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＜通知・事務連絡＞ 

1. 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」 

2. 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」 

3. 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」 

4. 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」 

5. 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」  

6. 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」 
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「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 


 


 


市販後副作用等報告及び治験副作用等報告については、「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。以下「二課長通知」という。）等により取り扱ってきたところです。 


今般、治験実施における被験者の安全性の確保並びに倫理的及び科学的妥当


性の確保のために適切な助言・勧告を行うデータモニタリング委員会について


検討がなされ、「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）


が取りまとめられたこと等を受けて、二課長通知を下記のとおり一部改正する


こととしましたので、貴管下関係業者、医療機関等に対して周知いただきます


よう御配慮願います。なお、本通知は平成２５年５月１５日より適用します。 


 


 







 







 
 


記 


 


該当箇所 旧 新 


別添の４．


（３）ウ．（ア） 


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。 


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。 


別添の４．


（３）ウ．（イ） 


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


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、







 
 


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。 


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。 


別添の７．


（３） 


ア．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機構安全部に報告す


ること。（以下略） 


ア．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） 


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 


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。 


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 


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







 
 


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 


 


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。 


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 


別添の７．


（３） 


エ．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。 


エ．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。 







 
 


別添の７．


（３） 


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。 


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。 


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


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。 


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。 







 
 


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。  


（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。 


別添の７．


（３） 


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


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。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。 


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。 


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。  


（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） 


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。 


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。 


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。  


（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。 


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。 


別添の７．


（３）イ.（イ） 


別添の７． 


（３）ウ． 


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 
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別添 


報告に関する留意事項 


 


１．報告分類 


市販後副作用等報告及び治験副作用等報告の分類は、以下のとおりとする。 


Ａ＝国内感染症症例報告（市販後）（規則第２５３条第１項第１号ヘ及びト関係） 


Ｂ＝国内副作用症例報告（市販後）（規則第２５３条第１項第１号イ、ロ、ハ、ニ及


びホ並びに同項第２号イ関係） 


Ｃ＝外国感染症症例報告（市販後）（規則第２５３条第１項第１号ト関係） 


Ｄ＝外国副作用症例報告（市販後）（規則第２５３条第１項第１号ロ及びハ関係） 


Ｅ＝感染症研究報告（市販後）（規則第２５３条第１項第２号ロ関係） 


Ｆ＝副作用研究報告（市販後）（規則第２５３条第１項第２号ロ関係） 


Ｇ＝外国における製造等の中止、回収、廃棄等の措置報告（市販後）（規則第２５３


条第１項第１号チ関係） 


Ｈ＝国内感染症症例報告（治験）（規則第２７３条第１項第１号並びに同項第２号イ


及びロ関係） 


Ｉ＝国内副作用症例報告（治験）（規則第２７３条第１項第１号並びに同項第２号イ


及びロ関係） 


Ｊ＝外国感染症症例報告（治験）（規則第２７３条第１項第１号並びに同項第２号イ


及びロ関係） 


Ｋ＝外国副作用症例報告（治験）（規則第２７３条第１項第１号並びに同項第２号イ


及びロ関係） 


Ｌ＝感染症研究報告（治験）（規則第２７３条第１項第２号ニ関係） 


Ｍ＝副作用研究報告（治験）（規則第２７３条第１項第２号ニ関係） 


Ｎ＝外国における製造等の中止、回収、廃棄等の措置報告（治験）（規則第２７３条


第１項第２号ハ関係） 


Ｏ＝医薬部外品研究報告（規則第２５３条第３項関係） 


Ｐ＝化粧品研究報告（規則第２５３条第３項関係） 


取下＝Ａ～Ｐの各報告における「取下げ報告」 


 


２．用語の定義 


（１）Ｊ項目 


報告に含まれる項目のうち、別紙１「厚生労働省システム管理用データ項目」に掲


げる項目をいう。Ｊ項目の属性及びＤＴＤは、別紙３「厚生労働省システム管理用デ


ータ項目属性一覧表」及び「厚生労働省システム管理用データ項目ＤＴＤ」のとおり


とする。 


（２）ＩＣＳＲ項目 


報告に含まれる項目のうち、別紙２「個別症例安全性報告データ項目」に掲げる項


目をいう。ＩＣＳＲ項目には、平成１３年３月３０日付医薬安発第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「個別症例安全性報告
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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」（以下「平成１３年連名通


知」という。）で示された「ＩＣＨ ＩＣＳＲメッセージヘッダ（M.1 項目）」、「安全


性報告バージョン番号（M.2項目）」、「管理及び識別情報（A項目）」及び「症例に関


する情報（B項目）」が含まれる。 


（３）研究報告及び外国措置報告における読替え項目 


読替え項目とは、研究報告（報告分類のＥ、Ｆ、Ｌ、Ｍ、Ｏ及びＰ並びにこれらの


取下）及び外国措置報告（報告分類のＧ及びＮ並びにこれらの取下）を電子情報処理


組織により報告する際に読み替える項目であり、別紙４「研究報告及び外国措置報告


における読替え項目」のとおりである。 


（４）確認応答メッセージ項目 


確認応答メッセージとは、機構が報告を受けた後、報告企業に対して応答するメッ


セージをいい、確認応答メッセージ項目は、別紙５「個別症例安全性報告等確認応答


メッセージデータ項目」のとおりである。 


（５）識別番号 


市販後副作用等報告及び治験副作用等報告に対して機構が付与する固有の番号をい


い、確認応答メッセージ項目中「B.1.3 組織内報告番号」に記載される。 


（６）取下げ報告 


   「A.1.0.1送信者ごとに固有の（症例）安全性報告識別子」や第一被疑薬を誤って報


告した等の場合に、「J.4b識別番号（番号）」に当該報告の識別番号を記載するととも


に、「A.1.13報告破棄（はい）」、「A.1.13.1破棄理由」など必要な項目を記載して報告


を取り下げることをいう。 


 


３．Ｊ項目及びＩＣＳＲ項目 


報告の際に使用する文字種、フィールド長、記載するＪ項目及びＩＣＳＲ項目等につ


いては、次の（１）～（３）を参照の上、別紙１及び別紙２によること。 


（１）文字コード及び文字の種類 


使用する文字コードは、シフト JISとすること。その他のコードを内部コードとし


て記載した場合は、作成したファイルの文字コードをシフト JISに変換すること。 


使用できる文字の種類は、以下の｢A｣、｢AN｣、｢N｣、｢J｣のいずれかであり、各項目


の記載に用いる文字種は、別紙１及び別紙２のフィールド長欄に示したとおりとする。 


なお、「<」、「>」、「&」を使用する場合は、それぞれ｢&lt;｣、｢&gt;｣、｢&amp;｣で置


き換えることにより表すことができる。 


ア．A（Alpha：英字型） 


1 バイトコードの文字（半角文字）の英字（大文字と小文字）のみ使用できる。数字


や「 ．，^」等の特殊記号及び２バイトコードの文字（全角文字）は使用できない。 


イ．AN（AlphaNumeric：英数字型） 


半角の英字、数字、特殊記号を使用できる。全角文字は使用できない。 


ウ．N（Numeric：数字型） 


整数又は浮動小数点表示に用いられる 「0～9, ．, E, +, - 」の各文字のみ使用できる。


全角文字は使用できない。 
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エ．J（Japanese：日本語型） 


漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、特殊記号を含む全角文字を使用できる。また、


半角の英数字（AN）も使用できる。ギリシャ文字（α、β、μ等）は全角を用いるこ


と。JIS第 1水準漢字及び第 2水準漢字以外の漢字は、ひらがなを用いて記載するこ


と。ただし、現在使用されていない漢字で、常用漢字に新しい字体があるものは、新


しい字体に変更して記載すること。「①」等の修飾数字は用いず、適宜、同様の内容を


示す文字に置き換えること。例えば、ローマ数字はV、X、Iを組み合わせて記載する


こと。半角カタカナは使用できない。 


（２）文字数 


各項目に記載できる文字数は、別紙１及び別紙２のフィールド長欄に示したとおりと


する。ただし、全角文字で記載できる文字数は、半角文字で記載する場合の半分になる。 


（３）必須項目、遵守項目及び報告不可項目 


各項目は、別紙１及び別紙２の報告分類欄に示したとおり、以下のア．～オ．のい


ずれかに該当する。 


ア．第一報から必ず記載する項目（第一報必須項目（◎）） 


報告分類のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｊ及びＫ並びにこれらの取下においては、患


者を特定するための項目（ＩＣＳＲ項目中「B.1.1 患者（名前又はイニシャル）」、


「B.1.2.2 副作用／有害事象発現時の年齢」、「B.1.2.2.1 胎児での副作用／有害事象発


現時の妊娠期間」、「B.1.2.3患者の年齢群（報告者の表現による）」及び「B.1.5性別」）


については、第一報必須項目であるが、これらのうち少なくとも１項目が明確となっ


ていれば、その他の項目が不明確であっても、第一報の報告として受け付ける。患者


を特定するための項目以外の第一報必須項目については、第一報の報告でこれらの項


目すべてが記載されていないと、受け付けることができない。 


第一報報告に当たっては、Ｊ項目中「J.4b 識別番号（番号）」を空欄とすることと


し、機構による識別番号の付与をもって受付完了となる。 


識別番号が付与されなかった報告について、第一報報告を再送する場合は、Ｊ項目


中「J.5機構報告回数」は「1」と記載すること。 


第一報必須項目は、第二報以降にも必ず記載すること。 


イ．完了報告の際に必ず記載する項目（必須項目（○）） 


必須項目すべてが記載されていないと、完了報告として受け付けることができない。 


なお、第一報を完了報告とする場合は、Ｊ項目中「J.4b 識別番号（番号）｣の記載


は不要である。 


ウ．報告の内容によっては完了報告の際に記載が必要な項目（条件付き必須項目（△）） 


条件付き必須項目は、記載されていない項目がある場合でも、受け付けることはで


きるが、完了報告として受け付けることはできない。 


エ．可能な限り記載する項目（遵守項目（▲）） 


遵守項目については、記載されていない項目がある場合でも、受け付けることはで


きるが、当該項目の内容は不明であるとみなすので、可能な限り情報収集を行い報告


するよう努めること。 


遵守項目は、追加の情報に基づき「取下げ報告」を行う場合にあっては、「不要で
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あるが記載されていてもエラーにならない項目」と読み替える。 


オ．記載してはいけない項目（報告不可項目（×）） 


報告不可項目に記載されていると、報告を受け付けることができない。 


 


４．個別症例安全性報告時の記載内容、記載方法 


（１）感染症症例報告と副作用症例報告を一の報告により報告する場合 


国内の症例については、「J.4a 識別番号（報告分類）」は、「1」（=Ａ）又は「8」（=


Ｈ）を、また、外国の症例については、「J.4a 識別番号（報告分類）」は、「3」（=Ｃ）


又は「10」（=Ｊ）を選択した上で、感染症と副作用の両方の内容を記載すること。 


（２）市販後 


ア．医薬品情報（B.4） 


第一被疑薬、その他の被疑薬、その他の医薬品の順に記載すること。なお、複数あ


る場合は、原則として投与開始日が早いものから順に記載すること。ただし、自社被


疑薬が複数ある場合は、その中から医学・薬学的知見等にかんがみ副作用等との因果


関係が最もあると疑われる自社被疑薬一つを第一被疑薬とすること。 


（ア）医薬品販売名（B.4. k.2.1）及び活性物質の一般名（B.4. k.2.2） 


医療用医薬品の場合は、「医療用医薬品データファイル（コード表）」（以下「再審


査用コード」という。）、一般用医薬品の場合は、「一般用医薬品コード表」を用いて、


該当するコードを半角で記載すること。 


（イ）剤型（B.4.k.7） 


別紙６「投与剤型一覧」に従って、半角英字で記載すること。 


（３）治験 


ア．症例安全性報告の識別（A.1） 


（ア）過去の伝送で記載されたその他の症例識別子（A.1.11） 


その他の症例識別子として以下の事項を記載すること。 


①受付番号 


平成１５年１０月２７日以降に報告書による報告で識別番号が付与されておらず、


受付番号のみが付与されている場合において、追加報告又は取下げ報告をする場合


は、第一報の報告時に付与された受付番号を本項目に記載すること。 


平成１５年１０月２６日以前に第一報を書面にて報告した際の受付番号あるいは


累積症例数を本項目に記載すること。 


「識別番号」欄（J.4a、J.4b）には受付番号は記載しないこと。 


②共同開発を行っている場合の共同開発会社の企業固有の（症例）安全性報告識別子 


イ．副作用・感染症名（B.2） 


「B.2.i.0 第一次情報源により報告された副作用／有害事象」及び「B.2.i.1 副作用


／有害事象のMedDRA用語（下層語：Lowest Level Term）」及び「B.2.i.2 副作用


／有害事象のMedDRA用語（基本語：Preferred Term）」には担当医等（国内の症例


については、治験計画における治験責任医師若しくは治験分担医師又は主治医等であ


る者をいう。外国情報においては、医師、薬剤師、弁護士、消費者等を指す。以下同


じ。）が報告した副作用・感染症名のうち、薬事法に基づく報告の対象となる副作用・
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感染症名のみをすべて記載すること。「B.2.i.1」及び「B.2.i.2」に記載する副作用・感


染症名には、医学的概念が最も近い用語を選択して記載すること。  


ウ．医薬品情報（B.4） 


担当医等が被疑薬と認めた治験薬及び医薬品（麻酔薬、輸血等を含む。）並びに被疑


薬の使用期間中に使用された医薬品について記載すること。報告対象の治験薬あるい


は治験薬と同一成分のものを第一被疑薬として記載すること。治験薬（第一被疑薬）、


その他の被疑薬、その他の医薬品の順に記載すること。複数ある場合は、原則として


投与開始日が早いものから順に記載すること。本項目には、副作用等の治療に使用し


た医薬品は記載しないこと。 


（ア）販売名（B.4.k.2.1） 


①国内で承認されている医薬品の販売名を記載すること。 


②未承認の治験薬の場合は、治験成分記号を記載すること。 


③国内で承認されている医薬品と同一成分の治験薬について、医療用医薬品の場合は


再審査用コード（９桁）、一般用医薬品の場合は一般用医薬品コード表（１２桁）を


それぞれ用いて、剤型違い等に留意しつつ該当するコードを記載しても差し支えな


いが、外国情報の場合にあっては、海外販売名を半角英数字で記載することが望ま


しい。 


④外国情報で、報告対象の治験薬以外のものは海外販売名を半角英数字で記載するこ


と。 


⑤販売名が特定できない場合は、「UNKNOWNDRUG」と記載すること。 


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。 


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（一般名 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。 


（イ）活性物質の一般名（B.4.k.2.2） 


治験においては報告する治験薬を第一被疑薬とする。 


①一般的な名称が定められている場合は、その名称を記載すること。また、この場合


は、JAN（Japanese Accepted Names for Pharmaceuticals：日本医薬品一般名称）


を優先して記載すること。JAN は決まっていないが、INN（International 


Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances：医薬品国際一般名称）等


の名称が決まっている場合は、当該名称を半角英数字で記載して差し支えない。 


②未承認の治験薬の場合で、一般的名称が定まっていない場合は、治験成分記号を記


載すること。なお、この場合は、治験薬の作用機序等を「B.5.4 送信者の意見」に
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記載すること。 


③国内で承認されている医薬品と同一成分の治験薬について、医療用医薬品の場合は


再審査用コード（７桁）、一般用医薬品の場合は一般用医薬品コード表（１２桁）を


用いてもよい。 


④配合剤の場合は、原則として薬効成分の一般的名称を記載するが、再審査用コード


（７桁）、一般用医薬品コード表（１２桁）又は薬効分類コード（３桁）を用いて該


当するコードを記載しても差し支えない。 


⑤一般的名称及び薬効群ともに不明の場合は、「B.4.k.2.2｣に｢UNKNOWNDRUG｣と


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。 


（ウ）剤型（B.4.k.7） 


別紙６「投与剤型一覧」に従って、半角英字で記載すること。 


 


５． MedDRAの使用 


MedDRA の提供及び収載用語の維持管理等については、日米ＥＵ医薬品規制調和国


際会議（以下「ＩＣＨ」という。）の合意に基づき、財団法人日本公定書協会ＪＭＯ事


業部が実施している。また、MedDRA 用語選択に当たっては、ＩＣＨ活動の一環で取


りまとめられている「MedDRA TERM SELECTION: POINTS TO CONSIDER」


（PTC）を参考にすること。 


（１）MedDRA用語を使用する項目及び用いる階層 


MedDRA用語を使用する項目及びMedDRA用語選択の階層は、別紙２の備考欄に


示したとおりとすること。 


（２）MedDRA用語の選択 


MedDRA 用語は、医学的判断から最も適切な用語を選択すること。報告時に使用


できるバージョンで MedDRA 用語選択が適切に行えず、追加変更要請を行っている


場合は、使用するバージョンから最も適切と思われる用語を選択し、「B.5.1 臨床経過、


治療処置、転帰及びその他関連情報を含む症例の記述情報」等にチェンジリクエスト


結果（暫定追加用語の日本語名及びコード）を併せて記載すること。なお、チェンジ


リクエストの結果（次回のバージョン更新）により選択する MedDRA 用語を変更す


る場合は、変更後の内容を記載して改めて追加報告を行うこととし、「J.10 その他参


考事項等」にチェンジリクエストの結果により、選択する MedDRA 用語を変更する


等の変更理由を記載すること。 


ア．副作用名 


（ア）国内症例 


原則として、日本語版カレントフラッグがＹの用語を選択すること。報告時に使


用するバージョンで MedDRA 用語選択が適切に行えず、追加変更要請を行ってい


る場合は、使用するバージョンから最も医学的概念の近い用語を選択して「B.2.i.1 
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副作用／有害事象のMedDRA用語（下層語：Lowest Level Term）」、「B.2.i.2副作


用／有害事象のMedDRA用語（基本語：Preferred Term）」に記載を行い、「B.2.i.0 


第一次情報源により報告された副作用／有害事象」にチェンジリクエスト結果（暫


定追加用語の日本語名及びコード）を併せて記載すること。 


なお、チェンジリクエストの結果（次回のバージョン更新）により選択する


MedDRA 用語を変更する場合は、「B.2.i.1」又は「B.2.i.2」に変更後の副作用名を


記載して改めて追加報告を行うこと。 


（イ）外国症例 


外国から伝送された症例で、「B.2.i.0」に記載されている場合は、記載された内容


を残したまま報告することで差し支えない。 


ただし、治験副作用等報告においては、報告対象のみを記載すること。必ずしも


日本語版カレントフラッグがＹである必要はないが、英語版カレントフラッグがＹ


の用語を選択すること。「B.2.i.0」におけるチェンジリクエスト時の利用については、


国内の症例と同様とする。 


外国症例については、必ずしもMedDRA-LLTで報告されるとは限らないが、外


国での情報にMedDRA-LLTが含まれている場合や症例の内容からMedDRA-LLT


選択が可能な場合は、「B.2.i.1」に記載すること。 


イ．副作用名以外の項目 


もっとも適切な用語をMedDRA-PTから選択して記載すること。 


「B.2.i.1」又は「B.2.i.2」以外で使用する用語について、報告時に使用するバージ


ョンで MedDRA 用語選択が適切に行えず、追加変更要請を行っている場合は、使用


するバージョンから最も医学的概念の近い用語を選択して記載し、チェンジリクエス


ト結果（暫定追加用語の日本語名及びコード）及びその他参考事項を「B.5.1 臨床経


過、治療処置、転帰及びその他関連情報を含む症例の記述情報」等に記載すること。 


（３）バージョン管理 


MedDRA 用語の使用ごとにバージョン番号を記載すること。一の報告の中で、複


数のバージョンを使用しないこと。 


 


６．研究報告及び外国措置報告時の記載内容、記載方法等 


研究報告（報告分類のＥ、Ｆ、Ｌ、Ｍ、Ｏ及びＰ並びにこれらの取下）及び外国措置


報告（報告分類のＧ及びＮ並びにこれらの取下）を行う時は、別紙２の項目のうち、別


紙４「研究報告及び外国措置報告における読替え項目」に掲げる項目については、別紙


４のとおり読み替えること。 


（１）市販後 


ア．管理及び識別情報（A項目） 


（ア）症例安全性報告の識別（A.1） 


平成１３年連名通知のとおり。 


（イ）第一次情報源（A.2） 


平成１３年連名通知のとおり。 
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（ウ）症例安全性報告の送信者及び受信者に関する情報（A.3） 


平成１３年連名通知のとおり。 


イ．症例に関する情報（B項目） 


（ア）研究報告又は外国における措置の公表状況（B.1.7.2） 


① 研究報告 


引用文献を記載する場合には、医学雑誌編集者国際委員会（International 


Committee of Medical Journal Editors）によって提案されたバンクーバー規約（「バ


ンクーバー形式」と知られている）に従い記載することとするが、著者名、表題に


ついても記載すること。 


自社資料など公表されていない場合は、その旨記載し、表題、報告者、報告者の所


属機関あるいは試験場所、実施年等を記載すること。未公表の自社資料であっても


当該報告の添付資料として提出すること。 


特殊な状況も含めた標準的なフォーマットは、次の文献に示されているので参照す


ること。  


N. Engl. J. Med. 1997；336：309-15． 


② 外国措置報告 


外国における措置の公表状況を記載すること。情報が文献等で公表されている場合


は、掲載された媒体の名称、巻（号）、頁、刊行年、表題、著者等を記載すること。 


引用文献を記載する場合は、上記①を参照すること。 


（イ）医薬品情報（B.4） 


報告対象となる医薬品について記載すること。複数の自社品が対象となった場合


はすべて記載すること。 


① 医薬品関与の位置付け（B.4.k.1） 


少なくとも一つの「1」（=被疑薬）又は「3」（=相互作用）を記載すること。 


なお、相互作用に関する報告の場合は、自社被疑薬に「3」（=相互作用）を記載す


ること。 


② 医薬品販売名（B.4.k.2.1）及び活性物質の一般名（B.4.k.2.2） 


４．（２）ア．（ア）を準用すること。 


③ 承認番号（B.4.k.4.1） 


報告対象医薬品の承認番号を記載すること。 


（ウ）症例概要及びその他情報の記述（B.5） 


① 研究報告又は外国における措置の概要（B.5.1） 


最初に当該報告の問題の要点を括弧書きで簡潔に記載すること。 


１）研究報告 


動物実験成績等の要点、著者の見解等を簡潔にまとめて記載すること。発生傾向


の著変に関する報告は、発現頻度が関係している期間、分析方法、成績の解釈等を


記載すること。 


２）外国措置報告 


当該措置の内容、規制当局の見解等を簡潔にまとめて記載すること。 


② 送信者の意見（B.5.4） 
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報告企業の意見を記載すること。 


（２）治験 


ア．管理及び識別情報（A項目） 


（ア）症例安全性報告の識別（A.1） 


平成１３年連名通知のとおり。 


（イ）第一次情報源（A.2） 


平成１３年連名通知のとおり。 


（ウ）症例安全性報告の送信者及び受信者に関する情報（A.3） 


平成１３年連名通知のとおり。 


イ．症例に関する情報（B項目） 


（ア）研究報告又は外国における措置の公表状況（B.1.7.2） 


① 研究報告 


引用文献を記載する場合には、医学雑誌編集者国際委員会（International 


Committee of Medical Journal Editors）によって提案されたバンクーバー規約


（「バンクーバー形式」と知られている）に従い記載することとするが、著者名、表


題についても記載すること。 


自社資料など公表されていない場合はその旨記載し、表題、報告者、報告者の所


属機関あるいは試験場所、実施年等を記載すること。未公表の自社資料であっても


当該報告の添付資料として提出すること。 


特殊な状況も含めた標準的なフォーマットは、以下の引用文献に示されているの


で参照すること。 


N. Engl. J. Med. 1997；336：309-15． 


② 外国措置報告 


外国における措置の公表状況を記載すること。情報が文献等で公表されている場


合は、掲載された媒体の名称、巻（号）、頁、刊行年、表題、著者等を記載すること。


文献引用を記載する場合は、上記①を参照すること。 


（イ）医薬品情報（B.4） 


報告対象となる治験薬等について記載すること。 


① 医薬品関与の位置付け（B.4.k.1） 


すべての報告は少なくとも一つの「1」（=被疑薬）又は「3」（=相互作用）を記載


すること。なお、相互作用に関する研究報告の場合は、自社被疑薬に「3」（=相互


作用）を記載すること。 


② 販売名（B.4.k.2.1）及び活性物質の一般名（B.4.k.2.2） 


４．（３）ウ．（ア）及び（イ）を準用すること。 


③ 承認番号（B.4.k.4.1） 


国内にて承認番号を有する治験薬についてのみ記載すること。 


（ウ）症例概要及びその他情報の記述（B.5） 


① 研究報告又は外国における措置の概要（B.5.1） 


最初に当該報告の問題の要点を括弧書きで簡潔に記載すること。 


１）研究報告 
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「がん等の発生」、「発生傾向の変化」及び「効果を有しない」の中から該当する


事項を記載すること。 


動物実験成績等の要点、著者の見解等を簡潔にまとめて記載すること。発生傾向


の著変に関する報告は、発現頻度が関係している期間（開発の相）、患者背景、分析


方法、成績の解釈等を記載すること。 


２）外国措置報告 


「製造・輸入の中止」、「販売中止」、「回収・廃棄」及び「その他」の中から該当


する事項を記載すること。 


当該措置の内容、規制当局の見解等を簡潔にまとめて記載すること。 


② 送信者の意見（B.5.4） 


報告企業の意見を記載すること。 


 


７．その他の治験副作用等報告に際しての注意事項 


治験副作用等報告を行う場合には、以下の点にも留意すること。 


（１）予測性の判断基準等 


治験副作用等報告においては、以下に基づき予測性を判断すること。 


ア．治験薬概要書に記載されている有害事象から判断する。 


イ．「予測できる」とする時点は、治験薬概要書の作成日若しくは改訂日、又は連絡文


書の作成日とする。したがって、連絡文書により医療機関へ通知された有害事象は、


治験薬概要書が改訂されていなくとも「予測できる」ものとする。 


ウ．治験薬概要書に記載されていても、発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が記


載内容と一致しないものは「予測できない」ものとする。 


エ．承認申請中の品目で、別途、効能追加等の承認事項の一部変更等申請のための治験


が実施されていない場合にあっては、申請資料概要に記載されている有害事象から予


測性を判断する。 


オ．承認申請中の品目と同一成分の治験が実施されている場合の予測性の判断は、申請


資料概要及び治験薬概要書のうち、治験薬概要書に記載されている有害事象から判断


する。 


カ．承認申請後においても長期投与試験等を継続しており、当該品目の承認前に終了し


た場合、予測性の判断根拠は長期投与試験の治験終了届を提出した日をもって、治験


薬概要書から申請資料概要に切り替える。 


（２）因果関係 


治験副作用等報告においては、因果関係について以下のとおり取り扱うものとする。 


ア．治験責任医師等及び治験の依頼をした者の両者が因果関係を否定するもの以外は、


報告対象となる。 


イ．外国症例であって、患者又は患者の家族等の医療従事者以外からの情報に基づくも


のについては、治験の依頼をした者が因果関係を否定できると判断したものは報告対


象としない。 


（３）その他、治験副作用等報告に関する事項 


ア．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
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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。この場合、「外国における措置の


概要（B.5.1）」欄の「その他」を選択すること。 


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。 


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 


（イ）医療目的以外で使用された麻薬等による副作用の取扱い 


①薬物乱用等の医療目的以外で麻薬等が使用され発現した副作用については、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マ


ネジメント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。


ただし、国内未承認成分や予測できない事象が発生した場合は除く。 


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、機構審査マ


ネジメント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）薬物乱用等の医療目的以外で使用されている状況及び副作用の発現状況等に関す


る資料 


４）緊急報告の対象外として取り扱う事象の範囲及び設定範囲の根拠 


５）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 
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ウ．報告義務期間の取扱い 


（ア）報告義務期間 


①治験計画届書の初回提出日から、承認を取得するまで又は開発中止届を提出するま


での期間とする。 


②治験計画届書の提出を要しない場合は、治験実施計画書に記載している実施期間の


開始日から、承認を取得するまで又は開発を中止する旨を機構審査マネジメント部


審査企画課に書面により申出る（様式は自由）までの期間とする。 


（イ）開発を長期間中断する場合等 


①開発を長期間中断することが予想される場合、又は申請中において、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は、その旨を機構審査マ


ネジメント部審査企画課に書面により申出て、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間は報告を留保することができる。なお、治験副作用等報


告（研究報告及び外国措置報告を除く。）を留保している期間中にあっても安全性情


報の収集に努め、開発再開時に当該情報を治験薬概要書及び治験実施計画書又は申


請資料概要へ反映させる。また、開発の再開に伴い副作用等の報告を再開する際に


は必要な書類を機構審査マネジメント部審査企画課に提出すること。 


②留保申出書類 


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申出書」とする。 


２）治験成分記号を記載し、一般的名称も括弧書きする。 


３）治験計画届書の届出回数及び治験計画初回届出年月日を記載する。 


４）予定される効能又は効果を記載する。 


５）中断する治験の開発相を記載する。 


６）「報告を留保する理由」を具体的に記載する。 


７）「今後とも副作用等に係る情報収集に努める」、「開発を再開する場合には、開発を


中断していた時期に収集した副作用等について報告する」及び「開発を再開する場


合は事前に機構審査マネジメント部審査企画課に連絡する」旨等を記載する。 


８）担当者名、連絡先を記載する。 


９）あて先は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長」とする。 


（ウ）開発の再開時提出書類 


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 


エ．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、
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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。 


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。 


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。 


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。 


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。 


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。  


（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
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査企画課へ連絡すること。 








 


薬食審査発０９１７第１号 


薬食安発０９１７第２号 


平成２５年９月１７日 


 


 


各都道府県衛生主管部（局）長 殿 


 


 


厚生労働省医薬食品局審査管理課長   


（公 印 省 略）      


 


厚生労働省医薬食品局安全対策課長   


（公 印 省 略）      


 


 


 


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 


 


 


薬事法（昭和 35 年法律第 145 号。以下「法」という。）第 77 条の４の２第１項に規定


する副作用等の報告（以下「市販後副作用等報告」という。）及び法第 80 条の２第６項に


規定する治験に関する副作用等の報告（以下「治験副作用等報告」という。）については、


「薬事法施行規則の一部を改正する省令等の施行について（副作用等の報告について）」（平


成 17 年３月 17 日付薬食発第 0317006 号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「市販後局


長通知」という。）、「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 日付薬食発第 0330001 号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「治


験局長通知」という。）及び「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。以下「旧二課長通知」という。）等により報告方法、


取扱い等を示しているところです。 


 


今般、日米EU 医薬品規制調和国際会議（以下「ICH」という。）において、「個別症例


安全性報告の電子的伝送に係る実装ガイド」がまとまり、「個別症例安全性報告の電子的伝


送に係る実装ガイドについて」（平成 25 年７月８日付薬食審査発 0708 第５号・薬食安発


0708 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。以下「E2B(R3)実装


ガイド通知」という。）により新たなE2B ガイドラインを示しましたので、医薬品、医薬


部外品及び化粧品に係る市販後副作用等報告（薬事法施行規則（昭和 36 年厚生省令第１


号。以下「規則」という。）第 253 条第１項第３号に規定する医薬品未知・非重篤副作用


定期報告を除く。）及び治験副作用等報告の取扱い等について、E2B(R3)実装ガイド通知に







沿うよう整理し、下記のとおり取り扱うこととするので、御了知のうえ、貴管下関係業者


に対し周知をお願いします。 


なお、報告の受付、報告に当たっての注意事項等については、独立行政法人医薬品医療


機器総合機構（以下「機構」という。）が別途定めるので、併せてご留意願います。 


また、自ら治験を実施した者が、法第 80 条の２第６項の規定に基づき行う治験副作用


等報告については、本通知によらず、別途通知する予定です。 


なお、本通知の適用に伴い、旧二課長通知を廃止します。 


 


記 


 


１．報告方法について 


規則第 253 条第１項第１号及び第２号並びに第３項又は第 273 条第１項に定める報


告については、効率的な政府の実現に向けた電子政府の推進を図るため、「行政手続等


における情報通信の技術の利用に関する法律（平成 14 年 12 月 13 日法律第 151 号）」


等に基づき、電子情報処理組織による報告の受付を推進してきたところであること、副


作用報告等を電子化しデータベース化して管理することが迅速な安全対策に資するこ


と等から、原則として（１）による方法によることとする。やむを得ない事情により電


子情報処理組織による報告が困難な場合は、（２）又は（３）による報告を行うことが


できるが、引き続き電子情報処理組織による報告の推進にご協力願いたい。 


（１）電子情報処理組織による報告 


別添の別紙１及び別紙２に掲げる事項をE2B（R3)実装ガイド通知及び別添の別紙


３に対応したXML 形式により記録し報告すること。 


（２）ＣＤ等報告 


別添の別紙１及び別紙２に掲げる事項を E2B(R3)実装ガイド通知及び別添の別紙


３に対応したXML 形式により記録したCD-R(ROM)又はDVD-R（ROM）（以下「Ｃ


Ｄ等」という。）及び報告者の氏名、住所、報告の年月日その他必要事項を記載した書


面（正本一部及び副本の返送を希望する場合は副本一部）を提出すること。 


（３）紙報告 


市販後局長通知別紙様式又は治験局長通知別紙様式に定める必要事項を記入した


報告書（正本一部及び副本の返送を希望する場合は副本一部）を作成し、別添の別紙


１及び別紙２に掲げる事項を E2B(R3)実装ガイド通知及び別添の別紙３に対応した


XML 形式により記録したＣＤ等を提出すること。 


ただし、やむを得ない事情によりＣＤ等の提出が困難な場合は、ＣＤ等を提出しな


くても差し支えない。この場合は報告書を 2 部（正本一部、副本一部）提出すること。 


 


２．市販後局長通知 4（1）②の報告の取り扱い 


市販後局長通知 4（1）②の規定に基づくファックス等による第一報報告については、


その主旨に鑑み、引き続き速やかに報告すること。ただし、報告内容が別添の別紙１及


び別紙２に示す「第一報から必ず記載する項目」を満たす場合、１（１）の方法により


迅速に報告することが出来ることから、電子情報処理組織による通常の第一報報告を市







販後局長通知 4（1）②のファックス等による第一報報告とすることができる。 


 


３．報告に関する留意事項として、別添に留意すること。 


 


４．適用時期 


本通知は、平成 28 年４月１日より適用する。ただし、平成 31 年３月 31 日まではな


お従前の例によることができることができること。 







別添 


報告に関する留意事項 


 


１．報告分類 


市販後副作用等報告及び治験副作用等報告の分類は、以下のとおりとする。 


AA＝国内感染症症例報告（市販後）（規則第 253 条第１項第１号ヘ及びト関係） 


AB＝国内副作用症例報告（市販後）（規則第 253 条第１項第１号イ、ロ、ハ、ニ及


びホ並びに同項第２号イ関係） 


AC＝外国感染症症例報告（市販後）（規則第 253 条第１項第１号ト関係） 


AD＝外国副作用症例報告（市販後）（規則第 253 条第１項第１号ロ及びハ関係） 


AE＝感染症研究報告（市販後）（規則第 253 条第１項第２号ロ関係） 


AF＝副作用研究報告（市販後）（規則第 253 条第１項第２号ロ関係） 


AG＝外国における製造等の中止、回収、廃棄等の措置報告（市販後）（規則第 253


条第１項第１号チ関係） 


BC＝医薬部外品研究報告（市販後）（規則第 253 条第３項関係） 


BD＝化粧品研究報告（市販後）（規則第 253 条第３項関係） 


DA＝国内感染症症例報告（治験）（規則第 273 条第１項第１号並びに同項第２号イ


及びロ関係） 


DB＝国内副作用症例報告（治験）（規則第 273 条第１項第１号並びに同項第２号イ


及びロ関係） 


DC＝外国感染症症例報告（治験）（規則第 273 条第１項第１号並びに同項第２号イ


及びロ関係） 


DD＝外国副作用症例報告（治験）（規則第 273 条第１項第１号並びに同項第２号イ


及びロ関係） 


DE＝感染症研究報告（治験）（規則第 273 条第１項第２号ニ関係） 


DF＝副作用研究報告（治験）（規則第 273 条第１項第２号ニ関係） 


DG＝外国における製造等の中止、回収、廃棄等の措置報告（治験）（規則第 273 条


第１項第２号ハ関係） 


取下＝各報告における「取下げ報告」 


 


２．用語の定義 


（１）Ｊ項目 


報告に含まれる項目のうち、別紙４に掲げる項目をいう。 


（２）ＩＣＳＲ項目 


報告に含まれる項目のうち、E2B(R3)実装ガイド通知の別添１「個別症例安全性報


告（ICSR）の電子的伝送に係る実装ガイド」の 3.4 章に掲げる項目をいう。 


（３）確認応答メッセージ項目 


確認応答メッセージとは、機構が報告を受けた後、送信者に対して応答するメッセ


ージをいい、別紙６及び E2B(R3)実装ガイド通知の別添１「個別症例安全性報告


（ICSR）の電子的伝送に係る実装ガイド」の 4.2 章に掲げる項目をいう。 







（４）識別番号 


市販後副作用等報告及び治験副作用等報告に対して機構が付与する固有の番号をい


い、確認応答メッセージ項目中「ACK.B.r.2 地域報告番号」に記載される。 


（５）取下げ報告 


   「C.1.1 送信者ごとに固有の（症例）安全性報告識別子」等を誤って報告した等の


場合に、「J2.1b 識別番号（番号）」に当該報告の識別番号を記載するとともに、「C.1.11.1


報告破棄／修正」、「C.1.11.2 報告破棄／修正理由」など必要な項目を記載して報告を


取り下げることをいう。 


（６）報告者 


  第一次情報源をいう。第一次情報源とは、副作用等情報を報告した人物であり、医


療関係者、文献の著者、使用者、弁護士等が該当する。複数の情報源が存在する場合


は、その事実を最初に当該送信者に報告した人物を「規制目的上の第一次情報源」と


する。第一次情報源は送信者とは区別されるべきである。 


（７）送信者 


  当該副作用等情報を、機構に対し送信（報告）する組織又は個人をいう。製造販売


業者又は外国特例承認取得者、治験依頼者等が該当する。 


 


３．Ｊ項目及びＩＣＳＲ項目 


報告の際に使用する文字種、フィールド長、記載するＪ項目及びＩＣＳＲ項目等につ


いては、次の（１）～（５）を参照の上、別紙１及び別紙２によること。 


（１）文字コード及びデータ型 


使用する文字コードは、UTF-8 とする。 


データ型は、以下の｢A｣、｢AN｣、｢N｣、｢J｣のいずれかであり、各項目の記載に用い


る文字種は、別紙１及び別紙２のフィールド長・データ型欄に示すとおりとする。 


なお、「<」、「>」、「&」、「”」、「’」を使用する場合は、XML ではそれぞれ｢&lt;｣、｢&gt;｣、


｢&amp;｣、「&quot;」、「&apos;」に置き換えることにより表すことができる。 


ア．A（Alpha：英字型） 


英字（大文字と小文字）を使用する。数字や「 ．，^」等の特殊記号は使用できない。 


イ．AN（AlphaNumeric：英数字型） 


英字、数字及び特殊記号を使用する。 


ウ．N（Numeric：数字型） 


整数又は浮動小数点数表示に使用する。「0～9, ．, E, +, - 」の各文字のみ使用できる。 


エ．J（Japanese：日本語型） 


漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、ギリシャ文字、特殊記号、スペースを使用する。


ただし、現在使用されていない漢字で、常用漢字に新しい字体があるものは、新しい


字体に変更して記載すること。 


オ．日付／時間型（CCYYMMDDhhmmss.UUUU[+|-ZZzz]） 


日付／時間に使用する。CCYY は西暦、MM は月、DD は日、hh は時間、mm は


分、ss は秒、UUUU はミリ秒を示し、[+|-ZZzz]は協定世界時からの時差を示し、協


定世界時より早い時刻は＋、遅い時刻は－の後に時刻を記載する。 







カ．HL7 コード型 


医療情報交換のための標準規格を作成する国際団体であるヘルス・レベル・セブン


（Health Level Seven、以下HL7 という。）により定義されたコードを使用する。 


キ．ブール型 


有と無の二値に使用する。XML を記述する際は、有＝true、無＝false とする。 


ク．ヌルフレーバー（null flavor） 


ヌル（null）値に一定の意味を持たせることのできるHL7 により定義されたコード


である。Ｊ項目に使用する場合は、別紙５に示すヌルフレーバー（null flavor）から


選択して使用する。 


（２）オブジェクト識別子（Object Identifier：OID） 


Ｊ項目は別紙４に示すXPath 中に示されるOID を使用する。 


（３）文字数 


Ｊ項目の各項目に記載可能な文字数は、別紙１に示すとおりとする。 


（４）必須項目、遵守項目及び報告不可項目 


各項目は、別紙１及び別紙２の報告分類欄に示したとおり、以下のア．～オ．のい


ずれかに該当する。 


ア．第一報から必ず記載する項目（第一報必須項目（◎）） 


報告分類のAA、AB、AC、AD、DA、DB、DC 及びDD 並びにこれらの取下にお


いては、患者を特定するための項目（ＩＣＳＲ項目中「D.1 患者（名前又はイニシャ


ル）」、「D.2.2 副作用／有害事象発現時の年齢」、「D.2.2.1a 胎児での副作用/有害事象


発現時の妊娠期間（数）」、「D.2.3 患者の年齢群（報告者の表現による）」、及び「D.5


性別」）については、第一報必須項目であるが、これらのうち少なくとも一項目が明確


となっていれば、その他の項目が不明確であっても、第一報の報告として受け付ける。 


患者を特定するための項目以外の第一報必須項目については、第一報の報告でこれ


らの項目すべてが記載されていないと、受け付けることができない。ただし、ヌルフ


レーバー（null flavor）が許容されている項目の中には、ヌルフレーバー（null flavor）


の記載が受け付けられる項目もあるので、詳細は別紙１及び別紙２を参照すること。 


第一報必須項目は、第二報以降にも必ず記載すること。 


イ．完了報告の際に必ず記載する項目（必須項目（○）） 


必須項目すべてが記載されていないと、完了報告として受け付けることができない。 


ただし、別紙１及び別紙２中の簡略記載が可能な項目については、全く記載しない


とエラー報告となるため、簡略化した表現で記載を行うこと。例えば、既知・重篤（死


亡症例を除く）の副作用等報告における使用上の注意記載状況等を「J2.11 その他参


考事項等」に記載する場合は、「添付文書に記載済」等で差し支えない。また、ヌルフ


レーバー（null flavor）が許容されている項目の中には、ヌルフレーバー（null flavor）


の記載が受け付けられる項目もあるので、詳細は別紙１及び別紙２を参照すること。 


ウ．条件付きで第一報から記載が必要な項目（条件付き第一報必須項目（◇）） 


条件付き第一報必須項目は、特定の条件がある場合のみ第一報から記載が必須であ


る。ただし、ヌルフレーバー（null flavor）が許容されている項目においては、ヌル


フレーバー（null flavor）の記載は受け付けることができる。 







エ．条件付きで完了報告の際に記載が必要な項目（条件付き必須項目（△）） 


条件付き必須項目は、特定の条件がある場合のみ完了報告までに記載が必須である。


ただし、ヌルフレーバー（null flavor）が許容されている項目においては、ヌルフレ


ーバー（null flavor）の記載は受け付けることができる。また、未完了報告では記載


されていない場合でも受け付けることはできる。 


オ．可能な限り記載する項目（遵守項目（▲）） 


遵守項目は、記載されていない場合でも、受け付けることはできるが、記載がない


場合は不明であるとみなすので、可能な限り情報収集を行い報告するよう努めること。 


追加の情報に基づき「取下げ報告」を行う場合にあっては、遵守項目は、「不要で


あるが記載されていてもエラーにならない項目」と読み替える。 


カ．記載してはいけない項目（報告不可項目（×）） 


報告不可項目に記載されていると、報告を受け付けることができない。ただし、ヌ


ルフレーバー（null flavor）が許容されている項目の中には、ヌルフレーバー（null 


flavor）の記載が受け付けられる項目もあるので、詳細は別紙１及び別紙２を参照す


ること。 


（５）XPath 


電子情報処理組織による報告の場合、Ｊ項目は別紙４に示すXPath に従ってXML


を記述する。ＩＣＳＲ項目は E2B（R3)実装ガイド通知の別添１「個別症例安全性報


告（ICSR）の電子的伝送に係る実装ガイド」の付録 I（G）に示す XPath に従って


XML を記述する。 


 


４．個別症例安全性報告時の記載内容、記載方法 


感染症症例報告（報告分類のAA、AC、DA 及びDC 並びにこれらの取下）及び副作


用症例報告（報告分類のAB、AD、DB 及びDD 並びにこれらの取下）を行う時は、別


紙１及び別紙２に定める項目を記載すること。項目の記載にあたっては、Ｊ項目は別紙


４、ＩＣＳＲ項目はE2B(R3)実装ガイド通知を参照したうえで、下記の点に注意するこ


と。なお、医薬品名、剤形、投与経路等の識別子及び用語の使用については、追って通


知する。 


（１）報告期限の設定 


報告期限の設定にあたっては、情報入手日を 0 日として報告期限日を設定し、報告


期限日が機構営業外日に当たる場合は、その翌営業日を報告期限日とすること。なお、


外国における情報の場合は、第一次情報源の国（現地）での現地時間（年月日）では


なく、国内において当該情報を入手した日を情報入手日として報告期限を設定するこ


と。 


（２）感染症症例報告と副作用症例報告を一つの症例により報告する場合 


国内の症例については、「J2.1a 識別番号（報告分類）」は、「AA」又は「DA」を、


また、外国の症例については、「J2.1a 識別番号（報告分類）」は、「AC」又は「DC」


を選択した上で、感染症と副作用の両方の内容を記載すること。 


（３）承認日以降に外国治験副作用等報告の追加情報を報告する場合 


 「市販後副作用等報告（第一報）」として報告すること。 







（４）市販後   


ア．本症例は当該国の緊急報告の基準を満たすか？（C.1.7） 


 15 日報告は「はい」を 30 日報告は「いいえ」を記載すること。 


 報告期限は、情報入手時点において判断するため、追加報告において 15 日報告か


ら 30 日報告に変わっても差し支えない。 


イ．副作用／有害事象（E 項目） 


（ア）報告者によって重要とされた副作用／有害事象（E.i.3.1）及び有害事象ごとの重


篤性の基準（E.i.3.2） 


報告者からの副作用報告書に記載された（情報提供された）重篤性の評価内容に


基づき、送信者の責任において判断する。なお、報告者が重篤と判断したものはす


べて「重篤」に該当するが、報告者が重篤でないと判断した場合でも送信者が重篤


と判断した場合には「重篤」として記載し、報告すること。 


ウ．医薬品情報（G 項目） 


（ア）医薬品に関するその他の情報（G.k.11） 


外国感染症症例報告及び外国副作用症例報告を報告する際、既に本邦において製


造販売の承認を受けている当該医薬品の用法・用量又は効能・効果の追加、変更又


は削除に係る承認事項一部変更を目的とする治験を実施している場合においては、


半角英字でTIKEN と記載すること。 


（５）治験 


ア．本症例は当該国の緊急報告の基準を満たすか？（C.1.7） 


 7 日報告は「はい」を 15 日報告は「いいえ」を記載すること。 


イ．副作用／有害事象（E 項目） 


（ア）報告者によって重要とされた副作用／有害事象（E.i.3.1）及び有害事象ごとの重


篤性の基準（E.i.3.2） 


報告者からの副作用報告書に記載された（情報提供された）重篤性の評価内容に


基づき、送信者の責任において判断する。なお、報告者が重篤と判断したものはすべ


て「重篤」に該当するが、報告者が重篤でないと判断した場合でも送信者が重篤と判


断した場合には「重篤」として記載し、報告すること。 


ウ．医薬品情報（G 項目） 


（ア）第一次情報源により報告された医薬品名（G.k.2.2） 


①二重盲検による試験からの報告のうち盲検解除後に被験薬であることが判明した場


合は追加報告を行い、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。 


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。 


 







５．ISO/HL7 規格の使用 


 E2B（R3)実装ガイド通知の別添に示すとおり、電子情報処理組織による報告における


ＩＣＳＲ項目及びメッセージ仕様は、国際標準化機構（International Organisation for 


Standardisation, ISO）及びHL7 が策定した規格である ISO/HL7 27953-2: 2011 Health 


informatics -- Individual case safety reports (ICSRs) in pharmacovigilance -- Part 2: 


Human pharmaceutical reporting requirements for ICSR（以下「ISO/HL7 27953-2 規


格」という。）を参照して報告の仕様が定められている。同様に、本規格を参照とするＪ項


目についても、発行者の許可を得て使用している。なお、ISO/HL7 27953-2 規格の著作権


は、ISO と HL7 が共同で有するものであり、その無断複写・複製・転載は禁じられてい


る。 


 


６． MedDRA の使用 


MedDRA の提供及び収載用語の維持管理等については、ICH の合意に基づき、一般


財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 JMO 事業部が実施している。


また、MedDRA 用語選択に当たっては、ICH 活動の一環で取りまとめられている


「MedDRA TERM SELECTION: POINTS TO CONSIDER」（PTC）を参考にするこ


と。 


（１）MedDRA 用語を使用する項目及び用いる階層 


MedDRA 用語を使用する項目及びMedDRA 用語選択の階層は、E2B(R3)実装ガイ


ド通知を参照すること。 


（２）MedDRA 用語の選択 


MedDRA 用語は、医学的判断から最も適切な用語を選択すること。 


ア．副作用名 


（ア）国内症例 


英語版カレンシーフラグがＹの用語を選択すること。 


（イ）外国症例 


外国から伝送された症例で、「母国語で記載された、第一次情報源により報告され


た副作用／有害事象（E.i.1.1a）」に記載されている場合は、記載された内容を残し


たまま報告することで差し支えない。 


英語版カレンシーフラグがＹの用語を選択すること。 


 


７．研究報告及び外国措置報告時の記載内容、記載方法等 


研究報告（報告分類の AE、AF、BC、BD、DE 及び DF 並びにこれらの取下）及び


外国措置報告（報告分類のAG 及びDG 並びにこれらの取下）を行う時は、別紙１及び


別紙２に定める項目を記載すること。各項目の記載方法は、Ｊ項目は別紙４、ＩＣＳＲ


項目は E2B（R3)実装ガイド通知を参照したうえで、下記の点に注意すること。なお、


医薬品名、剤形、投与経路等の識別子及び用語の使用については、追って通知する。 


（１）市販後 


ア．症例安全性報告の識別（C.1 項目） 


（ア）報告の種類（C.1.3） 







研究報告において、薬剤疫学の調査を報告する場合、「試験からの報告」と記載


すること、また、文献調査論文等を報告する場合、「その他」と記載すること。 


イ．引用文献（C.4 項目） 


（ア）引用文献（C.4.r.1） 


「引用文献（C.4.r.1）」は、「研究報告又は外国における措置の公表状況（C.4.r.1）」


と読み替えること。 


１）研究報告 


引用文献を記載する場合は、医学雑誌編集者国際委員会（International 


Committee of Medical Journal Editors）によって提案されたバンクーバー規約（「バ


ンクーバー形式」として知られている）に従って記載すること。なお、特殊な場合


も含めた規約形式が次の文献中に示されているので参照すること。 


International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for 


manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med 1997; 336:309-15. 


情報が自社資料等公表されていない場合は、その旨（「未公表」等）を記載し、表


題、報告者、報告者の所属機関又は試験場所、実施年等を記載すること。 


なお、情報がウェブサイトに由来する場合は、その URL 等を入力すること。情


報がその他に由来する場合は、その由来を具体的に記載すること。 


２）外国措置報告 


複数国の規制当局によって同一の措置がなされた場合、一つの報告として報告し


て差し支えない。その際には代表国における公表状況を一番目に記載し、繰り返し


を利用して、二番目以降にその他の公表国における公表状況を記載すること。なお、


後日、同一の措置が他国でなされた場合には、当該公表国における公表状況につい


て追加報告すること。その際には、前回報告の後に続けて当該追加報告の代表国に


おける公表状況を記載すること。当該追加報告の公表国が複数ある場合は、繰り返


しを利用してその他の公表国の公表状況を記載すること。 


引用文献を記載する場合は、上記１）を参照すること。 


ウ．医薬品情報（G 項目） 


報告対象となる医薬品について記載すること。複数の自社品が対象となった場合


はすべて記載すること。  


（ア） 承認／申請番号（G.k.3.1） 


報告対象医薬品の承認番号を記載すること。 


 化粧品研究報告においては、管轄都道府県の都道府県コード（JIS 規格）と、「化


粧品製造（輸入）製品届書」又は「化粧品製造（輸入）販売名届書」（以下「販売名


届書」という。）を提出した日を記載すること。承認番号を持っていた場合は、承認


された日を記載すること。 


エ．症例概要及びその他の情報の記述（H 項目） 


（ア）臨床経過、治療処置、転帰及びその他関連情報を含む症例の記述情報（H.1） 


「臨床経過、治療処置、転帰及びその他関連情報を含む症例の記述情報（H.1）」は


「研究報告又は外国における措置の概要（H.1）」と読み替えること。 


１）研究報告 







試験/研究成績等の概要、著者の見解等を簡潔にまとめて記載すること。発生傾向


の著変に関する報告は、発現頻度が関係している期間、分析方法、成績の解釈等を


記載すること。 


２）外国措置報告 


当該措置の内容、規制当局の見解等を簡潔にまとめて記載すること。 


（イ） 送信者の意見（H.4） 


送信者の意見を記載すること。 


（２）治験 


ア．症例安全性報告の識別（C.1 項目） 


（ア）報告の種類（C.1.3） 


研究報告において、薬剤疫学の調査を報告する場合、「試験からの報告」と記載す


ること、また、文献調査論文等を報告する場合、「その他」と記載すること。 


イ．引用文献（C.4 項目） 


（ア）引用文献（C.4.r.1） 


「引用文献（C.4.r.1）」は、「研究報告又は外国における措置の公表状況（C.4.r.1）」


と読み替えること。 


１）研究報告 


引用文献を記載する場合は、医学雑誌編集者国際委員会（International 


Committee of Medical Journal Editors）によって提案されたバンクーバー規約（「バ


ンクーバー形式」として知られている）に従って記載すること。なお、特殊な場合


も含めた規約形式が次の文献中に示されているので参照すること。 


International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for 


manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med 1997; 336:309-15. 


情報が自社資料等公表されていない場合は、その旨（「未公表」等）を記載し、表


題、報告者、報告者の所属機関又は試験場所、実施年等を記載すること。 


なお、情報がウェブサイトに由来する場合は、その URL 等を入力すること。情


報がその他に由来する場合は、その由来を具体的に記載すること。 


２）外国措置報告 


複数国の規制当局によって同一の措置がなされた場合、一つの報告として報告し


て差し支えない。その際には代表国における公表状況を一番目に記載し、繰り返し


を利用して、二番目以降にその他の公表国における公表状況を記載すること。なお、


後日、同一の措置が他国でなされた場合には、当該公表国における公表状況につい


て追加報告すること。その際には、前回報告の後に続けて当該追加報告の代表国に


おける公表状況を記載すること。当該追加報告の公表国が複数ある場合は、繰り返


しを利用してその他の公表国の公表状況を記載すること。 


引用文献を記載する場合は、上記１）を参照すること。 


ウ．医薬品情報（G 項目） 


報告対象となる治験薬等について記載すること。 


（ア）第一次情報源により報告された医薬品名（G.k.2.2） 


４．（５）ウ．を準用すること。 







（イ） 承認番号（G.k.3.1） 


国内にて承認番号を有する治験薬についてのみ記載すること。 


エ．症例概要及びその他情報の記述（H 項目） 


（ア）臨床経過、治療処置、転帰及びその他関連情報を含む症例の記述情報（H.1） 


「臨床経過、治療処置、転帰及びその他関連情報を含む症例の記述情報（H.1）」は、


「研究報告又は外国における措置の概要（H.1）」と読み替えること。 


１）研究報告 


試験/研究成績等の概要、著者の見解等を簡潔にまとめて記載すること。発生傾向


の著変に関する報告は、発現頻度が関係している期間（開発の相）、分析方法、成績


の解釈等を記載すること。 


２）外国措置報告 


当該措置の内容、規制当局の見解等を簡潔にまとめて記載すること。 


（イ） 送信者の意見（H.4） 


送信者の意見を記載すること。 


 


８．その他の治験副作用等報告に際しての注意事項 


治験副作用等報告を行う場合には、以下の点にも留意すること。 


（１）予測性の判断基準等 


治験副作用等報告においては、以下に基づき予測性を判断すること。 


ア．治験薬概要書に記載されている有害事象から判断する。 


イ．「予測できる」とする時点は、治験薬概要書の作成日又は改訂日とすること。 


  ただし、実施医療機関へ副作用等症例を通知する文書を治験薬概要書の別冊として


保管することが治験依頼者の手順書で規定されている場合にあっては、当該通知文書


の作成日を治験薬概要書の改訂日とみなすことができること。 


  なお、治験依頼者は、副作用等症例の発生数、発生頻度、発生上検討の傾向を十分


に把握し、その傾向が治験薬概要書から予測できるかどうかについて、誤りがないよ


う適切に判断すること。 


ウ．治験薬概要書に記載されていても、発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が記


載内容と一致しないものは「予測できない」ものとする。 


エ．承認申請中の品目で、別途、効能追加等の承認事項の一部変更等申請のための治験


が実施されていない場合にあっては、申請資料概要に記載されている有害事象から予


測性を判断する。 


オ．承認申請中の品目と同一成分の治験が実施されている場合の予測性の判断は、申請


資料概要及び治験薬概要書のうち、治験薬概要書に記載されている有害事象から判断


する。 


カ．承認申請後においても長期投与試験等を継続しており、当該品目の承認前に終了し


た場合、予測性の判断根拠は長期投与試験の治験終了届を提出した日をもって、治験


薬概要書から申請資料概要に切り替える。 


（２）因果関係 


治験副作用等報告においては、因果関係について以下のとおり取り扱うものとする。 







ア．治験責任医師等及び治験の依頼をした者の両者が因果関係を否定するもの以外は、


報告対象となる。 


イ．外国症例であって、患者又は患者の家族等の医療従事者以外からの情報に基づくも


のについては、治験の依頼をした者が因果関係を否定できると判断したものは報告対


象としない。 


（３）その他、治験副作用等報告に関する事項 


ア．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。 


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。 


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 


（イ）医療目的以外で使用された麻薬等による副作用の取扱い 


①薬物乱用等の医療目的以外で麻薬等が使用され発現した副作用については、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マ


ネジメント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。


ただし、国内未承認成分や予測できない事象が発生した場合は除く。 


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、機構審査マ


ネジメント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）薬物乱用等の医療目的以外で使用されている状況及び副作用の発現状況等に関


する資料 


４）緊急報告の対象外として取り扱う事象の範囲及び設定範囲の根拠 


５）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 


ウ．報告義務期間の取扱い 


（ア）報告義務期間 


①治験計画届書の初回提出日から、承認を取得するまで又は開発中止届を提出するま


での期間とする。 


②治験計画届書の提出を要しない場合は、治験実施計画書に記載している実施期間の


開始日から、承認を取得するまで又は開発を中止する旨を機構審査マネジメント部


審査企画課に書面により申出る（様式は自由）までの期間とする。 


（イ）開発を長期間中断する場合等 


①開発を長期間中断することが予想される場合、又は申請中において、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は、その旨を機構審査マ


ネジメント部審査企画課に書面により申出て、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間は報告を留保することができる。なお、治験副作用等報


告（研究報告及び外国措置報告を除く。）を留保している期間中にあっても安全性情


報の収集に努め、開発再開時に当該情報を治験薬概要書及び治験実施計画書又は申


請資料概要へ反映させる。また、開発の再開に伴い副作用等の報告を再開する際に


は必要な書類を機構審査マネジメント部審査企画課に提出すること。 


②留保申出書類 


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申出書」とする。 


２）治験成分記号を記載し、一般的名称も括弧書きする。 


３）治験計画届書の届出回数及び治験計画初回届出年月日を記載する。 


４）予定される効能又は効果を記載する。 


５）中断する治験の開発相を記載する。 


６）「報告を留保する理由」を具体的に記載する。 


７）「今後とも副作用等に係る情報収集に努める」、「開発を再開する場合には、開発


を中断していた時期に収集した副作用等について報告する」及び「開発を再開す


る場合は事前に機構審査マネジメント部審査企画課に連絡する」旨等を記載する。 


８）担当者名、連絡先を記載する。 


９）あて先は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長」とする。 


（ウ）開発の再開時提出書類 


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 


エ．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。 


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。 


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。



user
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別紙１


　


取下


AA AB AC AD AE AF AG BC BD DA DB DC DD DE DF DG
許可 未許可


J2.1a 識別番号（報告分類） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2A 1


J2.1b 識別番号（番号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 8N


J2.2.1 報告起算日 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ date 1


J2.2.2 報告起算日に関するコメント ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ▲ ▲ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ▲ 10000J


J2.3 即時報告フラグ ◇ ◇ ◇ × × × ◇ × × × × × × × × × ▲ 1N 1


J2.4.k 新医薬品等の状況区分 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1N


J2.5.k 一般用医薬品等のリスク区分等 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ▲ 2AN


J2.6.k 一般用医薬品の入手経路 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ▲ 1A


J2.7.1 完了、未完了区分 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ HL7 code 1


J2.7.2 未完了に関するコメント ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ▲ 10000J


J2.8.1 報告対象外フラグ △ △ △ △ × × × × × △ △ △ △ × × × ▲ 1N 1


J2.8.2 報告対象外の理由 △ △ △ △ × × × △ △ △ △ △ △ × × × ▲ 10000J 1


J2.9 感染症の遡及調査 ◎ × ◎ × × × × × × ◎ × ◎ × × × × ▲ 10000J 1


J2.10 今後の対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 10000J


J2.11 その他参考事項等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 10000J


J2.12 治験成分記号 × × × × × × × × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 市販：×／治験：◎ 70J 1


J2.13.r.1 届出回数 × × × × × × × × × ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 市販：×／治験：◇ 2N 1


項目名称
E2B(R3)
データ項目


治験


報告分類


フィールド長
データ型


市販後
NullFlavor


厚生労働省システム管理用データ項目


備考


 
記号・略語等の解説 
 
 ■報告分類 
  AA ＝ 国内感染症症例報告（市販後） 
  AB ＝ 国内副作用症例報告（市販後） 
  AC ＝ 外国感染症症例報告（市販後） 
  AD ＝ 外国副作用症例報告（市販後） 
  AE ＝ 感染症研究報告（市販後） 
  AF ＝ 副作用研究報告（市販後） 
  AG ＝ 外国における製造等の中止、回収、廃棄等の措置報告（市販後）  
  BC ＝ 医薬部外品研究報告（記載方法はAFに準ずる） 
  BD ＝ 化粧品研究報告（記載方法はAFに準ずる） 
  DA ＝ 国内感染症症例報告（治験） 
  DB ＝ 国内副作用症例報告（治験） 
  DC ＝ 外国感染症症例報告（治験） 
  DD ＝ 外国副作用症例報告（治験） 
  DE ＝ 感染症研究報告 （治験） 
  DF ＝ 副作用研究報告（治験） 
  DG ＝ 外国における製造等の中止、回収、廃棄等の措置報告（治験）  
  取下＝AA～DGの各報告における取下げ報告 
 


 
 


■記載項目 


  ◎＝第一報から必ず記載する項目 


  ○＝完了報告の際に必ず記載する項目 


      ◇＝条件付きで第一報から記載が必要な項目 


  △＝条件付きで完了報告の際に記載が必要な項目 


  ▲＝可能な限り記載する項目 


    （取下げ報告を行う場合は、「不要であるが記載されて 


          いてもエラーにならない項目」） 


  ×＝記載してはいけない項目 
 


 ■データ型                  ■備考 


  A = 英字型                  ※は、固定値を意味する。 


  AN = 英数字型 


  N = 数字型 


  J  = 日本語型 


      date=日付／時間型 


1







取下


AA AB AC AD AE AF AG BC BD DA DB DC DD DE DF DG
許可 未許可


項目名称
E2B(R3)
データ項目


治験


報告分類


フィールド長
データ型


市販後
NullFlavor


備考


J2.13.r.2 対象疾患 × × × × × × × × × ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 市販：×／治験：◇ 1000J 1


J2.13.r.3 開発相 × × × × × × × × × ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 市販：×／治験：◇ 1N 1


J2.13.r.4 投薬中の症例の有無 × × × × × × × × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 市販：×／治験：◎ boolean 1


J2.14.i 未知・既知 × × × × × × × × × ◎ ◎ ◎ ◎ × × × 市販：×／
治験：DA～DD◎


1N 1


J2.15.r 公表国 × × × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × × × ◎ ◎ ◎ ▲ 2A 1


J2.16 報告内容の要点 × × × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × × × ◎ ◎ ◎ ▲ 500J 1


J2.17.r 試験／研究の分類 × × × × ◎ ◎ × ◎ ◎ × × × × ◎ ◎ × ▲ 1N 1


J2.18.1 受信者組織名 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 100J 1 ※独立行政法人医薬品医療機器総合機構


J2.18.2 受信者職名 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 100J 1 ※理事長


J2.18.3 受信者　姓 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 100J 1 ※理事長姓


J2.18.4 受信者　名 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 100J 1 ※理事長名


J2.19 備考1 × × × × × × × ▲ ▲ × × × × × × × ▲ 10000J 1


J2.20 備考2 × × × × × × × ▲ ▲ × × × × × × × ▲ 10000J 1


J2.21 備考3 × × × × × × × ▲ ▲ × × × × × × × ▲ 10000J 1


J2.22 備考4 × × × × × × × ▲ ▲ × × × × × × × ▲ 10000J 1
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<MCCI_IN200100UV01 ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd" xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/


2001/XMLSchema-instance">


  <id extension="N.1.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.22"/>


  <!-- N.1.2: Batch Number -->


  <creationTime value="20101214151617"/>


  <!-- N.1.5: Date of Batch Transmission -->


  <responseModeCode code="D"/>


  <interactionId extension="MCCI_IN200100UV01" root="2.16.840.1.113883.1.6"/>


  <name code="N.1.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.1"/>


  <!-- N.1.1: Type of Messages in Batch -->


  <!-- Message #1 -->


  <PORR_IN049016UV>


    <id extension="N.2.r.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1"/>


    <!-- N.2.r.1: Message Identifier -->


    <creationTime value="20101214151617"/>


    <!-- N.2.r.4: Date of Message Creation -->


    <interactionId extension="PORR_IN049016UV" root="2.16.840.1.113883.1.6"/>


    <processingCode code="P"/>


    <processingModeCode code="T"/>


    <acceptAckCode code="AL"/>


    <receiver typeCode="RCV">


      <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


        <id extension="N.2.r.3" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.12"/>


        <!-- N.2.r.3: Message Receiver Identifier -->


      </device>


    </receiver>


    <sender typeCode="SND">


      <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


        <id extension="N.2.r.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.11"/>


        <!-- N.2.r.2: Message Sender Identifier -->


      </device>


    </sender>


    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">


      <code code="PORR_TE049016UV" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.18"/>


      <!-- HL7 Trigger Event ID -->


      <effectiveTime value="20101214151617"/>


      <!-- C.1.2: Date of Creation -->


      <subject typeCode="SUBJ">


        <investigationEvent classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


          <id extension="C.1.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1"/>


          <!-- C.1.1: Sender's (case) Safety Report Unique Identifier -->


          <id extension="C.1.8.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2"/>


          <!-- C.1.8.1: Worldwide Unique Case Identification Number -->


          <id extension="J2.1b" root="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.3.1"/>


          <!-- @@@J2.1b:  識別番号（番号） -->


          <code code="PAT_ADV_EVNT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>


          <text>H.1</text>


          <!-- H.1: Case Narrative Including Clinical Course, Therapeutic Measures, Outcome and Additional Relevant Information -->


          <statusCode code="active"/>


          <!-- @@@J2.7.1  完了、未完了区分 -->


          <effectiveTime>


            <low value="20090101"/>


            <!-- C.1.4: Date Report Was First Received from Source -->


          </effectiveTime>


          <availabilityTime value="20090101"/>


          <!-- C.1.5: Date of Most Recent Information for This Report -->


          <reference typeCode="REFR">


            <document classCode="DOC" moodCode="EVN">


              <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27" displayName="documentsHeldBySender"/>


              <title>C.1.6.1.r.1</title>


              <!-- C.1.6.1.r.1: Documents Held by Sender (repeat as necessary) #1 -->


              <text mediaType="application/pdf" representation="B64">C.1.6.1.r.2</text>


              <!-- C.1.6.1.r.2: Included Documents #1 -->


            </document>


          </reference>


          <reference typeCode="REFR">


            <document classCode="DOC" moodCode="EVN">


              <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27" displayName="documentsHeldBySender"/>


              <title>C.1.6.1.r.1</title>


              <!-- C.1.6.1.r.1: Documents Held by Sender (repeat as necessary) #2 -->


              <text mediaType="image/jpeg" representation="B64" compression="DF">C.1.6.1.r.2</text>


              <!-- C.1.6.1.r.2: Included Documents #2 -->


            </document>


          </reference>
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          <reference typeCode="REFR">


            <document classCode="DOC" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27" displayName="literatureReference"/>


              <title>J2.17.r</title>


              <!-- @@@J2.17.r  試験／研究の分類 #1 -->


              <text mediaType="application/pdf" representation="B64">C.4.r.2</text>


              <!-- C.4.r.2: Included Documents #1 -->


              <bibliographicDesignationText>C.4.r.1</bibliographicDesignationText>


              <!-- C.4.r.1: Literature Reference(s) #1 -->


              <participation typeCode="AUT">


                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                  <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                    <asLocatedEntity classCode="LOCE">


                      <location classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                        <code code="J2.15.r" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                        <!-- @@@J2.15.r 公表国 #1 -->


                      </location>


                    </asLocatedEntity>


                  </representedOrganization>


                </assignedEntity>


              </participation>


            </document>


          </reference>


          <reference typeCode="REFR">


            <document classCode="DOC" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27" displayName="literatureReference"/>


              <title>J2.17.r</title>


              <!-- @@@J2.17.r  試験／研究の分類 #2 -->


              <text mediaType="application/pdf" representation="B64">C.4.r.2</text>


              <!-- C.4.r.2: Included Documents #2 -->


              <bibliographicDesignationText>C.4.r.1</bibliographicDesignationText>


              <!-- C.4.r.1: Literature Reference(s) #2 -->


              <participation typeCode="AUT">


                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                  <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                    <asLocatedEntity classCode="LOCE">


                      <location classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                        <code code="J2.15.r" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                        <!-- @@@J2.15.r 公表国 #2 -->


                      </location>


                    </asLocatedEntity>


                  </representedOrganization>


                </assignedEntity>


              </participation>


            </document>


          </reference>


          <component typeCode="COMP">


            <adverseEventAssessment classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <subject1 typeCode="SBJ">


                <primaryRole classCode="INVSBJ">


                  <player1 classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">


                    <name>D.1</name>


                    <!-- D.1: Patient (name or initials) -->


                    <administrativeGenderCode code="D.5" codeSystem="1.0.5218"/>


                    <!-- D.5 Sex -->


                    <birthTime value="20090101"/>


                    <!-- D.2.1: Date of Birth -->


                    <deceasedTime value="20090101"/>


                    <!-- D.9.1: Date of Death -->


                    <asIdentifiedEntity classCode="IDENT">


                      <id extension="D.1.1.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.7"/>


                      <!-- D.1.1.1: Patient Medical Record Number(s) and Source(s) of the Record Number (GP Medical Record Number) -->


                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4" displayName="GP"/>


                    </asIdentifiedEntity>


                    <asIdentifiedEntity classCode="IDENT">


                      <id extension="D.1.1.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.8"/>


                      <!-- D.1.1.2: Patient Medical Record Number(s) and Source(s) of the Record Number (Specialist Record Number) -->


                      <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4" displayName="Specialist"/>


                    </asIdentifiedEntity>


                    <asIdentifiedEntity classCode="IDENT">


                      <id extension="D.1.1.3" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.9"/>


                      <!-- D.1.1.3: Patient Medical Record Number(s) and Source(s) of the Record Number (Hospital Record Number) -->


                      <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4" displayName="Hospital Record"/>


                    </asIdentifiedEntity>


                    <asIdentifiedEntity classCode="IDENT">
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                      <id extension="D.1.1.4" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.10"/>


                      <!-- D.1.1.4: Patient Medical Record Number(s) and Source(s) of the Record Number (Investigation Number) -->


                      <code code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4" displayName="Investigation"/>


                    </asIdentifiedEntity>


                    <role classCode="PRS">


                      <code code="PRN" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111"/>


                      <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">


                        <name>D.10.1</name>


                        <!-- D.10.1: Parent Identification -->


                        <administrativeGenderCode code="D.10.6" codeSystem="1.0.5218"/>


                        <!-- D.10.6: Sex of Parent -->


                        <birthTime value="20090101"/>


                        <!-- D.10.2.1: Date of Birth of Parent -->


                      </associatedPerson>


                      <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="age"/>


                          <value xsi:type="PQ" value="10" unit="D.10.2.2b"/>


                          <!-- D.10.2.2a: Age of Parent (number) -->


                          <!-- D.10.2.2b: Age of Parent (unit) -->


                        </observation>


                      </subjectOf2>


                      <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="22" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="lastMenstrualPeriodDate"/>


                          <value xsi:type="TS" value="20090101"/>


                          <!-- D.10.3: Last Menstrual Period Date of Parent -->


                        </observation>


                      </subjectOf2>


                      <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="bodyWeight"/>


                          <value xsi:type="PQ" value="50" unit="kg"/>


                          <!-- D.10.4: Body Weight (kg) of Parent -->


                        </observation>


                      </subjectOf2>


                      <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="17" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="height"/>


                          <value xsi:type="PQ" value="160" unit="cm"/>


                          <!-- D.10.5: Height (cm) of Parent -->


                        </observation>


                      </subjectOf2>


                      <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                        <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                          <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20" displayName="relevantMedicalHistoryAndConcurrentConditions"/>


                          <component typeCode="COMP">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="D.10.7.1.r.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.10.7.1.r.1a"/>


                              <!-- D.10.7.1.r.1a: MedDRA Version for Medical History #1 -->


                              <!-- D.10.7.1.r.1b: Medical History (disease / surgical procedure/ etc.) (MedDRA code) #1 -->


                              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                                <low value="20090101"/>


                                <!-- D.10.7.1.r.2: Start Date #1 -->


                                <high value="20090101"/>


                                <!-- D.10.7.1.r.4: End Date #1 -->


                              </effectiveTime>


                              <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="comment"/>


                                  <value xsi:type="ED">D.10.7.1.r.5</value>


                                  <!-- D.10.7.1.r.5: Comments #1 -->


                                </observation>


                              </outboundRelationship2>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="continuing"/>


                                  <value xsi:type="BL" value="true"/>


                                  <!-- D.10.7.1.r.3: Continuing #1 -->


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </observation>


                          </component>


                          <component typeCode="COMP">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
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                              <code code="D.10.7.1.r.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.10.7.1.r.1a"/>


                              <!-- D.10.7.1.r.1a: MedDRA Version for Medical History #2 -->


                              <!-- D.10.7.1.r.1b: Medical History (disease / surgical procedure/ etc.) (MedDRA code) #2 -->


                              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                                <low value="20090101"/>


                                <!-- D.10.7.1.r.2: Start Date #2 -->


                                <high value="20090101"/>


                                <!-- D.10.7.1.r.4: End Date #2 -->


                              </effectiveTime>


                              <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="comment"/>


                                  <value xsi:type="ED">D.10.7.1.r.5</value>


                                  <!-- D.10.7.1.r.5: Comments #2 -->


                                </observation>


                              </outboundRelationship2>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="continuing"/>


                                  <value xsi:type="BL" value="true"/>


                                  <!-- D.10.7.1.r.3: Continuing #2 -->


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </observation>


                          </component>


                          <component typeCode="COMP">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="18" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="historyAndConcurrentConditionText"/>


                              <value xsi:type="ED">D.10.7.2</value>


                              <!-- D.10.7.2: Text for Relevant Medical History and Concurrent Conditions of Parent -->


                            </observation>


                          </component>


                        </organizer>


                      </subjectOf2>


                      <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                        <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                          <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20" displayName="drugHistory"/>


                          <component typeCode="COMP">


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                                <low value="20090101"/>


                                <!-- D.10.8.r.4: Start Date #1 -->


                                <high value="20090101"/>


                                <!-- D.10.8.r.5: End Date #1 -->


                              </effectiveTime>


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <code code="D.10.8.r.2b" codeSystem="TBD-MPID" codeSystemVersion="D.10.8.r.2a"/>


                                    <!-- D.10.8.r.2a: MPID Version Date / Number #1 -->


                                    <!-- D.10.8.r.2b: Medicinal Product Identifier (MPID) #1 -->


                                    <name>D.10.8.r.1</name>


                                    <!-- D.10.8.r.1: Name of Drug as Reported #1 -->


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <outboundRelationship2 typeCode="RSON">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="19" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="indication"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="D.10.8.r.6b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.10.8.r.6a"/>


                                  <!-- D.10.8.r.6a: MedDRA Version for Indication #1 -->


                                  <!-- D.10.8.r.6b: Indication (MedDRA code) #1 -->


                                </observation>


                              </outboundRelationship2>


                              <outboundRelationship2 typeCode="CAUS">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="29" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reaction"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="D.10.8.r.7b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.10.8.r.7a"/>


                                  <!-- D.10.8.r.7a: MedDRA Version for Reaction #1 -->


                                  <!-- D.10.8.r.7b: Reactions (MedDRA code) #1 -->


                                </observation>


                              </outboundRelationship2>


                            </substanceAdministration>


                          </component>


                          <component typeCode="COMP">


- 4 -







                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                                <low value="20090101"/>


                                <!-- D.10.8.r.4: Start Date #2 -->


                                <high value="20090101"/>


                                <!-- D.10.8.r.5: End Date #2 -->


                              </effectiveTime>


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <code code="D.10.8.r.3b" codeSystem="TBD-PhPID" codeSystemVersion="D.10.8.r.3a"/>


                                    <!-- D.10.8.r.3a: PhPID Version Date / Number #2 -->


                                    <!-- D.10.8.r.3b: Pharmaceutical Product Identifier (PhPID) #2 -->


                                    <name>D.10.8.r.1</name>


                                    <!-- D.10.8.r.1: Name of Drug as Reported #2 -->


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <outboundRelationship2 typeCode="RSON">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="19" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="indication"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="D.10.8.r.6b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.10.8.r.6a"/>


                                  <!-- D.10.8.r.6a: MedDRA Version for Indication #2 -->


                                  <!-- D.10.8.r.6b: Indication (MedDRA code) #2 -->


                                </observation>


                              </outboundRelationship2>


                              <outboundRelationship2 typeCode="CAUS">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="29" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reaction"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="D.10.8.r.7b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.10.8.r.7a"/>


                                  <!-- D.10.8.r.7a: MedDRA Version for Reaction #2 -->


                                  <!-- D.10.8.r.7b: Reactions (MedDRA code) #2 -->


                                </observation>


                              </outboundRelationship2>


                            </substanceAdministration>


                          </component>


                        </organizer>


                      </subjectOf2>


                    </role>


                  </player1>


                  <subjectOf1 typeCode="SBJ">


                    <researchStudy classCode="CLNTRL" moodCode="EVN">


                      <id extension="C.5.3" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.5"/>


                      <!-- C.5.3: Sponsor Study Number -->


                      <code code="C.5.4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.8"/>


                      <!-- C.5.4: Study Type Where Reaction(s) / Event(s) Were Observed -->


                      <title>C.5.2</title>


                      <!-- C.5.2: Study Name -->


                      <authorization typeCode="AUTH">


                        <studyRegistration classCode="ACT" moodCode="EVN">


                          <id extension="C.5.1.r.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.6"/>


                          <!-- C.5.1.r.1: Study Registration Number #1 -->


                          <author typeCode="AUT">


                            <territorialAuthority classCode="TERR">


                              <governingPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                                <code code="C.5.1.r.2" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                                <!-- C.5.1.r.2: Study Registration Country #1 -->


                              </governingPlace>


                            </territorialAuthority>


                          </author>


                        </studyRegistration>


                      </authorization>


                      <authorization typeCode="AUTH">


                        <studyRegistration classCode="ACT" moodCode="EVN">


                          <id extension="C.5.1.r.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.6"/>


                          <!-- C.5.1.r.1 Study Registration Number #2 -->


                          <author typeCode="AUT">


                            <territorialAuthority classCode="TERR">


                              <governingPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                                <code code="C.5.1.r.2" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                                <!-- C.5.1.r.2: Study Registration Country #2 -->


                              </governingPlace>


                            </territorialAuthority>


                          </author>


                        </studyRegistration>
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                      </authorization>


                    </researchStudy>


                  </subjectOf1>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="age"/>


                      <value xsi:type="PQ" value="10" unit="D.2.2b"/>


                      <!-- D.2.2a: Age at Time of Onset of Reaction / Event (number) -->


                      <!-- D.2.2b: Age at Time of Onset of Reaction / Event (unit) -->


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <code code="16" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="gestationPeriod"/>


                      <value xsi:type="PQ" value="10" unit="D.2.2.1b"/>


                      <!-- D.2.2.1a: Gestation Period When Reaction / Event Was Observed in the Foetus (number) -->


                      <!-- D.2.2.1b: Gestation Period When Reaction / Event Was Observed in the Foetus (unit) -->


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <code code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="ageGroup"/>


                      <value xsi:type="CE" code="D.2.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.9"/>


                      <!-- D.2.3: Patient Age Group (as per reporter) -->


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <code code="7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="bodyWeight"/>


                      <value xsi:type="PQ" value="48.2" unit="kg"/>


                      <!-- D.3: Body Weight (kg) -->


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <code code="17" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="height"/>


                      <value xsi:type="PQ" value="152" unit="cm"/>


                      <!-- D.4: Height (cm) -->


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <code code="22" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="lastMenstrualPeriodDate"/>


                      <value xsi:type="TS" value="20090101"/>


                      <!-- D.6: Last Menstrual Period Date -->


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20" displayName="relevantMedicalHistoryAndConcurrentConditions"/>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="D.7.1.r.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.7.1.r.1a"/>


                          <!-- D.7.1.r.1a: MedDRA Version for Medical History #1 -->


                          <!-- D.7.1.r.1b: Medical History (disease / surgical procedure / etc.) (MedDRA code) #1 -->


                          <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                            <low value="20090101"/>


                            <!-- D.7.1.r.2: Start Date #1 -->


                            <high value="20090101"/>


                            <!-- D.7.1.r.4: End Date #1 -->


                          </effectiveTime>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="comment"/>


                              <value xsi:type="ED">D.7.1.r.5</value>


                              <!-- D.7.1.r.5: Comments #1 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="EXPL">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="38" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="familyHistory"/>


                              <value xsi:type="BL" value="true"/>


                              <!-- D.7.1.r.6: Family History #1 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


- 6 -







                          <inboundRelationship typeCode="REFR">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="continuing"/>


                              <value xsi:type="BL" value="true"/>


                              <!-- D.7.1.r.3: Continuing #1 -->


                            </observation>


                          </inboundRelationship>


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="D.7.1.r.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.7.1.r.1a"/>


                          <!-- D.7.1.r.1a: MedDRA Version for Medical History #2 -->


                          <!-- D.7.1.r.1b: Medical history (disease / surgical procedure / etc.) (MedDRA code) #2 -->


                          <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                            <low value="20090101"/>


                            <!-- D.7.1.r.2: Start Date #2 -->


                            <high value="20090101"/>


                            <!-- D.7.1.r.4: End Date #2 -->


                          </effectiveTime>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="comment"/>


                              <value xsi:type="ED">D.7.1.r.5</value>


                              <!-- D.7.1.r.5: Comments #2 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="EXPL">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="38" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="familyHistory"/>


                              <value xsi:type="BL" value="true"/>


                              <!-- D.7.1.r.6: Family History #2 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <inboundRelationship typeCode="REFR">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="continuing"/>


                              <value xsi:type="BL" value="true"/>


                              <!-- D.7.1.r.3: Continuing #2 -->


                            </observation>


                          </inboundRelationship>


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="18" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="historyAndConcurrentConditionText"/>


                          <value xsi:type="ED">D.7.2</value>


                          <!-- D.7.2: Text for Relevant Medical History and Concurrent Conditions (not including reaction / event) -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="11" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="concomitantTherapy"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- D.7.3:  Concomitant Therapies -->


                        </observation>


                      </component>


                    </organizer>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                      <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20" displayName="drugHistory"/>


                      <component typeCode="COMP">


                        <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                          <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                            <low value="20090101"/>


                            <!-- D.8.r.4: Start Date #1 -->


                            <high value="20090101"/>


                            <!-- D.8.r.5: End Date #1 -->


                          </effectiveTime>


                          <consumable typeCode="CSM">


                            <instanceOfKind classCode="INST">


                              <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                <code code="D.8.r.2b" codeSystem="TBD-MPID" codeSystemVersion="D.8.r.2a"/>


                                <!-- D.8.r.2a: MPID Version Date / Number #1 -->
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                                <!-- D.8.r.2b: Medicinal Product Identifier (MPID) #1 -->


                                <name>D.8.r.1</name>


                                <!-- D.8.r.1: Name of Drug as Reported #1 -->


                              </kindOfProduct>


                            </instanceOfKind>


                          </consumable>


                          <outboundRelationship2 typeCode="RSON">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="19" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="indication"/>


                              <value xsi:type="CE" code="D.8.r.6b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.8.r.6a"/>


                              <!-- D.8.r.6a: MedDRA Version for Indication #1 -->


                              <!-- D.8.r.6b: Indication (MedDRA code) #1 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="CAUS">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="29" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reaction"/>


                              <value xsi:type="CE" code="D.8.r.7b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.8.r.7a"/>


                              <!-- D.8.r.7a: MedDRA Version for Reaction #1 -->


                              <!-- D.8.r.7b: Reaction (MedDRA code) #1 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                        </substanceAdministration>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                          <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                            <low value="20090101"/>


                            <!-- D.8.r.4: Start Date #2 -->


                            <high value="20090101"/>


                            <!-- D.8.r.5: End Date #2 -->


                          </effectiveTime>


                          <consumable typeCode="CSM">


                            <instanceOfKind classCode="INST">


                              <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                <code code="D.8.r.3b" codeSystem="TBD-PhPID" codeSystemVersion="D.8.r.3a"/>


                                <!-- D.8.r.3a: PhPID Version Date / Number -->


                                <!-- D.8.r.3b: Pharmaceutical Product Identifier (PhPID) #2 -->


                                <name>D.8.r.1</name>


                                <!-- D.8.r.1: Name of Drug as Reported #2 -->


                              </kindOfProduct>


                            </instanceOfKind>


                          </consumable>


                          <outboundRelationship2 typeCode="RSON">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="19" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="indication"/>


                              <value xsi:type="CE" code="D.8.r.6b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.8.r.6a"/>


                              <!-- D.8.r.6a: MedDRA Version for Indication #2 -->


                              <!-- D.8.r.6b: Indication (MedDRA code) #2 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="CAUS">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="29" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reaction"/>


                              <value xsi:type="CE" code="D.8.r.7b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.8.r.7a"/>


                              <!-- D.8.r.7a: MedDRA Version for Reaction #2 -->


                              <!-- D.8.r.7b: Reaction (MedDRA code) #2 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                        </substanceAdministration>


                      </component>


                    </organizer>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <code code="32" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reportedCauseOfDeath"/>


                      <value xsi:type="CE" code="D.9.2.r.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.9.2.r.1a">


                        <!-- D.9.2.r.1a: MedDRA Version for Reported Cause(s) of Death #1 -->


                        <!-- D.9.2.r.1b: Reported Cause(s) of Death (MedDRA code) #1 -->


                        <originalText>D.9.2.r.2</originalText>


                        <!-- D.9.2.r.2: Reported Cause(s) of Death (free text) #1 -->


                      </value>


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">
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                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <code code="32" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reportedCauseOfDeath"/>


                      <value xsi:type="CE" code="D.9.2.r.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.9.2.r.1a">


                        <!-- D.9.2.r.1a: MedDRA Version for Reported Cause(s) of Death #2 -->


                        <!-- D.9.2.r.1b: Reported Cause(s) of Death (MedDRA code) #2 -->


                        <originalText>D.9.2.r.2</originalText>


                        <!-- D.9.2.r.2: Reported Cause(s) of Death (free text) #2 -->


                      </value>


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <code code="5" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="autopsy"/>


                      <value xsi:type="BL" value="true"/>


                      <!-- D.9.3  Was Autopsy Done?  -->


                      <outboundRelationship2 typeCode="DRIV">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="causeOfDeath"/>


                          <value xsi:type="CE" code="D.9.4.r.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.9.4.r.1a">


                            <!-- D.9.4.r.1a: MedDRA Version for Autopsy-determined Cause(s) of Death #1 -->


                            <!-- D.9.4.r.1b Autopsy-determined Cause(s) of Death (MedDRA code) #1 -->


                            <originalText>D.9.4.r.2</originalText>


                            <!-- D.9.4.r.2: Autopsy-determined Cause(s) of Death (free text) #1 -->


                          </value>


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="DRIV">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="causeOfDeath"/>


                          <value xsi:type="CE" code="D.9.4.r.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="D.9.4.r.1a">


                            <!-- D.9.4.r.1a: MedDRA Version for Autopsy-determined Cause(s) of Death #2 -->


                            <!-- D.9.4.r.1b Autopsy-determined Cause(s) of Death (MedDRA code) #2 -->


                            <originalText>D.9.4.r.2</originalText>


                            <!-- D.9.4.r.2: Autopsy-determined Cause(s) of Death (free text) #2 -->


                          </value>


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <id root="154eb889-958b-45f2-a02f-42d4d6f4657f"/>


                      <code code="29" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reaction"/>


                      <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                        <low value="20090101"/>


                        <!-- E.i.4: Date of Start of Reaction / Event #1 -->


                        <high value="20090102"/>


                        <!-- E.i.5: Date of End of Reaction / Event #1 -->


                      </effectiveTime>


                      <value xsi:type="CE" code="E.i.2.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="E.i.2.1a">


                        <!-- E.i.2.1a: MedDRA Version for Reaction / Event #1 -->


                        <!-- E.i.2.1b: Reaction / Event (MedDRA code) #1 -->


                        <originalText language="E.i.1.1b">E.i.1.1a</originalText>


                        <!-- E.i.1.1a: Reaction / Event as Reported by the Primary Source in Native Language #1 -->


                        <!-- E.i.1.1b: Reaction / Event as Reported by the Primary Source Language #1 -->


                      </value>


                      <location typeCode="LOC">


                        <locatedEntity classCode="LOCE">


                          <locatedPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                            <code code="E.i.9" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                            <!-- E.i.9: Identification of the Country Where the Reaction / Event Occurred #1 -->


                          </locatedPlace>


                        </locatedEntity>


                      </location>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="30" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reactionForTranslation"/>


                          <value xsi:type="ED">E.i.1.2</value>


                          <!-- E.i.1.2: Reaction / Event as Reported by the Primary Source for Translation #1 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="37" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="termHighlightedByReporter"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.3.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.10"/>
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                          <!-- E.i.3.1: Term Highlighted by the Reporter #1 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="34" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInDeath"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2a: Results in Death #1 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="21" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="isLifeThreatening"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2b: Life Threatening #1 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="33" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="requiresInpatientHospitalization"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2c: Caused / Prolonged Hospitalisation #1 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="35" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInPersistentOrSignificantDisability"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2d: Disabling / Incapacitating #1-->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="congenitalAnomalyBirthDefect"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2e: Congenital Anomaly / Birth Defect #1 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="26" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="otherMedicallyImportantCondition"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2f: Other Medically Important Condition #1 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="27" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="outcome"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.11"/>


                          <!-- E.i.7: Outcome of Reaction / Event at the Time of Last Observation #1 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="24" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="medicalConfirmationByHealthProfessional"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.8: Medical Confirmation by Healthcare Professional #1 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="11" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 未知・既知"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.14.i" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.8"/>


                          <!-- @@@J2.14.i  未知・既知 #1 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <id root="2baa28d6-c9e8-4e6c-93e9-5b860b314220"/>


                      <code code="29" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reaction"/>


                      <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                        <low value="20090101"/>


                        <!-- E.i.4: Date of Start of Reaction / Event #2 -->
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                        <width value="24" unit="E.i.6b"/>


                        <!-- E.i.6a: Duration of Reaction / Event (number) #2 -->


                        <!-- E.i.6b: Duration of Reaction / Event (unit) #2 -->


                      </effectiveTime>


                      <value xsi:type="CE" code="E.i.2.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="E.i.2.1a">


                        <!-- E.i.2.1a: MedDRA Version for Reaction / Event #2 -->


                        <!-- E.i.2.1b: Reaction / Event (MedDRA code) #2 -->


                        <originalText language="E.i.1.1b">E.i.1.1a</originalText>


                        <!-- E.i.1.1a: Reaction / Event as Reported by the Primary Source in Native Language #2 -->


                        <!-- E.i.1.1b: Reaction / Event as Reported by the Primary Source Language #2 -->


                      </value>


                      <location typeCode="LOC">


                        <locatedEntity classCode="LOCE">


                          <locatedPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                            <code code="E.i.9" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                            <!-- E.i.9: Identification of the Country Where the Reaction / Event Occurred #2 -->


                          </locatedPlace>


                        </locatedEntity>


                      </location>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="30" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reactionForTranslation"/>


                          <value xsi:type="ED">E.i.1.2</value>


                          <!-- E.i.1.2: Reaction / Event as Reported by the Primary Source for Translation #2 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="37" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="termHighlightedByReporter"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.3.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.10"/>


                          <!-- E.i.3.1:Term Highlighted by the Reporter #2 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="34" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInDeath"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2a: Results in Death #2 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="21" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="isLifeThreatening"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2b: Life Threatening #2 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="33" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="requiresInpatientHospitalization"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2c: Caused / Prolonged Hospitalisation #2 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="35" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInPersistentOrSignificantDisability"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2d: Disabling / Incapacitating #2 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="congenitalAnomalyBirthDefect"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2e: Congenital Anomaly / Birth Defect #2 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="26" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="otherMedicallyImportantCondition"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2f: Other Medically Important Condition #2 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>
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                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="27" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="outcome"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.11"/>


                          <!-- E.i.7: Outcome of Reaction / Event at the Time of Last Observation #2 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="24" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="medicalConfirmationByHealthProfessional"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.8: Medical Confirmation by Healthcare Professional #2 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="11" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 未知・既知"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.14.i" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.8"/>


                          <!-- @@@J2.14.i  未知・既知 #2 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <id root="3a8626cb-9f1b-4ea8-8a0f-e0ff34430adf"/>


                      <code code="29" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reaction"/>


                      <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                        <width value="24" unit="E.i.6b"/>


                        <!-- E.i.6a: Duration of Reaction / Event (number) #3 -->


                        <!-- E.i.6b: Duration of Reaction / Event (unit) #3 -->


                        <high value="20101201"/>


                        <!-- E.i.5: Date of End of Reaction / Event #3 -->


                      </effectiveTime>


                      <value xsi:type="CE" code="E.i.2.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="E.i.2.1a">


                        <!-- E.i.2.1a: MedDRA Version for Reaction / Event #3 -->


                        <!-- E.i.2.1b: Reaction / Event (MedDRA code) #3 -->


                        <originalText language="E.i.1.1b">E.i.1.1a</originalText>


                        <!-- E.i.1.1a: Reaction / Event as Reported by the Primary Source in Native Language #3 -->


                        <!-- E.i.1.1b: Reaction / Event as Reported by the Primary Source Language #3 -->


                      </value>


                      <location typeCode="LOC">


                        <locatedEntity classCode="LOCE">


                          <locatedPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                            <code code="E.i.9" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                            <!-- E.i.9: Identification of the Country Where the Reaction / Event Occurred #3 -->


                          </locatedPlace>


                        </locatedEntity>


                      </location>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="30" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reactionForTranslation"/>


                          <value xsi:type="ED">E.i.1.2</value>


                          <!-- E.i.1.2: Reaction / Event as Reported by the Primary Source for Translation #3 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="37" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="termHighlightedByReporter"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.3.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.10"/>


                          <!-- E.i.3.1:Term Highlighted by the Reporter #3 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="34" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInDeath"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2a: Results in Death #3 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="21" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="isLifeThreatening"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2b: Life Threatening #3 -->
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                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="33" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="requiresInpatientHospitalization"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2c: Caused / Prolonged Hospitalisation #3 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="35" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInPersistentOrSignificantDisability"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2d: Disabling / Incapacitating #3 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="congenitalAnomalyBirthDefect"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2e: Congenital Anomaly / Birth Defect #3 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="26" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="otherMedicallyImportantCondition"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2f: Other Medically Important Condition #3 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="27" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="outcome"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.11"/>


                          <!-- E.i.7: Outcome of Reaction / Event at the Time of Last Observation #3 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="24" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="medicalConfirmationByHealthProfessional"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.8: Medical Confirmation by Healthcare Professional #3 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="11" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 未知・既知"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.14.i" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.8"/>


                          <!-- @@@J2.14.i  未知・既知 #3 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <id root="2e99840f-08b4-499c-80ff-dd8415f4f8a5"/>


                      <code code="29" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reaction"/>


                      <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS">


                        <comp xsi:type="IVL_TS">


                          <low value="20090101"/>


                          <!-- E.i.4: Date of Start of Reaction / Event #4 -->


                          <high value="20101201"/>


                          <!-- E.i.5: Date of End of Reaction / Event #4 -->


                        </comp>


                        <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                          <width value="24" unit="E.i.6b"/>


                          <!-- E.i.6a: Duration of Reaction / Event (number) #4 -->


                          <!-- E.i.6b: Duration of Reaction / Event (unit) #4 -->


                        </comp>


                      </effectiveTime>


                      <value xsi:type="CE" code="E.i.2.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="E.i.2.1a">


                        <!-- E.i.2.1a: MedDRA Version for Reaction / Event #4 -->


                        <!-- E.i.2.1b: Reaction / Event (MedDRA code) #4 -->


                        <originalText language="E.i.1.1b">E.i.1.1a</originalText>


                        <!-- E.i.1.1a: Reaction / Event as Reported by the Primary Source in Native Language #4 -->
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                        <!-- E.i.1.1b: Reaction / Event as Reported by the Primary Source Language #4 -->


                      </value>


                      <location typeCode="LOC">


                        <locatedEntity classCode="LOCE">


                          <locatedPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                            <code code="E.i.9" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                            <!-- E.i.9: Identification of the Country Where the Reaction / Event Occurred #4 -->


                          </locatedPlace>


                        </locatedEntity>


                      </location>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="30" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reactionForTranslation"/>


                          <value xsi:type="ED">E.i.1.2</value>


                          <!-- E.i.1.2: Reaction / Event as Reported by the Primary Source for Translation #4 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="37" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="termHighlightedByReporter"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.3.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.10"/>


                          <!-- E.i.3.1:Term Highlighted by the Reporter #4 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="34" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInDeath"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2a: Results in Death #4 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="21" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="isLifeThreatening"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2b: Life Threatening #4 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="33" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="requiresInpatientHospitalization"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2c: Caused / Prolonged Hospitalisation #4 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="35" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInPersistentOrSignificantDisability"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2d: Disabling / Incapacitating #4 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="congenitalAnomalyBirthDefect"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2e: Congenital Anomaly / Birth Defect #4 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="26" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="otherMedicallyImportantCondition"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2f: Other Medically Important Condition #4 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="27" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="outcome"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.11"/>


                          <!-- E.i.7: Outcome of Reaction / Event at the Time of Last Observation #4 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
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                          <code code="24" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="medicalConfirmationByHealthProfessional"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.8: Medical Confirmation by Healthcare Professional #4 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="11" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 未知・既知"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.14.i" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.8"/>


                          <!-- @@@J2.14.i  未知・既知 #4 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <id root="1071064c-cf10-4a3b-83c1-34f9ddb7ea6d"/>


                      <code code="29" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reaction"/>


                      <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                        <low value="20090101"/>


                        <!-- E.i.4: Date of Start of Reaction / Event #5 -->


                      </effectiveTime>


                      <value xsi:type="CE" code="E.i.2.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="E.i.2.1a">


                        <!-- E.i.2.1a: MedDRA Version for Reaction / Event #5 -->


                        <!-- E.i.2.1b: Reaction / Event (MedDRA code) #5 -->


                        <originalText language="E.i.1.1b">E.i.1.1a</originalText>


                        <!-- E.i.1.1a: Reaction / Event as Reported by the Primary Source in Native Language #5 -->


                        <!-- E.i.1.1b: Reaction / Event as Reported by the Primary Source Language #5 -->


                      </value>


                      <location typeCode="LOC">


                        <locatedEntity classCode="LOCE">


                          <locatedPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                            <code code="E.i.9" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                            <!-- E.i.9: Identification of the Country Where the Reaction / Event Occurred #5 -->


                          </locatedPlace>


                        </locatedEntity>


                      </location>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="30" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reactionForTranslation"/>


                          <value xsi:type="ED">E.i.1.2</value>


                          <!-- E.i.1.2: Reaction / Event as Reported by the Primary Source for Translation #5 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="37" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="termHighlightedByReporter"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.3.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.10"/>


                          <!-- E.i.3.1:Term Highlighted by the Reporter #5 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="34" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInDeath"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2a: Results in Death #5 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="21" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="isLifeThreatening"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2b: Life Threatening #5 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="33" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="requiresInpatientHospitalization"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2c: Caused / Prolonged Hospitalisation #5 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="35" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInPersistentOrSignificantDisability"/>
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                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2d: Disabling / Incapacitating #5 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="congenitalAnomalyBirthDefect"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2e: Congenital Anomaly / Birth Defect #5 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="26" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="otherMedicallyImportantCondition"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2f: Other Medically Important Condition #5 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="27" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="outcome"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.11"/>


                          <!-- E.i.7: Outcome of Reaction / Event at the Time of Last Observation #5 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="24" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="medicalConfirmationByHealthProfessional"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.8: Medical Confirmation by Healthcare Professional #5 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="11" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 未知・既知"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.14.i" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.8"/>


                          <!-- @@@J2.14.i  未知・既知 #5 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <id root="1f927283-10b6-4334-9d43-e925640fb18f"/>


                      <code code="29" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reaction"/>


                      <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                        <high value="20090101"/>


                        <!-- E.i.4: Date of Start of Reaction / Event #6 -->


                      </effectiveTime>


                      <value xsi:type="CE" code="E.i.2.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="E.i.2.1a">


                        <!-- E.i.2.1a: MedDRA Version for Reaction / Event #6 -->


                        <!-- E.i.2.1b: Reaction / Event (MedDRA code) #6 -->


                        <originalText language="E.i.1.1b">E.i.1.1a</originalText>


                        <!-- E.i.1.1a: Reaction / Event as Reported by the Primary Source in Native Language #6 -->


                        <!-- E.i.1.1b: Reaction / Event as Reported by the Primary Source Language #6 -->


                      </value>


                      <location typeCode="LOC">


                        <locatedEntity classCode="LOCE">


                          <locatedPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                            <code code="E.i.9" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                            <!-- E.i.9: Identification of the Country Where the Reaction / Event Occurred #6 -->


                          </locatedPlace>


                        </locatedEntity>


                      </location>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="30" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reactionForTranslation"/>


                          <value xsi:type="ED">E.i.1.2</value>


                          <!-- E.i.1.2: Reaction / Event as Reported by the Primary Source for Translation #6 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="37" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="termHighlightedByReporter"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.3.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.10"/>
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                          <!-- E.i.3.1:Term Highlighted by the Reporter #6 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="34" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInDeath"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2a: Results in Death #6 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="21" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="isLifeThreatening"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2b: Life Threatening #6 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="33" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="requiresInpatientHospitalization"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2c: Caused / Prolonged Hospitalisation #6 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="35" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInPersistentOrSignificantDisability"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2d: Disabling / Incapacitating #6 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="congenitalAnomalyBirthDefect"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2e: Congenital Anomaly / Birth Defect #6 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="26" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="otherMedicallyImportantCondition"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2f: Other Medically Important Condition #6 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="27" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="outcome"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.11"/>


                          <!-- E.i.7: Outcome of Reaction / Event at the Time of Last Observation #6 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="24" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="medicalConfirmationByHealthProfessional"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.8: Medical Confirmation by Healthcare Professional #6 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="11" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 未知・既知"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.14.i" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.8"/>


                          <!-- @@@J2.14.i  未知・既知 #6 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <id root="e0342969-38be-423f-b6bb-ce14bc279d8e"/>


                      <code code="29" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reaction"/>


                      <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                        <width value="24" unit="E.i.6b"/>


                        <!-- E.i.6a: Duration of Reaction / Event (number) #7 -->
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                        <!-- E.i.6b: Duration of Reaction / Event (unit) #7 -->


                      </effectiveTime>


                      <value xsi:type="CE" code="E.i.2.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="E.i.2.1a">


                        <!-- E.i.2.1a: MedDRA Version for Reaction / Event #7 -->


                        <!-- E.i.2.1b: Reaction / Event (MedDRA code) #7 -->


                        <originalText language="E.i.1.1b">E.i.1.1a</originalText>


                        <!-- E.i.1.1a: Reaction / Event as Reported by the Primary Source in Native Language #7 -->


                        <!-- E.i.1.1b: Reaction / Event as Reported by the Primary Source Language #7 -->


                      </value>


                      <location typeCode="LOC">


                        <locatedEntity classCode="LOCE">


                          <locatedPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                            <code code="E.i.9" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                            <!-- E.i.9: Identification of the Country Where the Reaction / Event Occurred #7 -->


                          </locatedPlace>


                        </locatedEntity>


                      </location>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="30" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reactionForTranslation"/>


                          <value xsi:type="ED">E.i.1.2</value>


                          <!-- E.i.1.2: Reaction / Event as Reported by the Primary Source for Translation #7 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="37" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="termHighlightedByReporter"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.3.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.10"/>


                          <!-- E.i.3.1:Term Highlighted by the Reporter #7 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="34" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInDeath"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2a: Results in Death #7 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="21" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="isLifeThreatening"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2b: Life Threatening #7 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="33" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="requiresInpatientHospitalization"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2c: Caused / Prolonged Hospitalisation #7 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="35" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInPersistentOrSignificantDisability"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2d: Disabling / Incapacitating #7 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="congenitalAnomalyBirthDefect"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2e: Congenital Anomaly / Birth Defect #7 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="26" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="otherMedicallyImportantCondition"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2f: Other Medically Important Condition #7 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
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                          <code code="27" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="outcome"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.11"/>


                          <!-- E.i.7: Outcome of Reaction / Event at the Time of Last Observation #7 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="24" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="medicalConfirmationByHealthProfessional"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.8: Medical Confirmation by Healthcare Professional #7 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="11" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 未知・既知"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.14.i" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.8"/>


                          <!-- @@@J2.14.i  未知・既知 #7 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <id root="a15be092-8070-426d-af04-6863263443e0"/>


                      <code code="29" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reaction"/>


                      <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS">


                        <comp xsi:type="IVL_TS">


                          <low value="20090101"/>


                          <!-- E.i.4: Date of Start of Reaction / Event #8 -->


                          <width value="24" unit="E.i.6b"/>


                          <!-- E.i.6a: Duration of Reaction / Event (number) #8 -->


                          <!-- E.i.6b: Duration of Reaction / Event (unit) #8 -->


                        </comp>


                        <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                          <high value="20101201"/>


                          <!-- E.i.5: Date of End of Reaction / Event #8 -->


                        </comp>


                      </effectiveTime>


                      <value xsi:type="CE" code="E.i.2.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="E.i.2.1a">


                        <!-- E.i.2.1a: MedDRA Version for Reaction / Event #8 -->


                        <!-- E.i.2.1b: Reaction / Event (MedDRA code) #8 -->


                        <originalText language="E.i.1.1b">E.i.1.1a</originalText>


                        <!-- E.i.1.1a: Reaction / Event as Reported by the Primary Source in Native Language #8 -->


                        <!-- E.i.1.1b: Reaction / Event as Reported by the Primary Source Language #8 -->


                      </value>


                      <location typeCode="LOC">


                        <locatedEntity classCode="LOCE">


                          <locatedPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                            <code code="E.i.9" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                            <!-- E.i.9: Identification of the Country Where the Reaction / Event Occurred #8 -->


                          </locatedPlace>


                        </locatedEntity>


                      </location>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="30" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="reactionForTranslation"/>


                          <value xsi:type="ED">E.i.1.2</value>


                          <!-- E.i.1.2: Reaction / Event as Reported by the Primary Source for Translation #8 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="37" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="termHighlightedByReporter"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.3.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.10"/>


                          <!-- E.i.3.1:Term Highlighted by the Reporter #8 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="34" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInDeath"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2a: Results in Death #8 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">
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                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="21" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="isLifeThreatening"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2b: Life Threatening #8 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="33" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="requiresInpatientHospitalization"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2c: Caused / Prolonged Hospitalisation #8 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="35" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="resultsInPersistentOrSignificantDisability"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2d: Disabling / Incapacitating #8 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="congenitalAnomalyBirthDefect"/>


                          <value xsi:type="BL" nullFlavor="NI"/>


                          <!-- E.i.3.2e: Congenital Anomaly / Birth Defect #8 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="26" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="otherMedicallyImportantCondition"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.3.2f: Other Medically Important Condition #8 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="27" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="outcome"/>


                          <value xsi:type="CE" code="E.i.7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.11"/>


                          <!-- E.i.7: Outcome of Reaction / Event at the Time of Last Observation #8 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="24" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="medicalConfirmationByHealthProfessional"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- E.i.8: Medical Confirmation by Healthcare Professional #8 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                      <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="11" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 未知・既知"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.14.i" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.8"/>


                          <!-- @@@J2.14.i  未知・既知 #8 -->


                        </observation>


                      </outboundRelationship2>


                    </observation>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                      <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20" displayName="testsAndProceduresRelevantToTheInvestigation"/>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="F.r.2.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="F.r.2.2a">


                            <!-- F.r.2.2a: MedDRA Version for Test Name #1 -->


                            <!-- F.r.2.2b: Test Name (MedDRA code) #1 -->


                            <originalText>F.r.2.1</originalText>


                            <!-- F.r.2.1: Test Name (free text) #1 -->


                          </code>


                          <effectiveTime value="20090101"/>


                          <!-- F.r.1: Test Date #1 -->


                          <value xsi:type="IVL_PQ">


                            <center value="10" unit="mg/dl"/>


                            <!-- F.r.3.2: Test Result (value / qualifier) #1 -->


                            <!-- F.r.3.3: Test Result (unit) #1 -->


                          </value>
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                          <interpretationCode code="F.r.3.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.12"/>


                          <!-- F.r.3.1: Test Result (code) #1 -->


                          <referenceRange typeCode="REFV">


                            <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">


                              <value xsi:type="PQ" value="40" unit="mg/dl"/>


                              <!-- F.r.4: Normal Low Value #1 -->


                              <interpretationCode code="L" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83"/>


                            </observationRange>


                          </referenceRange>


                          <referenceRange typeCode="REFV">


                            <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">


                              <value xsi:type="PQ" value="110" unit="mg/dl"/>


                              <!-- F.r.5:  Normal High Value #1-->


                              <interpretationCode code="H" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83"/>


                            </observationRange>


                          </referenceRange>


                          <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="comment"/>


                              <value xsi:type="ED">F.r.6</value>


                              <!-- F.r.6: Comments (free text) #1 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="REFR">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="25" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="moreInformationAvailable"/>


                              <value xsi:type="BL" value="true"/>


                              <!--F.r.7: More Information Available #1 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="F.r.2.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="F.r.2.2a">


                            <!-- F.r.2.2a: MedDRA Version for Test Name #2 -->


                            <!-- F.r.2.2b: Test Name (MedDRA code) #2 -->


                            <originalText>F.r.2.1</originalText>


                            <!-- F.r.2.1: Test Name (free text) #2 -->


                          </code>


                          <effectiveTime value="20090101"/>


                          <!-- F.r.1: Test Date #2 -->


                          <value xsi:type="IVL_PQ">


                            <low nullFlavor="NINF"/>


                            <high value="10" unit="mg/dl" inclusive="false"/>


                          </value>


                          <!-- F.r.3.2: Test Result (value / qualifier) #2 -->


                          <!-- F.r.3.3: Test Result (unit) #2 -->


                          <!-- LT 10 mg/dl #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="F.r.2.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="F.r.2.2a">


                            <!-- F.r.2.2a: MedDRA Version for Test Name #3 -->


                            <!-- F.r.2.2b: Test Name (MedDRA code) #3 -->


                            <originalText>F.r.2.1</originalText>


                            <!-- F.r.2.1: Test Name (free text) #3 -->


                          </code>


                          <effectiveTime value="20090101"/>


                          <!-- F.r.1: Test Date #3 -->


                          <value xsi:type="IVL_PQ">


                            <low nullFlavor="NINF"/>


                            <high value="10" unit="mg/dl" inclusive="true"/>


                          </value>


                          <!-- F.r.3.2: Test Result (value / qualifier) #3 -->


                          <!-- F.r.3.3: Test Result (unit) #3 -->


                          <!-- LE 10 mg/dl  #3-->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="F.r.2.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="F.r.2.2a">


                            <!-- F.r.2.2a: MedDRA Version for Test Name #4 -->


                            <!-- F.r.2.2b: Test Name (MedDRA code) #4 -->
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                            <originalText>F.r.2.1</originalText>


                            <!-- F.r.2.1: Test Name (free text) #4 -->


                          </code>


                          <effectiveTime value="20090101"/>


                          <!-- F.r.1: Test Date #4 -->


                          <value xsi:type="IVL_PQ">


                            <low value="10" unit="mg/dl" inclusive="false"/>


                            <high nullFlavor="PINF"/>


                          </value>


                          <!-- F.r.3.2: Test Result (value / qualifier) #4 -->


                          <!-- F.r.3.3: Test Result (unit) #4 -->


                          <!-- GT 10 mg/dl  #4 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="F.r.2.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="F.r.2.2a">


                            <!-- F.r.2.2a: MedDRA Version for Test Name #5 -->


                            <!-- F.r.2.2b: Test Name (MedDRA code) #5 -->


                            <originalText>F.r.2.1</originalText>


                            <!-- F.r.2.1: Test Name (free text) #5 -->


                          </code>


                          <effectiveTime value="20090101"/>


                          <!-- F.r.1: Test Date #5 -->


                          <value xsi:type="IVL_PQ">


                            <low value="10" unit="mg/dl" inclusive="true"/>


                            <high nullFlavor="PINF"/>


                          </value>


                          <!-- F.r.3.2: Test Result (value / qualifier) #5 -->


                          <!-- F.r.3.3: Test Result (unit) #5 -->


                          <!-- GE 10 mg/dl #5 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="F.r.2.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="F.r.2.2a">


                            <!-- F.r.2.2a: MedDRA Version for Test Name #6 -->


                            <!-- F.r.2.2b: Test Name (MedDRA code) #6 -->


                            <originalText>F.r.2.1</originalText>


                            <!-- F.r.2.1: Test Name (free text) #6 -->


                          </code>


                          <effectiveTime value="20090101"/>


                          <!-- F.r.1: Test Date #6 -->


                          <value xsi:type="ED">F.r.3.4</value>


                          <!-- F.r.3.4: Result Unstructured Data (free text) #6 -->


                        </observation>


                      </component>


                    </organizer>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                      <code code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20" displayName="drugInformation"/>


                      <!-- G.k Drug(s) Information (repeat as necessary) #1 -->


                      <component typeCode="COMP">


                        <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                          <id root="3c91b4d5-e039-4a7a-9c30-67671b0ef9e4"/>


                          <consumable typeCode="CSM">


                            <instanceOfKind classCode="INST">


                              <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                <code code="G.k.2.1.1b" codeSystem="TBD-MPID" codeSystemVersion="G.k.2.1.1a"/>


                                <!-- G.k.2.1.1a: MPID Version Date / Number #1 -->


                                <!-- G.k.2.1.1b: Medicinal Product Identifier (MPID) #1 -->


                                <name>G.k.2.2</name>


                                <!-- G.k.2.2: Medicinal Product Name as Reported by the Primary Source #1 -->


                                <asManufacturedProduct classCode="MANU">


                                  <subjectOf typeCode="SBJ">


                                    <approval classCode="CNTRCT" moodCode="EVN">


                                      <id extension="G.k.3.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.4"/>


                                      <!-- G.k.3.1: Authorisation / Application Number #1 -->


                                      <author typeCode="AUT">


                                        <territorialAuthority classCode="TERR">


                                          <territory classCode="NAT" determinerCode="INSTANCE">


                                            <code code="G.k.3.2" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                                            <!-- G.k.3.2: Country of Authorisation / Application #1 -->


                                          </territory>
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                                        </territorialAuthority>


                                      </author>


                                      <pertinentInformation typeCode="PERT">


                                        <policy classCode="POLICY" moodCode="EVN">


                                          <code code="J2.5.k" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.4"/>


                                          <!-- @@@J2.5.k:  一般用医薬品等のリスク区分等 #1 -->


                                        </policy>


                                      </pertinentInformation>


                                    </approval>


                                  </subjectOf>


                                  <subjectOf typeCode="SBJ">


                                    <characteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 新医薬品等の状況区分"/>


                                      <value xsi:type="CE" code="J2.4.k" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.3"/>


                                      <!-- @@@J2.4.k:  新医薬品等の状況区分 #1 -->


                                    </characteristic>


                                  </subjectOf>


                                </asManufacturedProduct>


                                <asSpecializedKind classCode="GEN">


                                  <generalizedMaterialKind classCode="MAT" determinerCode="KIND">


                                    <code>


                                      <originalText>J2.12</originalText>


                                      <!-- @@J2.12: 治験成分記号 -->


                                    </code>


                                  </generalizedMaterialKind>


                                </asSpecializedKind>


                                <ingredient classCode="ACTI">


                                  <quantity>


                                    <numerator value="10" unit="G.k.2.3.r.3b"/>


                                    <!-- G.k.2.3.r.3a: Strength (number) #1-1 -->


                                    <!-- G.k.2.3.r.3b: Strength (unit) #1-1 -->


                                    <denominator value="1"/>


                                  </quantity>


                                  <ingredientSubstance classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <code code="G.k.2.3.r.2b" codeSystem="TBD-Substance" codeSystemVersion="G.k.2.3.r.2a"/>


                                    <!-- G.k.2.3.r.2a: Substance / Specified Substance TermID Version Date / Number #1-1 -->


                                    <!-- G.k.2.3.r.2b: Substance / Specified Substance TermID #1-1 -->


                                    <name>G.k.2.3.r.1</name>


                                    <!-- G.k.2.3.r.1: Substance / Specified Substance Name #1-1 -->


                                  </ingredientSubstance>


                                </ingredient>


                                <ingredient classCode="ACTI">


                                  <quantity>


                                    <numerator value="10" unit="G.k.2.3.r.3b"/>


                                    <!-- G.k.2.3.r.3a: Strength (number) #1-2 -->


                                    <!-- G.k.2.3.r.3b: Strength (unit) #1-2 -->


                                    <denominator value="1"/>


                                  </quantity>


                                  <ingredientSubstance classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <code code="G.k.2.3.r.2b" codeSystem="TBD-Substance" codeSystemVersion="G.k.2.3.r.2a"/>


                                    <!-- G.k.2.3.r.2a: Substance / Specified Substance TermID Version Date / Number #1-2 -->


                                    <!-- G.k.2.3.r.2b: Substance / Specified Substance TermID #1-2 -->


                                    <name>G.k.2.3.r.1</name>


                                    <!-- G.k.2.3.r.1: Substance / Specified Substance Name #1-2 -->


                                  </ingredientSubstance>


                                </ingredient>


                              </kindOfProduct>


                              <subjectOf typeCode="SBJ">


                                <productEvent classCode="ACT" moodCode="EVN">


                                  <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.18" displayName="retailSupply"/>


                                  <performer typeCode="PRF">


                                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                                      <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                                        <addr>


                                          <country>G.k.2.4</country>


                                          <!-- G.k.2.4: Identification of the Country Where the Drug Was Obtained #1 -->


                                        </addr>


                                      </representedOrganization>


                                    </assignedEntity>


                                  </performer>


                                </productEvent>


                              </subjectOf>


                              <subjectOf typeCode="SBJ">


                                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 一般用医薬品の入手経路"/>
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                                  <value xsi:type="CE" code="J2.6.k" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.5"/>


                                  <!-- @@@J2.6.k:  一般用医薬品の入手経路 #1 -->


                                </observationEvent>


                              </subjectOf>


                            </instanceOfKind>


                          </consumable>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #1, 


Reaction #1 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, 


Reaction #1 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="154eb889-958b-45f2-a02f-42d4d6f4657f"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #1, Reaction #1 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, Reaction #1 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="154eb889-958b-45f2-a02f-42d4d6f4657f"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #1, 


Reaction #2 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, 


Reaction #2 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="2baa28d6-c9e8-4e6c-93e9-5b860b314220"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #1, Reaction #2 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, Reaction #2 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="2baa28d6-c9e8-4e6c-93e9-5b860b314220"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #1, 


Reaction #3 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, 


Reaction #3 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="3a8626cb-9f1b-4ea8-8a0f-e0ff34430adf"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #1, Reaction #3 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, Reaction #3 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="3a8626cb-9f1b-4ea8-8a0f-e0ff34430adf"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #1, 


Reaction #4 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, 


Reaction #4 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="2e99840f-08b4-499c-80ff-dd8415f4f8a5"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>
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                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #1, Reaction #4 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, Reaction #4 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="2e99840f-08b4-499c-80ff-dd8415f4f8a5"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #1, 


Reaction #5 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, 


Reaction #5 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="1071064c-cf10-4a3b-83c1-34f9ddb7ea6d"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #1, Reaction #5 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, Reaction #5 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="1071064c-cf10-4a3b-83c1-34f9ddb7ea6d"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #1, 


Reaction #6 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, 


Reaction #6 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="1f927283-10b6-4334-9d43-e925640fb18f"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #1, Reaction #6 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, Reaction #6 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="1f927283-10b6-4334-9d43-e925640fb18f"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #1, 


Reaction #7 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, 


Reaction #7 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="e0342969-38be-423f-b6bb-ce14bc279d8e"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #1, Reaction #7 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, Reaction #7 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="e0342969-38be-423f-b6bb-ce14bc279d8e"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #1, 


Reaction #8 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, 


Reaction #8 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="a15be092-8070-426d-af04-6863263443e0"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">
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                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #1, Reaction #8 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #1, Reaction #8 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="a15be092-8070-426d-af04-6863263443e0"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="6" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="blinded"/>


                              <value xsi:type="BL" value="true"/>


                              <!-- G.k.2.5: Investigational Product Blinded #1 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #1-1 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #1-1 -->


                              <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS">


                                <comp xsi:type="PIVL_TS">


                                  <period value="10" unit="G.k.4.r.3"/>


                                  <!-- G.k.4.r.2: Number of Units in the Interval #1-1 -->


                                  <!-- G.k.4.r.3: Definition of the Time Interval Unit #1-1 -->


                                </comp>


                                <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                                  <low value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.4: Date and Time of Start of Drug #1-1 -->


                                  <high value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.5: Date and Time of Last Administration #1-1 -->


                                </comp>


                                <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                                  <width value="4" unit="G.k.4.r.6b"/>


                                  <!-- G.k.4.r.6a: Duration of Drug Administration (number) #1-1 -->


                                  <!-- G.k.4.r.6b: Duration of Drug Administration (unit) #1-1 -->


                                </comp>


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #1-1 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #1-1 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #1-1 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #1-1 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #1-1 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #1-1 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #1-1 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #1-1 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #1-1 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #1-1 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #1-1 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #1-1 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>
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                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #1-2 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #1-2 -->


                              <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS">


                                <comp xsi:type="PIVL_TS">


                                  <period value="10" unit="G.k.4.r.3"/>


                                  <!-- G.k.4.r.2: Number of Units in the Interval #1-2 -->


                                  <!-- G.k.4.r.3: Definition of the Time Interval Unit #1-2 -->


                                </comp>


                                <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                                  <low value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.4: Date and Time of Start of Drug #1-2 -->


                                  <high value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.5: Date and Time of Last Administration #1-2 -->


                                </comp>


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #1-2 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #1-2 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #1-2 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #1-2 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #1-2 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #1-2 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #1-2 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #1-2 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #1-2 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #1-2 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #1-2 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #1-2 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #1-3 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #1-3 -->


                              <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS">


                                <comp xsi:type="PIVL_TS">


                                  <period value="10" unit="G.k.4.r.3"/>


                                  <!-- G.k.4.r.2: Number of Units in the Interval #1-3 -->


                                  <!-- G.k.4.r.3: Definition of the Time Interval Unit #1-3 -->


                                </comp>


                                <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                                  <low value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.4: Date and Time of Start of Drug #1-3 -->


                                  <width value="4" unit="G.k.4.r.6b"/>


                                  <!-- G.k.4.r.6a: Duration of Drug Administration (number) #1-3 -->
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                                  <!-- G.k.4.r.6b: Duration of Drug Administration (unit) #1-3 -->


                                </comp>


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #1-3 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #1-3 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #1-3 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #1-3 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #1-3 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #1-3 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #1-3 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #1-3 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #1-3 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #1-3 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #1-3 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #1-3 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #1-4 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #1-4 -->


                              <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS">


                                <comp xsi:type="PIVL_TS">


                                  <period value="10" unit="G.k.4.r.3"/>


                                  <!-- G.k.4.r.2: Number of Units in the Interval #1-4 -->


                                  <!-- G.k.4.r.3: Definition of the Time Interval Unit #1-4 -->


                                </comp>


                                <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                                  <width value="4" unit="G.k.4.r.6b"/>


                                  <!-- G.k.4.r.6a: Duration of Drug Administration (number) #1-4 -->


                                  <!-- G.k.4.r.6b: Duration of Drug Administration (unit) #1-4 -->


                                  <high value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.5: Date and Time of Last Administration #1-4 -->


                                </comp>


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #1-4 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #1-4 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #1-4 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #1-4 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #1-4 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #1-4 -->
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                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #1-4 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #1-4 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #1-4 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #1-4 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #1-4 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #1-4 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #1-5 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #1-5 -->


                              <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS">


                                <comp xsi:type="IVL_TS">


                                  <low value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.4: Date and Time of Start of Drug #1-5 -->


                                  <high value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.5: Date and Time of Last Administration #1-5 -->


                                </comp>


                                <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                                  <width value="4" unit="G.k.4.r.6b"/>


                                  <!-- G.k.4.r.6a: Duration of Drug Administration (number) #1-5 -->


                                  <!-- G.k.4.r.6b: Duration of Drug Administration (unit) #1-5 -->


                                </comp>


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #1-5 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #1-5 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #1-5 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #1-5 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #1-5 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #1-5 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #1-5 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #1-5 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #1-5 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #1-5 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #1-5 -->
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                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #1-5 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #1-6 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #1-6 -->


                              <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS">


                                <comp xsi:type="PIVL_TS">


                                  <period value="10" unit="G.k.4.r.3"/>


                                  <!-- G.k.4.r.2: Number of Units in the Interval #1-6 -->


                                  <!-- G.k.4.r.3: Definition of the Time Interval Unit #1-6 -->


                                </comp>


                                <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                                  <low value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.4: Date and Time of Start of Drug #1-6 -->


                                  <width value="4" unit="G.k.4.r.6b"/>


                                  <!-- G.k.4.r.6a: Duration of Drug Administration (number) #1-6 -->


                                  <!-- G.k.4.r.6b: Duration of Drug Administration (unit) #1-6 -->


                                </comp>


                                <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                                  <high value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.5: Date and Time of Last Administration #1-6 -->


                                </comp>


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #1-6 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #1-6 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #1-6 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #1-1 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #1-1 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #1-1 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #1-6 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #1-6 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #1-6 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #1-6 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #1-6 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #1-6 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #1-7 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #1-7 -->


                              <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS">
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                                <comp xsi:type="IVL_TS">


                                  <low value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.4: Date and Time of Start of Drug #1-7 -->


                                  <width value="4" unit="G.k.4.r.6b"/>


                                  <!-- G.k.4.r.6a: Duration of Drug Administration (number) #1-7 -->


                                  <!-- G.k.4.r.6b: Duration of Drug Administration (unit) #1-7 -->


                                </comp>


                                <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                                  <high value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.5: Date and Time of Last Administration #1-7 -->


                                </comp>


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #1-7 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #1-7 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #1-7 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #1-7 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #1-7 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #1-7 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #1-7 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #1-7 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #1-7 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #1-7 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #1-7 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #1-7 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="SUMM">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="14" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="cumulativeDoseToReaction"/>


                              <value xsi:type="PQ" value="10" unit="G.k.5b"/>


                              <!-- G.k.5a: Cumulative Dose to First Reaction (number) #1 -->


                              <!-- G.k.5b: Cumulative Dose to First Reaction (unit) #1 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="16" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="gestationPeriod"/>


                              <value xsi:type="PQ" value="10" unit="G.k.6b"/>


                              <!-- G.k.6a: Gestation Period at Time of Exposure (number) #1 -->


                              <!-- G.k.6b: Gestation Period at Time of Exposure (unit) #1 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="31" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="recurranceOfReaction"/>


                              <value xsi:type="CE" code="G.k.9.i.4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.16"/>


                              <!-- G.k.9.i.4: Did Reaction Recur on Re-administration? Drug #1, Reaction #1 -->


                              <outboundRelationship1 typeCode="REFR">


                                <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <id root="154eb889-958b-45f2-a02f-42d4d6f4657f"/>
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                                </actReference>


                              </outboundRelationship1>


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="31" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="recurranceOfReaction"/>


                              <value xsi:type="CE" code="G.k.9.i.4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.16"/>


                              <!-- G.k.9.i.4: Did Reaction Recur on Re-administration? Drug #1, Reaction #2 -->


                              <outboundRelationship1 typeCode="REFR">


                                <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <id root="2baa28d6-c9e8-4e6c-93e9-5b860b314220"/>


                                </actReference>


                              </outboundRelationship1>


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="REFR">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="9" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="codedDrugInformation"/>


                              <value xsi:type="CE" code="G.k.10.r" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.17"/>


                              <!-- G.k.10.r: Additional Information on Drug (coded)(repeat as necessary) #1-1 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="REFR">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="9" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="codedDrugInformation"/>


                              <value xsi:type="CE" code="G.k.10.r" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.17"/>


                              <!-- G.k.10.r: Additional Information on Drug (coded)(repeat as necessary) #1-2 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="REFR">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="additionalInformation"/>


                              <value xsi:type="ST">G.k.11</value>


                              <!-- G.k.11: Additional Information on Drug (free text) #1 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <inboundRelationship typeCode="RSON">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="19" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="indication"/>


                              <value xsi:type="CE" code="G.k.7.r.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="G.k.7.r.2a">


                                <!-- G.k.7.r.2a: MedDRA Version for Indication #1-1 -->


                                <!-- G.k.7.r.2b: Indication (MedDRA code)  #1-1 -->


                                <originalText>G.k.7.r.1</originalText>


                                <!-- G.k.7.r.1: Indication as Reported by the Primary Source #1-1 -->


                              </value>


                              <performer typeCode="PRF">


                                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                                  <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21" displayName="sourceReporter"/>


                                </assignedEntity>


                              </performer>


                            </observation>


                          </inboundRelationship>


                          <inboundRelationship typeCode="RSON">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="19" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="indication"/>


                              <value xsi:type="CE" code="G.k.7.r.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="G.k.7.r.2a">


                                <!-- G.k.7.r.2a: MedDRA Version for Indication #1-2 -->


                                <!-- G.k.7.r.2b: Indication (MedDRA code)  #1-2 -->


                                <originalText>G.k.7.r.1</originalText>


                                <!-- G.k.7.r.1: Indication as Reported by the Primary Source #1-2 -->


                              </value>


                              <performer typeCode="PRF">


                                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                                  <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21" displayName="sourceReporter"/>


                                </assignedEntity>


                              </performer>


                            </observation>


                          </inboundRelationship>


                          <inboundRelationship typeCode="CAUS">


                            <act classCode="ACT" moodCode="EVN">


                              <code code="G.k.8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.15"/>


                              <!-- G.k.8: Action(s) Taken with Drug #1 -->


                            </act>


                          </inboundRelationship>
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                        </substanceAdministration>


                      </component>


                      <!-- G.k Drug(s) Information (repeat as necessary) #2 -->


                      <component typeCode="COMP">


                        <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                          <id root="68d6f5ce-3b3b-45c7-92dd-69e06730c3a9"/>


                          <consumable typeCode="CSM">


                            <instanceOfKind classCode="INST">


                              <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                <code code="G.k.2.1.2b" codeSystem="TBD-PhPID" codeSystemVersion="G.k.2.1.2a"/>


                                <!-- G.k.2.1.2a: PhPID Version Date / Number #2 -->


                                <!-- G.k.2.1.2b: Pharmaceutical Product Identifier (PhPID) #2 -->


                                <name>G.k.2.2</name>


                                <!-- G.k.2.2: Medicinal Product Name as Reported by the Primary Source #2 -->


                                <asManufacturedProduct classCode="MANU">


                                  <subjectOf typeCode="SBJ">


                                    <approval classCode="CNTRCT" moodCode="EVN">


                                      <id extension="G.k.3.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.4"/>


                                      <!-- G.k.3.1: Authorisation / Application Number #2 -->


                                      <author typeCode="AUT">


                                        <territorialAuthority classCode="TERR">


                                          <territory classCode="NAT" determinerCode="INSTANCE">


                                            <code code="G.k.3.2" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                                            <!-- G.k.3.2: Country of Authorisation / Application #2 -->


                                          </territory>


                                        </territorialAuthority>


                                      </author>


                                      <pertinentInformation typeCode="PERT">


                                        <policy classCode="POLICY" moodCode="EVN">


                                          <code code="J2.5.k" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.4"/>


                                          <!-- @@@J2.5.k:  一般用医薬品等のリスク区分等 #2 -->


                                        </policy>


                                      </pertinentInformation>


                                    </approval>


                                  </subjectOf>


                                  <subjectOf typeCode="SBJ">


                                    <characteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 新医薬品等の状況区分"/>


                                      <value xsi:type="CE" code="J2.4.k" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.3"/>


                                      <!-- @@@J2.4.k:  新医薬品等の状況区分 #2 -->


                                    </characteristic>


                                  </subjectOf>


                                </asManufacturedProduct>


                                <ingredient classCode="ACTI">


                                  <quantity>


                                    <numerator value="10" unit="G.k.2.3.r.3b"/>


                                    <!-- G.k.2.3.r.3a: Strength (number) #2-1 -->


                                    <!-- G.k.2.3.r.3b: Strength (unit) #2-1 -->


                                    <denominator value="1"/>


                                  </quantity>


                                  <ingredientSubstance classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <code code="G.k.2.3.r.2b" codeSystem="TBD-Substance" codeSystemVersion="G.k.2.3.r.2a"/>


                                    <!-- G.k.2.3.r.2a: Substance / Specified Substance TermID Version Date / Number #2-1 -->


                                    <!-- G.k.2.3.r.2b Substance / Specified Substance TermID #2-1 -->


                                    <name>G.k.2.3.r.1</name>


                                    <!-- G.k.2.3.r.1: Substance / Specified Substance Name #2-1 -->


                                  </ingredientSubstance>


                                </ingredient>


                                <ingredient classCode="ACTI">


                                  <quantity>


                                    <numerator value="10" unit="G.k.2.3.r.3b"/>


                                    <!-- G.k.2.3.r.3a: Strength (number) #2-2 -->


                                    <!-- G.k.2.3.r.3b: Strength (unit) #2-2 -->


                                    <denominator value="1"/>


                                  </quantity>


                                  <ingredientSubstance classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <code code="G.k.2.3.r.2b" codeSystem="TBD-Substance" codeSystemVersion="G.k.2.3.r.2a"/>


                                    <!-- G.k.2.3.r.2a: Substance / Specified Substance TermID Version Date/Number #2-2 -->


                                    <!-- G.k.2.3.r.2b Substance / Specified Substance TermID #2-2 -->


                                    <name>G.k.2.3.r.1</name>


                                    <!-- G.k.2.3.r.1: Substance / Specified Substance Name #2-2 -->


                                  </ingredientSubstance>


                                </ingredient>


                              </kindOfProduct>


                              <subjectOf typeCode="SBJ">
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                                <productEvent classCode="ACT" moodCode="EVN">


                                  <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.18" displayName="retailSupply"/>


                                  <performer typeCode="PRF">


                                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                                      <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                                        <addr>


                                          <country>G.k.2.4</country>


                                          <!-- G.k.2.4: Identification of the Country Where the Drug Was Obtained #2 -->


                                        </addr>


                                      </representedOrganization>


                                    </assignedEntity>


                                  </performer>


                                </productEvent>


                              </subjectOf>


                              <subjectOf typeCode="SBJ">


                                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 一般用医薬品の入手経路"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="J2.6.k" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.5"/>


                                  <!-- @@@J2.6.k:  一般用医薬品の入手経路  #2 -->


                                </observationEvent>


                              </subjectOf>


                            </instanceOfKind>


                          </consumable>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #2, 


Reaction #1-->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, 


Reaction #1 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="154eb889-958b-45f2-a02f-42d4d6f4657f"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number) Drug #2, Reaction #1 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, Reaction #1 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="154eb889-958b-45f2-a02f-42d4d6f4657f"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #2, 


Reaction #2 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, 


Reaction #2 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="2baa28d6-c9e8-4e6c-93e9-5b860b314220"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #2, Reaction #2 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, Reaction #2 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="2baa28d6-c9e8-4e6c-93e9-5b860b314220"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #2, 


Reaction #3 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, 


Reaction #3 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="3a8626cb-9f1b-4ea8-8a0f-e0ff34430adf"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #2, Reaction #3 --


>
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                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, Reaction #3 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="3a8626cb-9f1b-4ea8-8a0f-e0ff34430adf"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #2, 


Reaction #4 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, 


Reaction #4 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="2e99840f-08b4-499c-80ff-dd8415f4f8a5"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #2, Reaction #4 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, Reaction #4 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="2e99840f-08b4-499c-80ff-dd8415f4f8a5"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #2, 


Reaction #5 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, 


Reaction #5 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="1071064c-cf10-4a3b-83c1-34f9ddb7ea6d"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #2, Reaction #5 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, Reaction #5 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="1071064c-cf10-4a3b-83c1-34f9ddb7ea6d"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #2, 


Reaction #6 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, 


Reaction #6 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="1f927283-10b6-4334-9d43-e925640fb18f"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #2, Reaction #6 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, Reaction #6 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="1f927283-10b6-4334-9d43-e925640fb18f"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #2, 


Reaction #7 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, 


Reaction #7 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="e0342969-38be-423f-b6bb-ce14bc279d8e"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #2, Reaction #7 --
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>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, Reaction #7 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="e0342969-38be-423f-b6bb-ce14bc279d8e"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAS">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.1b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.1a: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (number) Drug #2, 


Reaction #8 -->


                            <!-- G.k.9.i.3.1b: Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, 


Reaction #8 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="a15be092-8070-426d-af04-6863263443e0"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship1 typeCode="SAE">


                            <pauseQuantity value="10" unit="G.k.9.i.3.2b"/>


                            <!-- G.k.9.i.3.2a: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (number)  Drug #2, Reaction #8 --


>


                            <!-- G.k.9.i.3.2b: Time Interval between Last Dose of Drug and Start of Reaction / Event (unit)  Drug #2, Reaction #8 -->


                            <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <id root="a15be092-8070-426d-af04-6863263443e0"/>


                            </actReference>


                          </outboundRelationship1>


                          <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="6" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="blinded"/>


                              <value xsi:type="BL" value="true"/>


                              <!-- G.k.2.5: Investigational Product Blinded #2 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r : Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #2-1 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #2-1 -->


                              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                                <low value="20090101"/>


                                <!-- G.k.4.r.4: Date and Time of Start of Drug #2-1 -->


                                <high value="20090101"/>


                                <!-- G.k.4.r.5: Date and Time of Last Administration #2-1 -->


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #2-1 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #2-1 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #2-1 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #2-1 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #2-1 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #2-1 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #2-1 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #2-1 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #2-1 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #2-1 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #2-1 -->
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                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #2-1 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #2-2 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #2-2 -->


                              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                                <low value="20090101"/>


                                <!-- G.k.4.r.4: Date and Time of Start of Drug #2-2 -->


                                <width value="4" unit="G.k.4.r.6b"/>


                                <!-- G.k.4.r.6a: Duration of Drug Administration (number) #2-2 -->


                                <!-- G.k.4.r.6b: Duration of Drug Administration (unit) #2-2 -->


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #2-2 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #2-2 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #2-2 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #2-2 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #2-2 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #2-2 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #2-2 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #2-2 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #2-2 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #2-2 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #2-2 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #2-2 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #2-3 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #2-3 -->


                              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                                <width value="4" unit="G.k.4.r.6b"/>


                                <!-- G.k.4.r.6a: Duration of Drug Administration (number) #2-3 -->


                                <!-- G.k.4.r.6b: Duration of Drug Administration (unit) #2-3 -->


                                <high value="20090101"/>


                                <!-- G.k.4.r.5: Date and Time of Last Administration #2-3 -->


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #2-3 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #2-3 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #2-3 -->
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                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #2-3 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #2-3 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #2-3 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #2-3 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #2-3 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #2-3 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #2-3 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #2-3 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #2-3 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #2-4 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #2-4 -->


                              <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS">


                                <comp xsi:type="PIVL_TS">


                                  <period value="10" unit="G.k.4.r.3"/>


                                  <!-- G.k.4.r.2: Number of Units in the Interval #2-4 -->


                                  <!-- G.k.4.r.3: Definition of the Time Interval Unit #2-4 -->


                                </comp>


                                <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                                  <low value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.4: Date and Time of Start of Drug #2-4 -->


                                </comp>


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #2-4 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #2-4 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #2-4 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #2-4 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #2-4 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #2-4 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #2-4 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #2-4 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #2-4 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>
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                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #2-4 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #2-4 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #2-4 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #2-5 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #2-5 -->


                              <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS">


                                <comp xsi:type="PIVL_TS">


                                  <period value="10" unit="G.k.4.r.3"/>


                                  <!-- G.k.4.r.2: Number of Units in the Interval #2-5 -->


                                  <!-- G.k.4.r.3: Definition of the Time Interval Unit #2-5 -->


                                </comp>


                                <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                                  <high value="20090101"/>


                                  <!-- G.k.4.r.5: Date and Time of Last Administration #2-5 -->


                                </comp>


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #2-5 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #2-5 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #2-5 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #2-5 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #2-5 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #2-5 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #2-5 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #2-5 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #2-5 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #2-5 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #2-5 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #2-5 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #2-6 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #2-6 -->


                              <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS">
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                                <comp xsi:type="PIVL_TS">


                                  <period value="10" unit="G.k.4.r.3"/>


                                  <!-- G.k.4.r.2: Number of Units in the Interval #2-6 -->


                                  <!-- G.k.4.r.3: Definition of the Time Interval Unit #2-6 -->


                                </comp>


                                <comp xsi:type="IVL_TS" operator="A">


                                  <width value="4" unit="G.k.4.r.6b"/>


                                  <!-- G.k.4.r.6a: Duration of Drug Administration (number) #2-6 -->


                                  <!-- G.k.4.r.6b: Duration of Drug Administration (unit) #2-6 -->


                                </comp>


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #2-6 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #2-6 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #2-6 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #2-6 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #2-6 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #2-6 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #2-6 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #2-6 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #2-6 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #2-6 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #2-6 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #2-6 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #2-7 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #2-7 -->


                              <effectiveTime xsi:type="PIVL_TS">


                                <period value="10" unit="G.k.4.r.3"/>


                                <!-- G.k.4.r.2: Number of Units in the Interval #2-7 -->


                                <!-- G.k.4.r.3: Definition of the Time Interval Unit #2-7 -->


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #2-7 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #2-7 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #2-7 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #2-7 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #2-7 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #2-7 -->


                                  </productInstanceInstance>


- 40 -







                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #2-7 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #2-7 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #2-7 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #2-7 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #2-7 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #2-7 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #2-8 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #2-8 -->


                              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                                <low value="20090101"/>


                                <!-- G.k.4.r.4: Date and Time of Start of Drug #2-8 -->


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #2-8 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #2-8 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #2-8 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #2-8 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #2-8 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #2-8 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #2-8 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #2-8 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #2-8 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #2-8 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #2-8 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #2-8 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #2-9 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
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                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #2-9 -->


                              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                                <high value="20090101"/>


                                <!-- G.k.4.r.5: Date and Time of Last Administration #2-9 -->


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #2-9 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #2-9 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #2-9 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #2-9 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #2-9 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #2-9 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #2-9 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #2-9 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>


                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #2-9 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #2-9 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #2-9 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #2-9 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="COMP">


                            <!-- G.k.4.r: Dosage and Relevant Information (repeat as necessary) #2-10 -->


                            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                              <text>G.k.4.r.8</text>


                              <!-- G.k.4.r.8: Dosage Text #2-10 -->


                              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">


                                <width value="4" unit="G.k.4.r.6b"/>


                                <!-- G.k.4.r.6a: Duration of Drug Administration (number) #2-10 -->


                                <!-- G.k.4.r.6b: Duration of Drug Administration (unit) #2-10 -->


                              </effectiveTime>


                              <routeCode code="G.k.4.r.10.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.10.2a">


                                <!-- G.k.4.r.10.2a: Route of Administration TermID Version Date / Number #2-10 -->


                                <!-- G.k.4.r.10.2b: Route of Administration TermID #2-10 -->


                                <originalText>G.k.4.r.10.1</originalText>


                                <!-- G.k.4.r.10.1: Route of Administration (free text) #2-10 -->


                              </routeCode>


                              <doseQuantity value="10" unit="G.k.4.r.1b"/>


                              <!-- G.k.4.r.1a Dose (number) #2-10 -->


                              <!-- G.k.4.r.1b: Dose (unit) #2-10 -->


                              <consumable typeCode="CSM">


                                <instanceOfKind classCode="INST">


                                  <productInstanceInstance classCode="MMAT" determinerCode="INSTANCE">


                                    <lotNumberText>G.k.4.r.7</lotNumberText>


                                    <!-- G.k.4.r.7: Batch / Lot Number #2-10 -->


                                  </productInstanceInstance>


                                  <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <formCode code="G.k.4.r.9.2b" codeSystem="TBD-DoseForm" codeSystemVersion="G.k.4.r.9.2a">


                                      <!-- G.k.4.r.9.2a: Pharmaceutical Dose Form TermID Version Date / Number #2-10 -->


                                      <!-- G.k.4.r.9.2b: Pharmaceutical Dose Form TermID #2-10 -->


                                      <originalText>G.k.4.r.9.1</originalText>
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                                      <!-- G.k.4.r.9.1: Pharmaceutical Dose Form (free text) #2-10 -->


                                    </formCode>


                                  </kindOfProduct>


                                </instanceOfKind>


                              </consumable>


                              <inboundRelationship typeCode="REFR">


                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="28" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="parentRouteOfAdministration"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="G.k.4.r.11.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14" codeSystemVersion="G.k.4.r.


11.2a">


                                    <!-- G.k.4.r.11.2a: Parent Route of Administration TermID Version Date / Number #2-10 -->


                                    <!-- G.k.4.r.11.2b: Parent Route of Administration TermID #2-10 -->


                                    <originalText>G.k.4.r.11.1</originalText>


                                    <!-- G.k.4.r.11.1: Parent Route of Administration (free text) #2-10 -->


                                  </value>


                                </observation>


                              </inboundRelationship>


                            </substanceAdministration>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="SUMM">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="14" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="cumulativeDoseToReaction"/>


                              <value xsi:type="PQ" value="10" unit="G.k.5b"/>


                              <!-- G.k.5a: Cumulative Dose to First Reaction (number) #2 -->


                              <!-- G.k.5b: Cumulative Dose to First Reaction (unit) #2 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="16" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="gestationPeriod"/>


                              <value xsi:type="PQ" value="10" unit="G.k.6b"/>


                              <!-- G.k.6a: Gestation Period at Time of Exposure (number) #2 -->


                              <!-- G.k.6b: Gestation Period at Time of Exposure (unit) #2 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="31" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="recurranceOfReaction"/>


                              <value xsi:type="CE" code="G.k.9.i.4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.16"/>


                              <!-- G.k.9.i.4: Did Reaction Recur on Re-administration? Drug #2, Reaction #1 -->


                              <outboundRelationship1 typeCode="REFR">


                                <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <id root="154eb889-958b-45f2-a02f-42d4d6f4657f"/>


                                </actReference>


                              </outboundRelationship1>


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="PERT">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="31" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="recurranceOfReaction"/>


                              <value xsi:type="CE" code="G.k.9.i.4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.16"/>


                              <!-- G.k.9.i.4: Did Reaction Recur on Re-administration? Drug #2, Reaction #2 -->


                              <outboundRelationship1 typeCode="REFR">


                                <actReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <id root="2baa28d6-c9e8-4e6c-93e9-5b860b314220"/>


                                </actReference>


                              </outboundRelationship1>


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="REFR">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="9" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="codedDrugInformation"/>


                              <value xsi:type="CE" code="G.k.10.r" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.17"/>


                              <!-- G.k.10.r: Additional Information on Drug (coded)(repeat as necessary) #2-1 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="REFR">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="9" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="codedDrugInformation"/>


                              <value xsi:type="CE" code="G.k.10.r" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.17"/>


                              <!-- G.k.10.r: Additional Information on Drug (coded)(repeat as necessary) #2-2 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <outboundRelationship2 typeCode="REFR">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
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                              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="additionalInformation"/>


                              <value xsi:type="ST">G.k.11</value>


                              <!-- G.k.11: Additional Information on Drug (free text) #2 -->


                            </observation>


                          </outboundRelationship2>


                          <inboundRelationship typeCode="RSON">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="19" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="indication"/>


                              <value xsi:type="CE" code="G.k.7.r.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="G.k.7.r.2a">


                                <!-- G.k.7.r.2a: MedDRA Version for Indication #2-1 -->


                                <!-- G.k.7.r.2b: Indication (MedDRA code)  #2-1 -->


                                <originalText>G.k.7.r.1</originalText>


                                <!-- G.k.7.r.1: Indication as Reported by the Primary Source #2-1 -->


                              </value>


                              <performer typeCode="PRF">


                                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                                  <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21" displayName="sourceReporter"/>


                                </assignedEntity>


                              </performer>


                            </observation>


                          </inboundRelationship>


                          <inboundRelationship typeCode="RSON">


                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                              <code code="19" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="indication"/>


                              <value xsi:type="CE" code="G.k.7.r.2b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="G.k.7.r.2a">


                                <!-- G.k.7.r.2a: MedDRA Version for Indication #2-2 -->


                                <!-- G.k.7.r.2b: Indication (MedDRA code)  #2-2 -->


                                <originalText>G.k.7.r.1</originalText>


                                <!-- G.k.7.r.1: Indication as Reported by the Primary Source #2-2 -->


                              </value>


                              <performer typeCode="PRF">


                                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                                  <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21" displayName="sourceReporter"/>


                                </assignedEntity>


                              </performer>


                            </observation>


                          </inboundRelationship>


                          <inboundRelationship typeCode="CAUS">


                            <act classCode="ACT" moodCode="EVN">


                              <code code="G.k.8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.15"/>


                              <!-- G.k.8: Action(s) Taken with Drug #2 -->


                            </act>


                          </inboundRelationship>


                        </substanceAdministration>


                      </component>


                    </organizer>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.11" displayName=" 治験の概要"/>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="届出回数"/>


                          <value xsi:type="INT" value="1"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.1: 届出回数 #1 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="対象疾患"/>


                          <value xsi:type="ED">J2.13.r.2</value>


                          <!-- @@@J2.13.r.2: 対象疾患 #1 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="9" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="開発相"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.13.r.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.7"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.3: 開発相 #1 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 投薬中の症例の有無"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>
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                          <!-- @@@J2.13.r.4:  投薬中の症例の有無 #1 -->


                        </observation>


                      </component>


                    </organizer>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.11" displayName=" 治験の概要"/>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="届出回数"/>


                          <value xsi:type="INT" value="1"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.1: 届出回数 #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="対象疾患"/>


                          <value xsi:type="ED">J2.13.r.2</value>


                          <!-- @@@J2.13.r.2: 対象疾患 #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="9" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="開発相"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.13.r.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.7"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.3: 開発相 #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 投薬中の症例の有無"/>


                          <value xsi:type="BL" value="false"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.4:  投薬中の症例の有無 #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                    </organizer>


                  </subjectOf2>


                </primaryRole>


              </subject1>


              <component typeCode="COMP">


                <causalityAssessment classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="20" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="interventionCharacterization"/>


                  <value xsi:type="CE" code="G.k.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.13"/>


                  <!-- G.k.1: Characterisation of Drug Role Drug #1 -->


                  <subject2 typeCode="SUBJ">


                    <productUseReference classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                      <id root="3c91b4d5-e039-4a7a-9c30-67671b0ef9e4"/>


                    </productUseReference>


                  </subject2>


                </causalityAssessment>


              </component>


              <component typeCode="COMP">


                <causalityAssessment classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="20" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="interventionCharacterization"/>


                  <value xsi:type="CE" code="G.k.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.13"/>


                  <!-- G.k.1: Characterisation of Drug Role Drug #2 -->


                  <subject2 typeCode="SUBJ">


                    <productUseReference classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                      <id root="68d6f5ce-3b3b-45c7-92dd-69e06730c3a9"/>


                    </productUseReference>


                  </subject2>


                </causalityAssessment>


              </component>


              <component typeCode="COMP">


                <causalityAssessment classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="39" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="causality"/>


                  <value xsi:type="ST">G.k.9.i.2.r.3</value>


                  <!-- G.k.9.i.2.r.3: Result of Assessment Drug #1, Reaction #1, Assessment #1 -->


                  <methodCode>


                    <originalText>G.k.9.i.2.r.2</originalText>


                    <!-- G.k.9.i.2.r.2: Method of Assessment Drug #1, Reaction #1, Assessment #1 -->


                  </methodCode>


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
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                      <code>


                        <originalText>G.k.9.i.2.r.1</originalText>


                        <!-- G.k.9.i.2.r.1: Source of Assessment Drug #1, Reaction #1, Assessment #1 -->


                      </code>


                    </assignedEntity>


                  </author>


                  <subject1 typeCode="SUBJ">


                    <adverseEffectReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <id root="154eb889-958b-45f2-a02f-42d4d6f4657f"/>


                    </adverseEffectReference>


                  </subject1>


                  <subject2 typeCode="SUBJ">


                    <productUseReference classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                      <id root="3c91b4d5-e039-4a7a-9c30-67671b0ef9e4"/>


                    </productUseReference>


                  </subject2>


                </causalityAssessment>


              </component>


              <component typeCode="COMP">


                <causalityAssessment classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="39" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="causality"/>


                  <value xsi:type="ST">G.k.9.i.2.r.3</value>


                  <!--G.k.9.i.2.r.3: Result of Assessment Drug #1, Reaction #2, Assessment #1 -->


                  <methodCode>


                    <originalText>G.k.9.i.2.r.2</originalText>


                    <!--G.k.9.i.2.r.2: Method of Assessment Drug #1, Reaction #2, Assessment #1 -->


                  </methodCode>


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <code>


                        <originalText>G.k.9.i.2.r.1</originalText>


                        <!-- G.k.9.i.2.r.1: Source of Assessment Drug #1, Reaction #2, Assessment #1 -->


                      </code>


                    </assignedEntity>


                  </author>


                  <subject1 typeCode="SUBJ">


                    <adverseEffectReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <id root="2baa28d6-c9e8-4e6c-93e9-5b860b314220"/>


                    </adverseEffectReference>


                  </subject1>


                  <subject2 typeCode="SUBJ">


                    <productUseReference classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                      <id root="3c91b4d5-e039-4a7a-9c30-67671b0ef9e4"/>


                    </productUseReference>


                  </subject2>


                </causalityAssessment>


              </component>


              <component typeCode="COMP">


                <causalityAssessment classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="39" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="causality"/>


                  <value xsi:type="ST">G.k.9.i.2.r.3</value>


                  <!--G.k.9.i.2.r.3: Result of Assessment Drug #2, Reaction #2, Assessment #1 -->


                  <methodCode>


                    <originalText>G.k.9.i.2.r.2</originalText>


                    <!--G.k.9.i.2.r.2: Method of Assessment Drug #2, Reaction #2, Assessment #1 -->


                  </methodCode>


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <code>


                        <originalText>G.k.9.i.2.r.1</originalText>


                        <!-- G.k.9.i.2.r.1: Source of Assessment Drug #2, Reaction #2, Assessment #1 -->


                      </code>


                    </assignedEntity>


                  </author>


                  <subject1 typeCode="SUBJ">


                    <adverseEffectReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <id root="2baa28d6-c9e8-4e6c-93e9-5b860b314220"/>


                    </adverseEffectReference>


                  </subject1>


                  <subject2 typeCode="SUBJ">


                    <productUseReference classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                      <id root="68d6f5ce-3b3b-45c7-92dd-69e06730c3a9"/>


                    </productUseReference>


                  </subject2>


                </causalityAssessment>
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              </component>


              <component typeCode="COMP">


                <causalityAssessment classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="39" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="causality"/>


                  <value xsi:type="ST">G.k.9.i.2.r.3</value>


                  <!--G.k.9.i.2.r.3: Result of Assessment Drug #2, Reaction #2, Assessment #2 -->


                  <methodCode>


                    <originalText>G.k.9.i.2.r.2</originalText>


                    <!--G.k.9.i.2.r.2: Method of Assessment Drug #2, Reaction #2, Assessment #2 -->


                  </methodCode>


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <code>


                        <originalText>G.k.9.i.2.r.1</originalText>


                        <!-- G.k.9.i.2.r.1: Source of Assessment Drug #2, Reaction #2, Assessment #2 -->


                      </code>


                    </assignedEntity>


                  </author>


                  <subject1 typeCode="SUBJ">


                    <adverseEffectReference classCode="OBS" moodCode="EVN">


                      <id root="2baa28d6-c9e8-4e6c-93e9-5b860b314220"/>


                    </adverseEffectReference>


                  </subject1>


                  <subject2 typeCode="SUBJ">


                    <productUseReference classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                      <id root="68d6f5ce-3b3b-45c7-92dd-69e06730c3a9"/>


                    </productUseReference>


                  </subject2>


                </causalityAssessment>


              </component>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="comment"/>


                  <value xsi:type="ED">H.2</value>


                  <!-- H.2: Reporter's Comments -->


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21" displayName="sourceReporter"/>


                    </assignedEntity>


                  </author>


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="15" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="diagnosis"/>


                  <value xsi:type="CE" code="H.3.r.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="H.3.r.1a"/>


                  <!-- H.3.r.1a: MedDRA Version for Sender's Diagnosis / Syndrome and / or Reclassification of Reaction / Event #1 -->


                  <!-- H.3.r.1b: Sender's Diagnosis / Syndrome and / or Reclassification of Reaction / Event  (MedDRA code) #1 -->


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21" displayName="sender"/>


                    </assignedEntity>


                  </author>


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="15" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="diagnosis"/>


                  <value xsi:type="CE" code="H.3.r.1b" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.163" codeSystemVersion="H.3.r.1a"/>


                  <!-- H.3.r.1a: MedDRA Version for Sender's Diagnosis / Syndrome and / or Reclassification of Reaction / Event #2 -->


                  <!-- H.3.r.1b: Sender's Diagnosis / Syndrome and / or Reclassification of Reaction / Event  (MedDRA code) #2 -->


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21" displayName="sender"/>


                    </assignedEntity>


                  </author>


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="comment"/>


                  <value xsi:type="ED">H.4</value>


                  <!-- H.4: Sender's Comments -->


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


- 47 -







                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21" displayName="sender"/>


                    </assignedEntity>


                  </author>


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 未完了に対するコメント"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.7.2</value>


                  <!-- @@@J2.7.2:  未完了に対するコメント -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 感染症の遡及調査"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.9</value>


                  <!-- @@@J2.9:  感染症の遡及調査 -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="5" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 今後の対応"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.10</value>


                  <!-- @@@J2.10:  今後の対応 -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="6" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" その他参考事項等"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.11</value>


                  <!-- @@@J2.11:  その他参考事項等 -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 報告内容の要点"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.16</value>


                  <!-- @@@J2.16:  報告内容の要点 -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="備考1"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.19</value>


                  <!-- @@@J2.19: 備考1 -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="14" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="備考2"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.20</value>


                  <!-- @@@J2.20: 備考2 -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="15" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="備考3"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.21</value>


                  <!-- @@@J2.21: 備考3 -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="16" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="備考4"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.22</value>


                  <!-- @@@J2.22: 備考4 -->


                </observationEvent>


              </component1>


            </adverseEventAssessment>


          </component>


          <component typeCode="COMP">


            <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="additionalDocumentsAvailable"/>


              <value xsi:type="BL" value="true"/>


              <!-- C.1.6.1: Are Additional Documents Available? -->


- 48 -







            </observationEvent>


          </component>


          <component typeCode="COMP">


            <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="23" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="localCriteriaForExpedited"/>


              <value xsi:type="BL" value="true"/>


              <!-- C.1.7: Does This Case Fulfil the Local Criteria for an Expedited Report? -->


            </observationEvent>


          </component>


          <component typeCode="COMP">


            <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="36" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="summaryAndComment"/>


              <value xsi:type="ED" language="H.5.r.1b">H.5.r.1a</value>


              <!-- H.5.r.1a: Case Summary and Reporter's Comments Text  #1 -->


              <!-- H.5.r.1b: Case Summary and Reporter's Comments Language #1 -->


              <author typeCode="AUT">


                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                  <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21" displayName="reporter"/>


                </assignedEntity>


              </author>


            </observationEvent>


          </component>


          <component typeCode="COMP">


            <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="36" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="summaryAndComment"/>


              <value xsi:type="ED" language="H.5.r.1b">H.5.r.1a</value>


              <!-- H.5.r.1a: Case Summary and Reporter's Comments Text  #2 -->


              <!-- H.5.r.1b: Case Summary and Reporter's Comments Language #2 -->


              <author typeCode="AUT">


                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                  <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21" displayName="reporter"/>


                </assignedEntity>


              </author>


            </observationEvent>


          </component>


          <outboundRelationship typeCode="SPRT">


            <relatedInvestigation classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22" displayName="initialReport"/>


              <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


                <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <code code="C.1.8.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.3"/>


                      <!-- C.1.8.2: First Sender of This Case -->


                    </assignedEntity>


                  </author>


                </controlActEvent>


              </subjectOf2>


            </relatedInvestigation>


          </outboundRelationship>


          <outboundRelationship typeCode="SPRT">


            <relatedInvestigation classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <code nullFlavor="NA"/>


              <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


                <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


                  <id extension="C.1.10.r" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2"/>


                  <!-- C.1.10.r: Identification Number of the Report Which Is Linked to This Report (repeat as necessary)  #1 -->


                </controlActEvent>


              </subjectOf2>


            </relatedInvestigation>


          </outboundRelationship>


          <outboundRelationship typeCode="SPRT">


            <relatedInvestigation classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <code nullFlavor="NA"/>


              <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


                <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


                  <id extension="C.1.10.r" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2"/>


                  <!-- C.1.10.r: Identification Number of the Report Which Is Linked to this Report (repeat as necessary)  #2 -->


                </controlActEvent>


              </subjectOf2>


            </relatedInvestigation>


          </outboundRelationship>


          <outboundRelationship typeCode="SPRT">


            <priorityNumber value="1"/>


            <!-- C.2.r.5: Primary Source for Regulatory Purposes #1 -->
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            <relatedInvestigation classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22" displayName="sourceReport"/>


              <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


                <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <addr>


                        <streetAddressLine>C.2.r.2.3</streetAddressLine>


                        <!-- C.2.r.2.3: Reporter's Street #1 -->


                        <city>C.2.r.2.4</city>


                        <!-- C.2.r.2.4: Reporter's City #1 -->


                        <state>C.2.r.2.5</state>


                        <!-- C.2.r.2.5: Reporter's State or Province #1 -->


                        <postalCode>C.2.r.2.6</postalCode>


                        <!-- C.2.r.2.6: Reporter's Postcode #1 -->


                      </addr>


                      <telecom value="tel:C.2.r.2.7"/>


                      <!-- C.2.r.2.7: Reporter's Telephone #1 -->


                      <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">


                        <name>


                          <prefix>C.2.r.1.1</prefix>


                          <!-- C.2.r.1.1: Reporter's Title #1 -->


                          <given>C.2.r.1.2</given>


                          <!-- C.2.r.1.2: Reporter's Given Name #1 -->


                          <given>C.2.r.1.3</given>


                          <!-- C.2.r.1.3: Reporter's Middle Name #1 -->


                          <family>C.2.r.1.4</family>


                          <!-- C.2.r.1.4: Reporter's Family Name #1 -->


                        </name>


                        <asQualifiedEntity classCode="QUAL">


                          <code code="C.2.r.4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.6"/>


                          <!-- C.2.r.4: Qualification #1 -->


                        </asQualifiedEntity>


                        <asLocatedEntity classCode="LOCE">


                          <location classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                            <code code="C.2.r.3" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                            <!-- C.2.r.3: Reporter's Country Code #1 -->


                          </location>


                        </asLocatedEntity>


                      </assignedPerson>


                      <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                        <name>C.2.r.2.2</name>


                        <!-- C.2.r.2.2: Reporter's Department #1 -->


                        <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                          <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                            <name>C.2.r.2.1</name>


                            <!-- C.2.r.2.1: Reporter's Organisation #1 -->


                          </representedOrganization>


                        </assignedEntity>


                      </representedOrganization>


                    </assignedEntity>


                  </author>


                </controlActEvent>


              </subjectOf2>


            </relatedInvestigation>


          </outboundRelationship>


          <outboundRelationship typeCode="SPRT">


            <relatedInvestigation classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22" displayName="sourceReport"/>


              <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


                <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <addr>


                        <streetAddressLine>C.2.r.2.3</streetAddressLine>


                        <!-- C.2.r.2.3: Reporter's Street #2 -->


                        <city>C.2.r.2.4</city>


                        <!-- C.2.r.2.4: Reporter's City #2 -->


                        <state>C.2.r.2.5</state>


                        <!-- C.2.r.2.5: Reporter's State or Province #2 -->


                        <postalCode>C.2.r.2.6</postalCode>


                        <!-- C.2.r.2.6: Reporter's Postcode #2 -->


                      </addr>


                      <telecom value="tel:C.2.r.2.7"/>


                      <!-- C.2.r.2.7: Reporter's Telephone #2 -->
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                      <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">


                        <name>


                          <prefix>C.2.r.1.1</prefix>


                          <!-- C.2.r.1.1: Reporter's Title #2 -->


                          <given>C.2.r.1.2</given>


                          <!-- C.2.r.1.2: Reporter's Given Name #2 -->


                          <given>C.2.r.1.3</given>


                          <!-- C.2.r.1.3: Reporter's Middle Name #2 -->


                          <family>C.2.r.1.4</family>


                          <!-- C.2.r.1.4: Reporter's Family Name #2 -->


                        </name>


                        <asQualifiedEntity classCode="QUAL">


                          <code code="C.2.r.4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.6"/>


                          <!-- C.2.r.4: Qualification #2 -->


                        </asQualifiedEntity>


                        <asLocatedEntity classCode="LOCE">


                          <location classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                            <code code="C.2.r.3" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                            <!-- C.2.r.3: Reporter's Country Code #2 -->


                          </location>


                        </asLocatedEntity>


                      </assignedPerson>


                      <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                        <name>C.2.r.2.2</name>


                        <!-- C.2.r.2.2: Reporter's Department #2 -->


                        <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                          <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                            <name>C.2.r.2.1</name>


                            <!-- C.2.r.2.1: Reporter's Organisation #2 -->


                          </representedOrganization>


                        </assignedEntity>


                      </representedOrganization>


                    </assignedEntity>


                  </author>


                </controlActEvent>


              </subjectOf2>


            </relatedInvestigation>


          </outboundRelationship>


          <subjectOf1 typeCode="SUBJ">


            <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


              <author typeCode="AUT">


                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                  <code code="C.3.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7"/>


                  <!-- C.3.1: Sender Type -->


                  <addr>


                    <streetAddressLine>C.3.4.1</streetAddressLine>


                    <!-- C.3.4.1: Sender's Street Address -->


                    <city>C.3.4.2</city>


                    <!-- C.3.4.2: Sender's City -->


                    <state>C.3.4.3</state>


                    <!-- C.3.4.3: Sender's State or Province -->


                  </addr>


                  <telecom value="tel:C.3.4.6"/>


                  <!-- C.3.4.6: Sender's Telephone -->


                  <telecom value="fax:C.3.4.7"/>


                  <!-- C.3.4.7: Sender's Fax -->


                  <telecom value="mailto:C.3.4.8"/>


                  <!-- C.3.4.8: Sender's E-mail Address -->


                  <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">


                    <name>


                      <prefix>C.3.3.2</prefix>


                      <!-- C.3.3.2: Sender's Title -->


                      <given>C.3.3.3</given>


                      <!-- C.3.3.3: Sender's Given Name -->


                      <given>C.3.3.4</given>


                      <!-- C.3.3.4: Sender's Middle Name -->


                      <family>C.3.3.5</family>


                      <!-- C.3.3.5: Sender's Family Name -->


                    </name>


                    <asLocatedEntity classCode="LOCE">


                      <location classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                        <code code="C.3.4.5" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                        <!-- C.3.4.5: Sender's Country Code -->


                      </location>


                    </asLocatedEntity>
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                  </assignedPerson>


                  <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                      <name>C.3.2</name>


                      <!-- C.3.2: Sender's Organisation -->


                  </representedOrganization>


                </assignedEntity>


              </author>


              <primaryInformationRecipient typeCode="PRCP">


                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                  <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">


                    <name>


                      <prefix>J2.18.2</prefix>


                      <!-- @@@J2.18.2:  受信者　肩書き -->


                      <family>J2.18.3</family>


                      <!-- @@@J2.18.3:  受信者　姓 -->


                      <given>J2.18.4</given>


                      <!-- @@@J2.18.4:  受信名　名 -->


                    </name>


                  </assignedPerson>


                  <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                    <name>J2.18.1</name>


                    <!-- @@@J2.18.1:  受信者　組織名 -->


                  </representedOrganization>


                </assignedEntity>


              </primaryInformationRecipient>


            </controlActEvent>


          </subjectOf1>


          <subjectOf1 typeCode="SUBJ">


            <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


              <id assigningAuthorityName="C.1.9.1.r.1" extension="C.1.9.1.r.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.3"/>


              <!-- C.1.9.1.r.1: Source(s) of the Case Identifier (repeat as necessary) #1 -->


              <!-- C.1.9.1.r.2 Case Identifier(s) #1 -->


            </controlActEvent>


          </subjectOf1>


          <subjectOf1 typeCode="SUBJ">


            <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


              <id assigningAuthorityName="C.1.9.1.r.1" extension="C.1.9.1.r.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.3"/>


              <!-- C.1.9.1.r.1: Source(s) of the Case Identifier (repeat as necessary) #2 -->


              <!-- C.1.9.1.r.2 Case Identifier(s) #2 -->


            </controlActEvent>


          </subjectOf1>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23" displayName="ichReportType"/>


              <value xsi:type="CE" code="C.1.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.2"/>


              <!-- C.1.3 Type of Report -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23" displayName="otherCaseIds"/>


              <value xsi:type="BL" value="true"/>


              <!-- C.1.9.1 Other Case Identifiers in Previous Transmissions -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23" displayName="nullificationAmendmentCode"/>


              <value xsi:type="CE" code="C.1.11.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.5"/>


              <!-- C.1.11.1: Report Nullification / Amendment -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23" displayName="nullificationAmendmentReason"/>


              <value xsi:type="CE">


                <originalText>C.1.11.2</originalText>


                <!-- C.1.11.2: Reason for Nullification / Amendment -->


              </value>


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName=" 識別番号（報告分類）"/>


              <value xsi:type="CE" code="J2.1a" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.1"/>
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              <!-- @@@J2.1a:  識別番号（報告分類） -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName="報告起算日"/>


              <value xsi:type="TS" value="20130107"/>


              <!-- @@@J2.2.1: 報告起算日 -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName=" 報告起算日に関するコメント"/>


              <value xsi:type="ED">J2.2.2</value>


              <!-- @@@J2.2.2:  報告起算日に関するコメント -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName=" 即時報告フラグ"/>


              <value xsi:type="CE" code="J2.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.2"/>


              <!-- @@@J2.3:  即時報告フラグ -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="5" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName=" 報告対象外フラグ"/>


              <value xsi:type="CE" code="J2.8.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.6"/>


              <!-- @@@J2.8.1:  報告対象外フラグ -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="6" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName=" 報告対象外の理由"/>


              <value xsi:type="ED">J2.8.2</value>


              <!-- @@@J2.8.2:  報告対象外の理由 -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


        </investigationEvent>


      </subject>


    </controlActProcess>


  </PORR_IN049016UV>


  <!-- Message #1 -->


  <!-- Message #2 -->


  <!-- PORR_IN049016UV -->


  <!-- /PORR_IN049016UV -->


  <!-- Message #2 -->


  <receiver typeCode="RCV">


    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


      <id extension="N.1.4" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.14"/>


      <!-- N.1.4: Batch Receiver Identifier -->


    </device>


  </receiver>


  <sender typeCode="SND">


    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


      <id extension="N.1.3" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.13"/>


      <!-- N.1.3: Batch Sender Identifier -->


    </device>


  </sender>


</MCCI_IN200100UV01>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<MCCI_IN200100UV01 ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd" xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/


2001/XMLSchema-instance">


  <id extension="N.1.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.22"/>


  <!-- N.1.2: Batch Number -->


  <creationTime value="20101214151617"/>


  <!-- N.1.5: Date of Batch Transmission -->


  <responseModeCode code="D"/>


  <interactionId extension="MCCI_IN200100UV01" root="2.16.840.1.113883.1.6"/>


  <name code="N.1.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.1"/>


  <!-- N.1.1: Type of Messages in Batch -->


  <!-- Message #1 -->


  <PORR_IN049016UV>


    <id extension="N.2.r.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1"/>


    <!-- N.2.r.1: Message Identifier -->


    <creationTime value="20101214151617"/>


    <!-- N.2.r.4: Date of Message Creation -->


    <interactionId extension="PORR_IN049016UV" root="2.16.840.1.113883.1.6"/>


    <processingCode code="P"/>


    <processingModeCode code="T"/>


    <acceptAckCode code="AL"/>


    <receiver typeCode="RCV">


      <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


        <id extension="N.2.r.3" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.12"/>


        <!-- N.2.r.3: Message Receiver Identifier -->


      </device>


    </receiver>


    <sender typeCode="SND">


      <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


        <id extension="N.2.r.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.11"/>


        <!-- N.2.r.2: Message Sender Identifier -->


      </device>


    </sender>


    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">


      <code code="PORR_TE049016UV" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.18"/>


      <!-- HL7 Trigger Event ID -->


      <effectiveTime value="20101214151617"/>


      <!-- C.1.2: Date of Creation -->


      <subject typeCode="SUBJ">


        <investigationEvent classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


          <id extension="C.1.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1"/>


          <!-- C.1.1: Sender's (case) Safety Report Unique Identifier -->


          <id extension="C.1.8.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2"/>


          <!-- C.1.8.1: Worldwide Unique Case Identification Number -->


          <id extension="J2.1b" root="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.3.1"/>


          <!-- @@@J2.1b:  識別番号（番号） -->


          <code code="PAT_ADV_EVNT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>


          <text>H.1</text>


          <!-- H.1: Case Narrative Including Clinical Course, Therapeutic Measures, Outcome and Additional Relevant Information -->


          <statusCode code="active"/>


          <!-- @@@J2.7.1  完了、未完了区分 -->


          <effectiveTime>


            <low value="20090101"/>


            <!-- C.1.4: Date Report Was First Received from Source -->


          </effectiveTime>


          <availabilityTime value="20090101"/>


          <!-- C.1.5: Date of Most Recent Information for This Report -->


          <reference typeCode="REFR">


            <document classCode="DOC" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27" displayName="literatureReference"/>


              <title>J2.17.r</title>


              <!-- @@@J2.17.r  試験／研究の分類 #1 -->


              <text mediaType="application/pdf" representation="B64">C.4.r.2</text>


              <!-- C.4.r.2: Included Documents #1 -->


              <bibliographicDesignationText>C.4.r.1</bibliographicDesignationText>


              <!-- C.4.r.1: Literature Reference(s) #1 -->


              <participation typeCode="AUT">


                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                  <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                    <asLocatedEntity classCode="LOCE">


                      <location classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                        <code code="J2.15.r" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                        <!-- @@@J2.15.r 公表国 #1 -->


                      </location>


                    </asLocatedEntity>
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                  </representedOrganization>


                </assignedEntity>


              </participation>


            </document>


          </reference>


          <reference typeCode="REFR">


            <document classCode="DOC" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27" displayName="literatureReference"/>


              <title>J2.17.r</title>


              <!-- @@@J2.17.r  試験／研究の分類 #2 -->


              <text mediaType="application/pdf" representation="B64">C.4.r.2</text>


              <!-- C.4.r.2: Included Documents #2 -->


              <bibliographicDesignationText>C.4.r.1</bibliographicDesignationText>


              <!-- C.4.r.1: Literature Reference(s) #2 -->


              <participation typeCode="AUT">


                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                  <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                    <asLocatedEntity classCode="LOCE">


                      <location classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                        <code code="J2.15.r" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                        <!-- @@@J2.15.r 公表国 #2 -->


                      </location>


                    </asLocatedEntity>


                  </representedOrganization>


                </assignedEntity>


              </participation>


            </document>


          </reference>


          <component typeCode="COMP">


            <adverseEventAssessment classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <subject1 typeCode="SBJ">


                <primaryRole classCode="INVSBJ">


                  <player1 classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"/>


                  <subjectOf1 typeCode="SBJ">


                    <researchStudy classCode="CLNTRL" moodCode="EVN">


                      <id extension="C.5.3" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.5"/>


                      <!-- C.5.3: Sponsor Study Number -->


                      <code code="C.5.4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.8"/>


                      <!-- C.5.4: Study Type Where Reaction(s) / Event(s) Were Observed -->


                      <title>C.5.2</title>


                      <!-- C.5.2: Study Name -->


                      <authorization typeCode="AUTH">


                        <studyRegistration classCode="ACT" moodCode="EVN">


                          <id extension="C.5.1.r.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.6"/>


                          <!-- C.5.1.r.1: Study Registration Number #1 -->


                          <author typeCode="AUT">


                            <territorialAuthority classCode="TERR">


                              <governingPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                                <code code="C.5.1.r.2" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                                <!-- C.5.1.r.2: Study Registration Country #1 -->


                              </governingPlace>


                            </territorialAuthority>


                          </author>


                        </studyRegistration>


                      </authorization>


                      <authorization typeCode="AUTH">


                        <studyRegistration classCode="ACT" moodCode="EVN">


                          <id extension="C.5.1.r.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.6"/>


                          <!-- C.5.1.r.1 Study Registration Number #2 -->


                          <author typeCode="AUT">


                            <territorialAuthority classCode="TERR">


                              <governingPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                                <code code="C.5.1.r.2" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                                <!-- C.5.1.r.2: Study Registration Country #2 -->


                              </governingPlace>


                            </territorialAuthority>


                          </author>


                        </studyRegistration>


                      </authorization>


                    </researchStudy>


                  </subjectOf1>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                      <code code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20" displayName="drugInformation"/>


                      <!-- G.k Drug(s) Information (repeat as necessary) #1 -->
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                      <component typeCode="COMP">


                        <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                          <id root="3c91b4d5-e039-4a7a-9c30-67671b0ef9e4"/>


                          <consumable typeCode="CSM">


                            <instanceOfKind classCode="INST">


                              <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                <code code="G.k.2.1.1b" codeSystem="TBD-MPID"/>


                                <!-- G.k.2.1.1b: Medicinal Product Identifier (MPID) #1 -->


                                <name>G.k.2.2</name>


                                <!-- G.k.2.2: Medicinal Product Name as Reported by the Primary Source #1 -->


                                <asManufacturedProduct classCode="MANU">


                                  <subjectOf typeCode="SBJ">


                                    <approval classCode="CNTRCT" moodCode="EVN">


                                      <id extension="G.k.3.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.4"/>


                                      <!-- G.k.3.1: Authorisation / Application Number #1 -->


                                      <author typeCode="AUT">


                                        <territorialAuthority classCode="TERR">


                                          <territory classCode="NAT" determinerCode="INSTANCE">


                                            <code code="G.k.3.2" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                                            <!-- G.k.3.2: Country of Authorisation / Application #1 -->


                                          </territory>


                                        </territorialAuthority>


                                      </author>


                                      <pertinentInformation typeCode="PERT">


                                        <policy classCode="POLICY" moodCode="EVN">


                                          <code code="J2.5.k" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.4"/>


                                          <!-- @@@J2.5.k:  一般用医薬品等のリスク区分等 #1 -->


                                        </policy>


                                      </pertinentInformation>


                                    </approval>


                                  </subjectOf>


                                  <subjectOf typeCode="SBJ">


                                    <characteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 新医薬品等の状況区分"/>


                                      <value xsi:type="CE" code="J2.4.k" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.3"/>


                                      <!-- @@@J2.4.k:  新医薬品等の状況区分 #1 -->


                                    </characteristic>


                                  </subjectOf>


                                </asManufacturedProduct>


                                <asSpecializedKind classCode="GEN">


                                  <generalizedMaterialKind classCode="MAT" determinerCode="KIND">


                                    <code>


                                      <originalText>J2.12</originalText>


                                      <!-- @@J2.12: 治験成分記号 -->


                                    </code>


                                  </generalizedMaterialKind>


                                </asSpecializedKind>


                                <ingredient classCode="ACTI">


                                  <ingredientSubstance classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <code code="G.k.2.3.r.2b" codeSystem="TBD-Substance"/>


                                    <!-- G.k.2.3.r.2b: Substance / Specified Substance TermID #1-1 -->


                                    <name>G.k.2.3.r.1</name>


                                    <!-- G.k.2.3.r.1: Substance / Specified Substance Name #1-1 -->


                                  </ingredientSubstance>


                                </ingredient>


                                <ingredient classCode="ACTI">


                                  <ingredientSubstance classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <code code="G.k.2.3.r.2b" codeSystem="TBD-Substance"/>


                                    <!-- G.k.2.3.r.2b: Substance / Specified Substance TermID #1-2 -->


                                    <name>G.k.2.3.r.1</name>


                                    <!-- G.k.2.3.r.1: Substance / Specified Substance Name #1-2 -->


                                  </ingredientSubstance>


                                </ingredient>


                              </kindOfProduct>


                              <subjectOf typeCode="SBJ">


                                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 一般用医薬品の入手経路"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="J2.6.k" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.5"/>


                                  <!-- @@@J2.6.k:  一般用医薬品の入手経路 #1 -->


                                </observationEvent>


                              </subjectOf>


                            </instanceOfKind>


                          </consumable>


                        </substanceAdministration>


                      </component>
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                    </organizer>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.11" displayName=" 治験の概要"/>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="届出回数"/>


                          <value xsi:type="INT" value="1"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.1: 届出回数 #1 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="対象疾患"/>


                          <value xsi:type="ED">J2.13.r.2</value>


                          <!-- @@@J2.13.r.2: 対象疾患 #1 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="9" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="開発相"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.13.r.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.7"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.3: 開発相 #1 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 投薬中の症例の有無"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.4:  投薬中の症例の有無 #1 -->


                        </observation>


                      </component>


                    </organizer>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.11" displayName=" 治験の概要"/>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="届出回数"/>


                          <value xsi:type="INT" value="1"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.1: 届出回数 #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="対象疾患"/>


                          <value xsi:type="ED">J2.13.r.2</value>


                          <!-- @@@J2.13.r.2: 対象疾患 #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="9" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="開発相"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.13.r.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.7"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.3: 開発相 #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 投薬中の症例の有無"/>


                          <value xsi:type="BL" value="false"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.4:  投薬中の症例の有無 #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                    </organizer>


                  </subjectOf2>


                </primaryRole>


              </subject1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="comment"/>


                  <value xsi:type="ED">H.4</value>


                  <!-- H.4: Sender's Comments -->
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                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21" displayName="sender"/>


                    </assignedEntity>


                  </author>


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 未完了に対するコメント"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.7.2</value>


                  <!-- @@@J2.7.2:  未完了に対するコメント -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="5" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 今後の対応"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.10</value>


                  <!-- @@@J2.10:  今後の対応 -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="6" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" その他参考事項等"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.11</value>


                  <!-- @@@J2.11:  その他参考事項等 -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 報告内容の要点"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.16</value>


                  <!-- @@@J2.16:  報告内容の要点 -->


                </observationEvent>


              </component1>


            </adverseEventAssessment>


          </component>


          <component typeCode="COMP">


            <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="23" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="localCriteriaForExpedited"/>


              <value xsi:type="BL" value="true"/>


              <!-- C.1.7: Does This Case Fulfil the Local Criteria for an Expedited Report? -->


            </observationEvent>


          </component>


          <outboundRelationship typeCode="SPRT">


            <relatedInvestigation classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22" displayName="initialReport"/>


              <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


                <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <code code="C.1.8.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.3"/>


                      <!-- C.1.8.2: First Sender of This Case -->


                    </assignedEntity>


                  </author>


                </controlActEvent>


              </subjectOf2>


            </relatedInvestigation>


          </outboundRelationship>


          <outboundRelationship typeCode="SPRT">


            <relatedInvestigation classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <code nullFlavor="NA"/>


              <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


                <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


                  <id extension="C.1.10.r" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2"/>


                  <!-- C.1.10.r: Identification Number of the Report Which Is Linked to This Report (repeat as necessary)  #1 -->


                </controlActEvent>


              </subjectOf2>


            </relatedInvestigation>


          </outboundRelationship>


          <outboundRelationship typeCode="SPRT">


            <relatedInvestigation classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <code nullFlavor="NA"/>


              <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


                <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">
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                  <id extension="C.1.10.r" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2"/>


                  <!-- C.1.10.r: Identification Number of the Report Which Is Linked to this Report (repeat as necessary)  #2 -->


                </controlActEvent>


              </subjectOf2>


            </relatedInvestigation>


          </outboundRelationship>


          <subjectOf1 typeCode="SUBJ">


            <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


              <author typeCode="AUT">


                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                  <addr>


                    <streetAddressLine>C.3.4.1</streetAddressLine>


                    <!-- C.3.4.1: Sender's Street Address -->


                    <city>C.3.4.2</city>


                    <!-- C.3.4.2: Sender's City -->


                    <state>C.3.4.3</state>


                    <!-- C.3.4.3: Sender's State or Province -->


                  </addr>


                  <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">


                    <name>


                      <prefix>C.3.3.2</prefix>


                      <!-- C.3.3.2: Sender's Title -->


                      <given>C.3.3.3</given>


                      <!-- C.3.3.3: Sender's Given Name -->


                      <given>C.3.3.4</given>


                      <!-- C.3.3.4: Sender's Middle Name -->


                      <family>C.3.3.5</family>


                      <!-- C.3.3.5: Sender's Family Name -->


                    </name>


                    <asLocatedEntity classCode="LOCE">


                      <location classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                        <code code="C.3.4.5" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                        <!-- C.3.4.5: Sender's Country Code -->


                      </location>


                    </asLocatedEntity>


                  </assignedPerson>


                    <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                      <name>C.3.2</name>


                      <!-- C.3.2: Sender's Organisation -->


                    </representedOrganization>


                </assignedEntity>


              </author>


            </controlActEvent>


          </subjectOf1>


          <subjectOf1 typeCode="SUBJ">


            <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


              <id assigningAuthorityName="C.1.9.1.r.1" extension="C.1.9.1.r.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.3"/>


              <!-- C.1.9.1.r.1: Source(s) of the Case Identifier (repeat as necessary) #1 -->


              <!-- C.1.9.1.r.2 Case Identifier(s) #1 -->


            </controlActEvent>


          </subjectOf1>


          <subjectOf1 typeCode="SUBJ">


            <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


              <id assigningAuthorityName="C.1.9.1.r.1" extension="C.1.9.1.r.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.3"/>


              <!-- C.1.9.1.r.1: Source(s) of the Case Identifier (repeat as necessary) #2 -->


              <!-- C.1.9.1.r.2 Case Identifier(s) #2 -->


            </controlActEvent>


          </subjectOf1>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23" displayName="ichReportType"/>


              <value xsi:type="CE" code="C.1.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.2"/>


              <!-- C.1.3 Type of Report -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23" displayName="otherCaseIds"/>


              <value xsi:type="BL" value="true"/>


              <!-- C.1.9.1 Other Case Identifiers in Previous Transmissions -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23" displayName="nullificationAmendmentCode"/>
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              <value xsi:type="CE" code="C.1.11.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.5"/>


              <!-- C.1.11.1: Report Nullification / Amendment -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23" displayName="nullificationAmendmentReason"/>


              <value xsi:type="CE">


                <originalText>C.1.11.2</originalText>


                <!-- C.1.11.2: Reason for Nullification / Amendment -->


              </value>


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName=" 識別番号（報告分類）"/>


              <value xsi:type="CE" code="J2.1a" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.1"/>


              <!-- @@@J2.1a:  識別番号（報告分類） -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName="報告起算日"/>


              <value xsi:type="TS" value="20130107"/>


              <!-- @@@J2.2.1: 報告起算日 -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName=" 報告起算日に関するコメント"/>


              <value xsi:type="ED">J2.2.2</value>


              <!-- @@@J2.2.2:  報告起算日に関するコメント -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


        </investigationEvent>


      </subject>


    </controlActProcess>


  </PORR_IN049016UV>


  <!-- Message #1 -->


  <!-- Message #2 -->


  <!-- PORR_IN049016UV -->


  <!-- /PORR_IN049016UV -->


  <!-- Message #2 -->


  <receiver typeCode="RCV">


    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


      <id extension="N.1.4" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.14"/>


      <!-- N.1.4: Batch Receiver Identifier -->


    </device>


  </receiver>


  <sender typeCode="SND">


    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


      <id extension="N.1.3" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.13"/>


      <!-- N.1.3: Batch Sender Identifier -->


    </device>


  </sender>


</MCCI_IN200100UV01>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<MCCI_IN200100UV01 ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd" xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/


2001/XMLSchema-instance">


  <id extension="N.1.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.22"/>


  <!-- N.1.2: Batch Number -->


  <creationTime value="20101214151617"/>


  <!-- N.1.5: Date of Batch Transmission -->


  <responseModeCode code="D"/>


  <interactionId extension="MCCI_IN200100UV01" root="2.16.840.1.113883.1.6"/>


  <name code="N.1.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.1"/>


  <!-- N.1.1: Type of Messages in Batch -->


  <!-- Message #1 -->


  <PORR_IN049016UV>


    <id extension="N.2.r.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1"/>


    <!-- N.2.r.1: Message Identifier -->


    <creationTime value="20101214151617"/>


    <!-- N.2.r.4: Date of Message Creation -->


    <interactionId extension="PORR_IN049016UV" root="2.16.840.1.113883.1.6"/>


    <processingCode code="P"/>


    <processingModeCode code="T"/>


    <acceptAckCode code="AL"/>


    <receiver typeCode="RCV">


      <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


        <id extension="N.2.r.3" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.12"/>


        <!-- N.2.r.3: Message Receiver Identifier -->


      </device>


    </receiver>


    <sender typeCode="SND">


      <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


        <id extension="N.2.r.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.11"/>


        <!-- N.2.r.2: Message Sender Identifier -->


      </device>


    </sender>


    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">


      <code code="PORR_TE049016UV" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.18"/>


      <!-- HL7 Trigger Event ID -->


      <effectiveTime value="20101214151617"/>


      <!-- C.1.2: Date of Creation -->


      <subject typeCode="SUBJ">


        <investigationEvent classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


          <id extension="C.1.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1"/>


          <!-- C.1.1: Sender's (case) Safety Report Unique Identifier -->


          <id extension="C.1.8.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2"/>


          <!-- C.1.8.1: Worldwide Unique Case Identification Number -->


          <id extension="J2.1b" root="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.3.1"/>


          <!-- @@@J2.1b:  識別番号（番号） -->


          <code code="PAT_ADV_EVNT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>


          <text>H.1</text>


          <!-- H.1: Case Narrative Including Clinical Course, Therapeutic Measures, Outcome and Additional Relevant Information -->


          <statusCode code="active"/>


          <!-- @@@J2.7.1  完了、未完了区分 -->


          <effectiveTime>


            <low value="20090101"/>


            <!-- C.1.4: Date Report Was First Received from Source -->


          </effectiveTime>


          <availabilityTime value="20090101"/>


          <!-- C.1.5: Date of Most Recent Information for This Report -->


          <reference typeCode="REFR">


            <document classCode="DOC" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27" displayName="literatureReference"/>


              <text mediaType="application/pdf" representation="B64">C.4.r.2</text>


              <!-- C.4.r.2: Included Documents #1 -->


              <bibliographicDesignationText>C.4.r.1</bibliographicDesignationText>


              <!-- C.4.r.1: Literature Reference(s) #1 -->


              <participation typeCode="AUT">


                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                  <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                    <asLocatedEntity classCode="LOCE">


                      <location classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                        <code code="J2.15.r" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                        <!-- @@@J2.15.r 公表国 #1 -->


                      </location>


                    </asLocatedEntity>


                  </representedOrganization>


                </assignedEntity>
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              </participation>


            </document>


          </reference>


          <reference typeCode="REFR">


            <document classCode="DOC" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27" displayName="literatureReference"/>


              <text mediaType="application/pdf" representation="B64">C.4.r.2</text>


              <!-- C.4.r.2: Included Documents #2 -->


              <bibliographicDesignationText>C.4.r.1</bibliographicDesignationText>


              <!-- C.4.r.1: Literature Reference(s) #2 -->


              <participation typeCode="AUT">


                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                  <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                    <asLocatedEntity classCode="LOCE">


                      <location classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                        <code code="J2.15.r" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                        <!-- @@@J2.15.r 公表国 #2 -->


                      </location>


                    </asLocatedEntity>


                  </representedOrganization>


                </assignedEntity>


              </participation>


            </document>


          </reference>


          <component typeCode="COMP">


            <adverseEventAssessment classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <subject1 typeCode="SBJ">


                <primaryRole classCode="INVSBJ">


                  <player1 classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"/>


                  <subjectOf1 typeCode="SBJ">


                    <researchStudy classCode="CLNTRL" moodCode="EVN">


                      <id extension="C.5.3" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.5"/>


                      <!-- C.5.3: Sponsor Study Number -->


                      <code code="C.5.4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.8"/>


                      <!-- C.5.4: Study Type Where Reaction(s) / Event(s) Were Observed -->


                      <title>C.5.2</title>


                      <!-- C.5.2: Study Name -->


                      <authorization typeCode="AUTH">


                        <studyRegistration classCode="ACT" moodCode="EVN">


                          <id extension="C.5.1.r.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.6"/>


                          <!-- C.5.1.r.1: Study Registration Number #1 -->


                          <author typeCode="AUT">


                            <territorialAuthority classCode="TERR">


                              <governingPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                                <code code="C.5.1.r.2" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                                <!-- C.5.1.r.2: Study Registration Country #1 -->


                              </governingPlace>


                            </territorialAuthority>


                          </author>


                        </studyRegistration>


                      </authorization>


                      <authorization typeCode="AUTH">


                        <studyRegistration classCode="ACT" moodCode="EVN">


                          <id extension="C.5.1.r.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.6"/>


                          <!-- C.5.1.r.1 Study Registration Number #2 -->


                          <author typeCode="AUT">


                            <territorialAuthority classCode="TERR">


                              <governingPlace classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                                <code code="C.5.1.r.2" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                                <!-- C.5.1.r.2: Study Registration Country #2 -->


                              </governingPlace>


                            </territorialAuthority>


                          </author>


                        </studyRegistration>


                      </authorization>


                    </researchStudy>


                  </subjectOf1>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                      <code code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20" displayName="drugInformation"/>


                      <!-- G.k Drug(s) Information (repeat as necessary) #1 -->


                      <component typeCode="COMP">


                        <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">


                          <id root="3c91b4d5-e039-4a7a-9c30-67671b0ef9e4"/>


                          <consumable typeCode="CSM">


- 2 -







                            <instanceOfKind classCode="INST">


                              <kindOfProduct classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                <code code="G.k.2.1.1b" codeSystem="TBD-MPID"/>


                                <!-- G.k.2.1.1b: Medicinal Product Identifier (MPID) #1 -->


                                <name>G.k.2.2</name>


                                <!-- G.k.2.2: Medicinal Product Name as Reported by the Primary Source #1 -->


                                <asManufacturedProduct classCode="MANU">


                                  <subjectOf typeCode="SBJ">


                                    <approval classCode="CNTRCT" moodCode="EVN">


                                      <id extension="G.k.3.1" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.4"/>


                                      <!-- G.k.3.1: Authorisation / Application Number #1 -->


                                      <author typeCode="AUT">


                                        <territorialAuthority classCode="TERR">


                                          <territory classCode="NAT" determinerCode="INSTANCE">


                                            <code code="G.k.3.2" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                                            <!-- G.k.3.2: Country of Authorisation / Application #1 -->


                                          </territory>


                                        </territorialAuthority>


                                      </author>


                                      <pertinentInformation typeCode="PERT">


                                        <policy classCode="POLICY" moodCode="EVN">


                                          <code code="J2.5.k" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.4"/>


                                          <!-- @@@J2.5.k:  一般用医薬品等のリスク区分等 #1 -->


                                        </policy>


                                      </pertinentInformation>


                                    </approval>


                                  </subjectOf>


                                  <subjectOf typeCode="SBJ">


                                    <characteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 新医薬品等の状況区分"/>


                                      <value xsi:type="CE" code="J2.4.k" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.3"/>


                                      <!-- @@@J2.4.k:  新医薬品等の状況区分 #1 -->


                                    </characteristic>


                                  </subjectOf>


                                </asManufacturedProduct>


                                <asSpecializedKind classCode="GEN">


                                  <generalizedMaterialKind classCode="MAT" determinerCode="KIND">


                                    <code>


                                      <originalText>J2.12</originalText>


                                      <!-- @@J2.12: 治験成分記号 -->


                                    </code>


                                  </generalizedMaterialKind>


                                </asSpecializedKind>


                                <ingredient classCode="ACTI">


                                  <ingredientSubstance classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <code code="G.k.2.3.r.2b" codeSystem="TBD-Substance"/>


                                    <!-- G.k.2.3.r.2b: Substance / Specified Substance TermID #1-1 -->


                                    <name>G.k.2.3.r.1</name>


                                    <!-- G.k.2.3.r.1: Substance / Specified Substance Name #1-1 -->


                                  </ingredientSubstance>


                                </ingredient>


                                <ingredient classCode="ACTI">


                                  <ingredientSubstance classCode="MMAT" determinerCode="KIND">


                                    <code code="G.k.2.3.r.2b" codeSystem="TBD-Substance"/>


                                    <!-- G.k.2.3.r.2b: Substance / Specified Substance TermID #1-2 -->


                                    <name>G.k.2.3.r.1</name>


                                    <!-- G.k.2.3.r.1: Substance / Specified Substance Name #1-2 -->


                                  </ingredientSubstance>


                                </ingredient>


                              </kindOfProduct>


                              <subjectOf typeCode="SBJ">


                                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                                  <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 一般用医薬品の入手経路"/>


                                  <value xsi:type="CE" code="J2.6.k" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.5"/>


                                  <!-- @@@J2.6.k:  一般用医薬品の入手経路 #1 -->


                                </observationEvent>


                              </subjectOf>


                            </instanceOfKind>


                          </consumable>


                        </substanceAdministration>


                      </component>


                    </organizer>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">
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                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.11" displayName=" 治験の概要"/>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="届出回数"/>


                          <value xsi:type="INT" value="1"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.1: 届出回数 #1 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="対象疾患"/>


                          <value xsi:type="ED">J2.13.r.2</value>


                          <!-- @@@J2.13.r.2: 対象疾患 #1 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="9" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="開発相"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.13.r.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.7"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.3: 開発相 #1 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 投薬中の症例の有無"/>


                          <value xsi:type="BL" value="true"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.4:  投薬中の症例の有無 #1 -->


                        </observation>


                      </component>


                    </organizer>


                  </subjectOf2>


                  <subjectOf2 typeCode="SBJ">


                    <organizer classCode="CATEGORY" moodCode="EVN">


                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.11" displayName=" 治験の概要"/>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="7" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="届出回数"/>


                          <value xsi:type="INT" value="1"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.1: 届出回数 #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="対象疾患"/>


                          <value xsi:type="ED">J2.13.r.2</value>


                          <!-- @@@J2.13.r.2: 対象疾患 #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="9" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName="開発相"/>


                          <value xsi:type="CE" code="J2.13.r.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.7"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.3: 開発相 #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                      <component typeCode="COMP">


                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">


                          <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 投薬中の症例の有無"/>


                          <value xsi:type="BL" value="false"/>


                          <!-- @@@J2.13.r.4:  投薬中の症例の有無 #2 -->


                        </observation>


                      </component>


                    </organizer>


                  </subjectOf2>


                </primaryRole>


              </subject1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="comment"/>


                  <value xsi:type="ED">H.4</value>


                  <!-- H.4: Sender's Comments -->


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21" displayName="sender"/>


                    </assignedEntity>
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                  </author>


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 未完了に対するコメント"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.7.2</value>


                  <!-- @@@J2.7.2:  未完了に対するコメント -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="5" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 今後の対応"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.10</value>


                  <!-- @@@J2.10:  今後の対応 -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="6" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" その他参考事項等"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.11</value>


                  <!-- @@@J2.11:  その他参考事項等 -->


                </observationEvent>


              </component1>


              <component1 typeCode="COMP">


                <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


                  <code code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10" displayName=" 報告内容の要点"/>


                  <value xsi:type="ED">J2.16</value>


                  <!-- @@@J2.16:  報告内容の要点 -->


                </observationEvent>


              </component1>


            </adverseEventAssessment>


          </component>


          <component typeCode="COMP">


            <observationEvent classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="23" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19" displayName="localCriteriaForExpedited"/>


              <value xsi:type="BL" value="true"/>


              <!-- C.1.7: Does This Case Fulfil the Local Criteria for an Expedited Report? -->


            </observationEvent>


          </component>


          <outboundRelationship typeCode="SPRT">


            <relatedInvestigation classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22" displayName="initialReport"/>


              <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


                <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


                  <author typeCode="AUT">


                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                      <code code="C.1.8.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.3"/>


                      <!-- C.1.8.2: First Sender of This Case -->


                    </assignedEntity>


                  </author>


                </controlActEvent>


              </subjectOf2>


            </relatedInvestigation>


          </outboundRelationship>


          <outboundRelationship typeCode="SPRT">


            <relatedInvestigation classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <code nullFlavor="NA"/>


              <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


                <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


                  <id extension="C.1.10.r" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2"/>


                  <!-- C.1.10.r: Identification Number of the Report Which Is Linked to This Report (repeat as necessary)  #1 -->


                </controlActEvent>


              </subjectOf2>


            </relatedInvestigation>


          </outboundRelationship>


          <outboundRelationship typeCode="SPRT">


            <relatedInvestigation classCode="INVSTG" moodCode="EVN">


              <code nullFlavor="NA"/>


              <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


                <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


                  <id extension="C.1.10.r" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2"/>


                  <!-- C.1.10.r: Identification Number of the Report Which Is Linked to this Report (repeat as necessary)  #2 -->


                </controlActEvent>


              </subjectOf2>
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            </relatedInvestigation>


          </outboundRelationship>


          <subjectOf1 typeCode="SUBJ">


            <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


              <author typeCode="AUT">


                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">


                  <addr>


                    <streetAddressLine>C.3.4.1</streetAddressLine>


                    <!-- C.3.4.1: Sender's Street Address -->


                    <city>C.3.4.2</city>


                    <!-- C.3.4.2: Sender's City -->


                    <state>C.3.4.3</state>


                    <!-- C.3.4.3: Sender's State or Province -->


                  </addr>


                  <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">


                    <name>


                      <prefix>C.3.3.2</prefix>


                      <!-- C.3.3.2: Sender's Title -->


                      <given>C.3.3.3</given>


                      <!-- C.3.3.3: Sender's Given Name -->


                      <given>C.3.3.4</given>


                      <!-- C.3.3.4: Sender's Middle Name -->


                      <family>C.3.3.5</family>


                      <!-- C.3.3.5: Sender's Family Name -->


                    </name>


                    <asLocatedEntity classCode="LOCE">


                      <location classCode="COUNTRY" determinerCode="INSTANCE">


                        <code code="C.3.4.5" codeSystem="1.0.3166.1.2.2"/>


                        <!-- C.3.4.5: Sender's Country Code -->


                      </location>


                    </asLocatedEntity>


                  </assignedPerson>


                    <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">


                      <name>C.3.2</name>


                      <!-- C.3.2: Sender's Organisation -->


                    </representedOrganization>


                </assignedEntity>


              </author>


            </controlActEvent>


          </subjectOf1>


          <subjectOf1 typeCode="SUBJ">


            <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


              <id assigningAuthorityName="C.1.9.1.r.1" extension="C.1.9.1.r.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.3"/>


              <!-- C.1.9.1.r.1: Source(s) of the Case Identifier (repeat as necessary) #1 -->


              <!-- C.1.9.1.r.2 Case Identifier(s) #1 -->


            </controlActEvent>


          </subjectOf1>


          <subjectOf1 typeCode="SUBJ">


            <controlActEvent classCode="CACT" moodCode="EVN">


              <id assigningAuthorityName="C.1.9.1.r.1" extension="C.1.9.1.r.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.3"/>


              <!-- C.1.9.1.r.1: Source(s) of the Case Identifier (repeat as necessary) #2 -->


              <!-- C.1.9.1.r.2 Case Identifier(s) #2 -->


            </controlActEvent>


          </subjectOf1>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23" displayName="ichReportType"/>


              <value xsi:type="CE" code="C.1.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.2"/>


              <!-- C.1.3 Type of Report -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23" displayName="otherCaseIds"/>


              <value xsi:type="BL" value="true"/>


              <!-- C.1.9.1 Other Case Identifiers in Previous Transmissions -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23" displayName="nullificationAmendmentCode"/>


              <value xsi:type="CE" code="C.1.11.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.5"/>


              <!-- C.1.11.1: Report Nullification / Amendment -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>
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          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23" displayName="nullificationAmendmentReason"/>


              <value xsi:type="CE">


                <originalText>C.1.11.2</originalText>


                <!-- C.1.11.2: Reason for Nullification / Amendment -->


              </value>


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName=" 識別番号（報告分類）"/>


              <value xsi:type="CE" code="J2.1a" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.1"/>


              <!-- @@@J2.1a:  識別番号（報告分類） -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName="報告起算日"/>


              <value xsi:type="TS" value="20130107"/>


              <!-- @@@J2.2.1: 報告起算日 -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName=" 報告起算日に関するコメント"/>


              <value xsi:type="ED">J2.2.2</value>


              <!-- @@@J2.2.2:  報告起算日に関するコメント -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


          <subjectOf2 typeCode="SUBJ">


            <investigationCharacteristic classCode="OBS" moodCode="EVN">


              <code code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.12" displayName=" 即時報告フラグ"/>


              <value xsi:type="CE" code="J2.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.2"/>


              <!-- @@@J2.3:  即時報告フラグ -->


            </investigationCharacteristic>


          </subjectOf2>


        </investigationEvent>


      </subject>


    </controlActProcess>


  </PORR_IN049016UV>


  <!-- Message #1 -->


  <!-- Message #2 -->


  <!-- PORR_IN049016UV -->


  <!-- /PORR_IN049016UV -->


  <!-- Message #2 -->


  <receiver typeCode="RCV">


    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


      <id extension="N.1.4" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.14"/>


      <!-- N.1.4: Batch Receiver Identifier -->


    </device>


  </receiver>


  <sender typeCode="SND">


    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


      <id extension="N.1.3" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.13"/>


      <!-- N.1.3: Batch Sender Identifier -->


    </device>


  </sender>


</MCCI_IN200100UV01>
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別紙４ 


1 
 


厚生労働省システム管理用データ項目（J 項目）の属性 
 
J2.1a 識別番号（報告分類） 
項目説明 本通知別添の「１．報告分類」に基づく報告分類を示す。 
記載方法 別紙５より該当する報告分類を選択して記載する。 
データ型 2A 
許容値 別紙５参照 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/subjectOf2[@typeCode='SUBJ'][inve
stigationCharacteristic/code[@code='1'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.
1.3.2.1.12']][1]/investigationCharacteristic[@classCode='OBS'][@moodCode='EVN'
]/value[@xsi:type='CE'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.1']/@code 


J2.1b 識別番号（番号） 
項目説明 機構が付与した識別番号を示す。 
記載方法 第一報については、完了報告・未完了報告の如何に関わらず、空欄とする。また、第


二報以降については、機構が付与した識別番号を記載する。完了報告、未完了報告で


あるにかかわらず第一報報告は、本項目を空欄とすることとし、機構による識別番号


の付与をもって受付完了となる。 
データ型 8N 
許容値 該当なし 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/id[@root='2.16.840.1.113883.3.989.5.
1.3.2.3.1'][1]/@extension 


J2.2.1 報告起算日 
項目説明 当該報告について、報告の起算となる日を示す。通常、規則第 253 条第１項及び第３


項もしくは第 273 条第１項及び第２項に定める事項を知った日となる。 
記載方法 最低限 CCYYMMDD まで記載すること。 
データ型 CCYYMMDDhhmmss.UUUU[+|-ZZzz] 
許容値 日付 
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XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-
org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/subjectOf2[@typeCode='SUBJ'][inve
stigationCharacteristic/code[@code='2'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.
1.3.2.1.12']][1]/investigationCharacteristic[@classCode='OBS'][@moodCode='EVN'
]/value[@xsi:type='TS']/@value 


J2.2.2 報告起算日に関するコメント 
項目説明 「J2.2.1 報告起算日」について、以下に示す場合等、説明が必要な場合に記載する。 


・第一報において、「C.1.4 情報源から最初に報告が入手された日」と「J2.2.1 報告起


算日」が異なる場合 
・規則第 253 条第１項及び第３項もしくは第 273 条第１項に定める報告期限を超過


していることを、製造販売業者または外国特例承認取得者が把握している場合 
・30 日以内の報告対象であると考えていたところ、第１報を報告する前に追加情報


により 15 日以内の報告の対象であることが判明した場合 
記載方法 なし 
データ型 10000J 
許容値 自由記載 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/subjectOf2[@typeCode='SUBJ'][inve
stigationCharacteristic/code[@code='3'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.
1.3.2.1.12']][1]/investigationCharacteristic[@classCode='OBS'][@moodCode='EVN'
]/value[@xsi:type='ED']/text() 


J2.3 即時報告フラグ 
項目説明 副作用症例報告、感染症症例報告、外国措置報告において、市販後局長通知の記の 4


（1）②に該当する報告の場合、本項目を記載する。 
記載方法 該当する場合のみ「1=即時報告」を記載すること。 
データ型 1N 
許容値 1=即時報告 
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XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-
org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/subjectOf2[@typeCode='SUBJ'][inve
stigationCharacteristic/code[@code='4'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.
1.3.2.1.12']][1]/investigationCharacteristic[@classCode='OBS'][@moodCode='EVN'
]/value[@xsi:type='CE'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.2']/@code 


J2.4.k 新医薬品等の状況区分 
項目説明 自社被疑薬の各区分を示す。 
記載方法 別紙５より適切なコード値を選択して記載する。 


・全ての自社被疑薬について、一般用医薬品以外の医薬品の場合は、「1=市販直後調


査中」から「5=該当なし」の中からそれぞれ選択し記載すること。 
・全ての自社被疑薬について、一般用医薬品の場合は「5=該当なし」から「7=PMS
期間中（OTC）」の中からそれぞれ選択し記載すること。 


データ型 1N 
許容値 別紙５参照 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ'][1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ'
]/subjectOf2[@typeCode='SBJ'][organizer/code[@code='4'][@codeSystem='2.16.840.
1.113883.3.989.2.1.1.20']][1]/organizer[@classCode='CATEGORY'][@moodCode='E
VN']/component[@typeCode='COMP'][substanceAdministration/id][k]/substanceA
dministration[@classCode='SBADM'][@moodCode='EVN']/consumable[@typeCode
='CSM'][1]/instanceOfKind[@classCode='INST']/kindOfProduct[@classCode='MM
AT'][@determinerCode='KIND']/asManufacturedProduct[@classCode='MANU']/su
bjectOf[@typeCode='SBJ'][characteristic][1]/characteristic[code[@code='1'][@code
System='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10']][1][@classCode='OBS'][@moodCod
e='EVN']/value[@xsi:type='CE'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.
3']/@code 


J2.5.k 一般用医薬品等のリスク区分等 
項目説明 自社被疑薬が、一般用医薬品の場合のリスク区分、または薬局製造販売医薬品である


ことを示す。 
記載方法 別紙５より適切なコード値を選択して記載すること。 
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・自社被疑薬が一般用医薬品の場合は、それぞれの自社被疑薬について「01=第一類


医薬品」から「03=第三類医薬品」及び「2S=指定第二類医薬品」の中から選択し記載


すること。 
・自社被疑薬が薬局製造販売医薬品の場合は、それぞれの自社被疑薬について「04=
薬局製造販売医薬品」を記載すること。 


データ型 2AN 
許容値 別紙５参照 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ'][1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ'
]/subjectOf2[@typeCode='SBJ'][organizer/code[@code='4'][@codeSystem='2.16.840.
1.113883.3.989.2.1.1.20']][1]/organizer[@classCode='CATEGORY'][@moodCode='E
VN']/component[@typeCode='COMP'][substanceAdministration/id][k]/substanceA
dministration[@classCode='SBADM'][@moodCode='EVN']/consumable[@typeCode
='CSM'][1]/instanceOfKind[@classCode='INST']/kindOfProduct[@classCode='MM
AT'][@determinerCode='KIND']/asManufacturedProduct[@classCode='MANU']/su
bjectOf[@typeCode='SBJ'][approval][1]/approval[@classCode='CNTRCT'][@mood
Code='EVN']/pertinentInformation[@typeCode='PERT'][1]/policy[@classCode='PO
LICY'][@moodCode='EVN']/code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.
4']/@code 


J2.6.k 一般用医薬品の入手経路 
項目説明 自社被疑薬が一般用医薬品の場合の入手経路を示す。 
記載方法 自社被疑薬が一般用医薬品の場合は、それぞれの自社被疑薬について別紙５より適切


なコード値を選択して記載すること。 
データ型 1A 
許容値 別紙５参照 
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XPath 
(value) 


/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-
org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ'][1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ'
]/subjectOf2[@typeCode='SBJ'][organizer/code[@code='4'][@codeSystem='2.16.840.
1.113883.3.989.2.1.1.20']][1]/organizer[@classCode='CATEGORY'][@moodCode='E
VN']/component[@typeCode='COMP'][substanceAdministration/id][k]/substanceA
dministration[@classCode='SBADM'][@moodCode='EVN']/consumable[@typeCode
='CSM'][1]/instanceOfKind[@classCode='INST']/subjectOf[@typeCode='SBJ']/obse
rvationEvent[code[@code='2'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10'
]][1][@classCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='CE'][@codeSystem
='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.5']/@code 


XPath 
(null 
flavor) 


/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-
org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ'][1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ'
]/subjectOf2[@typeCode='SBJ'][organizer/code[@code='4'][@codeSystem='2.16.840.
1.113883.3.989.2.1.1.20']][1]/organizer[@classCode='CATEGORY'][@moodCode='E
VN']/component[@typeCode='COMP'][substanceAdministration/id][1]/substanceA
dministration[@classCode='SBADM'][@moodCode='EVN']/consumable[@typeCode
='CSM'][1]/instanceOfKind[@classCode='INST']/subjectOf[@typeCode='SBJ']/obse
rvationEvent[code[@code='2'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10'
]][1][@classCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='CE'][@codeSystem
='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.5']/@nullFlavor 


J2.7.1 完了、未完了区分 
項目説明 当該報告について、未完了報告又は完了報告の区分を示す。 
記載方法 報告すべき事項の調査が完了していない場合は、未完了報告として報告すること。な


お、完了報告後に新たな情報を入手した場合は、改めて完了報告として報告する。


HL7 により定義されたコードを用いて記載すること。 
データ型 HL7 コード  10A 


許容値 active＝未完了 
completed＝完了 
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XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-
org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/statusCode/@code 


J2.7.2 未完了に関するコメント 
項目説明 未完了報告の場合は、未完了報告の理由を示す。 
記載方法 なし 
データ型 10000J 
許容値 自由記載 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/component1[@typeCode='COMP'][observationEvent[code[@code='
3'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10']]][1]/observationEvent[@c
lassCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='ED']/text() 


J2.8.1 報告対象外フラグ 
項目説明 副作用症例報告又は感染症症例報告において、報告対象外の追加報告の場合に記載す


る。 
記載方法 該当する場合のみ「1=報告対象外」を記載すること。 
データ型 1N 
許容値 1=報告対象外 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/subjectOf2[@typeCode='SUBJ'][inve
stigationCharacteristic/code[@code='5'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.
1.3.2.1.12']][1]/investigationCharacteristic[@classCode='OBS'][@moodCode='EVN'
]/value[@xsi:type='CE'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.6']/@code 


J2.8.2 報告対象外の理由 
項目説明 副作用症例報告又は感染症症例報告において、報告対象外の追加報告を行う場合に報


告対象外である理由を記載する。 
記載方法 なし 
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データ型 10000J 
許容値 自由記載 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/subjectOf2[@typeCode='SUBJ'][inve
stigationCharacteristic/code[@code='6'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.
1.3.2.1.12']][1]/investigationCharacteristic[@classCode='OBS'][@moodCode='EVN'
]/value[@xsi:type='ED']/text() 


J2.9 感染症の遡及調査 
項目説明 感染症症例報告の場合は、平成 24 年３月６日付薬食発 0306 号厚生労働省医薬食品局


長通知「「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について」の別添「血


液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」により示された調査内容を記載する。 


記載方法 なし 
データ型 10000J 
許容値 自由記載 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/component1[@typeCode='COMP'][observationEvent[code[@code='
4'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10']]][1]/observationEvent[@c
lassCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='ED']/text() 


J2.10 今後の対応 
項目説明 当該報告の副作用等に対する送信者の評価に基づく処置と今後の対応について記載


する。 
記載方法 なし 
データ型 10000J 
許容値 自由記載 
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XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-
org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/component1[@typeCode='COMP'][observationEvent[code[@code='
5'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10']]][1]/observationEvent[@c
lassCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='ED']/text() 


J2.11 その他参考事項等 
項目説明 その他参考となる事項を記載する。 
記載方法 なし 
データ型 10000J 
許容値 自由記載 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/component1[@typeCode='COMP'][observationEvent[code[@code='
6'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10']]][1]/observationEvent[@c
lassCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='ED']/text() 


J2.12 治験成分記号 
項目説明 治験計画届書に記載している成分記号を示す。 
記載方法 治験計画届書を提出していない場合には、治験実施計画書に記載している開発コード


を記載すること。 
データ型 70J 
許容値 自由記載 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ'][1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ'
]/subjectOf2[@typeCode='SBJ'][organizer/code[@code='4'][@codeSystem='2.16.840.
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1.113883.3.989.2.1.1.20']][1]/organizer[@classCode='CATEGORY'][@moodCode='E
VN']/component[@typeCode='COMP'][substanceAdministration/id]/substanceAd
ministration[@classCode='SBADM'][@moodCode='EVN'][consumable/instanceOf
Kind/kindOfProduct/asSpecializedKind/generalizedMaterialKind/code/originalTe
xt][1]/consumable[@typeCode='CSM'][1]/instanceOfKind[@classCode='INST']/kin
dOfProduct[@classCode='MMAT'][@determinerCode='KIND']/asSpecializedKind[
@classCode='GEN'][1]/generalizedMaterialKind[@classCode='MAT'][@determiner
Code='KIND']/code/originalText/text() 


J2.13.r.1 届出回数 
項目説明 治験ごとに、治験計画届書の届出回数を記載する。 
記載方法 治験計画届書を提出していない場合には、空欄とすること。 
データ型 2N 
許容値 該当なし 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ'][1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ'
]/subjectOf2[@typeCode='SBJ'][organizer/code[@code='1'][@codeSystem='2.16.840.
1.113883.3.989.5.1.3.2.1.11']][r]/organizer[@classCode='CATEGORY'][@moodCode
='EVN']/component[@typeCode='COMP']/observation[@classCode='OBS'][@mood
Code='EVN'][code[@code='7'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10'
]]/value[@xsi:type='INT']/@value 


J2.13.r.2 対象疾患 
項目説明 治験ごとに、治験計画届書に記載されている対象疾患を記載する。 
記載方法 治験計画届出書を提出している場合には、記載を省略することができる。なお、治験計


画届書を提出していない場合には、治験実施計画書に記載している対象疾患を記載する


こと。同一の治験実施計画書での複数の疾患を対象とする場合は、カンマで区切って記


載すること。 
データ型 1000J 
許容値 自由記載 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
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erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ'][1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ'
]/subjectOf2[@typeCode='SBJ'][organizer/code[@code='1'][@codeSystem='2.16.840.
1.113883.3.989.5.1.3.2.1.11']][r]/organizer[@classCode='CATEGORY'][@moodCode
='EVN']/component[@typeCode='COMP']/observation[@classCode='OBS'][@mood
Code='EVN'][code[@code='8'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10'
]]/value[@xsi:type='ED']/text() 


J2.13.r.3 開発相 
項目説明 治験計画届書に記載されている開発相を示す。 
記載方法 治験計画届出書を提出している場合には、記載を省略することができる。なお、治験計


画届書を提出していない場合には、別紙５より適切なコード値を選択して記載するこ


と。 
データ型 1N 
許容値 別紙５参照 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ'][1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ'
]/subjectOf2[@typeCode='SBJ'][organizer/code[@code='1'][@codeSystem='2.16.840.
1.113883.3.989.5.1.3.2.1.11']][r]/organizer[@classCode='CATEGORY'][@moodCode
='EVN']/component[@typeCode='COMP']/observation[@classCode='OBS'][@mood
Code='EVN'][code[@code='9'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10'
]]/value[@xsi:type='CE'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.7']/@cod
e 


J2.13.r.4 投薬中の症例の有無 
項目説明 当該報告の治験成分を投薬中の被験者の有無を示す。 
記載方法 コード値ではなくブール型で該当者がいる場合は「True=有」を、いない場合は


「False=無」を選択すること。 
データ型 ブール型  10A 
許容値 true＝有 


false＝無 
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XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-
org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ'][1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ'
]/subjectOf2[@typeCode='SBJ'][organizer/code[@code='1'][@codeSystem='2.16.840.
1.113883.3.989.5.1.3.2.1.11']][r]/organizer[@classCode='CATEGORY'][@moodCode
='EVN']/component[@typeCode='COMP']/observation[@classCode='OBS'][@mood
Code='EVN'][code[@code='10'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.1
0']]/value[@xsi:type='BL']/@value 


J2.14.i 未知・既知 
項目説明 治験の場合、当該報告の副作用等が治験薬概要書から予測できないものである場合は


未知、その他の場合は既知とする。ICSR 項目の E.i.2.1b 副作用／有害事象（MedDRA
コード）と関連づけられ、副作用毎に未知・既知を付与する。（予測性の判断基準は、


本通知別添の「８．その他の治験副作用等報告に際しての注意事項」の（１）を参照す


ること。） 
記載方法 コード値から選択して記載すること。 
データ型 1N 
許容値 1＝未知 


2＝既知 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ'][1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ'
]/subjectOf2[@typeCode='SBJ'][observation[id][code[@code='29'][@codeSystem='2.
16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']]][i]/observation[@classCode='OBS'][@moodCode=
'EVN']/outboundRelationship2[@typeCode='PERT'][observation/code[@code='11'][
@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10']][1]/observation[@classCode=
'OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='CE'][@codeSystem='2.16.840.1.11388
3.3.989.5.1.3.2.1.8']/@code 


J2.15.r. 公表国 
項目説明 研究報告及び外国措置報告において、外国において報告内容が公表されている場合、


公表国を示す。 
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記載方法 国コードから適切なコードを選択して記載すること。 
研究報告の場合、報告者/文献著者等の所属又は、試験実施場所の国を記載すること。


また、外国措置報告の場合、措置を行った国を記載すること。 
措置報告において、複数国の規制当局によって同一の措置がなされた場合、1 つの報


告として報告して差し支えない。その際には代表国を 1 番目に記載し、繰り返しを利


用して、二番目以降にその他の公表国を記載すること。 
後日、同一の措置が他国でなされた場合には、当該公表国について追加報告する。そ


の際には、前回報告の後に続けて当該追加報告の代表国を記載すること。当該報告の


公表国が複数ある場合は繰り返しを利用すること。 
なお、各国の措置内容が異なる場合は、別報告とすること。 


データ型 2A 
許容値 ISO 3166-1 アルファ-2 の国コード 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/reference[@typeCode='REFR'][docu
ment/code[@code='2'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27']][r]/docum
ent[@classCode='DOC'][@moodCode='EVN']/participation[@typeCode='AUT']/assi
gnedEntity[@classCode='ASSIGNED']/representedOrganization[@classCode='OR
G'][@determinerCode='INSTANCE']/asLocatedEntity[@classCode='LOCE']/locatio
n[@classCode='COUNTRY'][@determinerCode='INSTANCE']/code[@codeSystem=
'1.0.3166.1.2.2']/@code 


J2.16 報告内容の要点 
項目説明 研究報告及び外国措置報告の場合、当該報告の問題の要点を示す。 
記載方法 なし 
データ型 500J 
許容値 自由記載 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/component1[@typeCode='COMP'][observationEvent[code[@code='
12'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10']]][1]/observationEvent[@
classCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='ED']/text() 


J2.17.r 試験／研究の分類 
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項目説明 研究報告の場合、「臨床試験／研究」又は「非臨床試験／研究」の別を示す。 
記載方法 なし 
データ型 1N 
許容値 1=臨床試験／研究 


2=非臨床試験／研究 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/reference[@typeCode='REFR'][docu
ment/code[@code='2'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27']][r]/docum
ent[@classCode='DOC'][@moodCode='EVN']/title/text() 


J2.18.1 受信者組織名 
項目説明 ICSR の受信者の組織名を示す。 
記載方法 独立行政法人医薬品医療機器総合機構と記載する。 
データ型 100J 
許容値 自由記載 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/subjectOf1[@typeCode='SUBJ'][cont
rolActEvent/primaryInformationRecipient][1]/controlActEvent[@classCode='CAC
T'][@moodCode='EVN']/primaryInformationRecipient[@typeCode='PRCP']/assign
edEntity[@classCode='ASSIGNED']/representedOrganization[@classCode='ORG']
[@determinerCode='INSTANCE']/name/text() 


J2.18.2 受信者職名 
項目説明 ICSR の受信者の肩書きを示す。 
記載方法 理事長と記載する。 
データ型 100J 
許容値 自由記載 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/subjectOf1[@typeCode='SUBJ'][cont
rolActEvent/primaryInformationRecipient][1]/controlActEvent[@classCode='CAC
T'][@moodCode='EVN']/primaryInformationRecipient[@typeCode='PRCP']/assign
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edEntity[@classCode='ASSIGNED']/assignedPerson[@classCode='PSN'][@determ
inerCode='INSTANCE']/name/prefix[1]/text() 


J2.18.3 受信者姓 
項目説明 ICSR の受信者の姓を示す。 
記載方法 機構の理事長の姓を記載する。 
データ型 100J 
許容値 自由記載 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/subjectOf1[@typeCode='SUBJ'][cont
rolActEvent/primaryInformationRecipient][1]/controlActEvent[@classCode='CAC
T'][@moodCode='EVN']/primaryInformationRecipient[@typeCode='PRCP']/assign
edEntity[@classCode='ASSIGNED']/assignedPerson[@classCode='PSN'][@determ
inerCode='INSTANCE']/name/family[1]/text() 


J2.18.4 受信者名 
項目説明 ICSR の受信者の名を示す。 
記載方法 機構の理事長の名を記載する。 
データ型 100J 
許容値 自由記載 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/subjectOf1[@typeCode='SUBJ'][cont
rolActEvent/primaryInformationRecipient][1]/controlActEvent[@classCode='CAC
T'][@moodCode='EVN']/primaryInformationRecipient[@typeCode='PRCP']/assign
edEntity[@classCode='ASSIGNED']/assignedPerson[@classCode='PSN'][@determ
inerCode='INSTANCE']/name/given[1]/text() 


J2.19 備考 1 
項目説明 予備項目 
記載方法 なし 
データ型 10000J 
許容値 自由記述 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
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e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/component1[@typeCode='COMP'][observationEvent[code[@code='
13'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10']]][1]/observationEvent[@
classCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='ED']/text() 


J2.20 備考 2 
項目説明 予備項目 
記載方法 なし 
データ型 10000J 
許容値 自由記述 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/component1[@typeCode='COMP'][observationEvent[code[@code='
14'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10']]][1]/observationEvent[@
classCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='ED']/text() 


J2.21 備考 3 
項目説明 予備項目 
記載方法 なし 
データ型 10000J 
許容値 自由記述 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/component1[@typeCode='COMP'][observationEvent[code[@code='
15'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10']]][1]/observationEvent[@
classCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='ED']/text() 


J2.22 備考 4 
項目説明 予備項目 
記載方法 なし 
データ型 10000J 
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許容値 自由記述 
XPath /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-


org:v3 
MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV[r]/controlActProcess[@classCod
e='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ'][1]/investigationEvent
[@classCode='INVSTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP'][adv
erseEventAssessment][1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVSTG'][@mo
odCode='EVN']/component1[@typeCode='COMP'][observationEvent[code[@code='
16'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.2.1.10']]][1]/observationEvent[@
classCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='ED']/text() 


 







別紙５ 


1 
 


厚生労働省システム管理用データ項目（J 項目）のコード値 
 


コード値 J2.1a 識別番号（報告分類） 
市販後／


治験 
AA 国内感染症症例報告（市販後） 市販後 
AB 国内副作用症例報告（市販後） 市販後 
AC 外国感染症症例報告（市販後） 市販後 
AD 外国副作用症例報告（市販後） 市販後 
AE 感染症研究報告（市販後） 市販後 
AF 副作用研究報告（市販後） 市販後 
AG 外国における製造等の中止、回収、廃棄等の措置報告（市販後） 市販後 
BC 医薬部外品研究報告 市販後 


BD 化粧品研究報告 市販後 


DA 国内感染症症例報告（治験） 治験 


DB 国内副作用症例報告（治験） 治験 


DC 外国感染症症例報告（治験） 治験 


DD 外国副作用症例報告（治験） 治験 


DE 感染症研究報告（治験） 治験 


DF 副作用研究報告（治験） 治験 


DG 外国における製造等の中止、回収、廃棄等の措置報告（治験） 治験 


 


コード値 J2.4.k 新医薬品等の状況区分 
市販後／


治験 
1 市販直後調査中 市販後 
2 承認２年以内 市販後 
3 未承認 治験 
4 一変治験中 治験 
5 該当なし 市販後 
6 再審査期間中（OTC） 市販後 
7 PMS 期間中（OTC） 市販後 
 
  







 


2 
 


 


コード値 J2.5.k 一般用医薬品等のリスク区分等 
市販後／


治験 
01 第一類医薬品 市販後 
02 第二類医薬品 市販後 
2S 指定第二類医薬品 市販後 
03 第三類医薬品 市販後 
04 薬局製造販売医薬品 市販後 
 


コード値 J2.6.k 一般用医薬品の入手経路 
市販後／


治験 
S 薬局等の店頭での販売の場合 市販後 
H 配置販売の場合 市販後 
I インターネットによる通信販売の場合 市販後 
T その他の通信販売（電話等）の場合 市販後 
nullFlavor=ASKU 確認を行ったが、情報が入手できなかった場合 市販後 
nullFlavor=UNK やむを得ない理由により確認不能で、不明の場合 市販後 


 


コード値 J2.13.r.3 開発相 
市販後／


治験 
0 マイクロドーズ試験等 治験 


1 第Ⅰ相 治験 
2 第Ⅰ/Ⅱ相 治験 
3 第Ⅱ相 治験 
4 第Ⅱ/Ⅲ相 治験 
5 第Ⅲ相 治験 
6 その他 治験 


 







データ項目番号 データ項目名 全報告分類 フィールド長
同一の値となる
ICSR項目番号


ACK.M.1 確認応答バッチ番号 ◎ 100AN


ACK.M.2 確認応答バッチ送信者識別子 ◎ 60AN N.1.4


ACK.M.3 確認応答バッチ受信者識別子 ◎ 60AN N.1.3


ACK.M.4 バッチ伝送の確認応答日 ◎ date


ACK.A.1 ICSRバッチ番号 ◎ 100AN N.1.2


ACK.A.2 確認応答地域メッセージ番号 ◎ 100AN


ACK.A.3 ICSRバッチ伝送日 ◎ date N.1.5


ACK.A.4 伝送確認応答コード ◎ 2A


ACK.A.5 バッチバリデーションエラー ◇ 250J


ACK.B.r.1 ICSRメッセージ番号 ◎ 100AN N.2.r.1, C.1.1


ACK.B.r.2 地域報告番号 ◎ 100AN


ACK.B.r.3 ICSRメッセージ確認応答受信者 ◎ 60AN N.2.r.2


ACK.B.r.4 ICSRメッセージ確認応答送信者 ◎ 60AN N.2.r.3


ACK.B.r.5 ICSRメッセージ作成日 ◎ date N.2.r.4, C.1.2


ACK.B.r.6 ICSRメッセージの確認応答コード ◎ 2A


ACK.B.r.7 エラー／警告メッセージ又は意見 ◇ 250J


個別症例安全性報告等確認応答メッセージデータ項目
別紙６


記号・略語等の解説 


   


 ■記載項目 


  ◎＝第一報から必ず記載する項目 


  ○＝完了報告の際に必ず記載する項目 


    ◇＝条件付きで第一報から記載が必要な項目 


  △＝条件付きで完了報告の際に記載が必要な項目 


  ▲＝可能な限り記載する項目 


    （取下げ報告を行う場合は、「不要であるが記載されていてもエラーにならない項目」） 


  ×＝記載してはいけない項目 


 
 ■データ型 
  A = 英字型 
  AN = 英数字型 
  N = 数字型 
  J  = 日本語型 





		h250917-003

		h250917-004

		h250917-005

		h250917-006

		h250917-007

		h250917-008

		h250917-009






 


 


薬機審マ発第 0917001 号 


薬機安一発第 0917001 号 


薬機安二発第 0917001 号 


平 成 2 5 年 ９ 月 1 7 日 


 


 


日本製薬団体連合会 


安全性委員会委員長 殿 


 


 


独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査マネジメント部長 


 


 


 


独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全第一部長 


 


 


 


独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全第二部長 


 


 


 


 


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 


 


 


今般、日米EU 医薬品規制調和国際会議（以下「ICH」という。）において、「個別症


例安全性報告（ICSR）の電子的伝送に係る実装ガイド E2B(R3)データ項目及びメッセ


ージ仕様」がまとまり、平成 25 年７月８日付薬食審査発 0708 第５号・薬食安発 0708


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「個別症例安全性報告の


電子的伝送に係る実装ガイドについて」（以下「E2B(R3)実装ガイド通知」という。）に


より新たな E2B ガイドラインが示されました。また、市販後副作用等報告及び治験副


作用等報告の取扱い等について、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「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「平成


25 年連名通知」という。）により示されました。今般、これら報告に当たっての注意事


項について、下記のとおり定めましたので、御了知の上、貴会会員への周知方ご配慮願


います。 


本通知の適用に伴い、平成 18 年３月 31 日付薬機審発第 0331001 号・薬機安発第


0331001 号独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査管理部長・安全部長通知「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」（以下「旧二部長通知」という。）


は廃止しますが、移行措置期間終了までは、従前の E2B ガイドラインによる市販後副


作用等報告及び治験副作用等報告に旧二部長通知を適用することができます。 







 


 


 


 


記 


 


１．報告に当たっての注意事項 


平成 17 年３月 17 日付薬食発第 0317006 号厚生労働省医薬食品局長通知「薬事法施


行規則の一部を改正する省令等の施行について（副作用等の報告について）」の別紙様式


第１から第６まで及び平成 16 年３月 30 日付薬食発第 0330001 号厚生労働省医薬食品


局長通知「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」


の別紙様式第１から第６（以下「様式」という。）中の各項目の解説及び仕様については、


E2B(R3)実装ガイド通知及び平成 25 年連名通知を参照する他、報告に当たっては別添


１から別添３までに留意すること。 


 


２．用語の解説について 


別添１から別添３までに使用した用語の解説を、別添４に示したので参照すること。 


 


３．関連資料の掲載について 


様式の各項目と J 項目及び ICSR 項目との対応付け、J 項目及び ICSR 項目のデータ


チェック、J 項目のOID 及びコード一覧、各種ツール等については、独立行政法人医薬


品 医 療 機 器 総 合 機 構 （ 以 下 「 機 構 」 と い う 。） の SKW サ イ ト


（https://skw.info.pmda.go.jp/notice/e2br3_index.html）に掲載するので参照すること。 


 


４．適用時期 


 本通知は、平成 28 年４月１日より適用する。ただし、平成 31 年３月 31 日までの間、


なお従前の例によることができる。 


 


５．その他の注意事項 


 副作用等報告の受付に関する注意事項、副作用等報告に添付する資料に関する注意事


項並びに医薬品、剤形、投与経路等の識別子及び用語に関する仕様については、追って


通知することとしているので、ご承知おき願いたい。 


 


 







 


 


別添１ 


 


J 項目及び ICSR 項目の記載等について 
 


 


１．日付の記載について（J 項目・ICSR 項目共通） 


・年月日を記載する場合、年については西暦を用いて記載すること。 


・データ型が「CCYYMMDDHHMMSS.UUUU[+|-ZZzz]」の項目に対して、「2005 年


９月 12 日午後５時頃」等のデータ型に当てはまらない情報を記載する場合、当該項目


に対しては、データ型に当てはまる「20050912」まで記載し、「午後５時頃」は、送信


者が当該情報を記載するのにもっとも適すると考える項目に記載する。この時、情報に


漏れがないように報告すること。 


・国内症例の場合は全ての日時に関する項目について、外国症例の場合は少なくとも以


下の表に示す日時に関する項目については、全て日本標準時にて記載すること。協定世


界時からの時差[+|-ZZzz]は記載しなくてもよい。 


また、外国症例の場合は、以下の表に示す項目以外の日時に関する項目は、日本標準


時を使用しなくてもよいが、項目間で相対的な時間関係が保持されるようにすること。


また、必要とされる日時の精度は項目毎に定められているため、詳細は E2B(R3)実装ガ


イド通知及び平成 25 年連名通知を参照すること。 


 


外国報告において日本標準時を使用する項目 


J2.2.1 報告起算日 


N.1.5 バッチ伝送の日付 


N.2.r.4 メッセージ作成の日付 


C.1.2 作成の日付 


C.1.4 情報源から最初に報告が入手された日 


C.1.5 本報告の最新情報入手日 


 


 


２．J 項目の記載について 


（１）個別症例安全性報告 


ア．市販後 


（ア）識別番号（報告分類）（J2.1a） 


 「報告破棄/修正（C.1.11.1）」を「2=修正」として報告する場合、通常の追加


報告と同様に、前報と同じ報告分類を記載し、報告すること。 


（イ）報告起算日に関するコメント（J2.2.2） 


 以下の要領で記載すること。 


・ 第一報において、「情報源から最初に報告が入手された日（C.1.4）」と「報


告起算日（J2.2.1）」が異なる場合 


例） 


○ 同一症例について、取下げ報告後に再度報告する場合、その経緯の概要を記


載すること。 


○ 個別症例安全性報告の対象外であると考えていたところ、追加情報により個







 


 


別症例安全性報告の対象であることが判明した場合、その経緯の概要を記載


すること。 


○ 外国個別症例安全性報告（治験）の追加報告を、承認日以降に外国個別症例


安全性報告（市販後）として報告する場合、その旨を記載すること。 


・ 薬事法施行規則（昭和 36 年厚生省令第１号。以下「規則」という。）第 253


条第１項第１号及び第２号並びに第３項で定められた報告期限を超過して


いることを、送信者が把握している場合、その旨を記載すること。 


・ 30 日以内の報告の対象であると考えていたところ、第１報を報告する前に


追加情報により 15 日以内の報告の対象であることが判明した場合、その経


緯の概要を記載すること。 


（ウ）新医薬品等の状況区分（J2.4.k） 


 承認申請の区分に関わらず、市販直後調査により得られた症例は、市販直後


調査中として報告すること。なお、承認事項一部変更申請に基づき承認された


医薬品において変更事項が市販直後調査の対象である場合、市販直後調査によ


り得られた症例における当該医薬品の使用が変更事項に該当する場合は市販直


後調査中として報告し、該当しない場合は、新有効成分含有医薬品としての承


認に基づく状況区分に従って報告すること。 


当該承認後２年以内であっても、規則第253条第１項第１号の二に該当せず、


かつ、市販直後調査により得られた症例以外の場合は「該当なし」として報告


すること。 


 後発医薬品の場合、承認から２年以内であっても「該当なし」を記載するこ


と。 


 バイオ後続品の場合、新有効成分含有医薬品としての承認に基づく状況区分


に従って記載すること。 


 本項目は、報告を行う時点での送信者の自社被疑薬の区分を記載するため、


追加報告において区分が変わっても差し支えない。 


（エ）今後の対応（J2.10） 


外国症例の場合、外国企業の対応ではなく、日本の送信者の対応を記載するこ


と。 


送信者が面談を要すると考える場合については、その旨（面談希望）を記載し


た上、別途、機構安全第二部に連絡すること。使用上の注意の改訂等を検討した


場合は、使用上の注意改訂案等を記載し、別途、機構安全第二部に連絡すること。 


（オ）その他参考事項等（J2.11） 


その他参考となる事項を記載すること。 


・ 累積報告件数 


報告時点における使用上の注意から予測できない国内の副作用等症例を報告す


る場合、当該副作用等及びそれと同系統の副作用等の累積報告件数（国内外別）


を MedDRA 用語（MedDRA-PT 又は MedDRA-LLT）を用いて集計し、記載す


ること。また、新医薬品等で市販後１年以内に外国で発現した副作用等症例を報


告する場合にも同様に記載すること。 


 また、使用上の注意から予測できる副作用等であって、当該副作用等と因果関


係が否定できない死亡症例を報告する場合、当該副作用等と因果関係が否定でき


ない国内の死亡症例の過去３年間分の報告件数を１年間ごとに記載すること。 







 


 


・ 使用上の注意記載状況等 


自社被疑薬に対する報告対象副作用等及びそれと同系統の副作用等について、


報告時点における、欧米主要国の添付文書、Company Core Safety Information


（以下「CCSI」という。）等の記載状況を記載すること。副作用発現国の添付文


書である必要はない。 


 なお、報告期限が 30 日の場合（「その他の副作用」に記載があることを根拠に


既知と判断した場合を除く。）又は外国医薬品による副作用症例によると疑われる


ものの場合、使用上の注意記載状況等を本項目に入力する場合は、「添付文書に記


載済」等の簡略化した表現でもよい。 


・ ファックス等報告 


平成 17 年３月 17 日付薬食発第 0317006 号厚生労働省医薬食品局長通知「薬


事法施行規則の一部を改正する省令等の施行について（副作用等の報告について）」


の４．（１）②に該当する報告（以下「ファックス等報告」という）をファックス


により行った場合、ファックス報告を行った旨と報告日を記載すること。 


・ 変更箇所 


完了報告後に改めて完了報告として報告する場合であって、自由記載項目内に


前報告からの追加・変更箇所がある場合は、自由記載項目内の追加・変更箇所に


ついて簡潔に記載すること。 


・ 医薬品副作用被害救済制度の症例 


 医薬品副作用被害救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度により機構か


ら送信者に連絡した症例の場合は、「副作用救済給付事例または感染症等救済給付


事例である旨、支給決定通知の発出日、整理番号、支給決定年月日」の順に記載


すること。 


 


イ．治験 


（ア）識別番号（報告分類）（J2.1a） 


 「報告破棄/修正（C.1.11.1）」を「2=修正」として報告する場合、通常の追加


報告と同様に、前報と同じ報告分類を記載し、報告すること。 


（イ）報告起算日に関するコメント（J2.2.2） 


以下の要領で記載すること。 


・ 第一報において、「情報源から最初に報告が入手された日（C.1.4）」と「報


告起算日（J2.2.1）」が異なる場合 


例） 


○ 同一症例について、取下げ報告後に再度報告する場合、その経緯の概要を記


載すること。 


○ 個別症例安全性報告の対象外であると考えていたところ、追加情報により個


別症例安全性報告の対象であることが判明した場合、その経緯の概要を記載


すること。 


・ 規則第 273 条第１項で定められた報告期限を超過していることを、送信者


が把握している場合、その旨を記載すること。 


（ウ）新医薬品等の状況区分（J2.4.k） 


治験薬と同一成分の国内承認状況を「3」（＝未承認）、「4」（＝一変治験中）か


らいずれか該当するものを記載すること。なお、本項目の「一変治験中」とは、







 


 


既に承認されている医薬品と同一成分であって、投与経路の変更、効能追加、剤


形追加等のための治験を実施中又は当該被験薬に係る治験をすべて終了し、承認


事項の一部変更等の申請準備中もしくは申請中のものを示す。 


（エ）今後の対応（J2.10） 


外国症例の場合、外国企業の対応ではなく、日本の送信者の対応を記載するこ


と。また、本項目は第一報時より記載すること。 


送信者が面談を要すると考える場合については、その旨（面談希望）を記載し


た上、別途機構審査マネジメント部審査企画課に連絡すること。 


医療機関への報告、同意説明文書の改訂、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）の改訂等の措置を行った旨


又は今後行う予定がある旨を記載すること。医療機関への報告については、その


手段（連絡文書の送付、改訂治験薬概要書の提供、電話連絡等）を併せて記載す


ること。 


（オ）その他参考事項等（J2.11） 


その他参考となる事項を以下の順で記載すること。 


これまでに報告された症例と同一の副作用等である場合、累積報告件数を記載


する。 


・ 自由記載の項目について、完了報告後に改めて完了報告として報告する場


合であって、自由記載項目内に前報告からの追加・変更箇所がある場合は、


自由記載項目内の追加・変更箇所について簡潔に記載すること。 


・ 当該報告に関連する使用上の注意、承認申請の資料概要又は治験薬概要書


上の記載事項 


・ 同一の外国症例をそれぞれ市販後及び治験で報告する必要がある場合、「外


国副作用報告（市販後）」又は「外国感染症報告（市販後）」において既に


提出済である旨又は提出予定である旨 


・ 二重盲検による試験からの報告について盲検解除前の場合、対照薬等の一


般的名称、投与量等の情報。外国症例の場合は、知り得る範囲で対照薬等


の一般的名称、投与量等の情報を記載することで差し支えない。 


・ その他、必要な事項（例：ファックス等報告をファックスにより行った場


合、ファックス等報告を行った旨と報告日。副作用等報告を留保している


期間中に収集した副作用である旨等） 


（カ）治験成分記号（J2.12） 


治験成分記号は、治験計画届書に記載している成分記号を記載すること。治験


計画届書を提出していない場合には、治験実施計画書に記載している開発コード


を記載すること。 


（キ）国内治験概要（J2.13） 


治験実施期間内にある有効成分が同一であるすべての治験薬の治験について、


治験ごとに「届出回数（J2.13.r.1）」及び「投薬中の症例の有無（J2.13.r.4）」を


記載すること。ただし、治験計画届出日当日に副作用報告を行う場合にあっては、


「対象疾患（J2.13.ｒ.2）」及び「開発相（J2.13.r.3）」についても記載すること。


治験が終了し、申請準備中又は申請中の場合や治験実施期間外であっても直近の


治験の概要を記載すること。なお、治験計画届の提出を必要としない場合は、「届


出回数（J2.13.ｒ.1）」は空欄とし、「対象疾患（J2.13.ｒ.2）」及び「開発相（J2.13.r.3）」







 


 


には治験実施計画書に記載されている内容を記載すること。また、当該被験者が


参加している試験情報については、「対象疾患（J2.13.ｒ.2）」に、半角英数で「$TT$」


と入力すること。治験計画届を必要としない場合等「対象疾患（J2.13.ｒ.2）」に


対象疾患を記載する必要がある場合には、「$TT$」に続けて対象疾患を記載する


こと。 


 


（２）研究報告及び外国措置報告 


ア．市販後 


以下の（ア）～（イ）については、上記（１）ア．（イ）～（ウ）を参照すること。 


（ア）報告起算日に関するコメント（J2.2.2） 


（イ）新医薬品等の状況区分（J2.4.k） 


（ウ）今後の対応（J2.10） 


当該研究報告又は外国措置報告に対する送信者の評価に基づく処置と添付文書


改訂等の情報提供の必要性等について記載すること。また、外国症例の場合、外


国企業の対応ではなく、日本の送信者の対応を記載すること。使用上の注意の改


訂等を検討した場合は、使用上の注意改訂案等を記載し、別途機構安全第二部に


連絡すること。 


（エ）その他参考事項等（J2.11） 


その他参考となる事項を記載すること。 


・ 研究報告  


「使用上の注意記載状況」の記載については、報告対象となる医薬品に対する


報告時点における使用上の注意、外国添付文書又はCCSI 等の記載状況を記載


すること。 


既に配布された緊急安全性情報又は安全性速報に関連する研究報告を報告


する場合は、緊急安全性情報又は安全性速報の薬食安指示書の日付及び番号を


記載すること。 


新たな情報等により追加報告を行う際には、前回報告からの変更箇所につい


て変更理由を添えて示すこと。 


・ 外国措置報告 


「使用上の注意記載状況」の記載については、報告対象となる医薬品に対する


報告時点における使用上の注意、外国添付文書又は CCSI 等の記載状況を記載


すること。 


 既に配布された緊急安全性情報又は安全性速報に関連する外国措置を報告す


る場合は、緊急安全性情報又は安全性速報の薬食安指示書の日付及び番号を記


載すること。十分な情報が得られなかった場合には、その旨記載すること。 


ファックス等報告をファックスにより行った場合、ファックス等報告を行っ


た旨と報告日を記載すること。新たな情報等により追加報告を行う際には、前


回報告からの変更箇所について変更理由を添えて示すこと。 


 


イ．治験 


以下の（ア）～（イ）については、上記（１）イ．（イ）～（ウ）を参照すること。 







 


 


（ア）報告起算日に関するコメント（J2.2.2） 


（イ）新医薬品等の状況区分（J2.4.k） 


（ウ）今後の対応（J2.10） 


当該研究報告又は外国措置報告に対する送信者の評価に基づく処置と治験実施


計画の変更や治験実施医療機関への情報提供の必要性等について記載すること。


また、外国症例の場合、外国企業の対応ではなく、日本の送信者の対応を記載す


ること。 


（エ）その他参考事項等（J2.11） 


その他参考となる事項を記載すること。 


・ 研究報告 


同意説明文書、治験実施計画書、使用上の注意、承認申請の資料概要（使用


上の注意案等）等の記載状況やその他、必要な事項（例：副作用等報告を留保


している期間中に収集した研究報告である旨等）を記載すること。また、十分


な情報が得られなかった場合には、その旨記載すること。新たな情報等により


追加報告を行う際には、前回報告からの変更箇所について変更理由を添えて示


すこと。 


・ 外国措置報告 


同意説明文書、治験実施計画書、使用上の注意、承認申請の資料概要（使用


上の注意案等）等の記載状況やその他、必要な事項（例：ファックス等報告を


ファックスにより行った場合、ファックス等報告を行った旨とファックス等報


告の日付。副作用等報告を留保している期間中に収集した措置報告である旨等）


を記載すること。また、十分な情報が得られなかった場合には、その旨記載す


ること。新たな情報等により追加報告を行う際には、前回報告からの変更箇所


について変更理由を添えて示すこと。 


（オ）国内治験概要（J2.13） 


上記（１）イ．（キ）を準用すること。 


 


３．ICSR 項目の記載について 


（１）個別症例安全性報告 


ア．市販後 


（ア）識別情報（C 項目） 


・ 本症例は当該国の緊急報告の規準を満たすか？(C.1.7) 


報告対象外として報告する場合は「いいえ」を選択すること。 


・ 報告破棄/修正（C.1.11.1） 


「2=修正」として報告する場合も追加報告とみなすため、「識別番号（報告


分類）（J2.1a）」は、前報と同じ報告分類を記載し、報告すること。 


・ 報告の種類（C.1.3）、資格（C.2.r.4）及び試験の識別（C.5） 


○ 使用成績調査、特定使用成績調査又は製造販売後臨床試験等から報告された


症例を報告する場合、報告の種類（C.1.3）を「2=試験からの報告」と記載


したうえで、試験の識別（C.5）に当該調査又は試験の情報を記載すること。 


○ 医薬品副作用被害救済給付症例又は生物由来製品感染等被害救済給付症例


を機構より入手し、報告する場合、「報告の種類（C.1.3）」を「その他」と


記載し、「資格（C.2.r.4）」を「消費者又はその他の非医療専門家」と記載す







 


 


ること。 


○ 救済症例以外の医薬品等の使用による健康被害等の情報を機構より入手し、


報告する場合、「報告の種類（C.1.3）」は、送信者による調査によって得ら


れた情報に従って記載すること。但し、調査の結果、報告の種類に関する情


報が得られなかった場合、「4=送信者が情報を得られず（不明）」を記載す


ることができる。また、「資格（C.2.r.4）」は、第一次情報源の資格に従って


記載すること。 


・ 世界的に固有の症例識別子（C.1.8.1） 


○ 機構より提供された医療機関報告の症例に関して報告する場合は、機構が付


与した「世界的に固有の症例識別子（C.1.8.1）」を記載すること。 


○ 取下げ報告後に追加情報により再度報告対象となった場合、取り下げた症例


の「世界的に固有の症例識別子（C.1.8.1）」を記載すること。 


○ 承認日以降に治験副作用等報告として報告していた外国症例を市販後副作


用等報告に切り替える場合は、「世界的に固有の症例識別子（C.1.8.1）」は


治験副作用等報告に記載した識別子を記載すること。 


（イ）患者特性（D 項目） 


・ 患者（D.1） 


ローマ字（半角）でイニシャルを記載すること。なお、原則としてローマ字


の後にピリオド（半角）「.」をつけること。外国症例の場合、基本的に送信され


たイニシャルをそのまま使用して差し支えない。 


・ 報告された死因（自由記載）（D.9.2.r.2.） 


国内症例の場合は日本語で記載し、外国症例の場合は日本語または英語で記


載すること。 


（ウ）副作用/有害事象（E 項目） 


・ 母国語で記載された、第一次情報源により報告された副作用／有害事象


（E.i.1.1a） 


第一次情報源が報告した副作用名と「副作用／有害事象（MedDRA コード）


（E.i.2.1b）」に記載したMedDRA 用語が異なる場合は記載が必要である。 


（エ）患者の診断に関連する検査及び処置の結果（F 項目） 


・ 備考（F.r.6） 


「検査結果（F.r.3）」に記載することができない検査結果（CT、MRI、腹部


エコー、胸部 X 線、心電図、脳波、筋電図、嗅覚試験、味覚試験等）を記載


する。 


（オ）医薬品情報（G 項目） 


健康食品等の情報がある場合、医薬品情報（G 項目）には記載せず、臨床経過、


治療処置、転帰及びその他関連情報を含む症例の記述情報（H.1）に記載するこ


と。「第一次情報源により報告された医薬品名（G.k.2.2）」、「有効成分／特定有効


成分名（G.k.2.3.r.1.）」、「投与経路（自由記載）（G.k.4.r.10.1）」及び「親への投


与経路（自由記載）（G.k.4.r.11.1）」は、国内症例の場合は日本語で記載し、外国


症例の場合は日本語または英語で記載すること。 


・ 医薬品関与の位置付け（G.k.1） 


記載されたすべての医薬品に対して記載すること。また、複数の副作用等に


対する被疑薬が異なる場合、各副作用等に対する各被疑薬すべてについて、「1」







 


 


（＝被疑薬）又は「3」（＝相互作用）を選択すること。 


・ 医薬品投与期間（数）（G.k.4.r.6a） 


日数を記載する場合、起算は投与開始日を「1」とすること。 


・ バッチ／ロット番号（G.k.4.r.7） 


副作用等報告における自社被疑薬のうち、少なくとも生物由来製品及び特


定生物由来製品については記載すること。 


・ 医薬品と副作用／有害事象のマトリックス（G.k.9.i） 


少なくとも自社被疑薬については記載すること。 


（カ）症例概要及びその他の情報の記述（H 項目） 


国内症例の場合は、「臨床経過、治療処置、転帰及びその他関連情報を含む症


例の記述情報（H.1）」、「報告者の意見（H.2）」および「送信者の意見（H.4）」


を日本語で記載し、「母国語で記述された症例概要及び報告者の意見（H.5.r）」は


特に記載しなくてもよい。外国症例の場合は、「臨床経過、治療処置、転帰及び


その他関連情報を含む症例の記述情報（H.1）」および「報告者の意見（H.2）」は


日本語または英語で記載すること。「送信者の意見（H.4）」は報告企業の意見と


して日本語で記載すること。 


・ 臨床経過、治療処置、転帰及びその他関連情報を含む症例の記述情報（H.1） 


可能な限り、時系列に整理して記載すること。健康食品等の情報がある場


合、記載すること。 


・ 報告者の意見（H.2） 


特に意見がない場合は、その旨記載すること。 


・ 送信者の意見（H.4） 


○ 本項目は第一報時より記載すること。外国症例の場合、外国企業の意見では


なく日本の送信者の意見を記載すること。外国企業の意見が「H.4」に記載


済みの場合は、外国企業の意見と日本の送信者の意見をそれぞれ区別して記


載すること。 


○ 追加情報等により一部の副作用等が報告対象外となった場合には、その内容


を簡潔に記載する。 


○ 自社品の報告かどうか不明であることから、自社品と想定して報告する場合、


その旨を記載すること。 


○ 「その他の副作用」の項に記載がある副作用について、重篤な副作用であっ


ても添付文書の記載から予測出来ると判断した場合、理由を記載すること。 


○ 調査しても追加情報が入手不可能であった場合はその理由や入手不可能で


あった項目等を記載すること。 


○ 製造販売業者または外国特例承認取得者の内部検討の結果、送信者の意見が


変更になった場合、その経緯の概要を記載すること。 


○ 副作用等に関連のある臨床検査値等を入手できなかった場合はその旨記載


すること。 


（キ）ICH ICSR 伝送識別子（バッチラッパー：BATCHWRAPPER）（N.1 項目） 


・ バッチ伝送の日付（N.1.5） 


郵送により報告する場合は、郵送を行う日を記載すること。 


 







 


 


イ．治験 


（ア）識別情報（C 項目） 


・ 過去の伝送で記載されたその他の症例識別子はあるか？（C.1.9.1） 


取り下げ報告後に追加情報により再度報告対象となった場合、取り下げた


症例の「世界的に固有の症例識別子（C.1.8.1）」を記載すること。 


・ 報告破棄/修正（C.1.11.1） 


「2=修正」として報告する場合も追加報告とみなすため、「識別番号（報告


分類）（J2.1a）」は、前報と同じ報告分類を記載し、報告すること。 


・ 副作用／有害事象が観察された試験の種類（C.5.4） 


「報告の種類（C.1.3）」が「2＝試験からの報告」の場合、「副作用／有害


事象が観察された試験の種類（C.5.4）」の記載が必須である。 


（イ）患者特性（D 項目） 


・ 患者（D.1） 


被験者番号又はローマ字（半角）のイニシャルを記載すること。なお、原則


としてローマ字の後にピリオド（半角）「.」をつけること。外国症例の場合、


基本的に送信されたイニシャルをそのまま使用して差し支えない。 


・ 報告された死因（自由記載）（D.9.2.r.2.） 


国内症例の場合は日本語で記載し、外国症例の場合は日本語または英語で記


載すること。 


（ウ）副作用/有害事象（E 項目） 


・ 母国語で記載された、第一次情報源により報告された副作用／有害事象


（E.i.1.1a） 


第一次情報源が報告した副作用名と「副作用／有害事象（MedDRA コード）


（E.i.2.1b）」に記載したMedDRA 用語が異なる場合は記載が必要である。 


（エ）患者の診断に関連する検査及び処置の結果（F 項目） 


・ 備考（F.r.6） 


「検査結果（F.r.3）」に記載することができない検査結果（CT、MRI、腹部


エコー、胸部 X 線、心電図、脳波、筋電図、嗅覚試験、味覚試験等）を記載


する。 


（オ）医薬品情報（G 項目） 


・ 医薬品関与の位置付け（被疑薬・併用薬・相互作用）（G.k.1） 


本項目は記載されたすべての治験薬及び医薬品に対して記載すること。複数


の副作用等に対する被疑薬が異なる場合、各副作用等に対する各被疑薬すべて


について、「1」又は「3」を選択すること。「有効成分／特定有効成分名


（G.k.2.3.r.1.）」、「投与経路（自由記載）（G.k.4.r.10.1）」及び「親への投与経


路（自由記載）（G.k.4.r.11.1）」は、国内症例の場合は日本語で記載し、外国


症例の場合は日本語または英語で記載すること。 


・ 第一次情報源により報告された医薬品名（G.k.2.2） 


国内で承認されている医薬品の販売名を記載すること。未承認の治験薬の場


合は、治験成分記号を記載すること。外国情報で、報告対象の治験薬以外のも


のは外国販売名を半角英数字で記載すること。販売名が特定できない場合は、


「UNKNOWNDRUG」と記載すること。なお、対照薬等の一般的名称及び投


与量等を「その他参考事項等（J2.11）」に記載すること。 







 


 


・ バッチ／ロット番号（G.k.4.r.7） 


感染症報告の場合は、当該治験薬のバッチ／ロット番号を記載すること。た


だし、外国情報の場合で不明の場合は記載しなくてもよい。 


・ 医薬品と副作用／有害事象のマトリックス（G.k.9.i） 


少なくとも自社被疑薬については記載すること。 


・ 医薬品に関するその他の情報（G.k.10.r） 


治験薬についてのみ記載することで差し支えない。 


（カ）症例概要及びその他情報の記述（H 項目） 


国内症例の場合は、「臨床経過、治療処置、転帰及びその他関連情報を含


む症例の記述情報（H.1）」、「報告者の意見（H.2）」および「送信者の意見


（H.4）」を日本語で記載し、「母国語で記述された症例概要及び報告者の意


見（H.5.r）」は特に記載しなくてもよい。外国症例の場合は、「臨床経過、


治療処置、転帰及びその他関連情報を含む症例の記述情報（H.1）」および


「報告者の意見（H.2）」は日本語または英語で記載すること。「送信者の意


見（H.4）」は報告企業の意見として日本語で記載すること。 


・ 臨床経過、治療処置、転帰及びその他関連情報を含む症例の記述情報（H.1） 


可能な限り、時系列に整理して記載すること。 


・ 報告者の意見（H.2） 


特に意見がない場合は、その旨記載すること。 


・ 送信者の意見（H.4） 


○ 本項目は第一報時より記載すること。外国症例の場合、外国企業の意見では


なく日本の報告企業の意見を記載すること。外国企業の意見が「H.4」に記


載済みの場合は、外国企業の意見と日本の報告企業の意見をそれぞれ区別し


て記載すること。 


○ 治験薬の一般的名称が定まっていない場合は、治験薬の作用機序等を記載す


ること。 


○ 追加情報等により一部の副作用等が報告対象外となった場合には、その内容


を簡潔に記載する。 


○ 調査しても追加情報が入手不可能であった場合はその理由や入手不可能で


あった項目等を記載すること。 


○ 副作用等に関連のある臨床検査値等を入手できなかった場合はその旨記載


すること。 


 


４．MedDRA の使用について 


（１）バージョン管理について 


機構は、特に連絡をしない限り、バージョン更新が行われた翌週から最新バー


ジョン及びその一つ前のバージョンによる報告のみ受け付けるので、最新バージ


ョンに速やかに対応すること。 


 







 


 


別添２ 


 


報告対象外となった副作用等の記載方法について（市販後） 


 


 


１．報告対象外症例の取り扱いについて 


（１）追加情報等によりすべての副作用・感染症が次の①～⑤のいずれかに該当し、


当該症例が規則第 253 条第１項第１号及び同項第２号の報告対象外となった症例に


ついては、「完了報告の際に必ず記載する項目」（必須項目）と共に追加情報を記載し、


「完了、未完了区分（J2.7.1）」は「Completed＝完了」、「報告対象外フラグ（J2.8.1）」


は「1＝報告対象外」とし、「報告対象外の理由（J2.8.2）」に該当する理由を記載する


こと。また、「報告破棄／修正（C.1.11.1）」及び「報告破棄／修正理由（C.1.11.2）」


には記載しないこと。なお、記載方法の詳細については「４．報告対象外副作用等の


記載例」に留意すること。 


①報告医師及び送信者により副作用・感染症の因果関係が否定された場合 


②非重篤な副作用であることが判明した場合 


③外国症例において、既知の副作用であることが判明した場合 


④国内症例において、既知・非重篤な感染症であることが判明した場合 


⑤外国症例において、非重篤な感染症であることが判明した場合 


 


（２）次の①～⑥のいずれかに該当する場合は、「報告破棄／修正（C.1.1１.1）」は「1


＝破棄」、「C.1.11.2 報告破棄／修正理由」に該当する理由を記載し、「完了、未完了


区分（J2.7.1）」は「Completed＝完了」を選択して、取り下げ報告とすること。また、


「報告対象外フラグ（J2.8.1）」及び「報告対象外の理由（J2.8.2）」には記載しない


こと。 


①国内症例において、自社薬が投与されていなかったことが判明した場合 


②外国症例において、自社薬又は自社薬と同一有効成分を含有する外国医薬品が


投与されていなかったことが判明した場合 


③医薬品投与前に発症した事象であることが判明し、かつ報告医師及び報告企業


が因果関係なしと判断した場合（ただし、増悪させた場合はこの限りでない） 


④同一情報について、重複して報告していたことが判明した場合 


⑤以下の項目を誤って記載していた場合 


「識別番号（報告分類）（J2.1a）」 


「送信者ごとに固有の（症例）安全性報告識別子（C.1.0.1）」 


「世界的に固有の症例識別子（C.1.8.1）」 


「本症例の第一送信者（C.1.8.2）」 


⑥症例そのものが存在しなかった場合 


 


２．「副作用／有害事象（E.i）」等に関する留意点 


（１）上記１．（１）に該当する場合は、「４．報告対象外副作用等の記載例」の（１）


又は（２）にならい、前回報告の際に記載したすべての事象を記載すること。なお、


前回報告の副作用・感染症名が変更された場合においては、追加報告により修正して







 


 


差し支えない。 


（２）追加情報等により、一部の副作用・感染症が上記１．（１）の①～⑤に該当する


場合、「４．報告対象外副作用等の記載例」の（３）又は（４）にならい、当該事象


を記載すること。 


（３）国内症例において、重篤から非重篤へ変更された未知の副作用は、医薬品未知・


非重篤副作用定期報告により報告すること。 


 


３．「医薬品と副作用／有害事象の因果関係（G.k.9.i.2.r）」等に関する留意点 


（１）上記１．（１）の①により、報告しているすべての副作用･感染症が報告対象外


となった場合であっても、「医薬品関与の位置付け（G.k.1）」には、前回に報告した


内容（被疑薬には「1＝被疑薬」又は「3＝相互作用」）を記載すること。また、前回


報告の際に記載したすべての副作用･感染症について、「４．報告対象外副作用等の記


載例」の（１）にならい、「医薬品と副作用／有害事象の因果関係（G.k.9.i.2.r）」に


報告医師及び報告企業による評価を記載すること。 


（２）追加情報等により一部の副作用･感染症が、上記１．（１）の①に該当する場合、


追加報告に当たって、当該副作用・感染症を削除した報告とするか、又は削除せずに


「４．報告対象外副作用等の記載例」の（３）にならい、「G.k.9.i.2.r」に因果関係な


しの旨を記載すること。なお、第一報報告においても、上記により記載すること。 


（３）それぞれの事象に対して、因果関係なしの旨を記載する際には、以下の用語を


用いて記載することができる。 


G.k.9.i.2.r.1（評価の情報源） G.k.9.i.2.r.3 


（評価結果） 第一情報源の場合 報告企業の場合 


“報告者”で始まる語 


PRIMARY SOURCE 


REPORTER 


INITIAL 


REPORTER 


 


“送信者”で始まる語 


“企業”で始まる語 


“外国企業”で始まる語 


MANUFACTURER 


COMPANY 


 


因果関係なし 


なし 


関連なし 


否定できる 


関係なし 


NO 


NOT RELATED 


UNRELATED 


NEGATIVE 


DEFINITELY NOT 


（４）当該症例が報告対象外である旨の追加報告で、前回に報告した副作用・感染症


と当該被験薬（被疑薬）等の因果関係がない場合であっても「G.k.1 医薬品関与の位


置付け」には、前回に報告した内容（被験薬には「1＝被疑薬」又は「3＝相互作用」）


を記載すること。 


（５）因果関係が否定できない場合は、「G.k.9.i.2.r」の記載は任意とする。 


 


４．報告対象外副作用等の記載例 


（事象例） 


A＝未知・重篤な副作用 


B＝未知・非重篤な副作用 







 


 


C＝既知・重篤な副作用 


D＝既知・非重篤な副作用 


E＝報告医師及び報告企業により、医薬品との因果関係が否定された重篤な有害


事象 


※以下の記載例については、国内副作用報告においてB,D,E は報告対象外の事象


であるが、B,D,E も記載した場合を想定して例示する。 


   


（１）追加情報により、報告したすべての副作用の因果関係が否定された場合       


   第ｎ報 第ｎ＋１報 


E.i.1.1 A,B,C,D,E A,B,C,D,E 


G.k.9.i.2.r A～D 因果関係あ


り 


E 関連なし 


A～E 関連なし 


J2.7.1  Completed＝完了 


J2.8.1  1＝報告対象外 


J2.8.2  報告対象外である理由 


 


（２）追加情報により、報告したすべての副作用が非重篤（ただし、E は重篤な有害


事象から変更なし）になった場合 


   第ｎ報 第ｎ＋１報 


E.i.1.1 A,B,C,D,E A,B,C,D,E 


E.i.3.1 A 重篤 


B 非重篤 


C 重篤 


D 非重篤 


E 重篤 


A～D 非重篤 


E 重篤 


 


 


J2.7.1  Completed＝完了 


J2.8.1  1＝報告対象外 


J2.8.2  報告対象外である理由 


 


（３）追加情報により、一部の事象A の因果関係が否定された場合 


   第ｎ報 第ｎ＋１報 


E.i.1.1 A,B,C,D,E A,B,C,D,E 


G.k.9.i.2.r A～D 因果関係あ


り 


E 関連なし 


A 関連なし 


B～D 因果関係あり 


E 関連なし 


H.4  A が因果関係無しに変更された


旨 


J2.11  変更内容 


 


（４）複数の重篤な副作用があり、追加情報により、一部の事象A が非重篤に変更とな


った場合 







 


 


   第ｎ報 第ｎ＋１報 


E.i.1.1 A,B,C,D,E A,B,C,D,E 


E.i.3.1 A 重篤 


B 非重篤 


C 重篤 


D 非重篤 


E 重篤 


A 非重篤 


B 非重篤 


C 重篤 


D 非重篤 


E 重篤 


H.4  A が非重篤に変更された旨 


J2.11  変更内容 







 


 


別添３ 


 


報告対象外となった副作用等の記載方法について（治験） 


 


 


１．報告対象外症例の取り扱いについて 


（１）追加情報等によりすべての副作用・感染症が次の①～③のいずれかに該当し、当


該症例が規則第 273 条第１項の報告対象外となった症例については、「完了報告の際に


必ず記載する項目」（必須項目）と共に追加情報を記載し、「完了、未完了区分（J2.7.1）」


は「Completed＝完了」、「報告対象外フラグ（J2.8.1）」は「1＝報告対象外」とし、「報


告対象外の理由（J2.8.2）」に該当する理由を記載すること。また、「報告破棄／修正


（C.1.11.1）」及び「報告破棄／修正理由（C.1.11.2）」には記載しないこと。なお、記


載方法の詳細については「４．報告対象外副作用等の記載例」に留意すること。 


①報告医師及び送信者により副作用・感染症の因果関係が否定された場合 


②非重篤な副作用であることが判明した場合 


③既知・重篤（死亡又は死亡のおそれ以外）の副作用・感染症であることが判明


した場合 


 


（２）次の①～⑥のいずれかに該当する場合は、「報告破棄／修正（C.1.1１.1）」は「1


＝破棄」、「報告破棄／修正理由（C.1.11.2）」に該当する理由を記載し、「完了、未完


了区分（J2.7.1）」は「Completed＝完了」を選択して、取り下げ報告とすること。ま


た、「報告対象外フラグ（J2.8.1）」及び「報告対象外の理由（J2.8.2）」には記載しな


いこと。 


① 二重盲検による報告症例で盲検解除後、当該被験薬等によるものではないこ


とが判明した場合など、当該被験薬等が投与されていなかったことが判明した場


合 


② 当該被験薬等の投与前に発症した事象であることが判明した場合（ただし、


増悪させた場合はこの限りでない） 


③ 同一情報について、重複して報告していたことが判明した場合 


④ 以下の項目を誤って記載していた場合 


「識別番号（報告分類）（J2.1a）」 


「送信者ごとに固有の（症例）安全性報告識別子（C.1.0.1）」 


「世界的に固有の症例識別子（C.1.8.1）」 


「本症例の第一送信者（C.1.8.2）」 


⑤ 症例そのものが存在しなかった場合 


⑥ 追加で入手した情報から、報告対象であった事象が実際には起きていなかっ


たため削除され、削除された事象以外に報告対象となる事象がない場合 


なお、上記１．（２）①に関し、ブラインド症例の取扱いについては、以下の通り


とすること。 


（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「送信者の意見（H.4）」に記載すること。  







 


 


なお、盲検下にて報告する場合には、「治験薬の盲検状況（G.k.2.5）」に「true」


を入力した上で、「医薬品の識別（G.k.2）」下に含まれる項目には、治験薬の情


報を入力すること。このとき、「治験成分記号（J2.12）」には治験計画届書に記


載の成分記号を記載し、「その他参考事項等（J2.11）」に対照薬等の一般的名称、


投与量等の情報を記載すること。 


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、「治験薬の盲


検状況（G.k.2.5）」を「False」に変更し追加報告すること。なお、盲検解除後、


適切な場合は、被験薬として「プラセボ」を報告する。 


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。  


（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。 


 


２．「副作用／有害事象（E.i）」等に関する留意点 


（１）上記１．（１）に該当する場合は、「４．報告対象外副作用等の記載例」の（１）


又は（２）又は（３）にならい、前回報告の際に記載したすべての事象を記載するこ


と。なお、前回報告の副作用・感染症名が変更された場合においては、追加報告によ


り修正して差し支えない。 


（２）追加情報等により、一部の副作用・感染症が上記１．（１）の①～③に該当する


場合、「５．報告対象外副作用等の記載例」の（４）又は（５）にならい、当該事象


を記載すること。 


 


３．「医薬品と副作用／有害事象の因果関係（G.k.9.i.2.r ）」等に関する留意点 


（１）上記１．（１）の①により、報告しているすべての副作用･感染症が報告対象外


となった場合であっても、「医薬品関与の位置付け（G.k.1）」には、前回に報告した


内容（被疑薬には「1＝被疑薬）又は「3＝相互作用」）を記載すること。また、前回


報告の際に記載したすべての副作用･感染症について、「４．報告対象外副作用等の記


載例」の（１）にならい、「医薬品と副作用／有害事象の因果関係（G.k.9.i.2.r）」に


報告医師及び報告企業による評価を記載すること。 


（２）追加情報等により一部の副作用･感染症が、上記１．（１）の①に該当する場合、


追加報告に当たって、当該副作用・感染症を削除した報告とするか、又は削除せずに


「４．報告対象外副作用等の記載例」の（４）にならい、「G.k.9.i.2.r」に因果関係な







 


 


しの旨を記載すること。なお、第一報報告においても、上記により記載すること。 


（３）それぞれの事象に対して、因果関係なしの旨を記載する際には、以下の用語を


用いて記載することができる。 


 


G.k.9.i.2.r.1（評価の情報源） G.k.9.i.2.r.3（評価結果） 


第一情報源の場合 報告企業の場合 


“報告者”で始まる語 


PRIMARY SOURCE 


REPORTER 


INITIAL 


REPORTER 


 


“送信者”で始まる語 


“企業”で始まる語 


“外国企業”で始まる語 


MANUFACTURER 


COMPANY 


 


因果関係なし 


なし 


関連なし 


否定できる 


関係なし 


NO 


NOT RELATED 


UNRELATED 


NEGATIVE 


DEFINITELY NOT 


 


（４）当該症例が報告対象外である旨の追加報告で、前回に報告した副作用・感染症


と当該被験薬（被疑薬）等の因果関係がない場合であっても「G.k.1 医薬品関与の位


置付け」には、前回に報告した内容（被験薬には「1＝被疑薬）又は「3＝相互作用」）


を記載すること。 


（５）因果関係が否定できない場合は、「G.k.9.i.2.r」の記載は任意とする。 


 


４．報告対象外の副作用等の記載例 


（事象例） 


A＝未知・重篤（死亡又は死亡のおそれ以外）な副作用 


B＝未知・非重篤な副作用 


C＝既知・重篤（死亡又は死亡のおそれ）な副作用 


D＝既知・非重篤な副作用 


E＝報告医師及び報告企業により、医薬品との因果関係が否定された重篤な有害


事象 


※以下の記載例については、B,D,E は報告対象外の事象であるが、B,D,E も記載


した場合を想定して例示する。 


   


（１）追加情報により、報告したすべての副作用の因果関係が否定された場合       


   第ｎ報 第ｎ＋１報 


E.i.1.1 A,B,C,D,E A,B,C,D,E 


G.k.9.i.2.r A～D 因果関係あ


り 


E 関連なし 


A～E 関連なし 


J2.7.1  Completed＝完了 


J2.8.1  1＝報告対象外 


J2.8.2  報告対象外である理由 







 


 


 


（２）追加情報により、報告したすべての副作用が非重篤（ただし、E は重篤な有害


事象から変更なし）になった場合 


   第ｎ報 第ｎ＋１報 


E.i.1.1 A,B,C,D,E A,B,C,D,E 


E.i.3.1 A 重篤 


B 非重篤 


C 重篤 


D 非重篤 


E 重篤 


A～D 非重篤 


E 重篤 


 


 


J2.7.1  Completed＝完了 


J2.8.1  1＝報告対象外 


J2.8.2  報告対象外である理由 


 


（３）追加情報により、事象A が既知に変更となり、事象C の因果関係が否定され、


すべての事象が報告対象外になった場合 


   第ｎ報 第ｎ＋１報 


E.i.1.1 A,B,C,D,E A,B,C,D,E 


G.k.9.i.2.r A～D 因果関係あ


り 


E 関連なし 


A,B,D 因果関係あり 


C,E 関連なし 


J2.7.1  Completed＝完了 


J2.8.1  1＝報告対象外 


J2.8.2  報告対象外である理由 


J2.14.r A 未知 


B 未知 


C 既知 


D 既知 


E 未知 


A 既知 


B 未知 


C 既知 


D 既知 


E 未知 


 


 


（４）追加情報により、一部の事象A の因果関係が否定された場合 


   第ｎ報 第ｎ＋１報 


 


E.i.1.1 A,B,C,D,E A,B,C,D,E 


G.k.9.i.2.r A～D 因果関係あ


り 


E 関連なし 


A 関連なし 


B～D 因果関係あり 


E 関連なし 


H.4  A の因果関係が否定された旨 


J2.11  変更内容 


 


（５）複数の重篤な副作用があり、追加情報により、一部の事象A が非重篤に変更とな


った場合 







 


 


   第ｎ報 第ｎ＋１報 


 


E.i.1.1 A,B,C,D,E A,B,C,D,E 


E.i.3.1 A 重篤 


B 非重篤 


C 重篤 


D 非重篤 


E 重篤 


A 非重篤 


B 非重篤 


C 重篤 


D 非重篤 


E 重篤 


H.4  A が非重篤に変更された旨 


J2.11  変更内容 


 


  







 


 


 


別添４ 


 


個別症例安全性報告等に関する用語 


 


・市販後副作用等報告 


薬事法（昭和 35 年法律第 145 号。）第 77 条の４の２第１項に規定する副作用等の


報告 


 


・治験副作用等報告 


  薬事法第 80 条の２第６項に規定する治験に関する副作用等の報告 


 


・市販後局長通知 


平成 17 年３月 17 日付薬食発第 0317006 号厚生労働省医薬食品局長通知「薬事法


施行規則の一部を改正する省令等の施行について（副作用等の報告について）」 


 


・治験局長通知  


平成 16 年３月 30 日付薬食発第 0330001 号厚生労働省医薬食品局長通知「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 25 年連名通知 


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「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」 


 


・市販後局長通知別紙様式 


    市販後局長通知別紙様式第１～第６ 


 


・治験局長通知別紙様式 


  治験局長通知別紙様式第１～第６ 


 


・様式 


  市販後局長通知別紙様式及び治験局長通知別紙様式 


 


・ICSR 項目 


E2B(R3)実装ガイド通知の別添１「個別症例安全性報告（ICSR）の電子的伝送に係


る実装ガイド」の 3.4 章に掲げる項目 


 


・J 項目 


平成 25 年連名通知 別添別紙４「厚生労働省システム管理用データ項目（J 項目）


の属性」に掲げる項目 


 


・確認応答メッセージ項目 


E2B(R3)実装ガイド通知の別添１「個別症例安全性報告（ICSR）の電子的伝送に係







 


 


る実装ガイド」の 4.2 章及び平成 25 年連名通知 別添別紙６「個別症例安全性報告


等確認応答メッセージデータ項目」に掲げる項目 


 


・ファックス等報告 


市販後局長通知又は治験局長通知により規定されているファックス等により行う報


告 


 


・取下げ報告 


「C.1.1 送信者ごとに固有の（症例）安全性報告識別子」等を誤って報告した等の


場合に、当該報告を取り下げるための報告 


 


・ヌルフレーバー（Null Flavor） 


ヌル（Null）値に一定の意味を持たせることのできる HL7 により定義されたコー


ド 








   


事 務 連 絡 


平成 25 年７月 1 日 


 


 


 


 各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中 


 


 


               厚生労働省医薬食品局審査管理課 


 


 


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 


 


 薬事法施行規則（昭和 36 年厚生省令第１号）第 273 条第３項に基づく治験副


作用等定期報告については、「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 日付け薬食審査発 1228 第 11


号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）により、その取扱いを示している


ところです。 


今般、治験副作用等症例の定期報告に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）を別添の


とおりとりまとめましたので、貴管下関係業者、医療機関等に対し御周知いた


だくようお願いします。 







   


 


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 


 


＜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。 


 


 


＜半年ごとの定期報告から年次報告への切替え＞ 


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。 


 


 


＜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。 


 


 


＜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。 


別添 







   


Ａ４ 


不要である。 


 


 


＜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。 


 


 


＜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。 


 


 


＜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。 







   


 


 


＜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。 


 


 


＜年次報告の実施医療期間への通知＞ 


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。 


 


 


＜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。 


 


 


＜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。 


 


 


＜製販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。 


 


 


＜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。 


 


 


＜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。 


 


 


＜年次報告が不要となる場合＞ 


Ｑ15 


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


合には年次報告が不要とされたが、平成 24 年 12 月 28 日から平成 26 年６月 30


日までの定期報告はどのように取扱えばよいか。 


Ａ15 







   


平成 24 年 12 月 27 日までは半年ごとの定期報告の対象期間となる。当該被験


薬について、平成 24 年 12 月 27 日までにすでに半年ごとの定期報告を行ってい


る場合にあっては、平成 24 年 12 月 27 日まで又は平成 24 年 12 月 28 日以降平


成 26 年 6 月 30 日までの間の任意の調査単位期間の終了日まで、半年ごとの定


期報告を行うこと。なお、前者の場合は報告対象期間が半年未満でも差し支え


ない。また、当該定期報告が最終報告となる旨を明記すること。 


それ以外の場合にあっては、半年ごとの定期報告及び年次報告の提出は不要


である。 


 


 


＜医師主導治験における年次報告＞ 


Ｑ16 


医師主導治験においても試験期間が１年以上の場合（ただし、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。）には、年次報告を提出する


必要があるが、年次報告の提出対象となる治験はどのようなものか。 


Ａ16 


試験期間が１年以上であり、かつ平成 26 年７月１日以降が試験期間終了日と


なる医師主導治験が年次報告の提出対象となる。 
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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 


 


 薬事法施行規則（昭和３６年厚生省令第１号。以下「規則」という。）第２７３


条第３項に規定する被験薬等に係る副作用又は感染症によるものと疑われる症例


等（以下「副作用等症例」という。）の報告（以下「定期報告」という。）について


は、「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）により留意事項を通知し


ているところです。 


今般、日米 EU医薬品規制調和国際会議（以下「ICH」という。）において被験薬


の安全性情報を包括的に評価し、治験安全性最新報告（DSUR：Development Safety 


Update Report）として規制当局に毎年報告する ICH E2Fガイドラインが合意され


たことを踏まえ、薬事法施行規則等の一部を改正する省令（平成２４年厚生労働省


令第１６１号。以下「改正省令」という。）が公布され、定期報告の調査単位期間


が半年ごとから１年ごととされました。 


つきましては、改正省令による改正後の定期報告の留意事項について、下記のと


おり定めましたので、貴管下関係業者、医療機関等に対して周知いただきますよう


御配慮願います。 


なお、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ことに御留意願います。 


 


記 


 







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。 


 


(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。） 


 


(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。 


 


(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。 


 


(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。 


 


(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。 


 


(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。 


 


(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。 


 


(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。 


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。 


 


(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。 


 


(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。 


 


(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。 


 


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。 


 


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。 


  







（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。 


(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。 


 


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。 


 


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Ｄ


ＳＵＲ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。ＤＳ







ＵＲ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。 







 


（別紙様式１） 


 


治験安全性最新報告概要 
 


治験成分記号  初回届出年月日  


成分名  開発国際誕生日  


販売名  


国際誕生日  


承認年月日  


分量及び剤型  報告回数  


予定される 
効能又は効果 


 


予定される 
用法及び用量 


 


調査単位期間  


開発の相  


主要先進国における 
承認状況 


 


重篤副作用等 
症例発現状況 


 


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 


 


備考  


 
上記により治験安全性最新報告を行います。 


 
年   月   日 


 
 


住所：（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 


 


 
氏名：（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 印 


 
 


独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 
 
 
（注意） 


 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 







 


（別紙様式２） 


国内重篤副作用等症例の発現状況一覧 


副 作 用 等 症 例 の種 類  
副 作 用 等 症 例 の種 類 別 件 数  


調 査 単 位 期 間  累 計  


器 官 別 大 分 類    


   


   


 


当該調査単位期間：   年   月   日  ～   年   月   日  


累積被験者概数：  


副作用等の用語： MedDRA／ J version(  )を使用  


 


（ 注意）  


 用紙の 大きさ は、日 本工業 規格 A4 と するこ と。  


   


   


器 官 別 大 分 類    


   


   


   


備考    







 


（参考様式）  


   年   月   日  


 


治験安全性情報の年次報告  


 


実施医療機関の長  


     殿  


治験責任医師  


     殿  


      治験依頼者  


（名称）  


（代表者）  


 


下記の治験に係る安全性情報について、年次報告を致します。 


記 


治験成分記号 
 調査単位期間： 


   年  月 ～   年  月 


該当する試験 治験実施計画書番号 治験課題名 


   


   


   


治験依頼者の見解 


調査単位期間の新たな安全対策（ □有  □無 ） 


添付資料 


□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 


□その他（                  ） 


担当者連絡先 


氏名：          所属： 


TEL：           FAX： 


Email： 


備考  


 


（ 注意）  


１ ．用紙 の大き さは、 日本工 業規格 A4 とする こと。  


２ ．本別 添様式 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 添付す る こ


と 。  


３ ．「該 当する 試験」 欄は、 実施試 験の数 に応じ て適宜 、行を 増やす こと。  





		【確定版】定期報告通知_鑑・別添

		【確定版】定期報告通知_別紙様式【概要・状況一覧・病院宛】.pdf
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治験安全性最新報告について 


 


 


日米 EU 医薬品規制ハーモナイゼーション国際会議（以下「ICH」という。）が組織


され、品質、安全性及び有効性の各分野で、ハーモナイゼーションの促進を図るため


の活動が行われているところです。 


今般、ICH における三極の合意事項として、開発中の医薬品等に関する安全性情報


を定期的に報告する際に共通の基準となる「治験安全性最新報告（DSUR）」がとりま


とめられ、その作成のための標準的な方法（原文）を別添の通り翻訳しましたので、


貴管下関係業者等に対し周知いただきますよう御配慮願います。 


なお、本ガイドラインに基づき作成された DSUR については、薬事法施行規則第２


７３条第３項で規定する定期的な報告の際に使用されるものです。 
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1. 緒言 


 本ガイドラインで提案する治験安全性最新報告（DSUR）は、日米 EU 医薬品規


制調和国際会議（ICH）参加国や参加地域において、開発中の医薬品（市販後医薬


品で臨床試験を実施している場合を含む。）に関する定期的な報告の共通の基準と


なることを意図している。米国及び EU の規制当局は、DSUR を毎年提出すること


で、それぞれの国・地域の規制要件を満たすことから、米国における


Investigational New Drug（IND）年次報告（IND Annual Report）や EU におけ


る安全性年次報告（Annual Safety Report）の代わりとなり得ると考える1。 


本ガイドラインでは、DSUR の推奨される内容と様式を定め、その作成及び提出に


おいて考慮すべきポイントを概説する。 


 本ガイドラインで使用されている用語の定義は「用語集（添付資料 A）」に記載


されており、本文中初めて記載された場合にアスタリスク（*）が付けられている。 


1.1 背景 


 治験薬*2 の臨床開発段階において、被験者に対するリスクを継続的に評価するに


は、定期的な安全性情報の分析が不可欠である3,4。また、規制当局及び他の関係者


（例：倫理委員会（ethics committees））にこの分析結果や治験薬の安全性プロフ


ァイルの変化、安全性の問題に対して提案される措置又は実施された措置を定期的


に連絡することも重要である。現在、ICH の一部の国や地域の法律及び規則では、


これらの情報を提供するために、規制当局に定期報告を提出することが求められて


いる。しかし、これらの報告書の内容、様式、提出時期には著しい違いがあること


から、一貫性を高め、効率を図るため、共通に使用される標準報告書の重要性が指


摘されている。一部の国・地域の規制要件では、実施中の個々の臨床試験の状況、


製造上の変更、臨床開発全体の状況及び計画を定期報告書に記載することも求めて


                                            
1
 日本は DSUR 実施に際して、治験薬重篤副作用等症例定期報告書等に関する既存の制度を検討する


予定である。 
2
 本ガイドラインでいう「治験薬」とは、臨床試験で使用されている、又は開発段階にある試験対象


の薬剤のみを意味する。 
3
 詳しくは次を参照のこと：The Development Safety Update Report （DSUR）: Harmonizing the 


Format and Content for Periodic Safety Reporting During Clinical Trials: Report of CIOMS 


Working Group VII, Geneva 2007.  
4 ICH Topic E6 （R1）. Guideline for Good Clinical Practice（医薬品の臨床試験の実施の基準）. 


http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA482.pdf 



http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA482.pdf
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いる。DSUR を広く有用とするために、安全性に関する情報に加え、これらの情報


も盛り込まれるべきである。定期的な安全性報告の内容、様式、提出時期を共通化


することは、ICH３極の規制当局が同一で、高品質かつ包括的な報告書を入手する


ことを保証する一助となる。 


1.2 目的 


 DSUR の主要な目的は、当該治験薬の販売承認の有無にかかわらず、以下の（1）


から（4）に基づき、治験薬に関して調査対象期間中に収集された関連する安全性情


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 は、治験依頼者が治験薬の安全性プロファイルの変化を適切に監視及び評


価していることを規制当局が確認できる情報を簡潔に提示する。調査対象期間中に


明らかになった安全性の問題はすべて DSUR 中で考察されるべきであるが、DSUR


が重大な新たな安全性情報の第一報を提供する手段や、新たな安全性の問題を検出


する手段として使われてはならない。 


1.3 DSUR が対象とする範囲 


 DSURが主に焦点を当てるのは、販売承認の有無に関わらず、調査対象である薬


剤及び生物製剤の介入臨床試験＊（本ガイドラインでは「臨床試験」という。）に由


来するデータと所見である。医薬品の臨床開発は販売承認を得た後も続くことが多


いため5、市販後の臨床試験の関連情報もDSURに入れるべきである。DSURは主と


して治験薬を扱うものとし、臨床試験の被験者の安全性に重要な意味を持つ場合に


限り、対照薬に関する情報を提供する。 


                                            
5
 本ガイドラインの目的上、「認可／認可された」という表現は臨床試験実施の認可を、「既承認／


販売承認」という表現は販売承認を表す。 
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 DSUR は治験依頼者が当該調査対象期間中に継続又は終了した以下に示す全ての


臨床試験及びその他の試験からの安全性情報を掲載する； 


 治験薬を使って実施される臨床試験（臨床薬理試験、治療的探索的試験および


検証的試験［第Ⅰ～Ⅲ相試験]）6 


 市販薬を使い既承認適応内で実施される臨床試験（治療的使用試験（第Ⅳ相試


験） 


 治験薬の治療的使用（例：治験薬拡大利用プログラム（expanded access 


program）、コンパッショネートユースプログラム、特定の患者への使用


（particular patient use）、単一患者 IND（single patient INDs）、治験薬


有償利用制度（treatment INDs）） 


 医薬品の製造工程における変更の妥当性を確認するために実施される臨床試験 


 


 DSURには以下のような、治験薬の安全性に関する他の重要な所見も入れるべき


である。 


 観察試験又は疫学試験 


 非臨床試験（毒性試験及び in vitro 試験） 


 治験薬に関連する他の DSUR（該当する場合） 


 製造工程又は微生物学的な変更 


 最近文献に発表された試験 


 被験者の安全性に直接影響を及ぼすおそれがある有効性の欠如（例：適応症が


重篤又は生命を脅かす疾患の場合、その基礎疾患の悪化）を示唆する臨床試験


結果 


 他の情報源からの、同一薬効分類の製品についての関連安全性所見 


 契約で許可されている場合、共同開発者が実施した臨床試験 


 


                                            
6 臨床試験の分類については、ICH E8 General Considerations for Clinical Trials（臨床試験の一


般指針）Current Step 5 17 July 1997. http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA484.pdf を参照のこと。  



http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA484.pdf
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1.4 DSUR と定期的安全性最新報告（PSUR）の関係 


 現在、ICH の一部の国及び地域において、既承認薬の安全性の定期報告に関する


当該国・地域の規制要件を充足させるために、定期的安全性最新報告（PSUR）を


提出することが認められている。 


 DSUR は治験薬に焦点を当てるが、DSUR と PSUR では内容が重なる可能性があ


り、また一部重複が予測される。例えば、（PSUR で報告された）市販後の使用経


験からの情報は、臨床開発にも関連する可能性があり、その場合 DSUR でも報告さ


れる。市販薬を使って実施された臨床試験からの安全性知見は DSUR に含まれるが、


市販後の安全性と関連し、PSUR においても報告される可能性もある。DSUR と


PSUR は異なる主題に焦点を当てており、また、作成頻度や受領者が異なることか


ら、どちらも包括的、かつ独立したものでなければならない。 


1.5 DSUR の受領者 


 DSUR は、毎年規制当局へ年次報告として提出される。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、DSUR のエグゼクティブサマリーを提出し、これに重篤な副作用7


（SAR）のラインリストを必要に応じて添付する。 


 


2. 一般原則 


2.1 １有効成分に１つの DSUR 


 治験薬の安全性プロファイルの包括的な分析とその提示を推進するために、治験


依頼者は、可能な限り、すべての剤型と力価、適応症、治験薬の臨床試験の対象被


験者群に関するデータを記載した１つの DSUR を作成する。これができない場合


（例：治験依頼者がこのデータを持たない場合）、DSUR の緒言で説明する。 


 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。（2.4.2 参照） 


                                            
7
 「重篤な副作用」、「重篤な有害事象」及び「副作用」は ICH E2A Clinical Safety Data 


Management: Definitions and Standards for Expedited Reporting. October 1994に定義されてい


る。http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA436.pdf 



http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA436.pdf
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2.2 作成頻度及び DSUR データロックポイント* 


 DSUR の調査期間の開始時は、「開発国際誕生日*（DIBD）」で決定される。こ


の日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


（年月日）である。DSUR の毎年の調査期間は、DIBD の同月日で開始される。 


 治験依頼者の初めての臨床試験が正式な認可プロセスのない国で実施される場合、


治験依頼者は、初めての臨床試験の開始に関連した適切な日を指定する。ある国に


おいて臨床試験が進行中で、別の国で後に臨床試験が開始される場合は、最初の


DIBD を維持し、DSUR を作成するすべての国においてその日を使用する。 


 DSUR のデータロックポイントは、１年の調査対象期間の末日とする。管理の都


合上、治験依頼者が希望すれば、DIBD の月の前月の末日に指定することができる。 


 ある薬剤がいずれかの国で販売承認を受けた後も臨床開発が継続される場合、各


国・地域の規制要件の指示に従い、PSUR 及び DSUR の両方を提出する。治験依頼


者が希望すれば、DSUR と PSUR が同時に作成できるよう、PSUR の国際誕生日


（IBD）に合わせて DSUR を作成できる。DSUR と PSUR のデータロックポイン


トを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。 


 DSUR は、DSUR データロックポイントから遅くとも 60 暦日以内に、すべての


関連規制当局に提出されるべきである。 


2.3 DSUR を提出すべき期間 


 DSUR は、各国・地域の規制要件によって指定されている期間、提出し続ける8。


いずれかの国や地域で年次報告の提出がもはや必要なくなった場合、治験依頼者は、


最終 DSUR に、その国又は地域における当該治験薬の最終年次報告であることを記


載する。治験依頼者は、別の地域で継続中の臨床試験の有無についても記載する。 


 


                                            
8
 例えば、米国において、臨床試験が継続中でなくても治験依頼者は IND をオープンのままにする場


合がある。IND がオープンである限り、年次報告が提出される。 
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2.4 DSUR 作成及び提出の責任 


2.4.1 治験依頼者の責任 


 臨床試験の治験依頼者*は、DSUR の作成、内容、提出に責任を負うものとする。


治験依頼者は、DSUR の作成を第三者（例：治験受託機関）に委託できる。 


 治験依頼者が特定の項目に記載すべき情報を入手できない場合（例：医師主導試


験の治験依頼者（自ら治験を実施する者）*は製造上の問題、非臨床データ、販売状


況についての情報は入手できない可能性がある。）、この旨 DSUR に記載すべきで


ある。 


2.4.2 複数の治験依頼者が存在する場合の責任 


 臨床試験や臨床開発計画の治験依頼者が複数存在する場合、可能な限り１つの


DSUR が作成されるように当事者間で取り決める。例えば、治験依頼者が複数のパ


ートナーと正式な共同開発関係又はライセンス供与関係にある場合や、１つの臨床


試験や臨床開発計画に複数の公的又は民間の施設やビジネスパートナー、その他の


者が関与している場合がこれにあたる。覚書等に、データの交換方法や DSUR の作


成と提出の責任を明記する。 


１つの DSUR を作成できない場合、複数の治験依頼者は同じ治験薬に対して別々の


DSUR を作成することで合意する場合がある。このような状況が考えられるのは、


異なる適応症、投与経路又は剤型が、異なる治験依頼者によって試験されている場


合である。この場合、別々の DSUR を作成した根拠を各報告書中に記載する。 


2.5 複数成分が関わる DSUR 


 複数成分が関わる臨床開発は複雑になることが予測されるため、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。治験依頼者は、対象被験者群、適


応症、剤型などに加え、臨床試験が実施されている状況及び各国・地域の規制要件


を考慮し、自らの判断で最も適切な対応を選択する。この決定の根拠を報告書に記


載する。 


 一般に、配合剤（すなわち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）が使用される臨床試験については、１つのDSURを作成する。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、その有効成分に対して
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別々のDSURを提出する。各DSURから関連する知見を、他のDSURの8.5項に要約


する。 


 多剤療法の臨床試験、すなわち配合剤ではなく治験薬を組み合わせて使用する場


合、治験依頼者は次のいずれかを作成する。 


（1）多剤療法に対する１つのDSUR 


（2）個々の成分に対するDSUR。この場合、多剤療法の臨床試験に関する情報を、


１つ又は各々の成分のDSURに含めることもできる。 


 


 以下の表に、多剤療法に対するDSUR作成のための例を示す。 


 


臨床試験の対象となる多剤療法 DSUR 


治験薬（A） + 市販薬 （X, Y, Z） 


（A+X+Y+Z）に焦点を当てた１つの DSUR 


又は 


（A）に焦点を当てた DSUR に、 


多剤療法に関するデータを含める 


２つの治験薬（A） + （B） 


（A + B）に焦点を当てた１つの DSUR 


又は 


２つの別々の DSUR （A） と （B）、それ


ぞれに多剤療法に関するデータを含める 


２つ（又はそれ以上）の市販薬を


組み合わせた治験薬（X, Y, Z） 


多剤療法（X + Y + Z）に焦点を当てた１つの


DSUR 


 


 


2.6 安全性参照情報 


 その期間に入手した情報が、その治験薬の以前に知られていた安全性プロファイ


ルと一致しているかを判定する際に、調査対象期間の開始時点で使用されていた治


験薬概要書（IB）が、安全性参照情報として使用される。DSUR の 7.1 項に、安全


性参照情報として使用された IB の版番号と日付を明記する。各国・地域の規制要件
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により IB の使用が義務づけられていない場合、当該の国・地域の製品情報9 が安全


性参照情報となる。 


 通常、１つの文書を安全性参照情報とするが、状況によっては DSUR を作成する


ために複数の安全性参照情報を使用する方が適切な場合もある。（例：多剤及び単


剤治療において使用される治験薬についての情報を提供する DSUR） 


 IB が調査対象期間中に改訂され、改訂版が当該規制当局にまだ提出されていない


場合、治験依頼者はその IB 改訂版のコピーを１部 DSUR に添付する。 


 


2.7 DSUR の様式と目次 


2.7.1 様式 


 目次、項目番号、各項目の内容など、DSUR の推奨様式と内容を以下に示す。該


当する情報がある項目は、それを簡潔に提示する。該当する情報がない場合や


DSUR の項目がその治験薬には適用されない場合は、その旨を述べる。 


 治験依頼者が DSUR を eCTD 様式で提出する場合、治験依頼者は DSUR の


eCTD 構造における適切な配置に関して、関連規制当局に相談する。 


 


2.7.2 目次 


推奨される DSUR の目次、項目番号などを以下に示す。 


 


 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承認状況 


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 


                                            
9
 EU では製品概要（Summary of Product Characteristics、SmPC）、日本、米国ではそれぞれの添


付文書に相当する。 
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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 


6.1 臨床開発計画中の累積使用被験者数 


6.2 市販後の使用経験に基づく使用患者数 


7. ラインリストとサマリーテーブルのデータ 


7.1 参照情報 


7.2 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 


8. 調査対象期間中に臨床試験で見られた重大な知見 


8.1 終了した臨床試験 


8.2 継続中の臨床試験 


8.3 長期追跡結果 


8.4 治験薬の臨床試験以外での治療的使用 


8.5 複数成分が関わる治療法に関連する新たな安全性データ 


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 


18.1. リスク評価 


18.2 ベネフィット-リスクの検討 


19. 重要なリスクの要約 


20. 結論 


 DSUR 添付資料 







 


13 
 


3. DSUR の内容に関するガイダンス 


 すべての項目について記載する。該当する情報がない場合はその旨を述べる。 


表紙 


 DSUR の表紙には以下の情報を記載する。 


 報告書の番号（報告書は連続番号をつける） 


 治験薬名 


 調査対象期間 


 報告日 


 治験依頼者の名前及び所在地 


 DSUR 内の情報の秘密保持についての記述 


 DSUR 中に盲検解除情報が含まれることに関する注意（該当する場合） 


 


エグゼクティブサマリー 


 ここでは本報告書に含まれる重要な情報を簡潔に要約する。各国・地域の規制要


件により倫理委員会及び他の関係者への提出が定められている場合は、このエグゼ


クティブサマリーを「独立した」文書として表紙と共に提出する。エグゼクティブ


サマリーには以下の情報を含める: 


 緒言 – 報告書の番号と調査対象期間; 


 治験薬 – 作用機序、薬効分類、適応症、用量、投与経路、剤型 


 推定される累積使用被験者数 


 販売承認の有無 – 既承認の場合は承認国の数 


 安全性総合評価の要約（当該 DSUR の第 18 項に基づく） 


 重要なリスクの要約（当該 DSUR の第 19 項に基づく） 


 IB の重大な変更を含む、安全性上の理由で実施された措置 


 結論 
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目次 


3.1 緒言 


 この項では、以下を記載する: 


 DIBD 又は IBD（規定に従う。） 


 報告書の調査対象期間及び連続番号 


 治験薬 – 作用機序、薬効分類、用量、投与経路、剤型 


 試験対象となった適応症及び被験者群についての簡単な記述 


 報告書の対象になる臨床試験の範囲についての簡単な要約（例：同一治験薬に


関するすべての臨床試験、ある適応症に関する臨床試験、配合薬の臨床試験） 


 本 DSUR に含まれていない情報についての簡単な記述及び説明（例：パート


ナー企業との覚書等ですべての安全性データの交換が定められていない） 


 ある治験薬に対して複数の DSUR を提出する根拠（該当する場合） 


 


3.2 世界各国における販売承認状況 


  この項では、最初の承認日、適応症、承認用量、承認国・地域（該当する


場合）などの概要を説明する。 


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 


 この項では、調査対象期間中に治験依頼者、規制当局、データモニタリン


グ委員会*（DMC）又は倫理委員会がとった、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を記述する。知り得


た場合は各措置の理由を記載する。過去に実施された措置に関連する新たな


情報もここで要約する（例：一時的中断後の臨床試験の再開）。 


 


 治験薬概要書の変更については「安全性参照情報の変更」で別途述べる。


第 3.4 項を参照のこと。 


 


 安全性上の理由でとられる重大な措置の例を以下に示す。 


 治験薬に関連した措置 
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 倫理上又は安全性上の理由による臨床試験の不認可 


 安全性上の問題又は有効性の欠如を理由とした、臨床試験の部分的10 若しくは


全体の中断又は臨床試験の早期打ち切り（第 3.15 項参照） 


 治験薬又は比較対照薬のリコール 


 販売申請の自主的な取消しを含む、試験対象適応症についての販売承認取得の


失敗 


 次のようなリスク管理活動: 


o 安全性又は有効性に関する懸念を理由とした治験実施計画書の変更


（例：用量の変更、被験者選択・除外基準の変更、被験者モニタリン


グの強化、臨床試験期間の制限） 


o 対象被験者群又は適応症の制限 


o 安全性上の問題に関連した同意説明文書の変更 


o 剤型変更 


o 規制当局による特別な安全性報告要件の追加 


o 治験責任医師等又は医療専門家への連絡文書の発行 


o 安全性の問題を調査するための新しい試験の計画 


市販薬に関連した措置 


 販売承認の更新の失敗 


 販売承認の取消し又は中断 


 次のようなリスク管理活動: 


o 重大な流通制限又はその他のリスク最小化策の導入 


o 使用や対象患者の制限を含む、臨床開発計画に影響を及ぼすおそれの


ある重大な安全性に関する製品情報の変更 


o 医療専門家への連絡文書 


o 規制当局が課した新しい市販後試験の要件 
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 「部分的中断」には以下のような例が含まれる（反復投与試験は中断するが単回投与試験は継続す


る、ある適応症における治験は中断するが別の適応症については試験を継続する、同じ治験におい


て特定の投与量は中断するが他の用量については投与を継続する場合など）。 
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 この項には、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


局からの要請についても要約する（例：長期臨床試験開始前の長期動物試験


実施の要求、治験で設定される最大用量の特定、小児被験者の臨床試験開始


前の安全性データの要求）。これらの規制当局からの要請を累積し、該当す


る場合は更新情報も含めて表にまとめ、添付資料として提供するか、本項に


入れる。 


 


3.4 安全性参照情報の変更 


 この項では、調査対象期間中の IB 又はその他の安全性参照情報における安


全性に関わる重要な変更を記載する。これには、除外基準、禁忌、警告、そ


の他の注意事項、重篤な副作用、特に注目すべき有害事象*、相互作用及び非


臨床試験（がん原性試験など）からの重要な知見に関連した情報が含まれる。


当該 DSUR の適切な項でこれらの変更に関する具体的な情報を提供する。 


3.5 調査対象期間中に継続又は終了した臨床試験の状況 


 この項では、調査対象期間中に治験依頼者が継続していた臨床試験*及び終


了した臨床試験*の概略を説明し、詳細を表にして添付資料とする（本ガイド


ラインの添付資料 B、表１の例を参照）。適切と考えられる場合は、適応症、


剤型及び対象被験者群ごとの表を作成することもできる。さらに各国・地域


の規制要件によって定められている場合は、調査対象期間中に治験薬が臨床


試験以外で治療的に使用された場合の情報も記載する。表には臨床試験ごと


に以下の情報を含める。 


 治験識別記号（例：治験実施計画書番号又は他の識別記号） 


 試験相（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣ） 


 試験の状況: 


o 継続中（臨床試験が開始された; 開始されたが現在中断している; 終了


したが臨床試験の報告書がまだ完成していない） 


o 終了（臨床試験の報告書が完成している） 
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 治験実施計画書に基づく治験実施施設が尐なくとも 1 ヶ所ある国/地域 


 臨床試験の略称 


 試験デザイン（非比較、比較、非盲検、単盲検、二重盲検、並行、交差比


較など。設けた治療割付群を記述する。） 


 治験薬及び比較対照薬の用法・用量 


 必要に応じて対象被験者群（年齢; 性別; 適応症; 特別な患者集団［例：腎


機能障害患者を対象にした臨床試験や治療抵抗性の患者を対象とした臨床


試験］） 


 臨床試験開始日（治験依頼者が定義したもの、例えば最初の患者の初回来


院日（first visit of first patient; FVFP）） 


 登録予定被験者数 


 各群の推定される累積使用被験者数（可能な範囲で）。非盲検試験又は終


了試験については登録被験者の実数、盲検試験については無作為化計画に


基づく推定数を提示する。 


  本ガイドラインの添付資料 B、表１に、この表の見出し例を示す。 


3.6 推定累積使用者数 


 DSUR の第 6.1 項と第 6.2 項に、臨床試験と販売後の累積使用者数をそれ


ぞれ記載する。 


 累積使用被験者数の推定は、重篤な有害事象（serious adverse events; 


SAE）の累積サマリーテーブルの解釈と総合安全性評価に役立つ。臨床試験


被験者数の推定の精度は、被験者登録の迅速性、治療割付群が盲検化で継続


中の治験の数など、いくつかの要因によって、限界がある。 


 データ表示の最適な方法はいくつかの要因に依存するため、DSUR におい


て推定被験者数を表示する際は、以下の一般的なポイントに注意すべきであ


る。 


 データは表形式で示す。 
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 用量、投与経路あるいは対象被験者群において治験間にかなりの差がある


場合、これらの差について表に注記する。別の表を使用してもよい。 


 SAE のサマリーテーブルを適応症別に提示する場合は、使用者数データも


可能な限り適応別に提示する。 


 治験薬と比較対照薬に無作為化された被験者間で、使用期間に大きな差が


ある場合、あるいは臨床試験間で使用期間に差異がある場合、被験者数の


データを被験者・時間（被験者・日、被験者・月又は被験者・年）で表す


と有用である。 


 健康なボランティアへの治験薬使用、特に単回使用の場合は、総合安全性


プロファイルにとって重要性は低い。このようなデータは、適切と考えら


れる場合、説明を付けて別途提示する。 


 治験が進行中の市販薬においては、例えばその薬剤が何年にも渡って販売


されている場合、あるいは多くの適応症がある場合、臨床試験における正


確な累積使用データを取得することは現実的でなく、有用ではないと思わ


れる。この場合、治験依頼者は説明を記載する。 


3.6.1 臨床開発計画中の累積使用被験者数 


 この項では、以下の情報を表形式で入れる（本ガイドラインの添付資料 B、


表 2-4 を参照）。 


 継続中の臨床試験及び終了した臨床試験からの累積被験者数; DIBD 以降に


治験薬、プラセボ、実薬対照を使用した被験者の数（注：治療割付が盲検


化されている場合、被験者数は無作為化計画に基づいて推定できる） 


 継続中の臨床試験及び終了した臨床試験からの治験薬を使用した累積被験


者数、可能な場合は臨床開発計画の年齢層、性別、人種別に分類。 


 特に重要な臨床試験の場合（例：第Ⅲ相ピボタル試験）、その臨床試験に


関する人口学的特性。 


 


 年齢層の具体的な分類は、対象被験者群と適応症に拠る。 
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 ここでは、上記のポイントに基づいて、治験依頼者が使用被験者数を推定


する際に用いた方法を選択した根拠、その方法の限界も説明する。 


 


3.6.2 市販後の使用経験に基づく使用患者数 


 治験薬が治験依頼者によって市販されている場合、最新の PSUR 又はそれ


以外の適切なデータに基づいて、市販の状況における累積使用患者数の推定


を、推定する際に用いた方法の説明と共に DSUR に記載する。 


3.7 ラインリスト及びサマリーテーブルのデータ 


 DSURの第7.1～7.3項に、以下を用いて重要な臨床安全性情報を提示する。 


 当該DSURの調査対象期間中に治験依頼者が報告を受けたSARのラインリ


スト 


 DIBD以降治験依頼者が報告を受けた重篤な有害事象の累積サマリーテー


ブル 


 因果関係の評価は、個々のまれな副作用（adverse drug reactions; ADRs）の評価


をする場合、及び緊急報告の要否を決定する場合に一般的に有用であるが、発生率


の群間の比較が可能な場合、個々の症例の因果関係の評価は、集計データの分析に


おいてあまり価値がない。したがって、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。 


ラインリストとサマリーテーブルには、盲検及び盲検解除の臨床試験データを入れ


る。盲検解除データは、終了した治験及び安全性上の理由（例：緊急報告）から盲


検解除された個々の症例から発生する場合がある。治験依頼者は、DSURを作成す


る目的のみでデータを盲検解除してはならない。 


治験依頼者の判断で、理解を深めるために有用である場合は、図を使って特定のデ


ータの特徴を示すことができる。 


 有害事象 /副作用のコード化にMedical Dictionary for Regulatory Activities 


（MedDRA）を使用する場合は、ラインリスト及びサマリーテーブルに基本語


（Preferred Term）レベルを提示する。 
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 一般に SAE の表には、症例を重篤と判断した根拠となった有害事象用語のみを提


示する。また、非重篤事象は含めない。 


ラインリストやサマリーテーブルから特定の有害事象を除外することは可能である


が、そのような除外症例がある場合は報告書中で説明する。例えば、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や、


有効性評価項目に相当する有害事象は除外することができる（例：全死因死亡が主


要有効性評価項目であるうっ血性心不全治療薬の臨床試験で報告された死亡又は抗


がん剤試験における疾患進行）。 


3.7.1 参照情報 


 この項では、コード化に使用した辞書の版について記載する。各国・地域の規制


要件で求められる等、該当する場合には、サマリーテーブルで予測性を特定する際


に使用した安全性参照情報の資料及びその版について記載する。 


3.7.2 調査対象期間中の重篤な副作用のラインリスト 


 この項では、ラインリストに入れるための症例を選択した基準を概説する。SAR


に基づく分析や結論は入れるべきでない。ラインリストを添付資料に入れる（本ガ


イドラインの添付資料 B、表５を参照）。 


ラインリストでは、調査対象期間中に治験依頼者の臨床試験から報告された（盲検


解除前及び解除後の）すべてのSARに関する重要な情報を提示する。データは、臨


床試験ごと、さらに器官別大分類（System Organ Class、SOC）ごとに提示する。 


 可能であれば、１例あたりに報告された SAR の数にかかわらず、ラインリストに


は各被験者につき１回だけ掲載する。複数の副作用が発現した被験者については、


すべての副作用を記載しなければならないが、治験依頼者の判断した最も重篤な副


作用（徴候、症状又は診断）の箇所にその症例を掲載する。同一被験者が異なる時


期に別々の SAR を発現することがある（例：同じ臨床試験中に数週間の間隔をあけ


て発現する）。このような場合、SAR は別々にリストに載せ、同一被験者が同じラ


インリストに複数回掲載される可能性がある。 


 ラインリストに以下の情報を入れる。 
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a） 試験識別番号及び該当する場合は EudraCT 番号11 


b） 試験における被験者の識別番号 


c） 治験依頼者の副作用症例参照番号 


d） 症例の発現国 


e） 被験者の年齢と性別 


f） 治療群、盲検解除されていない場合は「盲検」と記載する。 


g） 治験薬の用量と投与時期（さらに意味がある場合は剤型と投与経路） 


h） 最も重篤な副作用の発現日及び/又は発現までの時間 


i） 投与日数及び/又は投与の可能な範囲での推定期間 


j） 重篤な副作用；MedDRA を使用する場合は、基本語を提示する。 


k） 転帰（例：回復、死亡、軽快、後遺症、不明）。この欄には被験者の副作


用の転帰を記載する。複数の副作用がある場合は様々な転帰の最悪のものを


記載する。 


l） 必要な場合はコメントを記載する。（例：治験依頼者が報告者と意見を異


にする場合は因果関係の評価；直接的又は相互作用によって副作用の一因で


あることが疑わしい併用薬；被疑薬で治療した適応症；該当する場合は投与


中止/再投与の結果） 


本ガイドラインの添付資料 B、表５にラインリストの見出しの例を示す。 


3.7.3 重篤な有害事象の累積サマリーテーブル 


 この項では、DIBD から当該 DSUR のデータロックポイントまでに治験依頼者の


臨床試験で報告された SAE の累積サマリーテーブルを掲載した添付資料について説


明する。治験依頼者はデータの欠損があれば説明する（例：何年にも渡って販売さ


れている薬剤や、企業合併で取得された製品であるため臨床試験データが入手でき


ない）。サマリーテーブルは、治験薬及び臨床開発計画で使用された比較対照薬


（実薬対照、プラセボ、盲検化により治療内容不明）に対し、SOC ごとにまとめる。


臨床開発計画全体でデータを統合することができる。代わりに、有用で実際的な場


合は、治験実施計画書、適応症、投与経路又はそれ以外の分類別に SAE を提示して


もよい。 


                                            
11


 EudraCT 番号は、欧州経済地域で許可された臨床試験のみの識別番号である。 
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 ここにはSAEに基づく分析や結論を記載しない。 


 本ガイドラインの添付資料B、表６に例を示す。 


3.8 調査対象期間中に臨床試験で見られた重大な知見 


 この項では、適切であれば適応症別に情報を記載してもよい。以下の項目に該当


する情報があればそれを述べる。 


3.8.1 終了した臨床試験 


 この項では、調査対象期間中に終了した臨床試験から取得された臨床的に


重要な新しい有効性及び安全性の知見を簡潔に要約する。これらの情報は变


述してもよく、シノプシス様式を使用して提示してもよい12。すでに明らかに


なっている安全性の問題を裏付ける情報やこれに反論する情報、さらに新た


な安全性のシグナル*を示唆するエビデンスを記載する。 


3.8.2 継続中の臨床試験 


 治験依頼者が継続中の臨床試験で生じた臨床的に重要な情報を知った場合


（例：中間安全性解析や有害事象のある被験者の盲検解除の結果知り得た情


報）、ここにその問題を簡潔に要約する。すでに明らかになっている安全性


の問題を裏付ける情報やこれに反論する情報、さらに新たな安全性のシグナ


ルを示唆するエビデンスを記載する。 


3.8.3 長期追跡結果 


 該当する場合、ここには治験薬、特に先進的な治療薬（例：遺伝子治療用


薬、細胞治療用薬、組織工学製品）の臨床試験に参加した被験者の長期追跡


に由来する情報を提示する。臨床開発計画が終了し、長期追跡のみが DSUR


作成のデータ情報源としての継続中の活動である場合は、DSUR 中で情報が


記載されているのは本項のみということもありうる。 


                                            
12


 シノプシスの例は ICH E3 と CIOMS VII に提示されている。 
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3.8.4 治験薬の臨床試験以外での治療的使用 


 この項では、治験依頼者が実施した、特定の実施計画書に従った ICH E2D で報告


が定められている他のプログラム（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、特定の患者への使用、単一患者 IND、治療薬有償利用制


度）に由来する、臨床的に重要な安全性情報を記載する。 


3.8.5 複数成分が関わる治療法に関連する新たな安全性データ 


 DSUR の対象である治験薬が、配合剤の１成分又は多剤併用療法としても開発途


中である場合は、配合剤/併用療法の DSUR に由来する重要な安全性知見をこの項で


要約する。 


逆に、DSUR の対象が多剤併用療法又は配合剤である場合は、個々の成分に関する


臨床試験に由来する重要な安全性情報をこの項で要約する。 


 別の方法として、配合剤/併用療法に特異的な情報については、当該配合剤/併用療


法の個々の成分又は全成分に関する DSUR 中のそれぞれの該当する項に組み入れる


ことも可能である。 


 配合剤/併用療法の DSUR の作成については一般原則、第 2.5 項でガイダンスを示


している。 


3.9 非介入試験からの安全性知見 


 この項では、調査対象期間中に治験依頼者が入手した非介入試験*（例：観察試験、


疫学研究、登録制度*（registries）、積極的サーベイランスプログラム（active 


surveillance programmes））から明らかになった関連安全性情報を要約する。 


3.10 他の臨床試験からの安全性情報 


 この項では、調査対象期間中に治験依頼者が入手した他の臨床試験（例：無作為


化臨床試験の併合解析又はメタアナリシスの結果、共同開発者が提供する安全性情


報や治験責任医師が自ら実施する臨床試験からの安全性情報）からの関連安全性情


報を要約する。 
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3.11 市販後の使用経験に基づく安全性情報 


 治験薬がいずれかの国で販売承認を受けている場合は、調査対象期間中の市販経


験に由来する、治験依頼者が入手した重要な安全性情報、特に当該製品の製品情報、


治験薬概要書、説明同意文書の変更又は医薬品安全性監視計画の改訂につながった


知見を簡潔に要約する。これには、承認された使用に関する安全性知見だけではな


く、適応外使用、特殊な集団への投与（例：妊婦）、投与過誤、過量投与及び濫用


も含める。 


3.12 非臨床データ 


 調査対象期間中に継続中か終了した非臨床の in vivo 及び in vitro 試験（例：がん


原性試験、生殖試験、免疫毒性試験）に由来する主要な安全性情報を要約する。こ


の知見の影響を、安全性総合評価（本ガイドラインの第 3.18 項参照）で考察する。 


3.13 文献 


 この項では、調査対象期間中に治験依頼者が知り得た、科学文献に発表された、


あるいは未発表の原稿として入手した治験薬に関する新しい重大な安全性情報を要


約する。非臨床試験及び臨床試験に由来する情報、関連性があれば、同一系統の薬


剤に関する情報についても述べる。学会抄録として発表された新しい重大な安全性


情報はこれを要約し、可能であれば治験依頼者はその抄録の写しを１部添付する。 


3.14 他の DSUR 


 治験依頼者は、１つの治験薬に対して１つの DSUR を作成する。しかし、治験依


頼者が１つの治験薬に複数の DSUR を作成する場合（例：異なる適応症、臨床開発


計画、剤型の治験を行っている）、他の DSUR からの重大な知見が本報告書の他の


項に提示されていない場合、これを本項に要約する。 


 治験依頼者は、入手可能な場合、調査対象期間中に当該治験薬の臨床試験を実施


した別の治験依頼者から提供を受けた DSUR に記載されている重大な情報を本項に


要約する。 


  







 


25 
 


3.15 有効性の欠如 


 重篤な疾患又は生命を脅かす疾患の治療を目的とする治験薬では、有効性の欠如


又は他の既存の治療法と比較した有効性の欠如を示唆するデータ（例：急性冠動脈


症候群に対する新しい抗血小板薬の臨床試験で、心血管の有害事象が過度にあった）


は臨床試験の被験者に対する重大なリスクを示唆する可能性が考えられるので、そ


のデータを本項で要約する。 


3.16 特定の地域で必要となる情報 


 ここに記載する情報は、各国・地域の規制要件を遵守するために必要なものであ


り、DSUR の添付資料として提出することができる。治験依頼者は各国・地域の規


制要件を参照し、以下のどの項目が必要か、さらにそれらが対象とする臨床試験の


範囲を判断する。例えば、 


 重篤な副作用の累積サマリーテーブル 


 該当する場合、全 SAR の累積サマリーテーブルに、SAR の数を a） SOC、b） 


副作用用語、c） 投与群別に記載する。予測できない副作用用語を特定する。 


 調査対象期間中に死亡した被験者のリスト 


 臨床試験の参加中に死亡した被験者のリストには尐なくとも次の情報を入れる。


症例番号、割付群（まだ盲検解除前の場合もある）、各被験者の死因。死亡の検討


により明らかにされた安全性の問題を、DSUR の第 18 項で適宜取り上げる。 


 調査対象期間中に有害事象に関連して臨床試験から脱落した被験者の


リスト 


 このリストには、治験薬との関連の有無にかかわらず、調査対象期間中に有害事


象に関連して臨床試験から脱落した全ての被験者を記載する。この治験脱落例の検


討により明らかにされた安全性上の問題を DSUR の第 18 項で適宜取り上げる。 


 第Ⅰ相治験実施計画書の重大な変更 
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 米国連邦規則集に従い、以前に治験実施計画書の修正版として提出されていない


場合、調査対象期間中になされた第Ⅰ相治験実施計画書の重大な変更を本項に記述


する。 


 製造工程の重大な変更 


 調査対象期間中に実施された重大な製造工程又は微生物学的な変更を本項で要約


し、これらの変更によって生じる安全性の潜在的な問題があれば、DSUR の第 18 項


でそれについて考察する13。 


 翌年の治験計画概要 


 前年に提出されたものに代わる治験計画の概要を説明する。US IND 保持者は米


国連邦規則集を参照し対応すること14。 


 US IND に関する未解決問題の記録 


 治験依頼者が望む場合、US IND に関して治験依頼者が（米国規制当局からの）


回答、コメント、面談を希望する未解決問題についての記録を本項に入れてもよい。 


3.17 データロックポイント後に入手した情報 


 データロックポイント後の DSUR 作成中に入手した、重要な安全性の知見となり


得る情報を本項に提示する。臨床的に重大な新しい症例報告、重要な追跡データ、


臨床に影響を及ぼす毒性所見並びに治験依頼者、DMC 及び規制当局が安全性上の理


由で実施した措置がこれに含まれる。安全性総合評価（第 3.18 項参照）においても


この新しいデータを検討の対象とする。 


                                            
13 さらに US IND 保持者は、FDA Guidance for Industry: INDs for Phase 2 and Phase 3 Studies – 


Chemistry, Manufacturing and Controls Information, May 2003. を 参 照 の こ と 。
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm07
0567.pdf  


14  US Code of Federal Regulations 21 CFR 312.23（a）（3）（ iv） ; revised April 2009. 


http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/get-cfr.cgi  



http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm070567.pdf

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm070567.pdf

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/get-cfr.cgi
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3.18 安全性総合評価 


 安全性総合評価は、調査対象期間中に入手したすべての新しい臨床情報、非臨床


情報及び疫学情報を、これまでに知られていた当該治験薬の情報と比較した、簡潔


かつ包括的な評価である。この評価では、累積経験、当該DSURの調査対象期間中


に収集した新しい情報、販売が承認されている治験薬については臨床的に重要な市


販後データを検討しなければならない。当該DSURの先行する項で既に提示された


情報の要約や繰り返しではなく、これらの情報を解釈し、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。適切な場合は、疾


患領域、投与経路、剤型及び/又は適応症ごとに分けて評価を提示することができる。 


3.18.1 リスク評価 


 リスク評価では、新たに明らかになった安全性の問題に関するデータの解釈、こ


れまでに明らかになっている安全性の問題と比較した重要な新しい情報の提示が特


に重視される。以下を適宜考察する。 


 新たに特定された安全性の問題（有害事象や副作用の詳細な記述；関連す


る臨床検査値；危険因子；用量、投与期間、治療の時間経過との関係；可


逆性；副作用の予測又は予防に有用と考えられる因子） 


 既に特定されている副作用における重要な変化（例：頻度又は重症度の上


昇、転帰、リスクを有する特定の患者群） 


 新たに特定されたか、あるいは既に特定されている臨床的に重要な毒性等


の症状、徴候、臨床検査値。例えば 


o 肝毒性 


o QT間隔の延長及び綿密なQT/QTc試験結果などの心血管作用 


o 骨髄毒性 


o 肺毒性 


o 腎毒性 


o 中枢神経毒性 


o 免疫原性及び過敏症 


 有害事象の転帰としての死亡 


 異常検査値や臨床検査など、有害事象の理由による治験薬の投与中止 
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 薬物 – 薬物相互作用及びその他の相互作用 


 重大な非臨床的安全性知見 


 リスクに影響を及ぼす可能性がある製造上の問題 


 治験参加者を危険にさらす可能性がある有効性の欠如 


 特別な患者群に特異的な安全性の問題。例えば、高齢者、小児、肝障害又


は腎障害を有する患者及びそれ以外のリスクを有する患者群（代謝が遅い


又は速い患者など） 


 妊娠中又は授乳中の曝露と転帰 


 長期投与経験に由来する安全性知見 


 臨床的に重大な投与過誤のエビデンス 


 患者コンプライアンスの欠如のエビデンス 


 過量投与及びその治療の経験 


 薬剤の誤用及び濫用の発生 


 治験実施計画書に定められている手技（例：気管支鏡、生検、中心静脈カ


テーテルの挿入）に由来する、あるいは特定の試験の実施やデザイン（不


十分な被験者モニタリングスケジュール、積極的治療を行わない期間の長


期の設定）と関連する安全性の問題 


 同一系統の別の薬剤で特定された新しい重大な安全性の問題の潜在的影響 


3.18.2 ベネフィット－リスクの検討 


 この項では、累積安全性データから特定されたリスクと、予測される有効性/ベネ


フィット*のバランスについて簡潔に述べ、前回の DSUR からこのバランスに変化


があったか否かを述べる。本項では、治験薬の完全なベネフィット－リスク評価を


行う必要はない。 


3.19 重要なリスクの要約 


 この項では、重要な特定されたリスク及び潜在的リスク*（例：製品情報中の警告、


その他の注意事項又は禁忌につながるおそれのあるリスク）に関し、簡潔で累積的


な問題毎のリストを提示する。このようなリスクには、例えば、特定の分子構造や


薬剤系統に関連することがわかっている毒性、非臨床又は臨床データの蓄積に基づ
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いた懸念事項などがある。各リスクを毎年再評価し、現在の情報に基づいて適宜再


要約する。新しい情報はこれを明示する。どの程度の詳細な記述が適切かは、薬剤


開発の段階によって異なる。例えば、開発早期の薬剤の要約には個々の症例につい


ての情報を入れるが、開発後期の場合はより多くの情報や見解が得られるので、各


リスクについての情報はそれほど詳しくなくてもよい。 


 ここに示す情報は医薬品安全性監視計画の安全性検討事項（ICH E2E）の基礎に


なる。 


 十分検討され、解決されたリスクもサマリーに残し簡単に記述する。（例：後に


得られた臨床データで実証されなかった毒性試験や早期臨床試験での知見）。 


 ここでは情報を变述してもよく、表形式にしてもよい（本ガイドラインの添付資


料 C の両例を参照）。 


3.20 結論 


 前回の DSUR 以降に入手した情報が、これまでに知られた有効性と安全性に対し


てもたらした変化に言及しながら、簡潔に結論を述べる。結論では、臨床開発計画


で新たに生じた安全性上の問題に対処するために実施された又は実施することを予


定している措置について記述する。 


DSUR 添付資料 


DSUR には以下のような番号をつけた資料を添付する。 


1 治験薬概要書（各国・地域の規制要件で定められている場合） 


2 規制当局からの重要な要求の累積一覧表 


3 継続中の臨床試験及び終了した臨床試験の状況 


4 人口学的データの累積サマリーテーブル 


5 重篤な副作用のラインリスト 


6 重篤な有害事象の累積サマリーテーブル 


7 論文の抄録（必要に応じ） 


DSUR には次のような当該地域用添付資料を適宜つける（第 3.16 項参照） 


 重篤な副作用の累積サマリーテーブル 
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 調査対象期間中に死亡した被験者のリスト 


 調査対象期間中に試験を脱落した被験者のリスト 


 US IND に関する第Ⅰ相治験実施計画書の重大な変更 


 重大な製造工程の変更 


 US IND に関する翌年の治験計画概要 


 US IND に関する未解決問題の記録 


4． 本ガイドラインの添付資料 


添付資料 A：用語集 


添付資料 B：臨床試験データの表と見出しの例 


添付資料 C：重要なリスクの要約例 
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添付資料 A：用語集 


本作業部会は本ガイドライン中で、ICH 及び CIOMS などの他の団体がすでに定義した用語を使用している。一般的に、ICH 関連文書ですでに定義されてい


る用語については本用語集では省略するが、DSUR に特に重要な ICH 用語や、CIOMS や他の団体が定義した用語についてはこれを含める。 


 


項目 用語 定義出典 定義/解説 


1.  特に注目すべき有害


事象 


CIOMS VI に基づく 特に注目すべき有害事象（重篤か否かは問わない）とは、治験依頼者の製品又はプログラムに特


異的な科学的及び医学的問題点の１つであり、治験責任医師等がこれを継続的にモニターし、そ


の発現を治験依頼者に速やかに連絡することが適切であると考えられる事象をいう。これらの事


象については、その特徴づけと理解のために更なる調査が必要になる場合がある。また当該事象


の性質によっては、治験依頼者から他の関係者（規制当局など）への速やかな連絡を必要とする


ことも考えられる。 


2.  予測される有効性/ベ


ネフィット 


CIOMS VI における予


測されるリスクの定義


に基づく 


当該治験薬についてはまだ立証されていないが、同一系統の薬剤に関する情報や過去の臨床試験


や非臨床試験のデータに基づいて予測される有効性/ベネフィット。 


3.  臨床開発計画 ICH E2F 適応症や剤型に関わりなく、同一治験薬で行われているすべての臨床試験をいう。 


4.  終了した臨床試験 CIOMS VII 最終総括報告書がある臨床試験。注：DSUR においては、被験者登録は開始されているが最終総


括報告書のない臨床試験は継続中と見なされる（「継続中の臨床試験」の定義参照）。 


5.  データロックポイン


ト 


CIOMS VII DSUR に含めるデータの締切日と指定されている日付（月日）。開発国際誕生日（DIBD）に基


づく。 
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項目 用語 定義出典 定義/解説 


6.  データモニタリング


委員会（同義語：独


立データモニタリン


グ委員会、データ・


安全性モニタリング


委員会） 


ICH E6 臨床試験の進捗、安全性データ、重要な有効性評価項目を定期的に評価し、臨床試験の継続、変


更、中止を治験依頼者に助言するために、治験依頼者が設置できる独立した委員会。 


7.  開発国際誕生日 CIOMS Ⅶ いずれかの国において介入的臨床試験の実施が初めて認可（又は許可）された日。 


 


8.  特定されたリスク EU 医薬品規制


Volume 9A 規則 


 


 


 


対象となる医薬品との関連性を示す十分なエビデンスを伴う、好ましくない事象。 


 


特定されたリスクの例: 


 非臨床試験で十分に証明され、臨床データによって確認された副作用。 


 適切にデザインされた臨床試験又は疫学研究において認められた副作用のうち、注目すべき


パラメータに関して、比較対照群（プラセボ又は実薬対照）との差が大きいことから、因果


関係が示唆されるもの。 


 適切に記述された多数の自発報告によって示唆され、時間的関係及び生物学的根拠によって


因果関係が強く裏付けられる副作用（アナフィラキシー反応、適用部位反応など）。 


9.  重要な特定されたリ


スク； 


EU 医薬品規制 


Volume 9A 規則 


特定されたリスク又は潜在的なリスクのうち、当該製品のリスク－ベネフィットバランス又は公


衆衛生に影響を及ぼすおそれがあるリスク。 
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項目 用語 定義出典 定義/解説 


重要な潜在的リスク 


 


 


 


 


 


10.  介入臨床試験 CIOMS VII 介入臨床試験は、健康に関する転帰についての効果を評価するために、１つ又はそれ以上の治療


処置（例：予防治療、薬剤、手術、行動療法など）に前向きに参加者を割り当て実施する研究試


験である。 


11.  治験薬 


 


CIOMS VII 本ガイドラインでいう治験薬とは、臨床試験で使用されている、又は開発段階にある試験対象の


薬剤のみを意味する。注：この用語は、比較対照薬及びプラセボを含めた「治験薬剤


（investigational medicinal product）」よりさらに特異的である。 


12.  非介入試験 臨床試験に関する EU 


Directive 2001/20/EC 


薬剤が販売承認条件に準拠して通常の方法により処方される試験。特定の治療戦略に特定の患者


を割り付けることが治験実施計画書であらかじめ定められておらず、通常の医療が提供され、当


該試験に当該患者を組み入れる決定とは無関係に薬剤が処方される。被験者に対し、診断又はモ


ニタリングのための追加的な手続きが適用されることはなく、疫学的手法を用いて収集データが


解析される。 


13.  継続中の臨床試験 CIOMS VII 被験者登録が開始されているが、最終総括報告書が完成していない臨床試験。中断しているか、


解析が終了しているかにかかわらない。 


14.  潜在的リスク EU医薬品規制 


Volume 9A規則 


 


対象となる医薬品との関連性を示唆する何らかの根拠は存在するが、その関連性が確認されてい


ない好ましくない事象。 


潜在的なリスクの例： 
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項目 用語 定義出典 定義/解説 


  臨床試験で認められていないか解明されていない非臨床での安全性上の懸念 


 臨床試験又は疫学研究において認められた有害事象のうち、注目すべきパラメータに関して、


比較対照群（プラセボ、実薬対照又は無投与群）との差の大きさから因果関係が疑われるもの


の、その差が因果関係を示唆するほどではないもの 


 副作用自発報告制度を通じてもたらされたシグナル 


 同一系統の他の製品に関係することが知られている事象又は当該医薬品の特性から見て発現


が予想される事象 


15.  登録制度 ICH E2E 登録制度とは、同一の特性を呈する患者の一種のリストである。この特性には、疾患（疾患登録


制度）の場合と特定の曝露（薬剤使用登録制度）の場合がある。２つの登録制度は、関心対象で


ある患者データの種類が異なるに過ぎないが、標準化された質問票を用いて一連の情報を、前向


き研究の方式で収集することができる。 


解説：曝露（薬剤使用）の登録制度は、関心対象である薬剤に曝露した集団及び/又は特定集団に


ついて一定期間情報を収集する。標準化された質問票を用いて有害事象のデータを収集するため


に、患者をコホート試験に入れる。特にまれな転帰のシグナル拡大に有用である。 


16.  シグナル CIOMS VI 治療との因果関係が不明であるが、今後の探索やサーベイランスの継続が必要であると認められ


る事象の報告。 


17.  治験依頼者 ICH E6 （R1） 臨床試験の開始、管理、資金提供に責任を負う個人、会社、施設、組織 


18.  医師主導試験の治験 ICH E6 単独で、あるいは他者と共に、臨床試験を実施する者。この者の直接の指導の下で、治験薬が被
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項目 用語 定義出典 定義/解説 


依頼者 験者に投与、処方又は使用される。この用語は人のみに使用される（例えば会社や機関は含まれ


ない。）。医師主導試験の治験依頼者の責務には、治験依頼者と治験担当医師の両方の責務が含


まれる。 
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添付資料 B：臨床試験一覧表と見出しの例 


表 １： 継続中の臨床試験と終了した臨床試験の状況 


継続中の[治験薬名]試験の概要 


臨床試験 ID 


 


試験相 国 試験名 試験デザイン 用法・用量 対象被験者 FVFP† 登録予定被験者数 使用被験者数


‡ 


 


 


 


         


 


† FVFP = 最初の患者の初回来院日 


‡［日付］時点で臨床試験に組み込まれた患者総数及び無作為化割り付け計画に基づく 


 


本 DSUR 対象期間中に終了した［治験薬名］試験の概要 


臨床試験 ID 


 


試験相 国 試験名 試験デザイン 用法・用量 対象被験者 被験者数/投与群別使用被験者数


（男/女） 
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表２：推定累積使用被験者数 


終了した臨床試験の実際の使用データと、継続中の臨床試験の登録/無作為化計画に基づく推定累積使用被験者数 


 


治療群 被験者数 


治験薬  


比較対照薬  


プラセボ  


 


表３：終了した臨床試験において治験薬が投与された被験者の年齢別、性別、累積使用被験者数* 


 被験者数 


年齢層 男性 女性 計 


    


    


    


    


*［日付］時点で終了している試験のデータ
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表４：終了した臨床試験において治験薬が投与された被験者の人種別累積使用被験者数* 


 


人種 被験者数 


東洋人  


黒人  


白人  


その他  


不明  


計  


 *［日付］時点で終了している試験のデータ 
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表５：調査対象期間中の重篤な副作用ラインリストの見出し例 


調査対象期間中の重篤な副作用ラインリスト 


   


† 試験/施設/患者 


‡ 「主要」SAR のみ 


試験 ID 


EudraCT


番号 


症例 ID/ 


被験者番


号† 


国 


性 


年齢 


重篤な薬の


副作用


（SAR） 


転帰 発現日‡ 


発現までの時間


‡ 


被疑薬 １日用量 


投与経路 


剤型 


投与日 


投与期間 


コメント 


 


 


         


 -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
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表６：重篤な有害事象の累積表の例 


重篤な有害事象（SAE）の累積サマリーテーブル 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


器官別大分類 2009 年 12 月 31 日までの総数 


基本語 [治験薬名] 盲検解除


前 


実薬対照 プラセボ 


臨床検査 18 4 7 2 


アラニン・アミノトランスフェラーゼ増


加 


9 2 4 1 


アスパラギン酸アミノトランスフェラー


ゼ増加 


9 2 3 1 


神経系障害 2 2 4 7 


 失神 2 2 4 7 







 


41 
 


 


添付資料 C：重要なリスクの要約例 


 


 本添付資料では、仮想の製品について、2012 年から 2014 年までの３年間に作成さ


れた、重要なリスクの要約例を变述する。重要なリスクの要約は、变述形式（添付資


料 C1）又は表形式（添付資料 C2）で記載する。 


 


添付資料 C1：变述形式 


 


DSUR 2012 


 


19 重要なリスクの要約 


 


 新規リスク又は更新されたリスクにはアスタリスクを付記した。 


 


1.  腎毒性 


 薬剤 Z は、アミノグリコシドと類似した構造を有するパラアミノグリコシドであり、


安定した冠動脈疾患を有する患者の狭心症改善薬として現在開発中である。同一系統


の他の薬剤に腎毒性があることが知られており、また、本剤においてもラット


20mg/kg/日とウサギ 60mg/kg/日の用量でそれぞれ腎毒性のエビデンスがあった。 


 


 健康な被験者を対象とした第Ⅰ相試験で、最高用量（１日１回 100mg を７日間経口


投与）の Z を服用した 30 人の被験者中２人（6.7%）に、蛋白尿と関連した一過性の血


清クレアチニン増加が見られた。被験者 0127 では、クレアチニンがベースラインの


0.9mg/dL から７日目に 1.8mg/dL に増加し、被験者 0139 はベースライン 1.0mg/dL か


ら７日目に 1.9mg/dL に増加した。いずれの被験者も軽度の蛋白尿があった（dipstick


で 2+、24 時間蓄尿による尿蛋白量測定せず）。両被験者の尿検査は特に問題はなかっ


た（細胞は最尐、尿円柱なし）。21 日目までに、両被験者とも血清クレアチニンはベ
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ースラインに戻り、蛋白尿は消失した（詳細は 8.2 項及び 18.1 項参照）。100mg を１


日１回服用した他の健康な被験者 28 人、低用量を服用した 119 人の被験者（50mg 以


下、冠動脈疾患の 72 人を含む）には、蛋白尿又は重大なクレアチニン増加は見られな


かった。 


 


 最高用量の Z（１日１回 100mg）を服用した健康被験者のクレアチニン増加は、こ


の系統の薬剤に腎毒性があることが知られていることから、本剤との関連する可能性


が考えられた。したがって、第Ⅱ相試験では Z の最高用量を 50mg に減らすことに決


定した。さらに、被験者のモニタリングを強化し、現在、ベースライン、1、2、4、8、


16、24 週目に血清クレアチニン、eGFR、アルブミン/クレアチニン比、血中尿素窒素、


尿検査を実施している。ディップスティック法で蛋白尿が確認された被験者において


は 24 時間蓄尿による尿蛋白排泄量測定検査を行う。クレアチニンの増加が 0.5mg/dL、


上昇率が 30%、あるいは eGFR の減尐が 25%（３日間で２回）の被験者では治験薬の


投与を中止する。これに従って治験実施計画書、同意説明文書、治験薬概要書が改訂


された。 


 


2. 肝毒性 


 ラット試験 KR-102 で、最高用量群（60mg/kg/日）の 8 匹中２匹が小葉中心性壊死


を伴う肝障害を発現した。これより低い用量を与えたラットに肝毒性のエビデンスは


なく、60mg/kg/日の用量を投与したウサギに肝毒性のエビデンスは見られなかった。 


 


 102 試験において、薬剤 Z 50mg を１日１回経口服用した冠動脈疾患を有する被験者


１例（102-037）が、14 日目にアラニン・アミノトランスフェラーゼ（ALT）とアス


パラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）の中程度の増加（それぞれ正常上限値


の 2.7 倍と 2.3 倍）を発現したが、アルカリホスファターゼやビリルビンの増加は見ら


れなかった（詳細は 8.2 項及び 18.1 項参照）。Z の投与は 16 日目に中止され、トラン


スアミナーゼは 28 日目までに正常値に戻った。本被験者はアルコール摂取を否定し、


血清検査はすべて陰性であった。本被験者は試験に登録されるまで２年以上に渡って
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薬剤 X と Y を併用していた。どちらの薬剤もトランスアミナーゼの増加を引き起こし


た疑いはなかった。有害事象発現期間中も両薬剤の投与は継続されており、これらが


トランスアミナーゼ増加の原因となった可能性は非常に低かった。注目すべき点とし


て、被験者 102-037 の薬剤 Z の血中濃度（Cmax）が 50mg 投与群の平均値の約 8 倍


であることが判明し、Z の代謝が困難であったことが示唆された。この可能性はまだ調


査中である。第Ⅰ相プログラムで Z を投与されたその他の 148 人の被験者においては、


トランスアミナーゼの上昇は見られなかった。 


 


 ラットの知見と被験者 102-037 のトランスアミナーゼ上昇を鑑み、第Ⅱ相試験では


より頻繁なモニタリングが行われた。4 週目と 16 週目の評価を追加し、現在被験者は


ベースライン、1、2、4、8、16、24 週目に ALT、AST、ビリルビン、アルカリホス


ファターゼの検査が実施されている。これに従って治験実施計画書、同意説明文書、


治験薬概要書が改訂された。 


 


 


DSUR 2013 


 


19 重要なリスクの要約 


 


 新規リスク又は更新されたリスクにはアスタリスクを付記した。 


 


1.  腎毒性* 


 薬剤 Z は、アミノグリコシドと類似した構造を有する薬剤の１つパラアミノグリコ


シドであり、腎毒性があることが判明している。第Ⅰ相プログラムで１日１回 100mg


を経口服用した 30 人の健康被験者中２人（6.7%）が、軽度の蛋白尿（ディップスティ


ック法による）と関連した一過性の血清クレアチニン増加を発現し、それ以降の開発


において 100mg の用量が中止された。冠動脈疾患と安定性狭心症を有する患者に対す


る薬剤 Z の第Ⅱ相試験（201 試験）が終了し、50mg 群の 60 人中５人（8.3%）、
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25mg 群の 62 人中５人（8.1%）、10mg 群の 59 人中３人（5.1%）に、ベースライン


の 1.25 倍～1.5 倍のクレアチニン増加が観察され、これに対しプラセボ群では 61 人中


６人（10%）に認められた。これらの被験者全員に対し、（治験実施計画書に従って）


治験薬の投与を継続し、血清クレアチニンは２週間以内にベースライン値に戻った。


50mg 群の 60 人中１人（1.7%）、25mg 群の 62 人中 0 人、10mg 群の 59 人中１人


（1.7%）に、ベースラインの 1.5 倍を越えるクレアチニン増加が観察され、これに対


しプラセボ群は 61 人中２人（3.3%）であった。これらの被験者全員に対し、（治験実


施計画書に従って）治験薬の投与を中止し、血清クレアチニンは２週間以内にベース


ライン値に戻った。8.2 項及び 18.1 項で詳しく説明したように、クレアチニンの正常


値への「回復」（すなわちクレアチニンと時間の推移の傾き）は、治験薬の投与を継


続した被験者と中止した被験者で同じであり、これが特定の薬剤の影響でないことが


示唆された。注目すべきは、Z を投与しクレアチニン増加を発現した被験者の４人に３


人が利尿剤を併用していた。継続中の試験 202 と 204 で、ベースライン、1、2、4、


12、24、48 週目に血清クレアチニン、eGFR、血中尿素窒素、尿検査が引き続きモニ


ターされる。ディップスティック法で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。 


 


2. 肝毒性* 


 薬剤 Z は、ラットにおける最高用量（60mg/kg/日）で小葉中心性壊死を引き起こし


た（ただしこの用量でウサギに肝障害のエビデンスはなかった）。第Ⅰ相プログラム


で、149 人中１人（0.7%）が、14 日目に原因不明の正常上限値の約 2.5 倍の ALT と


AST 増加を発現し、投与を中止にて消失した。終了した第Ⅱ相 201 試験で、Z を投与


した２人の被験者（2/181、1.1%）のトランスアミナーゼが増加した（8.2 項参照）が、


いずれも軽度で一過性であり、また、プラセボ群の１人（1/61、1.6%）において、よ


り重度の増加が見られた。この情報に基づき、現在のモニタリング計画は適切と思わ


れ、治験実施計画書、治験薬概要書、同意説明文書の変更は行わなかった。トランス


アミナーゼが増加した１人（102-037）において Cmax が著しい高値を示したが、これ


はその後検査ミスと判断された。 
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3. 失神* 


 薬剤 Z は、軽度の一酸化窒素（NO）依存性の血管拡張薬と考えられており、これが


抗狭心症作用の一部を担っている可能性がある。この期間中、201 試験から２件の失神


（2/81、1.1%）が報告され、治験責任医師は薬剤 Z と因果関係があると判断した（被


験者 201-119、201-212）。被験者はそれぞれ 10mg と 25mg の Z を服用していた。両


者とも失神の素因があった（１人は明らかに重い脱水状態であり、１人は長期にわた


る失神の既往歴があった）が、本剤の作用機序から因果関係がある可能性が考えられ、


引き続き薬剤に関連する副作用として失神に注目していく。これらの有害事象の結果、


モニタリング計画は特に変更されなかった。 


 


 


DSUR 2014 


 


19 重要なリスクの要約 


 


 新規リスク又は更新されたリスクにはアスタリスクを付記した。 


 


1.  腎毒性* 


 薬剤 Z は、アミノグリコシドと類似した構造を有する薬剤の１つパラアミノグリコ


シドであり、腎毒性があることが判明している。第Ⅰ相試験において 100mg の用量で


は、健康被験者のクレアチニンと蛋白尿が増加したため、それ以降の開発から中止さ


れた。第Ⅱ相プログラムで、50mg 投与群、25mg 群、10mg 群の被験者のそれぞれ


7.8%、6.8%、5.8%に、ベースラインの 1.25～1.5 倍のクレアチニン増加が観察され、


これに対しプラセボ群は 6.3%であった。50mg 群、25mg 群、10mg 群の被験者のそれ


ぞれ 1.5%、0.5%、1.9%に、ベースラインの 1.5 倍を越えるクレアチニン増加が観察さ


れ、これに対しプラセボ群は 2.7%であった。8.2 項及び 18.1 項で記載したように、ク


レアチニン増加は、脱水と利尿剤の使用に関連すると思われる。さらに、クレアチニ
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ンがベースラインから 50%以上増加した何人かの被験者は、ベースライン値が異常に


低かった（<0.6mg/dL）。この臨床的意義は不明である。 


 


 継続中の第Ⅲ相試験（301）で、ベースライン、1、4、12、48 週目に血清クレアチ


ニン、eGFR、血中尿素窒素、尿検査がモニターされている。ディップスティック法で


3+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。 


 


2. 肝毒性* 


 薬剤 Z は、ラットの最高用量投与で小葉中心性壊死を引き起こした。第Ⅰ相とⅡ相


の試験で、ALT、AST、アルカリホスファターゼ、ビリルビンを頻繁にモニターし、


肝障害を示唆する異常値のパターンに一致するものは見られなかった。 


 


 継続中の第Ⅲ相試験（301）で、ベースライン、1、4、12、48 週目に、上記の肝障


害の検査が行われている。 


 


3. 失神* 


 薬剤 Z は、軽度の一酸化窒素（NO）依存性の血管拡張薬と考えられており、これが


抗狭心症作用の一部を担っている可能性がある。これまでの開発プログラムで、Z を投


与した被験者に 21 件の失神（21/632、3.3%）が報告されており、これに対してプラセ


ボ群は３件（1.4%）である。ほとんどが起立性か、硝酸塩や血管拡張薬の併用と関連


があった。第Ⅲ相プログラムで、被験者に血管拡張薬（硝酸塩、ジヒドロピリジン系


カルシウム拮抗薬など）を併用しないように注意し、起立性めまいについて一般的な


予防的注意を与える。治験実施計画書、同意説明文書、治験薬概要書を改訂してこの


リスクを含めた。 


 


4. 膵臓炎* 


 終了した第Ⅱ相試験と継続中の第Ⅲ相試験の被験者から、膵臓炎が３症例報告され


た（それぞれ 8.1 項と 8.2 項を参照）。それぞれの症例に膵臓炎の原因となり得るその
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他の理由があったが、今後も綿密な検査によって膵臓炎のエビデンスを慎重に探して


いく。第Ⅲ相試験（301）に登録された被験者は全員１週目と４週目にリパーゼとアミ


ラーゼの検査を受ける。 
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添付資料 C2: 表形式 


 


19 重要なリスクの要約 


 


 ここでは、薬剤 Z の臨床開発計画実施中に認められた、重要な特定されたリスクや


潜在的なリスクを要約する。現在、すべてが潜在的なリスクと見なされており、Z の投


与と関連する特定されたリスクとして考えられているものはない。 


 


 調査対象期間中に重要な潜在的リスクとして認められたもの 


• 腎毒性 


• 肝毒性 


• 失神 


• 膵臓炎 


 


 詳細を下記の表 X に記載する。 
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表 X 重要なリスクの要約 


 


新規リスク又は更新されたリスクにはアスタリスクを付記した。 


 


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。 


 


第Ⅱ相試験：ベースライン


の 1.25～1.5 倍のクレアチ


ニン増加が 50mg 投与群、


25mg 群、10mg 群の被験


者 の そ れ ぞ れ 7.8% 、


6.8% 、 5.8% に認められ


た。プラセボ群は 6.3%。 


 


ベースラインの 1.5 倍を越


えるクレアチニン増加が


50mg 群 、 25mg 群 、


10mg 群の被験者のそれぞ


第Ⅲ相試験（301）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両測


定検査を行う。 
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リスク 非臨床データ 臨床データ 措置 


れ 1.5%、0.5%、1.9%に、


観察され、これに対しプラ


セボ群は 2.7%であった。 


 


クレアチニン増加は、脱水


と利尿剤の使用に関連する


と思われる。さらに、クレ


アチニンがベースラインか


ら 50%以上増加した何人


かの被験者は、ベースライ


ン値が著しく低かった


（<0.6mg/dL）。この臨床


的意義は不明である。 


8.2 項及び 18.1 項参照。 


肝毒性* ラット試験 KR-102：最


高 用 量 群 （ 60mg/kg/


日）の８匹中２匹が小葉


中心性壊死を発現した。


これより低い用量ではラ


ットに肝毒性のエビデン


スはなかった。 


 


≦60mg/kg/日の用量で


ウサギに肝毒性は見られ


なかった。 


第Ⅰ相・Ⅱ相試験で、


ALT、AST、アルカリホ


スファターゼ、ビリルビン


を頻繁にモニターしたが、


肝障害を示唆する異常値の


パターンに一致する所見は


見られなかった。 


継 続 中 の 第 Ⅲ 相 試 験


（301）のルーチンなモ


ニタリング：ベースライ


ン、1、4、12、48 週目


に ALT、AST、アルカ


リホスファターゼ、ビリ


ルビンをモニターする。 


失神* 発表済みの試験：イヌモ


デルで、薬剤 Z は一酸


化窒素（NO）依存性の


これまでの開発プログラム


で、Z を投与した被験者に


21 件の失神（ 21/632 、


第Ⅲ相プログラムで、被


験者に血管拡張薬を併用


しないよう注意し、起立
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リスク 非臨床データ 臨床データ 措置 


血管拡張薬である。 3.3% ）が報告されてお


り、これに対してプラセボ


群は３件（ 1.4% ）であ


る。ほとんどが起立性か、


硝酸塩や血管拡張薬の併用


と関連があった。 


性めまいについて一般的


な予防的注意を与える。


治験実施計画書、同意説


明文書、治験薬概要書を


改訂してこのリスクを反


映させた。 


膵臓炎* 知見なし 


 


終了した第Ⅱ相試験と継続


中の第Ⅲ相試験の被験者か


ら、膵臓炎３症例が報告さ


れた。Z との因果関係は不


明。それぞれの症例に膵臓


炎の原因となり得るその他


の理由があった。 


第Ⅲ相試験（301）に登


録された被験者は全員１


週目と４週目にリパーゼ


とアミラーゼの検査を受


ける。 
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