告の治験実施医療機関への通知＞ 

Q13 

1 年の調査期間中に国内治験で集計対象の重篤副作用症例がない場合においても、年次報告の別紙様式 1 を

治験実施医療機関へ通知する必要があるか。 

A13 

治験実施期間中は、開発期間中に入手できる全ての情報源（非臨床、文献、市販後等）からの情報を元に治験

薬安全性情報を検討し、DSUR が作成される。少なくとも被験者が治験に参加中である期間内は、重篤副作用症

例発生の有無に関わらず、DSUR の概要である年次報告の別紙様式 1 を治験実施医療機関に通知する必要が

ある。 

 

＜留意事項と補足＞ 

DSUR 運用通知は規制当局への年次報告を示しているが、本項「3.その他」では医療機関への年次報告の

伝達を示した。伝達期限が規制当局への報告期限である調査単位期間の終了後 2 ヵ月以内ではなく、3 ヵ

月以内である点を注意喚起するとともに、医療機関へ提出する様式を示した。別添の参考様式に規制当局

への治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）及び国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）を

添付する形式を DSUR 運用通知で示すことで、医療機関ごとのさまざまな様式対応を生じさせないことが考

慮されている点は重要である。 
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1) 年次報告の伝達様式 

［補足 1］ 

年次報告の実施医療機関への伝達時には、調査単位期間の満了後 3 ヵ月以内に治験安全性最新報

告概要及び国内重篤副作用等症例の発現状況一覧を、別添の参考様式「治験安全性情報の年次報

告」を添付する。従来の 6 ヵ月定期報告を治験実施医療機関に伝達する際には、統一書式（平成 24 年

3 月 7 日付厚生労働省医政局研究開発振興課長通知「新たな「治験の依頼等に係る統一書式」につい

て」（平成 25 年 3 月 26 日改訂））の書式 16「安全性情報等に関する報告書」が用いられていたが、別添

の参考様式は年次報告について書式 16 が改訂されるまでの間、これに代わるものとなる。 

なお、書式 16 が改訂された後も、医療機関との合意に基づいて、年次報告の伝達として DSUR 運用通

知の参考様式を書式 16 の代わりに使用することも可能である。 

［補足 2］ 

年次報告の実施医療機関への伝達時に DSURは添付しない。DSURは開発状況や製造方法変更等の

機密情報を含む可能性があることから、ICH ガイドラインでも本体そのものは規制当局のみに提出する

こととし、各国規制で求められた場合は Ethics Committee や IRB にはエグゼクティブサマリーを提供す

ることになっている。 

［補足 3］ 

従来､6 ヵ月定期報告については、機構報告に用いた資料と同一のものを治験責任医師等への情報伝

達に用いることが多かった。年次報告においては、PMDA に提出する際に国内重篤副作用等症例の発

現状況一覧（別紙様式 2）に開鍵情報を含めて作成した場合、国内治験における盲検性を維持する必

要があるときは、未開鍵情報により別途国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式2）を作成し、

治験実施医療機関への通知に使用してもよい。 

上記説明は、外資系企業においては海外本社がUSやEUの基準に従って未知重篤副作用症例を当局

報告用に開鍵して提出し、DSUR を同様の方法で作成することがあること、昨今、国内においても同様

の指導を機構マネジメント部から受けた事例があることによるものである。しかしながら、各社各様の事

情があるため、いずれの方法を用いるかは各企業の判断に委ねられる。 

 

2) 年次報告の伝達期限 

GCP 運用通知には「その他発現症例一覧等」の通知期限は「調査単位期間満了の 3 月以内」となって

おり、何を以て 3 ヵ月以内に伝達したことになるかを明確にする必要がある。 

［補足］ 

医療機関への年次報告の通知文書等の発出日等を調査単位期間満了の 3 ヵ月以内とする。 

 

3) 調査期間に国内治験で重篤副作用症例等の発生が無いときの対応 

［補足］ 

開発期間中に入手できる全ての情報源（非臨床、文献、市販後等）からの情報を元に治験薬安全性情

報を検討し、DSUR が作成されることから、少なくとも被験者が治験に参加中である期間内は、重篤副

作用症例発生の有無に関わらず、DSUR の概要である年次報告の治験安全性最新報告概要（別紙様

式 1）を治験実施医療機関に通知する必要がある。 
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2-10 承認後の年次報告再開 

 

事務連絡 Q&A 

＜年次報告の再開＞ 

Q6 

承認後、効能追加等の開発で当該有効成分の治験をあらためて始めることに伴い年次報告を再開する際の起

算日はどのように考えればよいか。 

A6 

原則として、再開前の年次報告の起算日から起算して 1 年の整数倍を経過した日のうち、開発の再開となる治験

計画届を提出する日の直前の日を起算日として年次報告を行う。なお、再開時の起算日を再開前の起算日以外

の日に設定する場合は、Ｑ5 を参照すること。 

 

事務連絡 Q&A 

＜年次報告の再開＞ 

Q7 

承認後、効能追加等の開発で当該有効成分の治験をあらためて始めることに伴い年次報告を再開する場合、別

紙様式 1 の報告回数はどのように数えればよいか。 

A7 

直近の報告回数に引き続き数えること。 

 

＜まとめ＞ 

1） 年次報告は有効成分ごとに行うことから、承認取得後に当該有効成分の治験を新たに始める場合、直

近の報告回数に 1 を加えた回数から再開する。 

2） 再開後の起算日を再開前の起算日以外とする場合は「報告起算日の変更願（案）」を機構審査マネジ

メント部審査企画課に提出する。「報告起算日の変更願(案）」(自由形式）には、「治験成分記号」、「元

の起算日」、「新しい起算日」、「起算日を変更する理由」、「次回の予定調査単位期間」を記載する。ま

た、新たな起算日を初回治験計画届出日、開発国際誕生日又は国際誕生日以外の日に設定した場合

は、治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）の備考欄にその旨を記載する。 

 

＜留意事項と補足＞ 

1） 承認取得後、別の治験成分記号を用いて当該有効成分の治験を新たに始める場合は、事前に機構審

査マネジメント部に相談する。 

2） 承認取得後に効能追加等の治験を実施する場合の発現状況一覧（別紙様式 2）の累計の始点につい

ても、原則として国内における再開前の初回治験計画届書を提出した日を重篤な副作用等症例の累

計の始点とする。 

3） 年次報告をDIBD起算日で提出していた治験成分について、承認取得後の一変治験を行う際に年次報

告の起算日を IBD に変更したい場合には Q&A5 に従って、「報告起算日の変更願（案）」を機構審査マ

ネジメント部審査企画課に提出する。 
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2-11 製造販売後臨床試験の取り扱い 

 

事務連絡 Q&A 

＜治験と製造販売後臨床試験の両方を実施している場合の年次報告＞ 

Q11 

DSUR に製造販売後臨床試験から得られた情報を含める場合にはどのように記載すればよいか。 

A11 

DSUR を作成する場合、製造販売後臨床試験から得られた情報も DSUR に含めることとなる（「治験安全性最新

報告について」（平成 24 年 12 月 28 日付薬食審査発 1228 第 1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）

を参照。）。この場合、製造販売後臨床試験からのデータと重要な安全性所見を該当する各項に記載する。ま

た、重要な安全性情報がある場合には、年次報告の別紙様式 1 にも記載する。なお、年次報告の別紙様式 2 に

は、治験から報告された重篤な副作用を記載すればよいため、製造販売後臨床試験から得られた情報は含めな  

くてよい。 

 

事務連絡 Q&A 

＜製造販売後臨床試験実施医療機関への通知＞ 

Q12 

国内既承認医薬品の効能・効果等の一部変更を目的とした治験が行われている期間内に、製造販売後臨床試

験を実施している場合、製造販売後臨床試験を実施している医療機関へ年次報告を通知する際の様式はどうす

ればよいか。 

A12 

当該製造販売後臨床試験からの重篤副作用を別添様式 2 の形式で作成して、試験実施医療機関へ通知する。 

 

＜まとめ＞ 

1） ICH E2F ガイドラインに従って作成する DSUR は、介入臨床試験（Interventional Clinical Study）が対象

とされており、日本における製造販売後臨床試験もこれに含まれる。DSUR 本体の該当各項に製販後

臨床試験から得られたデータ及び所見を盛り込み、包括的な集積評価に反映させる。PMDA へ提出す

る書類としては、この包括的集積評価結果を年次報告の治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）にも

記載する。国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）には治験からの重篤副作用情報の

みを掲載するため、製造販売後臨床試験のデータは含めなくてよい。 

2） 製造販売後臨床試験の実施医療機関へ通知する様式としては、当該医療機関へ通知すべき対象が

当該臨床試験における情報のみでよい（平成 16 年 12 月 21 日付薬食発第 1221001 号厚生労働省医

薬食品局長通知）ことから、該当する重篤副作用を国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様

式 2）の形式で作成する。 

 

＜留意事項と補足＞ 

1） 機構審査マネジメント部からの依頼により、平成 25 年 7 月 22 日付で以下の留意事項を製薬協医薬品

評価委員会臨床評価部会長からのお知らせとして、「治験の安全性情報に関する協力依頼事項と留

意事項について」を製薬協 web site に掲載している。 

 承認取得後であり、国内既承認医薬品の効能・効果等の一部変更を目的とした治験が行われて

おらず、製造販売後臨床試験のみ実施している場合には年次報告を当局に提出する必要はな

い。 

2) 製造販売後臨床試験の実施医療機関へ通知する様式としては、国内既承認医薬品の効能・効果等の

一部変更を目的とした治験が行われているかどうかによらず、当該臨床試験における重篤副作用を国
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内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）の形式で集計したものとなる。伝達の際には統一

書式の書式16「安全性情報等に関する報告書」、または医療機関との合意に基づいてDSUR運用通知

の参考様式を書式 16 の代わりに用いることができる。 

調査期間内に対象となる重篤副作用症例等の発生が無い場合は、国内重篤副作用等症例の発現状

況一覧（別紙様式 2）に掲載すべき情報が無いことから、実施医療機関との取り決めが特にない限り、

伝達資料の作成が不要となる。 

 

 

2-12 別紙様式 1：治験安全性最新報告概要 

 

DSUR 運用通知 

1．(2) 治験安全性最新報告概要について 

記載方法の詳細については、別添の 1．によること。 

 

DSUR 運用通知 

別添 年次報告作成上の留意点 

1．治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）の作成について 

(1) 「治験成分記号」欄には、治験依頼者で定めた治験成分記号（アルファベット及び数字の組み合わせで計 20

桁以内）を記載すること。同一有効成分について、複数の治験成分記号が存在する場合にはこれらを列記するこ

と。  

(2) 「成分名」欄には、一般名（JAN 又は INN）を記載（英名及び日本名）すること。一般名が決まっていない場合

には、空欄とすること。  

(3) 「販売名」欄には、我が国において既に製造販売の承認を受けている医薬品の承認事項一部変更を目的と

する治験（以下「一変治験」という。）にあっては、当該医薬品の販売名を記載すること。一変治験でない場合に

は、空欄とすること。  

(4) 「分量及び剤型」欄には、剤型当たりの有効成分の含量が分かるように記載すること。  

(5) 「初回届出年月日」欄には、同一成分記号に係る初回の治験計画届書を届け出た年月日を記載すること。同

一有効成分について、複数の治験成分記号が存在する場合にはそれぞれの初回の治験計画届書を届け出た

年月日が分かるよう記載すること。  

(6) 「開発国際誕生日」欄には、開発国際誕生日（年月日）を記載すること。  

(7) 「国際誕生日」欄には、国際誕生日（年月日）を記載すること。国際誕生日がない場合には、空欄とすること。  

(8) 「承認年月日」欄には、一変治験にあっては、当該医薬品が我が国で初めて承認された年月日を記載するこ

と。一変治験でない場合には、空欄とすること。  

(9) 「報告回数」欄には、当該概要の通算の提出回数を記載すること。  

(10) 「予定される効能又は効果」欄には、当該被験薬の予定される効能又は効果の全てを記載すること。  

(11) 「予定される用法及び用量」欄には、当該被験薬の予定される用法及び用量の全てを記載すること。  

(12) 「調査単位期間」欄には、当該概要における、重篤副作用等症例を集積した期間を記載すること。  

(13) 「開発の相」欄には、当該定期報告に含まれる治験の開発相を記載すること。また、同一の有効成分につい

て複数の治験を実施している場合には、治験ごとに開発相を記載すること。なお、同一有効成分について、異な

る治験成分記号を用いて治験を行っている場合はこれが分かるよう記載すること。  

開発相は、当該被験薬の開発段階について、「臨床試験の一般指針について」（平成 10 年 4 月 21 日付医薬審

第 380 号厚生省医薬安全局審査管理課長通知）に準じて、第Ⅰ相、第Ⅱ相等と記載すること。なお、生物学的同

等性試験については、その旨記載すること。  

(14) 「主要先進国における承認状況」欄には、米英独仏又は EU において承認を取得している場合には、それぞ

れの承認国名・承認年等を記載すること。  

(15) 「重篤副作用等症例発現状況」欄には、「別添のとおり」と記載の上、国内重篤副作用等症例の発現状況一

覧（別紙様式 2）を添付すること。  

また、別紙様式 2 の副作用等症例の集積方法（ブラインド症例の取扱いなど）について明記すること。  

(16) 「重篤副作用及びその他の安全性情報の集積評価（非臨床試験データ、外国臨床試験データ及び市販後

データ等）を踏まえた見解及び安全対策」欄には、当該調査単位期間中に、主に国内で実施された治験及び外
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DSUR 運用通知 

国臨床試験で集積した重篤副作用等症例並びに国際開発誕生日から累積された重篤副作用等症例の集積評

価、治験実施上重要な非臨床試験からの知見、被験薬が我が国又は外国で販売されている場合には治験に重

要な影響を及ぼす可能性のある市販後の安全性情報等の治験依頼者の見解等を記載すること。記載に当たっ

ては、DSURの内容（特に、エグゼクティブサマリー）を基本とし、国内における状況、治験依頼者の見解等を追加

して記載すること。  

なお、記載事項のすべてを記載できない場合には、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付して差し支え

ないこと。  

治験依頼者の意見は、以下の内容を含むものであること。  

ア 当該調査単位期間中の個別副作用等症例を踏まえ、治験依頼者が新たに講じた安全確保措置の内容及び

今後の安全対策についても記載すること。  

イ 当該調査単位期間中に、治験依頼者が新たに講じた重要な安全確保措置に基づき、治験の被験者に交付す

る説明文書の改訂、治験実施計画書の改訂、使用上の注意の改訂、承認申請の資料概要（使用上の注意案

等）の改訂などの措置を行ったか、又は今後行う予定があるか、その理由を含めて記載すること。  

ウ 外国情報の場合は、外国における治験依頼者の対応と日本の治験依頼者の対応の別が分かるように記載

すること。  

エ 当該調査単位期間中に得られた、治験実施上、重要と考えられる新たな副作用等症例の有無について記載

すること。  

オ 直近の調査単位期間までに得られた当該被験薬の安全性情報に照らし、治験実施上、重要な変更点の有無

（因果関係、発現状況、転帰など）について記載すること。  

カ 投与経路、剤型、患者背景（小児、高齢者など）、投与量・投与期間、原疾患との関係等を踏まえて評価し、そ

の概要を記載すること。  

 

DSUR 運用通知 

別添 年次報告作成上の留意点 

1．治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）の作成について 

(17) 「備考」欄について  

ア 担当者の氏名及び連絡先を記載すること。  

イ 報告起算日を変更した場合には、変更理由を記載すること。  

ウ 承認又は開発中止により、当該年次報告が最終報告となる場合には、承認日又は開発中止年月日を記載す

ること。  

エ 最終報告においては、主要先進国で実施中の臨床試験の有無について記載すること。  

オ 年次報告を留保した場合であって、留保を解除し年次報告を再開するときは、開発の再開後最初の報告に、

留保解除申出書を機構審査マネジメント部審査企画課に提出した年月日を記載すること。  

カ その他特記事項があれば記載すること。 

 

製薬協 web site 

2．DSUR/年次報告作成時の留意事項 

調査起算日が初回治験届、DIBD又は IBDのいずれかである場合、別紙様式 1の備考欄に報告起算日を記載す

る必要はない。 

ただし、PMDA 受付担当者が PMDA 側の記録と照合して報告起算日の確認を行うため、受領印を押印した年次

報告の返送は提出当日ではなく PMDA の確認後となる点に留意する。 

 

＜まとめ＞ 

1) 「重篤副作用及びその他の安全性情報の集積評価（非臨床試験データ、外国臨床試験データ及び市

販後データ等）を踏まえた見解及び安全対策」欄には、国内治験における重篤副作用の集積評価及び

その他の安全性情報（非臨床試験データ、外国臨床試験データ及び市販後データ等）に基づいて、報

告企業（治験依頼者）の見解を述べる。DSUR の内容（特に、エグゼクティブサマリー）を基本とし、国内

における状況、治験依頼者の見解等を追加して記載すること。 

2) 報告起算日を変更した場合（起算日が初回治験計画届書、DIBD 又は IBD のいずれでもない場合）に
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は、変更理由ともに「備考」欄に、その旨を記載する。 

3) 最終報告においては、「備考」欄に以下を記載する。 

 承認日又は開発中止年月日 

 主要先進国で実施中の臨床試験の有無 

 

＜留意事項と補足＞ 

1) 二重盲検比較試験のブラインド症例の集積法に関する記載例 

［補足］ 

治験依頼者の判断で記載するときに、例えば、年次報告におけるブラインド症例は、原則、未開鍵とし、

すべて実薬として安全性評価を行う場合、「ブラインド症例は未開鍵であり、被験者概数は実薬投与群

と対照薬投与群の合算とする」と記載する。 

2) 国内論文からの情報 

[補足] 

国内の情報源の一つとして国内の論文報告等があるが、臨床試験の実施等に影響を及ぼすとして

DSUR本体のエグゼクティブサマリーにおいて研究報告・措置報告に該当するような文献情報が言及さ

れた場合、必要に応じて、治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）の「重篤副作用及びその他の安全

性情報の集積結果（非臨床試験データ、外国臨床試験データ及び市販後データ等）を踏まえた見解及

び安全対策」欄に反映する。 

また、国内において、安全性を理由とした重要な添付文書の改訂や措置等の実施が発生した場合は、

国内の措置として治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）に特に記載するものと考えられる。 

 

 

2-13 別紙様式 2：国内重篤副作用等症例の発現状況一覧 

 

DSUR 運用通知 

1．(3) 国内重篤副作用等症例の発現状況一覧について 

記載方法の詳細については、別添の 2．によること。 

 

DSUR 運用通知 

別添 年次報告作成上の留意点 

2．国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）について 

(1) 我が国において初めて当該被験薬の治験の計画の届出がなされた日以降に、国内で実施された治験から

報告された重篤な副作用等症例を記載すること。「備考」欄には、必要に応じ、これら一覧表への掲載対象を記

載すること（例：当該被験薬が既に承認されてから数年以上販売されており、既承認の適応症に係る治験からの

重篤副作用等症例の件数等を一覧表から除外している。）。 

(2) 「副作用等症例の種類」欄には、ICH 国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に基づき、器官別大分類ごと

に、適切な基本語を選択して記載すること。なお、MedDRA/J は、当該調査単位期間中は同一のバージョンを使

用すること。  

(3) 「副作用等症例の種類別件数」欄には、副作用等症例の種類ごとに、器官別大分類の集計は症例数で行

い、基本語の集計は件数で行うこと。同一症例の中で複数の副作用等症例が発現している場合には、報告対象

となる副作用等症例をそれぞれ 1 件として計算すること。  

(4) 累積被験者概数には、当該被験薬に係る国内で実施中の治験の登録被験者数と終了した治験の被験者数

の合計を記載すること。 
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事務連絡 Q&A 

＜国内重篤副作用等症例の発現状況一覧について＞ 

Q8 

別紙様式 2 の国内重篤副作用等症例の発現状況一覧の累計件数は、いつ時点からのものとすればよいか。 

A8 

原則として、我が国において初めて当該被験薬の治験の計画の届出がなされた日以降に、国内で実施された治

験から報告された重篤な副作用等症例を記載する。自ら行った治験以外の治験（医師主導治験を含む。）から報

告された重篤な副作用等症例の情報を入手した場合には、それも含めて記載すること。  

有効成分が同一である複数の被験薬について一の年次報告により報告する場合には、そのうち最も早く治験の

計画の届出がなされた当該被験薬に係る症例からの累積件数とすること。  

また、被験薬別、剤型別、投与経路別等に分けて集計してもよいが、この場合は別紙様式 2 の備考欄にその旨

を記載すること。 

 

事務連絡 Q&A 

＜MedDRA バージョン＞ 

Q10 

国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）に用いるＩＣＨ国際医薬用語集日本語版（以下「MedDRA/

Ｊ」という。）のバージョンについては、当該調査単位期間中は同一のバージョンを使用することとされているが、

他の調査単位期間においては別のバージョンを使用することは可能か。 

A10 

6 ヵ月定期報告の場合と同様に可能であるが、使用した MedDRA/J のバージョンがわかるように記載すること。 

 

＜まとめ＞ 

1) 器官別大分類（SOC）ごとに適切な基本語（PT）を示す。 

2) 同一調査単位期間内は同一のバージョンを使用する。 

3) 国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）には、原則として、我が国において初めて当該

被験薬の治験の計画の届出がなされた日以降に、国内で実施された治験から報告された重篤な副作

用等症例を記載する。当該被験薬が既に承認されてから数年以上販売されており、既承認の適応症

に係る治験からの重篤副作用等症例の件数等を安全性プロファイルの検討の観点より一覧表から除

外している場合等、掲載対象について説明を要するときは「備考」欄にその旨記載する。 

4) 自ら行った治験以外の治験（医師主導治験を含む。）から報告された重篤な副作用等症例の情報を入

手した場合には、それも含めて記載する。 

5) 「累積被験者概数」の欄には、終了した臨床試験における被験者数と実施中の臨床試験における登録

被験者の概数を記載する。必要に応じ（被験薬別、剤型別、投与経路別に分けて集計する等）、被験

者概数算出の方法について国内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）の「備考」欄に記載

する。有効成分が同一である複数の被験薬について一つの年次報告により報告する場合、国内にお

ける初回治験計画届書を最も早く提出している有効成分の臨床試験からの累積件数を記載する。 

6) 「副作用等症例の種類別件数」欄には、副作用等症例の種類ごとに、器官別大分類の集計は症例数

で行い、基本語の集計は件数で集計する。 

7) 当該調査期間中に「取下げ報告」又は「報告対象外である旨の追加報告」を行った場合、これらは件数

にカウントする必要はなく、累計欄に集積結果が反映されていればよい。 

8) 集積検討上、疾患別、剤型、投与経路などに分けて集計したほうがよいと治験依頼者が判断した場合

には、適切と考える方法で集計し、その旨を「備考」欄に記載する。 
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＜留意事項と補足＞ 

1) SOC の並び順 

［補足］ 

SOC の並び順については、国際合意順、コード順などの複数の選択肢が考えられるが、治験依頼者

の判断により、注目すべき SOC の順番で記載するのが適切な場合もありうる。DSUR 運用通知及び事

務連絡では方法を限定するのではなく、治験依頼者が適切と判断した場合には他の方法を受容してい

る。 

 

2) MedDRA/J のバージョン 

［補足］ 

年次報告は重篤副作用の累積状況について治験依頼者の見解を示すものであることから、その目的

を達成できるならば、単一バージョンでなければならないと拘るものではない。 

 

3) 取下げや報告対象外となる個別症例情報の集積情報としての取り扱い 

［補足］ 

年次報告では、最新の国内重篤副作用等症例の発現状況を示し、その集積評価を行う。前の調査単

位期間で集計した個別症例が次の調査期間で取り下げや報告対象外となる場合は、個別症例情報と

しての個々の取り扱いを調査期間ごとに識別するのではなく、最新の発現状況一覧として累計すること

になる。治験の進行に応じて、個々の症例情報としての取り扱いが変動しても、最新の情報に基づいて

集積評価を行うことが重要になる。 

 

4) 被験者の「概数」について 

［補足］ 

DSUR 運用通知において被験者概数を記載させるのは、どの程度の母集団から重篤副作用が発生し

ているかを把握するためである。そのため、おおよその被験者数が示されていればよいが、可能な範

囲での正確性を図る。 
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2-14 治験安全性最新報告（DSUR） 

 

DSUR 運用通知 

1．(4) DSUR について 

DSUR を作成する際には、「治験安全性最新報告について」（平成 24 年 12 月 28 日付薬食審査発 1228 第 1 号

厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）に準拠し、別添の 3．を参照すること。なお、英文で記載する場合、

邦文の添付は要しないこと。ただし、邦文を添付することも差し支えないこと。 

 

DSUR 運用通知 

別添 年次報告作成上の留意点 

3．DSUR の作成について 

(1) 安全性参照情報  

安全性参照情報は治験薬概要書とするが、外国の治験依頼者が作成する DSUR を提出に用いる場合等、安全

性参照情報として使用される治験薬概要書が国内で実施される治験で使用されているものと異なることがある。

DSUR の安全性参照情報が国内で使用されている治験薬概要書と異なる場合（例：国内外で開発中の剤型・適

応症等の違いにより、治験薬概要書の治験責任医師へのガイダンス等で注意喚起される内容に相違がある場

合など。）は、これを治験安全性最新報告概要又はその別紙に記載すること。  

(2) 調査対象期間中に継続又は終了した臨床試験の状況  

原則として治験依頼者が実施した臨床試験の状況を記載すること。他の治験依頼者が実施した臨床試験の情報

を知り得た場合は、必要に応じ「8.調査対象期間中に臨床試験で見られた重大な知見」に記載すること。  

(3) 推定累積使用者数  

原則として治験依頼者が実施する臨床試験の推定累積使用者数を掲載すること。開発国際誕生日等からの推

定累積使用者数の算出が困難な場合（例：当該被験薬が承認されてから数年以上販売されている場合など。）

は、どのような方法で算出した数を提示しているか、又は欠落したデータの概要等を記載すること。  

(4) ラインリスト及びサマリーテーブルのデータ  

外国の治験依頼者等が作成する DSUR において、特定の有害事象の取扱いが外国と国内で異なる場合（例：治

験実施計画書で特別な収集及び安全性データベース登録の対象外とされている有害事象、有効性評価項目に

相当する有害事象の取扱いなど。）、ラインリストやサマリーテーブルへの有害事象の掲載基準が異なることが

ある。この場合、国内で別途情報収集した中で特に懸念すべき安全性情報が認められたときは、これを治験安

全性最新報告概要に記載すること。  

(5) 文献  

文献等に基づく新たな重大な安全性情報については、研究報告、措置報告と共にその元となった文献、学会抄

録等の写しを添付することとされているが、機構に DSUR を提出する場合にあっては、既に機構に提出された文

献・学会抄録等の写しの添付は不要であること。  

(6) その他  

治験依頼者が報告の項目に記載すべき情報を何らかの理由で入手することが困難な場合（例：自ら治験を実施

する者は、治験の実施に影響する被験薬の品質上の問題、外国における市販後自発報告、研究報告、非臨床

試験データ等についての情報は入手が困難な場合がある。）、その旨を DSUR に記載すること。 

 

製薬協 web site 

2．DSUR/年次報告作成時の留意事項 

ICH ガイドラインでは、安全性プロファイルの変更を検討するために利用する安全性参照情報として治験薬概要

書が指定されている。安全性プロファイルの記載場所は各治験依頼者の判断に委ねられるが、例えば治験薬概

要書の重要事項をまとめている「治験責任医師へのガイダンス」部分へ記載することも有用である。 
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＜留意事項と補足＞ 

[補足]  

ICH E2F ガイドラインでは、安全性プロファイルの変更を検討するために利用する安全性参照情報として治

験薬概要書が指定されている。安全性プロファイルの記載場所は各治験依頼者の判断に委ねられるが、

例えば治験薬概要書の重要事項をまとめている「治験責任医師へのガイダンス」部分へ記載することも有

用である。 

なお、個別症例報告の予測性判断は新二課長通知に基づいて治験薬概要書の別冊として治験実施医療

機関に通知している未知・重篤副作用を当該通知文書の作成日を以て「予測できる」と取り扱うことができる。

この場合の安全性参照情報としての取り扱いについては、上記の「年次報告 別添 3.（1）」を参考の上、治

験実施医療機関に通知している個別症例を別紙で添付する等の対応を各治験依頼者で適切に判断する。

紙報告で使用する PMDA 報告様式を治験実施医療機関への提供資料としている場合、当該様式を治験薬

概要書の別冊扱いとする、等の方法が考えられる。 
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3 治験安全性年次報告（DSUR）通知に関する解説と留意事項 

 

3-1 はじめに 

 

2010 年 10 月に ICH E2F ガイドラインが最終化（Step 4）され、これを受けて 2012 年 12 月 28 日付で国内導

入としての Step 5 が通知された。本稿は 2010 年の ICH E2F ガイドラインの最終化を受けて 2011 年に医薬

品医療機器レギュラトリーサイエンス誌（2011 Vol.42 No.6）に掲載した DSUR ガイドラインの解説を基に、国

内導入にあたっての留意点を加筆したものである。 

 

これまでにも、ICH E2-X シリーズ（E2A、E2B、E2C 等）では医薬品の臨床安全性情報の取り扱いに関するト

ピックを取り上げているが、E2F は DSUR「治験安全性最新報告について」の作成に関するガイドラインであ

る。DSUR は臨床開発中の医薬品に関する定期的報告書の ICH 地域における標準様式となることを目的と

しており、治験薬に関連して収集された安全性情報に基づく包括的なレビューと分析結果、および、治験薬

の最新の安全性プロファイルを提示することが求められている。ここでDSURガイドラインの内容を解説する

とともに、DSUR 導入にあたっての製薬企業における課題、国内導入通知に対応する上での留意点を述べ

る。 

 

3-2 DSUR 検討の背景と ICH 三極における導入計画 

 

DSUR 導入以前に、欧米にはそれぞれ臨床試験の安全性年次報告制度が存在したが、これらは目的、内

容、報告のタイミングが異なっていた。この結果、「治験薬に関する最新の包括的安全性情報を各国規制当

局が同じタイミングで入手し、レビューする」という理想的な状況には至っておらず、また、治験依頼者にとっ

ては規制当局毎の要求に合わせ複数の報告書を異なるタイミングで作成するという負荷が生じていた。こ

の問題を解決するために、2005 年に CIOMS VI 報告書で初めて各国規制当局に共通して提出できる臨床

試験中の安全性年次定期報告書：DSUR が提案され、これを受けて 2006 年 CIOMS VII 報告書で DSUR の

具体的な運用方法、記載内容が提案された。 

ICH E2F ワーキンググループはこの CIOMS VII 報告書を基に 2006 年に活動を開始し、2010 年に ICH E2F

ガイドラインを合意するに至った。 

 

ICH Step 4 合意を受けて、ICH 三極では EU が最も早く DSUR の導入方針を示し、翌年の 2011 年 9 月以降

に提出する年次報告書からは既存の Annual Safety Report から DSUR に置き換えねばならないとされた。

米国においては通常、ICH ガイドラインは法的拘束力のないガイドラインとして発表され、米国内の既存の

法規制は変更されない。しかしながら、米国の既存の年次報告書（IND Annual Report）で求められている記

載事項が全て DSUR でカバーされることから、DSUR を年次報告書に代えて提出することが可能である。日

本においては前述の通り、2012 年 12 月 28 日に導入通知が発表され、即日発効となったが、従来の 6か月

定期報告から DSUR を含む年次報告への切換えに 1 年半の猶予期間を置き、2014 年 7 月 1 日以降、デー

タロックが発生する治験薬については全て年次報告で対応することとされた。 
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3-3 ICH E2F ガイドラインの内容 

 

ICH E2F ガイドラインは現在、ICH Web サイトで閲覧が可能であり、また、その和訳については、国内導入通

知（薬食審査発 1228 第 1 号「治験安全性最新報告について」）として発効している。また、ICH E2F ワーキン

ググループでは参考資料として、架空の治験薬を題材にした Example DSURを 2通準備した。１つは製薬企

業等が治験依頼者となって作成した DSUR 事例、もう１つは医師主導試験等の DSUR 事例で、これらの資

料も ICH Web サイトに掲載されているので、参考にされたい。 

 

ICH E2Fガイドラインは 3部構成になっている。初めの「緒言（Introduction）」ではDSURの目的、対象とする

試験等の範囲を述べ、続く「一般原則（General Principles）」で DSUR 作成・運用に関するルールを示してい

る。そして、DSUR 各項の記述内容に関するガイダンスが後半の大きなパートを占めている。本項では E2F

ガイドラインの各パートについて、主要な記載内容を紹介する。 

 

なお、ガイドラインは DSUR 各項に記載すべきことを示しているが、その記載方法の詳細については必ずし

も踏み込んで指示しているものではない。たとえば、3.6 推定累積使用者数の項については、ガイドライン

に累積使用者数の算出にあたって留意すべき事項が記載されているが具体的な算出方法を示してはいな

い。また、ガイドラインは累積使用者数の表に掲載すべきデータを示しているが、添付資料 B に掲載された

表はあくまでも事例である。治験依頼者は、ガイドラインの記述を参照して、最も適切と考えられる方法で本

項のデータを作成・提示する必要がある。ICH三極で臨床開発を行う国内外の治験依頼者の治験薬の開発

状況、治験の実施体制、データベースの管理方法がそれぞれ異なることを考えると、本ガイドラインのフレ

キシビリティは尊重されるべきであろう。 

 

3-3-1 緒言 

緒言では DSUR の背景及び目的、DSUR が対象とする範囲、DSUR と市販後の安全性定期報告（PSUR）の

関係、DSUR の提出先について記載されている。 

DSUR の主要な目的は、治験薬に関して調査対象期間中に収集された安全性情報の包括的かつ十分に検

討された年次レビューと評価を提示することであり、以下の 4 点がその方策として挙げられている。 

 

(1) 治験依頼者が調査対象期間中に入手した情報が治験薬のこれまでに知られていた安全性情報と合致

するかを検討する 

(2) 臨床試験の被験者保護に影響を及ぼすおそれのある新しい安全性の問題を記述する 

(3) 特定されたリスク及び潜在的リスクに関する当該時点の理解と対応を要約する 

(4) 臨床試験/臨床開発計画の状況と臨床試験結果に関する最新情報を提供する 

 

DSUR では当該製品の承認の有無を問わず、医薬品の介入試験（Interventional Clinical Trials）に焦点を当

てることとなっており、介入臨床試験であれば市販後の臨床試験等も対象となる。また、一般的な臨床試験

ではないが、ICH 三極の国・地域で制度化されている治験薬のその他の治療的使用（例：治験薬拡大利用

プログラム、コンパッショネートユースプログラム等）についても DSUR に記載する対象となる。更に、市販後
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の使用経験、非臨床試験等で確認された所見についても、治験薬の安全性に重要と考えられる場合はこれ

を記載する必要がある。 

 

多くの医薬品について、製造販売承認取得後も新規適応症の検討等の目的で臨床試験が継続される。こ

のような状況下では、各国の規制に従い、市販後の安全性定期報告（Periodic Safety Update Report：その

後 2013 年に Periodic Benefit Risk Evaluation Report（PBRER）に変更された）と DSUR 双方の提出が求めら

れることがある。DSUR検討中のパブリックコメントにおいても、PSURとDSURの一本化を強く要望する意見

は多くあった。しかし、DSUR と PSUR は異なる主題に焦点を当てていること、また、作成頻度や規制当局に

おける受領者が異なることから、ICH E2F ガイドラインではそれぞれ独立した文書を作成することとされてい

る。その後、ICH ワーキンググループによる PBRER ガイドラインの改定時にこの問題に焦点があたり、両文

書間でオーバーラップする一部のデータ・情報については同一の内容を DSUR、PBRER いずれにも掲載す

ることができるよう、モジュールアプローチが示されている。 

 

DSUR の提出先は第一に、各国・地域の規制当局となる。また、規制要件で、治験薬に関する年次安全性

報告を倫理委員会/治験審査委員会へ提出することが求められている場合は、DSURのエグゼクティブサマ

リー及び必要に応じてラインリストを提出することとされている。 

 

3-3-2 DSUR 作成・運用にあたっての一般原則 

(1) 1 有効成分に 1 つの DSUR 

市販後のPBRERと同様に、適応症、剤型、対象患者人口に係らず、1有効成分に対し 1冊のDSURを作成

し、当該有効成分の安全性プロファイルを包括的にレビューすることが求められている。これができない場

合は、DSUR の緒言でその理由を説明する。 

 

(2) 作成頻度及び DSUR データロックポイント 

DSUR は一年毎に規制当局に提出する年次報告書である。調査期間の起算日となるのは、世界のいずれ

かの国で初めて臨床試験実施の認可を受けた日で、DIBD と呼ばれている。複数の国・地域で治験が実施

される場合であっても、DIBD を基に作成された同一の DSUR を用いて規制当局への報告を行う。 

DIBDから 1年間の調査期間を経た時点がDLPになり、DSURはDLPから 60暦日以内に報告書を作成し、

関係する規制当局に報告する必要がある。また、医薬品の承認後に臨床開発が継続される場合、DSUR の

作成を IBD に一致させ、DSUR と PBRER の作成タイミングをハーモナイズすることが可能である。 

 

(3) DSUR を提出すべき期間 

規制当局へ DSUR を提出すべき期間は各国規制当局の規制要件に従う。米国の年次報告は、米国におけ

る治験届に相当する US IND がオープンされている期間は継続的に提出する必要があり、一方、欧州では

欧州圏内で治験が実施されている期間のみが報告対象期間となる。日本においては、他の治験薬安全性

情報の報告と同様に、初回治験届開始から承認取得もしくは開発中止届の提出までが報告義務期間とな

っている。 

グローバルに臨床試験を展開している企業にとっては、各極の年次報告に関する規制を十分に理解し、

DSUR の作成と提出を適切に管理していく必要がある。 



29 

 

(4) DSUR 作成及び提出の責任 

治験依頼者は DSUR の作成、内容、提出に責任を負う。臨床試験や臨床開発計画に治験依頼者が複数存

在するような場合であっても、可能な限り 1 冊の DSUR が作成されるように当事者間で取り決め、覚書等に

データの交換方法や、DSUR 作成・提出の責任を明記することとされている。 

 

(5) 複数成分が関わる DSUR 

複数成分が関わる臨床試験が実施されている場合の DSUR の作成方法については、ICH ワーキンググル

ープ内でも議論が重ねられたが、「様々なケースがあり、あらゆる状況に対応するガイダンスを提供すること

はできない」という結論になった。ガイドラインでは治験依頼者が対象被験者群、適応症、剤型等に加え、臨

床試験が実施されている状況、各国・地域の規制要件等を考慮し、最も適切な対応を選択することとされた。

この決定の根拠について DSUR に記載する。 

 

なお、ガイドラインでは推奨される対応として、配合剤（1 剤で投与される固定用量に２つ以上の有効成分を

含む薬剤）の臨床試験では配合剤として独立した DSUR を作成することとしている。治験依頼者が配合剤に

含まれる個々の有効成分についても、別途臨床試験を実施し、DSUR を作成している場合は、それぞれの

DSUR から関連する安全性所見を他の DSUR に反映させる。抗がん剤併用療法や HIV の併用療法など、

複数の治験薬を組み合わせて実施される多剤療法の臨床試験については、多剤療法に対し１つの DSUR

を作成するか、又は個々の治験薬の DSUR に併用療法で認められた安全性所見を反映させる等の事例が

挙げられている。 

 

(6) 安全性参照情報 

DSUR の主要な目的は、1 年間の調査期間を通じて収集された関連情報に基づき、当該治験薬の安全性プ

ロファイルに変化があったかを検討することにある。安全性プロファイルの変化を比較するためには、基に

なる根拠情報が必要となるが、DSUR ではこれを安全性参照情報（Reference Safety Information：RSI）と呼

び、治験薬概要書がこれにあたるとしている。 

 

PBRER では RSI に企業中核情報（Company Core Data sheet）および企業中核安全性情報（Company Core 

Safety Information）を規定しており、DSUR でも当初の議論では、治験中核安全性情報（Development Core 

Safety Information：DCSI）を用いる案もあげられた。しかしながら、DSUR ガイドラインを検討開始した当初

は DCSI を作成・使用している企業は少なく、１つのガイドラインの中で DSUR と DCSI という２つの新規文書

の作成を求めるのは負担が多いのではという配慮があり、既存の治験薬概要書を RSI としている。現在で

はグローバル企業を中心にDCSIを作成・使用する企業が増えてきており、これにより安全性プロファイルの

変化のより適切な評価が可能になることと期待される。 

 

(7) DSUR の様式と表示 

DSURの様式と表示は以下の通りである。DSUR導入前の欧米の年次報告書は、記載すべき内容は定めら

れていたが、その様式や表示方法については詳細な規定がなく、各社各様の報告書が作成されていたた

め、規制当局のレビューが困難となっていた。そこで、DSUR では様式と項目立てを規定し、製品によっては
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該当しない項目（例：市販後の安全性情報）がある場合も項目を削除するのではなく、「該当せず」と記述す

ることとされた。 

 

DSUR の構成は次の通りで、大きく 3 つのパートに分かれており、前段（第 1 項～第 6 項）が製品の臨床開

発の実施状況等に関わる情報、中段（第 7項～第 17項）が一年間の調査期間中に得られた各種のデータ・

情報、そして後段（第 18 項～第 20 項）がデータ・情報に基づく分析、評価、結論となっている。報告書内で

の記述の繰り返しを避けるため、中段に提示するデータの解釈は全て後段にまとめるという点が重要であ

る。ガイドラインの 2.7.1項には治験依頼者がDSURを eCTD様式で提出する場合の留意点が記述されてい

るが、これはDSURの電子的報告を義務付けているものではない。現在、米国では治験依頼者が承認申請

を eCTD で行う場合、IND 年次報告書を含む IND 関連文書を電子的に提出するよう指導されていることから、

このような条件下で IND 年次報告書の代わりに DSUR の提出を希望する場合はその eCTD 構造における

配置について、事前に規制当局に相談するようアドバイスされているものである。 

 

表紙 

エグゼクティブサマリー 

目次 

1. 緒言 

2. 世界各国における販売状況 

3. 安全性上の理由で調査対象期間内に実施された措置について 

4. 安全性参照情報の変更 

5. 調査対象期間中に継続又は終了した臨床試験の状況 

6. 推定累積使用者数 

7. ラインリスト及びサマリーテーブルのデータ 

8. 調査対象期間中に臨床試験で見られた重大な知見 

9. 非介入試験からの安全性知見 

10. 他の臨床試験からの安全性情報 

11. 市販後の使用経験に基づく安全性情報 

12. 非臨床データ 

13. 文献 

14. 他の DSUR 

15. 有効性の欠如 

16. 特定の地域で必要となる情報 

17. データロックポイント後に入手した情報 

18. 安全性総合評価 

19. 重要なリスクの要約 

20. 結論 

 

 

(8) DSUR の記載内容 

ガイドラインで DSUR に記載すべき事項を読み解くにあたってのポイントは、各項に掲載すべきデータ・情報

が「当該調査期間 1 年間のインターバルデータ」か「DIBD からの累積データ」かという点、また、「必ず記載

すべき」か「可能な場合又は適切な場合」に求められているものかという点である。ICH E2F ワーキンググル

ープの検討では、これらの区別をするにあたって、治験薬の安全性プロファイルをより適切に把握するため

に必要なデータかどうか、また、治験途中のデータや非常に古いデータ等、治験依頼者側の収集・分析の

実施可能性も考慮し、ガイドラインに反映させている。また、ガイドラインの各所に「簡潔に記載する」「簡単
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な要約を記載する」等の記述があるが、これには DSUR にはデータや考察の無用な羅列や繰り返し記述を

することなく、製品の安全性情報の評価に必要かつ重要な情報を簡潔に記載してほしいというメッセージが

込められている。 

 

DSUR の項目の多くはガイドラインを読んでいただければ記述どおりにご理解いただけると考える。本項で

は特記すべき項目として、以下のセクションについて説明を加える。 

エグゼクティブサマリー 

安全性上の理由で調査対象期間内に実施された措置について（第 3 項） 

ラインリスト及びサマリーテーブルのデータ（第 7 項） 

特定の地域で必要となる情報（第 16 項） 

安全性総合評価（第 18 項） 

重要なリスクの要約（第 19 項） 

結論（第 20 項） 

 

①エグゼクティブサマリー 

エグゼクティブサマリーは当該 DSUR に記載されている重要な情報のサマリーである。前述の通り、DSUR

導入後、各国・規制要件により倫理委員会及び他の関係者への年次報告提出が求められた場合は、この

エグゼクティブサマリーを「独立した」文書として提出することとされている。後述の通り、DSUR の国内導入

においても、治験実施施設等への情報伝達はエグゼクティブサマリーに基づく概要を和文で作成することと

なっている。 

 

②安全性上の理由で調査対象期間内に実施された措置について（第 3 項） 

この項では調査対象期間中に治験依頼者、規制当局、安全性モニタリング委員会（DMC）又は倫理委員会

等が講じた、特定の臨床試験の実施又は臨床開発計画全体に影響を及ぼした安全性上の重大な措置及

びその理由を記述することとされた。また、過去にとられた措置に関する最新情報も要約する（例：安全性

の理由による一次的中断後の治験の再開）。ガイドラインには該当する措置情報の事例が挙げられている

が、措置情報については日本では規制当局報告の対象になっていることから、既に各社で情報収集体制

が講じられていることと考える。 

 

本項ではもう 1点新たなコンセプトが追加されており、「現在実施中の開発や今後の開発に特定の制限を与

える規制当局からの要請」の要約を累積で記載することとされている。事例として、ある規制当局から長期

臨床試験開始前に長期動物試験の実施を要求されたような場合、小児被験者の臨床試験開始前に特に非

臨床等の安全性データセットを要求されたような場合などが挙げられている。各極規制当局からのこれらの

要求を累積し、該当する場合は更新情報も含め表にまとめ、DSUR に記載していく必要がある。このような

情報は従前の欧米での年次報告でも集約した記載を求められておらず、多くの企業で新たな情報集約体

制が必要となるポイントである。 
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③ラインリスト及びサマリーテーブルのデータ（第 7 項） 

DSUR において、個別の重篤な有害事象（SAE）、重篤な副作用（SADR）に関するデータは本項に記載する。

DSUR には 1 年間の調査期間に収集された SADR のラインリスト及び開発国際誕生日から累積された SAE

のサマリーテーブルを掲載するが、これらのリスト・テーブルの作成時の留意点がガイドラインに記述されて

いる。また、欧米の規制では、盲検試験において発生した重篤副作用について規制当局に個別症例報告を

する場合、盲検を解除して報告する必要があるが、このように治験中に盲検解除された症例はその情報を

リスト・テーブルに記載する必要がある。これらの治験途中の盲験解除情報を含むリスト・テーブルは、盲験

下で治験の実施に携わる社内外の関係者に開示されないよう取り扱いに留意する必要がある。ガイドライ

ンには添付資料 B に重篤副作用のラインリスト、重篤有害事象のサマリーテーブルの事例が提示されてい

るが、これらもあくまでも事例であり、当該治験薬の開発状況、自社の保有するデータベースの管理方法を

考慮した上、最も適切と考えられる方法でデータを表示することが必要である。 

 

④特定の地域で必要となる情報（第 16 項） 

DSUR が ICH 三極で共通に利用できる報告書になるよう、欧米の既存の年次報告書で求められているデー

タ・情報は可能な限りハーモナイズした形で DSUR の各項に盛り込まれている。しかしながら、欧米いずれ

かの従前の年次報告のみで求められていた一部の情報については、本項にまとめられ、当該DSURを提出

すべき規制当局の要請に合わせ対応していくこととなった。 

本項で挙げられている７つのデータ・情報のうち、最初の１つ（重篤な副作用のサマリーテーブル）は従前の

EU 年次報告で求められていたもの、他は既存の米国年次報告で求められている情報である。治験依頼者

は DSUR を作成する際に、提出予定の各国規制を確認し、どのような追加データ・情報が求められており、

また、そのデータを収集すべき対象となる臨床試験を特定する必要がある。 

 

⑤安全性総合評価（第 18 項） 

DSUR の第 18～20 項は安全性の分析・評価に当てられており、DSUR の核となるパートである。第 18 項の

「安全性評価」では 1 年間の評価期間に得られた全ての関連する安全性情報をこれまでに知られていた当

該治験薬の情報と比較し、簡潔かつ包括的に評価することが求められている。また、これが臨床試験の被

験者及び臨床開発計画にとってどのような意味を有するかを述べる。本項の評価はリスク分析のみではな

く、累積安全性データから特定されたリスクと期待される有効性/ベネフィットのバランスについて簡潔に述

べる。 

 

⑥重要なリスクの要約（第 19 項） 

本項の「重要なリスクの要約」は DSUR で新たに追加されたコンセプトで、当該治験薬に関する重要な確立

したリスク、潜在的リスクに関する累積情報をリスク毎に簡潔に示す。ここでいう「重要なリスク」とは市販後

の製品情報で禁忌、警告、重大な基本的注意等につながるおそれのあるリスクが該当する。ここにあげら

れた各リスクを毎年 DSUR 作成時に再評価し、最新の情報に基づく所見を示すこととされている。本項は叙

述形式又は表形式で記載することとされており、DSUR ガイドラインには両方の例が提示されている。 
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リスク 非臨床データ 臨床データ 措置 

腎毒性＊ ラットとウサギにそれぞ

れ 20mg/kg/日と

60mg/kg/日の用量で腎

毒性が認められた。 

薬剤Zは、アミノグリコシドと構造

的に類似した系統薬のパラアミ

ノグリコシドであり、腎毒性があ

ることがわかっている。 

 

第 I 相試験：健康被験者にクレア

チニン増加と蛋白尿があったた

め、それ以降の開発から 100mg

の用量が中止された。 

（以下、略） 

第 III 相試験で血清クレ

アチニン、eGFR、血中尿

素窒素、尿検査をベース

ライン、1、4、12、48週目

にモニターする。 

ディップスティック法で 2

＋以上の蛋白尿を発現

した被験者に 24 時間蓄

尿による尿蛋白排泄量

測定検査を行う。 

 

上記はガイドラインに掲載された第 19 項の表形式の例で、表はリスク、非臨床データ、臨床データ、そして

措置に分割されている。サンプルとなる治験薬は現在第 III 相臨床試験中という想定で、腎毒性が新たにリ

スクとして考えられた。腎毒性にアステリスクが付記されているのは、今回のDSURで新たに追記されたリス

クを意味している。本治験薬の腎毒性に関連するデータとして、非臨床データ欄にラット、ウサギで腎毒性

所見が認められたこと、臨床データ欄には同クラスの薬剤 Z で腎毒性が知られていること、また、本治験薬

の第 I 相試験、第 II 相試験でそれぞれ認められた腎機能関連データが記載されている。｢措置｣の欄には現

在実施中の第 III 相試験の治験実施計画書で設定されている関連検査項目と頻度、および、異常値が認め

られた被験者に対しては更なる追加検査が実施されることが記載されている。 

 

このような情報が DSUR の中に累積で掲載されることにより、臨床開発期間を通じて治験依頼者が当該治

験薬のリスクをどのようにとらえ、データを収集・評価し、安全対策を講じてきたかを確認することが可能に

なる。これはまさに ICH E2E「ファーマコビジランスプラン｣等で示されている市販後のリスクマネジメントの考

え方と一致しており、本ガイドラインにおいても本項（第 19項）は E2Eでいう安全性検討事項の基礎になると

謳われている。 

 

⑦結論（第 20 項） 

DSUR の最終項となる本項では、この 1 年間で入手した情報が、これまでに知られた治験薬の有効性と安

全性のプロファイルに対してもたらした変化に言及しながら、簡潔に結論を述べることとなっている。特に、

新たに生じた安全性の問題については、これに対処するために治験依頼者が講じた又は予定している安全

確保措置についての記述が求められる。 

 

 

3-4 DSUR の国内への導入 

 

先に述べた通り、ICH DSUR ガイドラインの合意を受け、国内では 2012 年 12 月 28 日に ICH DSUR ガイドラ

インの和訳にあたる「治験安全性最新報告について（以下、DSUR通知）」（薬食審査発 1228第 1号）および、

従来の 6 か月定期報告から DSUR を含む年次報告への切換えに関する「薬事法施行規則等の一部を改正

する省令の施行に関する留意事項について（以下、DSUR 運用通知）」（薬食審査発 1228 第 11 号）が 1 年
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半の切換え猶予期間付きで発効された。本通知により、2014 年 7 月 1 日以降、データロックが発生する治

験薬については全て年次報告で対応することとされた。 

 

DSUR 通知については、ICH E2F ガイドラインの和訳であり、国内発効にあたって特に加筆・修正された個

所はない。DSUR の国内の導入にあたっての特記事項はすべて DSUR 運用通知にまとめられている。特に、

DSUR 運用通知の別添「年次報告作成上の留意点」の「３．DSUR の作成について」には ICH E2F ガイドラ

インに基づいて作成された DSUR を国内規制当局へ提出に用いるにあたって、国内臨床試験の実施状況

に照らして補足が必要と考えられる事項について記載されている。以下に主な点を記載する。 

 

①安全性参照情報について 

本稿の 3.3.2(6)に記載した通り、DSUR で安全性プロファイルの変化の有無を検討する基になる根拠情報が

安全性参照情報（RSI）であり、RSI は治験薬概要書とされている。外国企業からの導入品等を国内で開発

している場合には、DSURについても外国企業が作成するものを共有し国内提出に用いることが想定される。

この際に外国企業と国内治験依頼者が用いる治験薬概要書が必ずしも一致しているとは限らないが、

DSUR の運用の点からすると、「当該治験薬の安全性プロファイル」の解釈が両文書間で一致していればよ

く、言語、文書構成の違い、改訂タイミングの多少のズレ等については大きな問題とはならないと考えられ

る。外国と国内で使用されている治験薬概要書で「当該治験薬の安全性プロファイル」の解釈について相違

が発生している場合（例：国内外で開発中の剤型・適応症等の違いにより、治験薬概要書での注意喚起の

内容に相違がある場合等）はこれを治験安全性最新報告概要またはその別紙に記載し、当該 DSUR で評

価・考察されている治験薬の安全性プロファイル及び安全確保措置と、国内臨床開発の対応の違いについ

て簡潔に述べる必要がある。 

 

②調査対象期間中に継続又は終了した臨床試験の状況、推定累積使用者数 

原則として治験依頼者が実施する臨床試験の実施状況および、当該試験での累積使用者数を記載する。

同一有効成分について別の治験依頼者が実施する臨床試験（例：医師主導の臨床試験等）については、こ

れらの項のデータ・情報には含めない。なお、平成 25年 7月 1日付事務連絡「治験副作用等症例の定期報

告に関する質疑応答集（Q&A）について」にて、DSUR 運用通知の別紙様式２の「国内重篤副作用等症例の

発現状況一覧」については、自ら行った治験以外の治験（医師主導治験を含む）から報告された国内で発

現した重篤な副作用等症例の情報を記載することとなっている点に注意する必要がある。 

 

③ラインリスト及びサマリーテーブルのデータ 

致死的またはその他何らかの重篤な転帰が有効性の主要評価指標となるような臨床試験では、治験依頼

者と規制当局との間であらかじめ取り決めをして、これらの事象を通常の緊急報告の対象とはしないことを

合意する必要がある。国際共同治験等に日本から参加する際に、規制当局との相談の結果、これらの事象

の取り扱いについて外国と国内で異なる指導がなされる場合がある。このような場合、日本国内では規制

当局等へ副作用報告を行っていたとしても、外国の基準で作成される DSUR にはそれらの事象が副作用個

別症例としては重篤副作用のラインリストや重篤有害事象のサマリーテーブルに掲載されないことが想定さ

れる。このような条件においては、国内で収集した重篤有害事象／副作用に懸念すべき安全性情報が認め

られたときは、これを治験安全性最新情報概要に記載する必要がある。なお、このような臨床試験において
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は、有効性・安全性のデータは独立データモニタリング委員会等で治験期間を通じて適切に評価されること

が期待される。有効性の主要評価指標となるような事象の発現に関連し安全性上の懸念事項があった場

合は、これらの第三者委員会で適切にレビューされ、必要に応じてその結果を DSUR の「3.3 安全性上の

理由で調査対象期間内に実施された措置について」の項に反映させることは重要である。 

 

 

3-5 DSUR の企業への導入 

 

DSUR の企業への導入にあたって、まず留意すべきは、DSUR 作成には企業内の多部門横断的な協力が

必須であるという点である。タイトルこそ「Safety Update Report」とされているものの、DSUR には当該治験

薬の過去一年間の臨床開発活動に関わるさまざまな情報・データを掲載する必要があり、またこれに基づ

き、治験薬の安全性プロファイル及びベネフィットリスクバランスの変化、治験中の新たな安全対策等につ

いて包括的な分析・評価が求められている。DSUR が初めて提案された CIOMS VI レポートにおいては、臨

床試験中の安全性情報に関する系統的取り組みとして、部門横断的な安全性管理チーム（Safety 

Management Team）の設立が提案されているが、DSUR の安全性評価もこのような、安全性情報をレビュー、

評価、分析することに責任を持つ部門横断的なチームによって検討されることが理想的と考える。 

 

次に考慮すべきは、DSUR 作成に必要なデータ及び情報の継続的な管理である。DSUR はデータロックから

60暦日以内に提出されることとされており、限られた期日内にデータ収集、ドラフティング、評価、QC等を完

了しなければならない。DSUR の提出先の規制に従い DSUR に提出すべきデータ・情報を特定し、この情報

源と管理担当部門を指定して期日内に必要な情報が収集できる体制を整える必要がある。 

また、共同開発会社、国内外のライセンスパートナーが存在する場合は、これらの企業等との安全性情報

交換覚書の見直しを行い、DSUR作成に必要なデータ・情報の交換及び、DSUR作成・報告の責任を明確に

することも忘れてはならない。外国のライセンスパートナーが作成した DSUR を添付して国内で年次報告す

る場合、当該 DSUR のエグゼクティブサマリーを基に治験安全性最新報告概要（別紙様式 1）を作成し、国

内重篤副作用等症例の発現状況一覧（別紙様式 2）を準備した上、当該 DSUR を添付して提出する。なお、

外国からの導入品を国内で後追いで開発するような場合、すでに外国のライセンスパートナーでは臨床開

発プログラムが完了しており、DSUR が作成されていないようなケースも考えられる。この場合は、当該パー

トナー会社と DSUR の作成責務について十分に検討する必要があるが、その結果、国内の企業（治験依頼

者）が国内の開発プログラムの状況に限定して DSUR を作成することになった場合はガイドラインの一般原

則の記載に従い、独立した DSUR を作成した根拠を報告書中に記載する（3-3-2(4) 複数の治験依頼者が

存在する場合の責任）。この場合であっても、当該パートナー企業との安全性情報の共有を適切に行い、

「11.市販後の使用経験に基づく安全性情報」等の項に外国で市販後に得られた安全性所見を DSUR に反

映させること。 

 

留意点の最後は、DSUR と他の治験関連文書との関係である。DSUR で治験薬の安全性プロファイルの変

化をレビューするにあたり、治験薬概要書(又はDCSI)が RSIとなるが、レビューの結果、治験薬概要書の改

訂が必要となる可能性もあることから、DSUR による安全性包括評価のタイミングと治験薬概要書の改訂時

期を効率的に作業できるよう設定する必要がある。また、承認取得後に臨床開発が継続する場合、DSUR

と PSUR（PBRER）の作成、レビュー方針についても、社内で事前に検討する必要がある。 
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3-6 結語 

 

DSUR はグローバルに臨床開発を実施する企業にとって、欧米の年次報告が一本化されるという点では実

用的なガイドラインの導入であったと考えられる。一方、包括的な治験薬の年次報告制度が存在しなかった

わが国において、DSUR の導入は企業にとって大きなチャレンジになることと考える。被験者の保護を第一

に、治験薬のリスクの早期発見と適切な安全対策導入を検討していくには、臨床開発期間を通じて系統だ

ったデータ・情報の収集および評価が必要となってくる。今後、DSUR 作成体制の検討をきっかけとして、企

業内部門横断的な治験安全性管理システムの構築に繋がっていくことが期待される。 
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4 改正二課長通知に関する留意事項と補足 

 

平成 25 年 5 月 15 日付薬食審査発 0515 第 1 号・薬食安発 0515 第 1 号「市販後副作用等報告及び治験副

作用等報告について」（以下、「旧二課長通知 一部改正通知」という。）及び平成 25 年 9 月 17 日付薬食審

査発 0917 第 1 号・薬食安発 0917 第 2 号 「E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告及び治験

副作用等報告について」（以下、「新二課長通知」という。）の改正部分について、留意すべき事項を取り上

げ、これらを補足した。 

 

4-1 未承認対照薬等の取り扱い 

 

旧二課長通知 一部改正通知： 別添の4．（3）ウ．（ア） 

改正前 改正後 

＜該当なし＞ ⑦治験において国内未承認薬を対照薬、併用薬等として用いる場合、

治験成分記号やコード等の前に半角で「M_」を、また治験成分記号やコ

ード等の後ろに「_未承認薬の一般名」を記載して報告すること。 

例）治験成分記号ABC に対し、未承認対照薬X（一般薬A）及び未承認

併用薬 Y（一般名 B）を用いている場合未承認対照薬 X についての報告

は「M_ABC_A」、未承認併用薬 Y についての報告は、「M_ABC_B」として

報告する。 

新二課長通知： 別添の 4．（5）ウ．（ア） 

 ②治験において国内未承認薬を対照薬、併用薬等として用いる場合、

治験成分記号やコード等の前に半角で「M_」を、また治験成分記号等の

後ろに「_未承認薬の一般名」を記載して報告すること。 

例）治験成分記号ABC に対し、未承認対照薬X（一般薬A）及び未承認

併用薬 Y（一般名 B）を用いている場合未承認対照薬 X についての報告

は「M_ABC_A」、未承認併用薬 Y についての報告は、「M_ABC_B」として

報告する。 

 

これまで国内未承認対照薬、併用薬等が治験で使用される場合の安全性情報の取り扱いについては、規

制当局からの通知に示されたことはない。しかしながら、実際には、治験に国内未承認対照薬、併用薬等を

使用する場合は、治験依頼者は、当該治験でのこれらの安全性情報の規制当局と治験実施医療機関への

対応をまとめた念書（自由書式）を作成し、事前に規制当局と合意する必要がある。 

治験依頼者は、念書に基づき、規制当局へ当該未承認対照薬、併用薬等に係る重篤な副作用等症例を連

絡するときには、便宜上の治験成分記号を用いて、「市販後副作用等報告及び治験副作用等報告につい

て」（平成 18 年 3 月 31 日付薬食審査発第 0331022 号・薬食安発第 0331009 号）に定める SGML ファイルを

提出する。 

本通知では、上記の治験における国内未承認対照薬、併用薬等の運用のうち、規制当局へ連絡する際の

便宜上の治験成分記号の付け方を初めて通知として定義した。しかしながら、本通知では示されていない、

国内未承認対照薬、併用薬等の運用（念書による事前の規制当局との合意）については、治験依頼者が個

別に規制当局（厚生労働省医薬食品局審査管理課）へ確認の上、適切に対応する必要がある点に留意す

ること（念書対応については後述する内容を参照）。 
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＜留意事項と補足＞ 

1) 治験において使用される対照薬、併用薬等が以下に該当する場合、国内未承認薬としての対応を求

められている。 

 当該有効成分が国内未承認の場合 

 当該有効成分は国内既承認だが、含量、用法・用量、適応症等について国内の承認範囲外で用

いる場合 

 当該有効成分は国内既承認、かつ含量、用法・用量、適応症等について国内の承認範囲内で用

いるが、海外市場で購入又は海外より輸入して用いる場合 （これまでの経験では、国内市販製

剤と、処方・刻印・包装形態等が同一であっても、未承認対照薬、併用薬等とみなされた事例があ

る。） 

2) 「対照薬、併用薬等」とは、対照薬、併用薬以外にも、プロトコールで使用を規定する副作用軽減のた

めの前投与薬、レスキュー薬、体内診断薬等を含む。 

3) 未承認対照薬/併用薬の治験成分記号は、当該治験の対象成分の治験成分記号やコード等の前に半

角で「M_」を、また治験成分記号やコード等の後に「_未承認薬の一般名」を記載する。ここでの一般名

は INN等の英数表示とし、通常の一般名（B.4.k.2.2）の入力ルールには因らず、治験依頼者で随意決定

して良い。 

4) 一般名がない、未定又は 70AN を超える（ワクチン等）場合、「M_治験成分記号_任意の記載」で対応す

る。 

5) 平成 25年 5月 15日より前に、念書において、国内未承認対照薬を T_、国内未承認併用薬をH_と治験

成分記号を取り決めている場合は、取り扱いを変更する必要はない。ただし、本通知に基づき、国内未

承認薬の治験成分記号を変更する場合は、審査管理課と相談すること。 

 

[補足 1] 

国内未承認対照薬、併用薬等の治験成分記号は治験依頼者で決定したのち、個別症例報告においては、

以下のように出力される。 

B.4.k.2.1 及び J.11：治験成分記号を入力 

B.4.k.2.2：未承認対照薬等の一般名を通常ルールに従い入力（JAN、JAN がない場合は INN） 

 

[補足 2] 

国内未承認対照薬、併用薬等の安全性情報の規制当局への連絡対象については、規制当局との個別の

合意に基づく。 

以下に参考として、これまでの経験に基づく一般的な対応を記載するが、本対応は薬事法規制外の措置で

あり、統一された基準は存在しない。当該国内未承認薬の背景条件等の違いから、さまざまな事例がある

ことに留意すること。また、以下に示す以外の対応が適当であると判断できる場合についても、規制当局と

協議し対応を決定すること。 

 

一般的な連絡対象は、以下のとおりであり、本資料作成までにこれ以上の対応を求められた経験はない。 

（以下、「被験薬」を併用薬、対照薬等と読み替える）。 
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 薬事法施行規則第 273 条第 1 項第 1 号イ及びロ（未知・死亡／死亡のおそれ）、並びに第 2 号イ及び

ロ（未知・その他重篤、既知・死亡／死亡のおそれ）の規定に準じるもの 

 薬事法施行規則第 273 条第 1 項第 2 号ハ（外国での措置報告）に準じるもの 

 

副作用・感染症症例報告については、通常、国内未承認対照薬、併用薬等を用いる当該治験を情報源とす

る症例が対象となる。 

なお、当該未承認対照薬、併用薬等が、海外市場で購入又は海外より輸入した国内既承認有効成分の自

社製品である場合、当該治験を情報源とする外国症例について、薬事法第 77 条の 4 の 2 第 1 項の規定基

づき報告された製造販売後の安全性情報を活用することが許容された事例がある。 

 

[補足 3] 

機構への連絡時期は、通常、薬事法施行規則第 273 条第 1 号（7 日）及び第 2 号（15 日）に準じる。 

ただし、これまでの経験では、同一有効成分の国内市販製剤との相違の程度が軽度と考えられる（包装形

態の相違等）場合に、1～3 ヵ月以内の連絡期限を規制当局と合意した事例がある。 

 

[補足 4] 

治験実施医療機関への情報提供についても、規制当局との個別の合意に基づく。 

これまでの経験では、一般的に、国内未承認対照薬、併用薬等を用いる当該治験に参加する国内治験実

施医療機関を対象として、機構への連絡内容及び GCP に準じた内容を提供する。 

 

 

4-2 特殊な報告対象（対象疾患悪化等）の取り扱い 

 

旧二課長通知 一部改正通知：  

別添の7．（3）イ．特殊な報告対象の取扱い （ア）対象疾患の悪化等の場合の取扱い 

改正前 改正後 

①致死的又はその他何らかの重篤な転帰を有効性の

主要評価指標とする治験においては、重篤な有害事

象のうち、疾患に関連する事象として取扱い、通常の

緊急報告の対象とはしない事象としてあらかじめ治験

の依頼をした者と機構審査管理部審査企画課との間

で取り決めたものに限り、緊急報告対象外とする。 

①致死的又はその他何らかの重篤な転帰を有効性の

評価指標とする治験においては、重篤な有害事象のう

ち、対象疾患の悪化等との鑑別が医学的に困難な有

害事象については、データモニタリング委員会が設置

されている場合に限り、疾患に関連する事象として取り

扱い、通常の緊急報告の対象とはしない事象として、

緊急報告対象外とする。ただし、そのような重篤な転帰

に至るリスクを被験薬が高める可能性があるとデータ

モニタリング委員会が集積されたデータに基づき判断

した場合には、速やかに報告すること。 

新二課長通知： 別添の 8．（3）イ．特殊な報告対象の取扱い （ア）対象疾患の悪化等の場合の取扱い 

 ①＜変更なし＞ 
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旧二課長通知 一部改正通知： 別添の7．（3）イ．特殊な報告対象の取扱い （ア）対象疾患の悪化等の取扱い 

改正前 改正後 

②取り決めに関する提出書類として下記の内容を記載

した文書を作成し、機構審査管理部審査企画課に連

絡すること。 

 

1）当該治験薬の概要（予定される効能又は効果、作用

機序、国内及び外国における開発状況等） 

2）対象となる治験計画の概要（国内で実施する治験の

場合は、届出回数、届出日又は届出予定日も記載す

る。） 

3）疾患に関連する事象として取り扱う事象の範囲及び

設定範囲の根拠 

4）外国の規制当局と同様な取り決めをしている場合に

は、その内容 

②治験計画届出書を提出する際に以下の内容を含む

文書を提出すること。なお、これらの事項について治験

実施計画書等に記載されている場合には、新たに文

書を作成する必要はない。 

1）当該治験薬の概要（予定される効能又は効果、作用

機序、国内及び外国における開発状況等） 

2）対象となる治験計画の概要（国内で実施する治験の

場合は、届出回数、届出日又は届出予定日も記載す

る。） 

3）疾患に関連する事象として取り扱う事象の範囲及び

設定範囲の根拠 

4）外国の規制当局と同様な取り決めをしている場合に

は、その内容 

5）データモニタリング委員会の役割等 

新二課長通知： 別添の 8．（3）イ．特殊な報告対象の取扱い （ア）対象疾患の悪化等の取扱い 

 ②＜変更なし＞ 

 

 

＜留意事項と補足＞ 

1) データモニタリング委員会の設置については、「データモニタリング委員会に関するガイドライン」（平成

25年4月4日付薬食審査発0404 第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）が示されている。 

2) 通常の緊急報告の対象外とすることができる有効性の評価指標は、「主要」に限定されるものではない

が、通常の緊急報告の対象としない全ての事象が、データモニタリング委員会により、適切に評価され、

治験依頼者に対し適切な助言・勧告が行われる必要がある。 

3) 本通知に基づき、特定の有害事象を通常の緊急報告の対象としない場合であっても、そのような重篤

な転帰に至るリスクを被験薬が高める可能性があるとデータモニタリング委員会より勧告を受けた場合

には、緊急報告が必要となる。その場合には、研究又は措置報告等の適切な形式で速やかに報告す

ること。例えば、勧告結果を受けて何らかの措置を試験に対して実施した場合には措置報告をした事

例がある。 
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4-3 治験国内管理人による一変治験時の外国副作用等症例報告 

 

旧二課長通知 一部改正通知： 別添の7．（3） 

改正前 改正後 

＜該当なし＞ オ．既に国内で承認されている医薬品について、当該

医薬品の承認取得者以外の者が治験国内管理人とな

り効能・効果及び用法・用量の一部変更申請のための

治験を実施する場合であって、両者の間で適切に情報

を共有するときは、承認取得者が外国副作用等症例

報告を届け出ることで差し支えないこと。ただし、あら

かじめ治験依頼者と承認取得者の間で、外国副作用

等症例報告の報告及び情報共有に関する事項につい

て取り決めた文書を作成し、機構審査マネジメント部審

査企画課へ提出すること。 

この場合、治験依頼者は治験計画届、治験計画変更

届、治験中止届及び治験終了届の備考欄に当該被験

薬の承認番号を記載すること。承認取得者は当該医

薬品について市販後副作用等報告を行う際に

「B.4.k.19 医薬品に関するその他の情報」の欄に半角

英字で「TIKEN」と入力すること。 

新二課長通知： 別添の 8．（3） 

 オ．＜変更なし＞ 

注）E2B(R3)において、「医薬品に関するその他の情

報」は G.k.11 となる。 

 

＜留意事項と補足＞ 

1) あらかじめ機構審査マネジメント部審査企画課へ提出する文書は、治験国内管理人（治験依頼者）及

び当該医薬品の国内の承認取得者の両者連名による機構理事長宛の念書とし、「外国副作用等症例

報告を承認取得者が行う旨」及び「治験実施医療機関へは、治験依頼者が適切に外国副作用等症例

報告を含めて伝達する旨」を記載すること。 

2) 年次報告*については、両者が共有している情報に基づいて、外国副作用等症例報告の情報も含め、

治験依頼者が適切に報告書を提出すること。治験実施医療機関への安全性情報の提供については、

治験依頼者が外国副作用等症例報告を含め、GCP 第 20 条に従って適切に伝達すること。 

 

＜事例＞ 

被験薬 A について、企業 X が国内治験薬管理人（治験依頼者）となり、承認取得者が企業 Y である場合 

 企業 X と企業 Y は、連名であらかじめ念書を提出する。 

 企業Xは、治験計画届書、治験計画変更届書、治験中止届書及び治験終了届書の備考欄に被験薬A

の承認番号を記載する。 

 企業 Y は外国症例について市販後副作用等報告を行い、N.4.k.19 に「TIKEN」と入力する。 

 企業 X は、両者間で共有している情報も踏まえて年次報告*を適切に提出する。 

 企業 X は、外国症例も含めて治験医療機関への安全性情報の伝達を行う。 

 

*: 平成 26 年 6 月 30 日までは半年ごとの定期報告としてよい。 
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4-4 企業主導治験・医師主導治験を同時に行う場合の国内副作用等症例報告 

 

旧二課長通知 一部改正通知： 別添の7．（3） 

改正前 改正後 

＜該当なし＞ カ．国内で当該被験薬について異なる治験依頼者又

は自ら治験を実施する者により複数の治験が実施され

ている場合には、各々の治験に係る国内副作用等症

例報告を規制当局へ届け出ることで差し支えないこ

と。ただし、その場合にあっても、両者の間で適切に情

報を共有すること。 

新二課長通知： 別添の 8．（3） 

 カ．＜変更なし＞ 

 

 

＜留意事項と補足＞ 

1) 国内で同一治験薬について、複数の治験依頼者が治験を実施している場合（企業治験及び医師主導

治験等）、それぞれの国内臨床試験で報告された副作用等症例報告を、複数の治験依頼者が重複し

て PMDA に報告する必要はない。 

2) 年次報告*については、企業治験が同時期に行われていない場合のみ、自ら治験を実施する者が保有

している情報に基づいて作成し、提出する。 

3) 治験実施施設への安全性情報の提供については、両者が共有している情報に基づいて、各々が適切

に伝達すること。 

 

＜事例＞ 

被験薬 A について、企業 X が国内治験 a を実施しており、同時に自ら治験を実施する者 Z が国内治験 b を

実施している場合 

 企業 X は、国内治験 a において発現した国内副作用等報告を行う。 

 自ら治験を実施する者 Z は、国内治験 b において発現した国内副作用等報告を行う。 

 企業Xと自ら治験を実施する者は、両者間の協議により、共有している情報も踏まえて、安全性情報を

治験実施施設へと伝達する。 

 

*: 平成 26 年 6 月 30 日までは半年ごとの定期報告としてよい。 
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4-5 外国措置報告提出先に関する記載整備 

 

旧二課長通知 一部改正通知： 別添の7．（3）ア 

改正前 改正後 

既に国内で承認されている医薬品であって、かつ承認

事項の一部変更等の申請のための治験を実施中又は

当該薬物に係る治験をすべて終了し、承認事項の一

部変更等を申請準備中若しくは申請中の場合におい

て、治験又は申請の内容に影響を及すと考えられる措

置等が国内で市販されている 

同一成分の医薬品に対してなされた場合、直ちに、外

国措置報告を報告期限内に機構安全部に報告するこ

と。（以下略） 

既に国内で承認されている医薬品であって、かつ承認

事項の一部変更等の申請のための治験を実施中又は

当該薬物に係る治験をすべて終了し、承認事項の一

部変更等を申請準備中若しくは申請中の場合におい

て、治験又は申請の内容に影響を及ぼすと考えられる

措置等が国内で市販されている同一成分の医薬品に

対してなされた場合、直ちに、外国措置報告を報告期

限内に報告すること。（以下略） 

新二課長通知： 別添の 8．（3）ア 

 ＜変更なし＞ 

 

 

＜留意事項と補足＞ 

本改訂は記載の整備であり、取り扱いに変更はない。 

 

 

4-6 共同開発時の副作用等報告に関する記載整備 

 

旧二課長通知 一部改正通知： 別添の7．（3）エ 

改正前 改正後 

報告は治験成分記号ごとに行うこと。また、複数の被

験薬を併用する場合であって、それぞれが被疑薬の場

合は、その被験薬の成分ごと（又は治験成分記号ご

と）に行うこと。共同開発を行っている場合は、共同開

発会社ごとに報告を行うこと。 

報告は治験成分記号ごとに行うこと。また、複数の被

験薬を併用する場合であって、それぞれが被疑薬の場

合は、その被験薬の成分ごと（又は治験成分記号ご

と）に行うこと。 

新二課長通知： 別添の8．（3）エ 

 ＜変更なし＞ 

 

 

＜留意事項と補足＞ 

1) 従来通り、共同開発を行っている場合においては、共同開発会社ごとに「市販後副作用等報告及び治

験副作用等報告について」（平成 18 年 3 月 31 日付薬食審査発第 0331022 号・薬食安発第 0331009

号）に定める SGML ファイルを提出しなければならない。 

2) 本改訂は、副作用報告等が電子化された現状を鑑み、あえて記載しておく必要性がないと判断された

ため、記載整備されたものである。 
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4-7 開発の再開時提出書類 

 

旧二課長通知 一部改正通知： 別添の 7．（3）ウ(ウ) 新二課長通知： 別添の 8．（3）ウ(ウ) 

開発の再開に伴う副作用等の報告を再開するに際し

て、下記の内容を記載した文書を作成し、機構審査マ

ネジメント部審査企画課に提出すること。 

 

①標題は「治験薬副作用・感染症症例報告留保解除

申出書」とする。 

②７．（３）ウ．（イ）②に準じた内容（ただし、６）及び７）

を除く。） 

③留保期間中に収集した報告対象の症例報告内容の

一覧表（性別、年齢、副作用・感染症名、重篤性、既

知・未知、転帰、原疾患、発現国等を記載したもの） 

④留保期間中に収集した情報に基づいて作成された

治験薬概要書又は治験実施計画書及び申請資料概

要の改訂部分又は対応部分 

開発を再開する場合には、留保を解除し、副作用等報

告を再開すること。その際には以下の内容を記載した

文書を作成し、機構審査マネジメント部審査企画課に

提出すること。 

①標題は「治験薬副作用・感染症症例報告留保解除

申出書」とし、留保した理由、留保期間及び留保を解

除する理由を記載すること。 

②「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行

に関する留意事項について」（平成 24 年 12 月 28 日

付薬食審査発第 1228 第 11 号厚生労働省医薬食品

局審査管理課長通知）の別紙様式１、別紙様式２及び

治験安全性最新報告（ＤＳＵＲ）を提出すること。 

③留保期間中に収集した情報に基づいて作成された

治験薬概要書又は治験実施計画書及び申請資料概

要の改訂部分又は対応部分 

 

＜留意事項と補足＞ 

1) 本部会資料「2 規制当局への年次報告に関する留意事項と補足」の「2-5報告留保届時及び留保解除

時の対応」の項参照。 

 

 

4-8 盲検に関する用語の記載整備 

 

注）新二課長通知では、盲検下にある症例の取り扱いに関する規定は大幅に削除され、平成 25 年 9 月 17

日付薬機審マ発 0917001号・薬機安一発 0917001号・薬機安二発 0917001号 「市販後副作用等報告及び

治験副作用等報告の留意点について」において規定された。 

 

旧二課長通知 一部改正通知： 別添の4．（3）ウ．（ア） 

改正前 改正後 

⑥二重盲検による報告のうち開鍵されていない場合

は、治験成分記号やコード等の前に「B_」を記載し、被

験薬であることが判明した場合は「B_」を削除して追加

報告を行い、対照薬であることが判明した場合は取下

げ報告を行うこと。なお、対照薬等の一般的名称及び

投与量等を「J.10」に記載すること。 

⑥二重盲検による報告のうち盲検解除されていない場

合は、治験成分記号やコード等の前に「B_」を記載し、

被験薬であることが判明した場合は「B_」を削除して追

加報告を行い、対照薬であることが判明した場合は取

下げ報告を行うこと。なお、対照薬等の一般的名称及

び投与量等を「J.10」に記載すること。 

 

旧二課長通知 一部改正通知： 別添の4．（3）ウ．（イ） 

改正前 改正後 

⑥二重盲検による報告のうち開鍵されていない場合

は、一般的名称の前に「B_」を記載し、被験薬であるこ

とが判明した場合は、「B_」を削除して追加報告を行

い、対照薬であることが判明した場合は取下げ報告を

行うこと。なお、対照薬等の一般的名称及び投与量等

を「J.10」に記載すること。 

⑥二重盲検による報告のうち盲検解除されていない場

合は、一般的名称の前に半角で「B_」を記載し、被験薬

であることが判明した場合は、「B_」を削除して追加報

告を行い、対照薬であることが判明した場合は取下げ

報告を行うこと。なお、対照薬等の一般的名称及び投

与量等を「J.10」に記載すること。 
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旧二課長通知 一部改正通知： 別添の7．（3） 

改正前 改正後 

オ．ブラインド症例の取扱い 

（ア）キーコードを開鍵しない、あるいは開鍵日までに

日数のかかる場合 

①やむを得ず当該被験者のキーコードをすぐに開鍵で

きない場合には、盲検下でも当該副作用等の発現に

関する第一報を、キーコードを開鍵できない理由と共

に報告する。開鍵できない理由は「B.5.4 送信者の意

見」に記載すること。 

なお、盲検下にて報告する場合には、「J.11 治験成分

記号」には治験計画届書に記載の成分記号を記載し、

「J.10 その他参考事項等」に対照薬等の一般的名称、

投与量等の情報を記載し、「B.4.k.2.1 医薬品販売名」

及び「B.4.k.2.2 活性物質の一般名」には、治験成分記

号やコード等の前に「B_」を記載して報告すること。 

キ．盲検下にある症例の取扱い 

（ア）割り付けをしない、あるいは盲検解除までに日数

のかかる場合 

①やむを得ず当該被験者の割り付け情報を直ちに明

らかにできない場合には、盲検下でも当該副作用等の

発現に関する第一報を、盲検解除を行えない理由と共

に報告する。盲検解除を行えない理由は「B.5.4 送信

者の意見」に記載すること。 

なお、盲検下にて報告する場合には、「J.11 治験成分

記号」には治験計画届書に記載の成分記号を記載し、

「J.10 その他参考事項等」に対照薬等の一般的名称、

投与量等の情報を記載し、「B.4.k.2.1 医薬品販売名」

及び「B.4.k.2.2 活性物質の一般名」には、治験成分記

号やコード等の前に「B_」を記載して報告すること。 

 
旧二課長通知 一部改正通知： 別添の7．（3） 

改正前 改正後 

②開鍵後、被験薬によるものであったことが判明した

場合は、報告企業は「B_」を削除して追加報告を行うこ

と。 

②盲検解除後、被験薬によるものであったことが判明

した場合は、報告企業は「B_」を削除して追加報告を行

うこと。 

 
旧二課長通知 一部改正通知： 別添の7．（3） 

改正前 改正後 

③開鍵後、対照薬によるものであったことが判明した

場合は、報告企業は対照薬によるものであった旨の

「取下げ報告」を行うこと。また、治験依頼者は対照薬

提供会社に情報の提供を行い、対照薬提供会社は

「市販後副作用等報告」として当該副作用等症例を報

告する。 なお、対照薬の副作用等報告をもって被験

薬の「予測できる」副作用とはしない。 

③盲検解除後、対照薬によるものであったことが判明

した場合は、報告企業は対照薬によるものであった旨

の「取下げ報告」を行うこと。また、治験依頼者は対照

薬提供会社に情報の提供を行い、対照薬提供会社は

「市販後副作用等報告」として当該副作用等症例を報

告する。 なお、対照薬の副作用等報告をもって被験

薬の「予測できる」副作用とはしない。 

 
旧二課長通知 一部改正通知： 別添の7．（3） 

改正前 改正後 

（イ）ブラインド症例で、第一報報告時に対照薬である

ことが既に判明している場合（国内治験症例のみ） 

治験依頼者は対照薬提供会社に情報の提供を行い、

対照薬提供会社が「市販後副作用等報告」として当該

副作用等症例を報告する。また、治験依頼者は対照薬

によるものであった旨を機構審査管理部審査企画課に

連絡する。その際、当該症例の内容を把握するために

治験局長通知別紙様式を用いて必要な事項（治験依

頼者の意見や治験への対応等）を書面にて連絡するこ

とが望ましい。また、対照薬提供会社が報告した「市販

後副作用等報告」の識別番号については別途機構審

査管理部審査企画課へ連絡すること。 

（イ）盲検下にある症例で、第一報報告時に対照薬で

あることが既に判明している場合（国内治験症例のみ） 

治験依頼者は対照薬提供会社に情報の提供を行い、

対照薬提供会社が「市販後副作用等報告」として当該

副作用等症例を報告する。また、治験依頼者は対照薬

によるものであった旨を機構審査マネジメント部審査

企画課に連絡する。その際、当該症例の内容を把握す

るために治験局長通知別紙様式を用いて必要な事項

（治験依頼者の意見や治験への対応等）を書面にて連

絡することが望ましい。また、対照薬提供会社が報告

した「市販後副作用等報告」の識別番号については別

途機構審査マネジメント部審査企画課へ連絡するこ

と。 

 

＜留意事項と補足＞ 

1) 本改訂は記載の整備及び言葉の補足を行ったものである。 
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2) 別添の 7．（3）キ．（ア）における、「割り付けをしない」とは「割り付け情報を明らかにしない」の意味であ

り、従来の取扱いに変更はない。 

 

 

4-9 報告提出先の記載整備 

 

旧二課長通知 一部改正通知： 別添の7．（3）イ.（イ） 

旧二課長通知 一部改正通知： 別添の7．（3）ウ 

改正前 改正後 

機構審査管理部審査企画課 

 

機構審査マネジメント部審査企画課 

 

＜留意事項と補足＞ 

本改訂は部門名に関する記載整備を行ったものである。 
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5 GCP 省令/ガイダンスの安全性情報関連事項に関する留意事項と補足 

 

GCP 省令及び GCP ガイダンスの中で治験の副作用等に関連する事項として、以下の事項を取り上げた。 

GCP 省令第 2 条 定義 第 20 項 （有害事象） 

第 20 項に関連する GCP ガイダンスの 10 項「有害事象」、及び 15 項（10）「副作用」 

GCP 省令第 20 条 （副作用情報等） 

第 20 条に関連する GCP ガイダンス 

 

 

5-1 有害事象と副作用の定義 

 

GCP 省令 

第 2 条 定義 

20 この省令において「有害事象」とは、治験薬又は製造販売後臨床試験薬を投与された被験者に生じたすべて

の疾病又はその徴候をいう。  

 

GCP ガイダンス 

第 2 条関連  10．有害事象について 

 10  第 20 項の「有害事象」とは、治験薬又は製造販売後臨床試験薬を投与された被験者に生じたすべての好

ましくない又は意図しない疾病又はその徴候（臨床検査値の異常を含む。）をいい、当該治験薬又は当該製造販

売後臨床試験薬との因果関係の有無は問わない。 

第 2 条関連  15．(10) 副作用について 

（10）「副作用」とは、 

治験薬（対照薬として用いられる市販薬を除く。）については以下のとおり： 

投与量にかかわらず、投与された治験薬に対するあらゆる有害で意図しない反応（臨床検査値の異常を含

む。）。すなわち、当該治験薬と有害事象との間の因果関係について、少なくとも合理的な可能性があり、因果関

係を否定できない反応を指す。因果関係の判定を行う際には、投与中止後の消失、投与再開後の再発、既に当

該被験薬又は類薬において因果関係が確立、交絡するリスク因子がない、曝露量・曝露期間との整合性があ

る、正確な既往歴の裏付けにより被験薬の関与がほぼ間違いなく説明可能、併用治療が原因である合理的な可

能性がみられない等を参考にすることができる。 

市販薬については以下のとおり： 

疾病の予防、診断、治療又は生理機能の調整のために用いられる通常の投与量範囲で投与された医薬品に対

するあらゆる有害で意図しない反応（臨床検査値の異常を含む。）。すなわち、当該医薬品と有害事象との間の

因果関係について、少なくとも合理的な可能性があり、因果関係を否定できない反応を指す。 

（なお、本基準においては、副作用という用語を、薬理作用の中で主作用に対する副作用を意味する英語の 

side effect ではなく、薬物有害反応 adverse drug reaction に対応する意味で用いている。）   

 

GCP 省令第 2 条に関する GCP ガイダンスで示された「副作用」の定義について以下に補足する。 

 

＜留意事項と補足＞ 

1) 「副作用」の用語の説明において、「因果関係の判定を行う際には、投与中止後の消失、投与再開後

の再発、既に当該被験薬又は類薬において因果関係が確立、交絡するリスク因子がない、曝露量・曝

露期間との整合性がある、正確な既往歴の裏付けにより被験薬の関与がほぼ間違いなく説明可能、

併用治療が原因である合理的な可能性がみられない等を参考にすることができる。」が追加された。 

 

本追加記載は、因果関係が否定できない反応、すなわち、因果関係に合理的な可能性があることを適
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切に判断するときの考え方を補足したものである。 

したがって、実施医療機関、依頼者が因果関係の判断を行う際に活用することが有益である。統一書

式の治験に関する「重篤な有害事象に関する報告書」（書式 12）、製造販売後臨床試験に関する「有害

事象に関する報告書」（書式 13）の因果関係欄における「否定できない/否定できる」については、上記

の追加記載で示す合理的な可能性の考え方を適用することができる。 

 

2) ただし、因果関係が否定される方向を助長するものではなく、あくまでも客観的に合理的な可能性があ

るかどうかを判断すべきである。 

また、個別症例の迅速な安全性情報対応は、発現症例によって当該治験の実施上の緊急な措置や対

応（例えば、投与中断/中止、事象に対する緊急処置、新規症例の登録中断など）を要するかどうかを

判断することが第一義であり、そのような状況を治験依頼者、実施医療機関、規制当局で速やかに共

有し、被験者の安全性を確保することが目的である。したがって、有害事象発現直後に因果関係の判

断に十分な情報が得られない場合であっても、治験薬との関連性が疑われ、治験の実施に影響をおよ

ぼし得る個別症例は「否定できない」事象として速やかに報告すべきである。 

 

3) 本追加記載は、CIOMS VIワーキンググループ*1が因果関係の合理的な可能性（Reasonable possibility）

を示すために整理した考え方を引用している。因果関係を判断するときにどれか一つの基準を選択す

るというものではなく、合致する事項が多ければ関連性のエビデンスが高くなることを意味する。 

 

4) 個別症例での因果関係は限られた情報を迅速に判断する必要がある。その際に、本追加記載で示さ

れた補足を参考に関連性を検討するとともに、重要なのは個別症例としては十分な関連性がみられな

かった事象を含めて、集積された安全性データ*2 に基づいて新たに合理的な可能性がみられる事象が

あるかどうかを評価することである。事象発現時の情報と集積された安全性情報によって、治験薬の安

全性プロファイルの継続的な評価が可能となる。 

 

＊1：CIOMS VI ワーキンググループ 

CIOMS (Council for International Organization of Medical Sciences：国際医学団体協議会)の

Working Group VI が 2005 年 4 月にまとめた「Management of Safety Information from Clinical 

Trials」 

 

＊2：集積された安全性データ 

DSUR運用通知では、「ICH E2Fガイドラインに基づく定期報告は、あくまでも、被験薬に係る包括

的な安全性情報を1年ごとに得るための報告であって、新たな安全性情報を提供する手段として

使用するものではない」としていることに留意する。ここで述べる集積された安全性データの評価

は、DSURの年次報告対応のことではなく、試験の実施状況に応じて適切に実施されるもの。 

 

  



49 

 

5-2 副作用情報等の医療機関伝達 

 

GCP 省令 

第 20 条 副作用情報等 

第 20 条 治験依頼者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必

要な情報を収集し、及び検討するとともに、実施医療機関の長に対し、これを提供しなければならない。  

 

2 治験依頼者は、被験薬について法第 80 条の 2 第 6 項に規定する事項を知ったときは、その発現症例一覧等

を当該被験薬ごとに、当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して 1 年ごとに、その期

間の満了後 3 月以内に治験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。 

 

3 治験依頼者は、前項に規定する事項のうち当該被験薬の治験薬概要書から予測できないものを知ったとき

は、直ちにその旨を治験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。 

 

4 治験依頼者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情

報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書及び治験薬概要書を改訂しなければならない。この場合におい

て、治験実施計画書の改訂について治験責任医師の同意を得なければならない。 

 

GCP ガイダンス 

第 20 条関連   

〈第 1 項〉 

1  治験依頼者は、治験薬の安全性を継続的に評価する責任を有する。 

 

2  治験依頼者は、被験者の安全に悪影響を及ぼし、治験の実施に影響を与え、又は治験継続に関する治験審

査委員会の承認を変更する可能性のある情報を、治験に関与するすべての治験責任医師、実施医療機関の長

に速やかに通知すること。 

 

〈第 2 項〉〈第 3 項〉 

1  治験依頼者は、被験薬について法第 80 条の 2 第 6 項の規定に基づく薬事法施行規則（昭和 36 年厚生省令

第 1号。以下「施行規則」という。）第 273条第 1項第 1号、同項第 2号イ及びロに掲げる副作用・感染症症例（以

下「副作用等症例」という。）並びに施行規則第 273 条第 1 項第 2 号イ（1）から（5）までに掲げる当該被験薬等の

副作用等症例であって治験薬概要書から予測できるものを知ったときは、その治験安全性最新報告概要及び国

内重篤副作用等症例の発現状況一覧等を当該被験薬ごとに、当該被験薬について初めて治験の計画を届け出

た日等から起算して 1 年ごとに、治験責任医師及び実施医療機関の長に通知すること。 

なお、その通知は、期間の満了後 3 月以内に行うこと。 

 

2 治験依頼者は、第 20 条第 2 項に規定する事項のうち当該被験薬の治験薬概要書から予測できないものを知

ったときは、直ちに治験責任医師及び実施医療機関の長に通知すること。 

なお、治験薬概要書から予測できる副作用等症例のうち規制当局より要請があったものについては、直ちに当

該副作用等症例を治験責任医師及び実施医療機関の長へ通知すること。 

 

3  通知するに当たっては、「治験中に得られる安全性情報の取り扱いについて」（平成 7 年 3 月 20 日付け薬審

第 227 号厚生省薬務局審査課長通知）、「個別症例安全性報告を伝送するためのデータ項目及びメッセージ仕

様について」（平成 13 年 3 月 30 日付け医薬安発第 39 号・医薬審発第 334 号厚生労働省医薬局安全対策課長・

審査管理課長通知）、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する治験副作用等報告について」（平成 16

年 3 月 30 日付け薬食発第 0330001 号厚生労働省医薬食品局長通知）、「市販後副作用等報告及び治験副作用

等報告について」（平成 18 年 3 月 31 日付け薬食審査発第 0331022 号・薬食安発第 0331009 号厚生労働省医薬

食品局審査管理課長・安全対策課長通知）、「治験副作用等報告に関する報告上の留意点等について」（平成

18 年 4 月 26 日付け薬食審査発第 0426001 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）、「薬物に係る治験に

関する副作用等の報告に係る薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等に関する留意事項について」

（平成 20 年 10 月 1 日付け薬食審査発第 1001005 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）、「薬事法施行
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規則等の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について」（平成 24 年 12 月 28 日付け薬食審査発

1228011号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）等を参照のこと（通知すべき副作用等の範囲及び取扱い

については施行規則第 273 条第 1 項の定めによること。）。 

 

4 あらかじめ、治験依頼者、治験審査委員会等及び実施医療機関の長の合意が得られている場合において

は、第 20 条第 2 項及び第 3 項に関する通知に限り、治験依頼者は、治験責任医師及び実施医療機関の長に加

えて治験審査委員会等にも同時に通知することができる。また、この場合においては、第 40 条第 1 項の規定に

基づき実施医療機関の長が治験審査委員会等に文書により通知したものとみなす。 

 

〈第 4 項〉 

1  治験依頼者は、必要に応じ、治験実施計画書の改訂を行うこと。なお、治験依頼者がこれらを改訂する場合

には、第 7 条第 5 項の規定を参照のこと。 

 

2  治験依頼者は、新たな情報が得られた場合等には、手順書に従って、治験薬概要書を改訂すること。なお、

新たな重要な情報が得られた場合には、治験薬概要書の改訂に先立って、治験責任医師、実施医療機関の長

及び規制当局にこれらの情報を報告すること（第 8 条第 2 項参照）。 

 

GCP 省令第 20 条第 2 項・第 3 項に対する GCP ガイダンスの 4 点目について以下に補足する。 

＜留意事項と補足＞ 

1) 年次報告の実施医療機関への伝達時には、調査単位期間の満了後 3 ヵ月以内に治験安全性最新報

告概要及び国内重篤副作用等症例の発現状況一覧を、別添の参考様式「治験安全性情報の年次報

告」を添付する。 

従来の 6 ヵ月定期報告を治験実施医療機関に伝達する際には、統一書式（平成 24 年 3 月 7 日付厚生

労働省医政局研究開発振興課長通知「新たな「治験の依頼等に係る統一書式」について」（平成 25 年

3 月 26 日改訂））の書式 16「安全性情報等に関する報告書」が用いられていたが、別添の参考様式は

年次報告について書式 16 が改訂されるまでの間、これに代わるものとなる。 

なお、書式16改訂後も、医療機関との合意に基づいて、年次報告の伝達としてDSUR運用通知の参考

様式を書式 16 の代わりに使用することも可能である。 

 

2) 「あらかじめ、治験依頼者、治験審査委員会等及び実施医療機関の長の合意が得られている場合に

おいては、第 20 条第 2 項及び第 3 項に関する通知に限り、治験依頼者は、治験責任医師及び実施医

療機関の長に加えて治験審査委員会等にも同時に通知することができる。」について、合意の方法及

び記録の残し方については、治験依頼者、治験審査委員会等及び実施医療機関の長で協議の上、定

めることでよい 

 

3) 「また、この場合においては、第 40 条第 1 項の規定に基づき実施医療機関の長が治験審査委員会等

に文書により通知したものとみなす」について、実施医療機関の長から治験審査委員会への審査依頼

は不要と解釈して良いかどうかという点を以下に補足する。 

あらかじめ、治験依頼者、治験審査委員会等及び実施医療機関の長の合意が得られている場合にお

いては、第 31 条第 2 項の規定に基づき、実施医療機関の長が治験審査委員会へ意見を聞いた（審査

を依頼した）ものとみなしてよい。 

なお、依頼者から治験審査委員会への通知方法についても、治験依頼者、治験審査委員会等及び実

施医療機関の長により、定めることで差し支えない。  
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