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No. 質問対象 項目 質問内容 質問背景・理由 チーム回答案
1 部会資料 ICH E2Fガイドラ

イン
年次報告における治験依頼者から治験責任医師及び医療機関
の長への通知について質問させて頂きます。改正前は、「重篤副
作用等症例の発現状況一覧」を用いて、国内で実施された治験
からの情報だけでなく、海外臨床試験、外国市販後自発報告等
で集積した重篤な副作用等症例に関する情報も通知されていま
した。しかし、改正後の年次報告では、「国内重篤副作用等症例
の発現状況一覧（別紙様式２）」を用いて、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に関してのみ通知されま
す。|年次報告に関して、治験責任医師及び医療機関の長には、
海外臨床試験、外国市販後自発報告等で集積した重篤な副作用
等症例に関する情報について通知が不要となった背景を教えて
下さい。|

海外の個別重篤副作用症例は一覧表等の形では治験実施施設
への提供資料に含まれませんが、治験安全性最新報告（DSUR）
本体で集積評価の対象情報として検討され、安全性プロファイル
に影響を及ぼす場合はDSURエグゼクティブサマリーに掲載され
た上で別紙様式1に反映されます。個別症例のオンタイムの評
価・報告に加え、年次報告の導入により、包括的な安全性情報の
集積評価を行っていくことが重要になってきています。

2 部会資料 DSUR運用上の
ポイント

「治験安全性最新報告について」（薬食審査発1228第1号　平成
24年12月28日）の別添2.7.1 様式に記載されているeCTD様式に
ついて、DSURをeCTDに沿った様式で記載すれば、DSURの内容
をeCTD（承認申請資料）の該当する箇所へ組み込むことが可能
であるという解釈でよろしいでしょうか？

2.7.1に記載されている「～、治験依頼者はDSURのeCTD構造に
おける適切な配置に関して、～」という一文をどのように解釈した
らよいか不明だったため質問しました。

部会資料（改訂版）の第3章をご参照ください。

3 部会資料 DSUR運用上の
ポイント

年次報告をDIBDから承認取得後のタイミングでIBDに変更する際
には変更願の提出が必要でしょうか。

事務連絡Q&A5では、IBDについては審査マネジメント部審査企
画課に相談する必要がないと読み取れますが、事務連絡Q&A6で
は、承認後に改めて治験を始める場合は、再開前の起算日（≠
IBD)以外の日に設定する場合にはQ5を参照するとあり、変更願
いが必要とも解釈できるように思いますので、その点を明確にし
たい。

部会資料（改訂版）の第2-2項及び第2-10項をご参照ください。

4 部会資料 安全性二課長通
知の改訂点

「IDMCを設置している場合、個別症例報告は不要であるが集積
した結果により問題があると判断した場合には当局報告が必要
である」とありますが、この当局報告というのは、これまでの集積
された該当する個別症例すべてについて個別症例報告を行う必
要があるのか、それとも集積結果として一つの研究報告を提出す
るのどちらの想定でしょうか。

情報入手時の個別症例報告が不要なことは理解できるが、IDMC
での検討の結果、問題があった場合の対応が個別症例報告を想
定しているのか、研究報告を想定しているのかが分かりにくいの
で、その点を確認したい。

部会資料（改訂版）の第4-2項をご参照ください。

5 部会資料 ICH E2Fガイドラ
イン

DSURの7.2項「調査対象期間中の重篤な副作用のラインリスト」
に含めるべき副作用として、当該被験薬以外にも、対照実薬の重
篤な副作用もラインリストの対象となるのでしょうか。

年次報告の別紙様式2の国内重篤副作用等症例の発現一覧と
同様に、DSURの調査対象期間中のSARラインリストは、当該被
験薬のみが対象になると考えていましたが、以下の理由（2点）か
ら対照実薬による副作用を含むようにも読めたため質問致しま
す。|・表5に、わざわざ「被疑薬」という記載があり、薬剤を判別す
る欄がある事。|・7項の記載に、「DSURのサマリーテーブルには、
治験薬及び対照実薬のSARだけではなく、すべてのSAEを含め
る」とあり、調査対象期間中のSARラインリストとの比較で記載さ
れているような印象を受ける事。

ICHガイドラインではラインリストに対照薬で発現した重篤副作用
情報を含めるべきか明確に記載されておらず、各社のDSUR作成
方法に委ねられるところもあります。ガイドラインには、「調査対象
期間中に臨床試験から報告された（盲検解除前及び解除後の）
全てのSARに関する重要な情報を提示する」とあり、また、リスト
に含める情報にも「f)治療群」があることから、対照薬で発現した
重篤副作用も求められる可能性があることを考慮する必要があり
ます。
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No. 質問対象 項目 質問内容 質問背景・理由 チーム回答案
6 説明会 ICH E2Fガイドラ

イン
ICH E2Fガイドラインの2.1項には「薬剤の開発に複数の治験依頼
者が関与している場合、特に共同開発その他の契約がある場
合、１つのDSURを提出する。」と記載されています。|例えば、国
内の開発を国内開発会社が、海外の開発を海外提携会社が行っ
ている場合で、海外提携会社との契約によりDSURを海外提携会
社が作成する場合、年次報告を提出する際は、海外提携会社の
署名により作成されたDSURの写しを入手し、「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）」を国内開発会社が作成し、記名・捺印した
ものとともに提出することで差し支えないでしょうか。（すなわち、
治験届は国内開発会社名で提出しており、年次報告の別紙様式
1の提出社名は国内開発会社、添付するDSURの署名は海外提
携会社となり、複数の会社名が混在することになりますが、それ
でよろしいでしょうか。）|

上述のとおり、海外提携会社がDSURを作成した場合の年次報告
の具体的な提出方法が不明なため、ご質問させていただきまし
た。

外国でDSURが作成される場合の対応については、ご質問の中
で提案されている通りで問題ありません。

7 部会資料 DSUR運用上の
ポイント

部会資料、「治験の安全性（年次報告を含む）に関する規制改正
の留意事項」p9(PDF 14枚目) の2-5「2-5 報告留保届時及び留
保解除時の対応」＜留意事項と補足＞「3) 「留保解除申出書」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」に
関する質問です。||「治験依頼者が留保解除申出書不要と判断す
る場合」とは、一切、新規な情報が得られなかったような場合で
しょうか？

具体的に事例を示していただくと助かります。||尚、この項の「「留
保解除申出書」を提出している…」のタイトル及び本文の記載2か
所はともに「「留保申出書」を提出している…」の誤記と思われま
すので、ご検討下さい。

誤記修正しました。
留保解除申出書の提出要否につきましては、さまざまなケースが
想定されることから、各社対応でよいと考えます。

8 説明会 ICH E2Fガイドラ
イン

本ガイドラインの各項目における治験依頼者の責任範囲につい
て教えてください。３．DSUR記述内容に関する留意事項の中で、
３．安全性の理由で・・・措置について、５．調査対象期間中に・・・
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・・・重大な治験
などは、あくまで治験依頼者が自ら実施した臨床試験、あるいは
販売経験のみに限られていると理解してよいでしょうか？　つま
り、海外の提携会社などが実施した臨床試験や販売経験から得
られた情報の規制当局への報告責任はあくまで海外の提携会社
が負っていると考えてよいでしょうか？　なお、たとえば海外の提
携会社から重要な情報を入手した場合は、DSURに記載すべきこ
とは理解しています。

弊社では海外導入品を後追いで開発することがあり、その場合、
海外の提携会社では臨床開発プログラムを終了しているため
DSURの作成義務がないことがあるため、過去に海外の提携会
社が実施した臨床試験の情報をどの程度DSURに組み込むべき
かで悩んでいます。

1有効成分に対し1冊のDSURを作成するという原則を元に、提携
関係にある企業であれば、協議の上、DSURの作成の分担等を
検討し、覚書等に残す必要があります。DSURでは包括的な安全
性評価を行うことを目的にしていることから、可能な限り全ての情
報を集約することが重要です。共通のDSURを作成することが不
可能な場合は、その理由を述べる必要があります。

9 部会資料 DSUR運用上の
ポイント

部会資料（治験の安全性（年次報告を含む）に関する規制改正の
留意事項：2013年11月医薬品評価部会臨床評価部会）の本文2
頁，下2行「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。」と記載されています。この解釈/運用に該当する記載事項は
大変興味深い内容であり参考になります。また，本文3頁「補足」
の位置付けに記載されている内容も「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。」と記載されています。以上の記載事
項から，本部会資料の＜留意事項と補足＞に記載されている内
容は，治験依頼者として，実運用する際に全面的に信用し活用し
ても支障の無いものと判断して良いでしょうか。

治験安全性最新報告概要（別紙様式1）， 国内重篤副作用等症
例の発現状況一覧（別紙様式2）及び治験安全性最新報告等を
作成する際の参考とするため，上記の質問をさせて頂きました。

各社判断に委ねることでよいと考えます。
当該部会資料の位置づけは前文に記載したとおりです。



3/5

No. 質問対象 項目 質問内容 質問背景・理由 チーム回答案
10 部会資料 DSUR運用上の

ポイント
部会資料（治験の安全性（年次報告を含む）に関する規制改正の
留意事項：2013年11月医薬品評価部会臨床評価部会）の本文15
頁，１）年次報告の伝達様式，「補足１」5行目「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に代わるもの
となる。と記載されていますが，参考様式は統一書式に追加され
ますか？またその時期はいつ頃でしょうか？

実運用をする際には必要となるため上記の質問をさせて頂きまし
た。

部会資料（改訂版）の第2-9項をご参照ください。

11 部会資料 DSUR運用上の
ポイント

部会資料（治験の安全性（年次報告を含む）に関する規制改正の
留意事項：2013年11月医薬品評価部会臨床評価部会）の本文23
頁，「補足」上４行「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。」と記載されていますが，DSURの作成・改
訂の時期とＩＢの作成改訂時期に半年のズレが発生した場合，ＩＢ
改訂までの期間中の対応について具体的な対応方法のご助言を
お願いします。

実運用をする際には必要となるため上記の質問をさせて頂きまし
た。

各社判断でよい案件と考えますが、前提として、治験薬概要書は
1年毎の改訂時期を待たずとも、重要な安全性情報が発生した際
には速やかに改訂され、最新の安全性プロファイルが掲載された
ものが治験責任医師等に提供されているとの考え方があります。
DSURは治験安全性情報の年次報告書に過ぎませんので、
DSUR作成に伴う集積評価の実施結果で治験薬の安全性プロ
ファイルに影響を及ぼすような所見が有った場合は、すみやかに
治験薬概要書の改訂を検討する必要があります。

12 部会資料 DSUR運用上の
ポイント

部会資料（治験の安全性（年次報告を含む）に関する規制改正の
留意事項：2013年11月医薬品評価部会臨床評価部会）の本文23
頁，「補足」下2行「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。」と記載されていますが，「個
別症例を別紙で添付する」のイメージはどの様なものを想定して
いるのでしょうか？

運用をする際には必要となるため上記の質問をさせて頂きました 部会資料（改訂版）の第2-14項をご参照ください。

13 部会資料 DSUR運用上の
ポイント

7.2の「重篤な副作用」、7.3の「重篤な有害事象」について、「重
篤」及び「副作用」は、治験責任医師又は治験依頼者のいずれか
が「重篤」又は「因果関係を否定できない」と判断したものを掲載
すると考えてよいでしょうか。

副作用症例報告では医師及び治験依頼者のいずれかが「重篤」
「因果関係を否定できない」と判断したものを報告しています。一
方、治験のデータとしては医師評価による判断が入力されている
ため、DSURのラインリストまたはサマリーテーブルではどのよう
に対応すべきか質問させていただきました。

本件はDSURの一覧表等をデータベースからどのように作成する
かにもよりますので、各社判断でよい案件と考えます。なお、
DSUR「7.1 調査対象期間中の重篤な副作用のラインリスト」「7.3
重篤な有害事象の累積サマリーテーブル」の項にラインリスト、サ
マリーテーブルに入れるための症例を選択した基準を記載するこ
ととなっているので、必要に応じ、これらの項に症例の組み入れ
基準を記述してください。

14 部会資料 ICH E2Fガイドラ
イン

8.の「調査単位期間中に臨床試験で見られた重大な知見」とは、
試験概要を記載し、重大な知見があった場合に併記することで良
いでしょうか。

表題は「重大な知見」ですが、重大な知見が見られなかった場合
に記載すべき事項が何かを特定したいため。

重大な知見の基準については各社判断でよい案件と考えます。
なお、重大な知見がなかったと判断した場合には「重大な知見は
なかった」と書く方法もあると考えます。

15 説明会 安全性二課長通
知の改訂点

「未承認対照薬の治験成分記号の付け方」について、治験成分
記号ABCの場合「M_ABC_一般名」となると規定されていますが、
一般名がない場合は、上記規定の「一般名」の箇所はどのように
記載すればよろしいでしょうか？

弊社にて実施予定の治験において、当該対照薬が、国内既承認
ですが、用法・用量、適応症について、国内の承認範囲外で用い
る医療用配合剤（輸液）で、一般名がないため質問しました。

部会資料（改訂版）の第4-1項をご参照ください。

16 説明会 DSUR運用上の
ポイント

6ヶ月定期報告から年次報告へ移行する際、6ヶ月定期報告で報
告していた内容（データ等）を年次報告へ反映させなければなら
ないのでしょうか？それとも年次報告へ移行後の内容のみ集積し
ていけばよろしいでしょうか？

6ヶ月定期報告から年次報告へ移行する際、「報告起算日」「調査
対象期間」についての考え方については、各通知、部会資料、説
明会で解説されていますが、上記質問中の「内容」については、
読み取ることができませんでした。年次報告は集積報告であると
ともに、累積報告でもあると解釈しておりますので、上記の質問を
させていただきました。

部会資料（改訂版）の第2-8項をご参照ください。
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No. 質問対象 項目 質問内容 質問背景・理由 チーム回答案
17 説明会 GCPガイダンス GCPガイダンス副作用の定義として、合理的な可能性があること

を適切に判断するときの考え方が追加されたとのことですが、日
本は"relationship cannot be ruled out"の考え方から、EUやUSと
同じ方向に方針変更したと考えてよいのでしょうか。「関連不明」
と判断された事例については、従来どおりその時点で副作用とす
べきなのでしょうか、それとも合理的な可能性がないものとしてそ
の時点では副作用とはしなくてもよいものでしょうか。

合理的な可能性があるかどうかを適切に判断することの重要性
と判断できなかった場合の集積評価の重要性については解説い
ただいていましたが、日本が"relationship cannot be ruled out"路
線から方針変更したとは明言されていなかったように思われたこ
とと、E2Astep5通知である「治験中に得られる安全性情報の取り
扱いについて」のQ&A4には『「因果関係不明」は因果関係が否定
できないととるべき…』とあり、この通知は未だに有効と思われる
ことから、関連不明の取扱いを含めた日本当局の方針について
確認したい。

部会資料（改訂版）の第5-1項をご参照ください。

18 部会資料 DSUR運用上の
ポイント

半年定期報告（報告起算日≠IBD）から年次報告に切り替えるタ
イミングで起算日をIBDにする場合には変更願の提出が必要で
しょうか。

事務連絡Q&A5では、IBDについては審査マネジメント部審査企
画課に相談する必要がないと読み取れます。また事務連絡Q&A6
については"年次報告"の起算日を途中で変更する場合を想定し
たものと読み取れます。以上から、初回年次報告にあたってIBD
を報告起算日とすることについては特別な手続きは不要と解釈で
きますが、その考え方で問題がないかを確認したい。

部会資料（改訂版）の第2-2項をご参照ください。

19 部会資料 DSUR運用上の
ポイント

Q&A 9によるところの、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を作成する場合
は、その国内重篤副作用症例については、すでに開鍵情報を規
制当局に報告済みと考えられる。国内で発生した副作用につい
て、規制当局には開鍵情報を報告しているが、医療機関や試験
関係者には盲検下であるというケースが想定しにくいのですが、
どのような場合が該当するのでしょうか。外国の規制による未知
重篤副作用（SUSAR）のUnblind対応のようなケースが日本にお
いてもあるということでしょうか。

海外規制ではSUSARの当局へのUnblind報告が義務付けられて
いるが、日本ではそのような規制はないため、当局にのみUnblind
するという対応が考えにくい。|説明会では、国際共同治験など
で、日本の症例数が少ない場合にわかってしまう事があるからと
いうお話がありましたが、発現状況一覧に開鍵情報を載せる＝す
でに当局にはUnblind情報を報告済みという事になるのではない
でしょうか。|

部会資料（改訂版）の第2-9項をご参照ください。

20 部会資料 DSUR運用上の
ポイント

Q&A 14によるところの、年次報告が不要となる場合について、例
えば、新薬発売5年後で、特許切れしておらず、再審査期間を終
了していない薬剤について、自社で剤型追加に係る医薬品を開
発する場合は、後発医薬品として承認申請するものではないと思
いますが、年次報告が不要となるケースと考えて問題ないでしょ
うか。

「後発医薬品」とは、特許切れの有効成分に対して、先発医薬品
と同一の有効成分を同一量含み、同一経路から投与する製剤
で、効能・効果、用法・用量が原則的に同一であり、先発医薬品と
同等の臨床効果・作用が得られる医薬品を指しているかと思いま
すが、「規制上の定義」は明確ではないと思います。そのため、こ
のQ&Aの解釈としては、Q14に記載されている「後発医薬品の開
発のための試験において」という記載は前提条件としては考慮せ
ず、A14に記載された申請区分で開発を行っており、生物学的同
等性試験のみを実施している場合は年次報告が不要という解釈
になると考えました。

部会資料（改訂版）の第2-3項をご参照ください。

21 説明会 DSUR運用上の
ポイント

2009年2月付けにて製薬協HP
（http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/message/transmi
ssion.html）に「個別報告共通ラインリスト様式」及び「6ヵ月ごとの
定期報告集積一覧の電子ファイル」を掲載されています。|このう
ち「6ヵ月ごとの定期報告集積一覧の電子ファイル」について、年
次報告用に改訂される予定はありますでしょうか？|

現時点でも弊社の治験参加施設のうち5%程度の施設から「6ヵ月
ごとの定期報告集積一覧の電子ファイル」の提供を依頼され活用
しております。しかし、年次報告用に改変が必要になっておりま
す。|12月16日のシンポジウムにて質問させていただきましたが、
質問が悪く、目的とする回答が得られませんでした。申し訳ありま
せんでした。再度、質問させていただきます。

修正の予定はありません。利用頻度が低いようですので、各社対
応をお願いいたします。

22 部会資料 P6 L5 治験計画届書を要しない治験として生物学的同等性試験等とあ
りますが、EU directive施行前に欧州で初めて治験(First-in-man
試験）を始めた化合物については治験届に対応するものがない
場合もありますが、これも同じようにDIBDを規程することでよろし
いでしょうか？

部会資料（改訂版）の第2-2項をご参照ください。
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No. 質問対象 項目 質問内容 質問背景・理由 チーム回答案
23 部会資料 P8　中断 「開発中断」時の手順として「留保申出書」を提出するが、その際

の年次報告、DSUR本体の提出に関する記載がないが、開発中
止時のルールに準じて対応することで良いか。

部会資料（改訂版）の第2-5項をご参照ください。

24 部会資料 P10 L9 安全性のプロファイルが大きく異なる場合はDSURを対象疾患ご
とに分けることもできるとのことであるが、その場合、DIBDも異な
ることは許容されるのでしょうか？

部会資料（改訂版）の第2-6項をご参照ください。

25 部会資料 P15 下段 調査期間に国内治験で重篤副作用症例の発生がない場合、全く
なかった旨を示すために、医療機関への報告時に別紙様式2の
作成は不要と考えてよいか。（累積被験者数は更新されていると
思われるが）

部会資料（改訂版）の第2-9項をご参照ください。

26 部会資料 P17　上段 製造販売後臨床試験が実施されていた場合、「製造販売後臨床
試験　単独」「治験＋製造販売後臨床試験」で当局対応の内容が
異なるが、製造販売後臨床試験を実施している施設に対しては、
共に別紙様式2のみを提出することで良いか。この場合、製造販
売後臨床試験のデータのみをリスト化でよいか。

部会資料（改訂版）の第2-11項をご参照ください。

27 部会資料 P23　上段 海外の提携会社がDSURを作成する場合、海外のIBを添付する
が、国内で海外とは別にIBを作成している場合、治験安全性最新
報告概要のに記載（相違点）するのみで、提出は不要と考えてよ
いか。

通知上、国内外の治験薬概要書に差があった場合は別紙様式1
にその内容を記載することでよいとなっています。それに加え、国
内の治験薬概要書を添付して提出するか否かは各社判断でよい
と考えます。

28 部会資料 P17　上段 製販後臨床試験の試験実施施設への年次報告において、対象と
なるSADRが０件だった場合は、伝達資料を作成しなくてもよいと
理解してよいでしょうか？

部会資料（改訂版）の第2-11項をご参照ください。
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