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発行にあたって 
改正 GVP 省令及び改正 GPSP 省令が 2013 年 3 月に公布され、2014 年 10 月 1 日より施行されてい

る。本改正は、医薬品の製造販売業者において、医薬品の製造販売後のリスクを適切に管理するための

計画である「医薬品リスク管理計画」の策定及び実施の確実な履行の確保を図ることが目的である。併

せて、医薬品医療機器総合機構（PMDA）の WEB サイトでは、2013 年より医薬品リスク管理計画書

（RMP）の公開が始まり、2015 年 4 月 6 日現在、85 品目の RMP が公開されている 1)。 

医療機関でも RMP の利活用が始まっており、2014 年 12 月 15 日には、日本病院薬剤師会 医薬情

報委員会より「病院薬剤師業務への医薬品リスク管理計画の利活用について 2)」が発出され、RMP の利

活用の例が挙げられている。その一方で、RMP は医療現場では分かりにくい、使いづらいとの意見 2)

も挙げられ、RMP をわかりやすくまとめた「概要」を求める声も上がっており、施設での活用の事例も

報告されている 3）。 

EU では、透明性向上の目的で、EMA の WEB サイトでの RMP の概要の公開が 2014 年 3 月よりす

でに始まっている 4)。日本の RMP は、EU の RMP と比べると総ページ数が少ない一方で、概要が存在

せず、特に「安全性検討事項の一覧」が存在しないため、製品の安全性検討事項、安全性監視計画、リ

スク最小化計画全体像を一目で把握することができない。 

以上を踏まえて、医療従事者の RMP の理解を深めるとともに、利活用を推進するための一助として、

RMP 概要の作成と利活用に関して検討を行った。作成にあたっては、上述の RMP 利活用の提言を発出

した日本病院薬剤師会と事前に意見交換を行うとともに、本資料の内容についても事前に確認頂いてい

る。 

医療現場への RMP の認知向上と利活用推進に向けては、RMP 概要に加えて、幅広い視点での検討が

必要となろう。製薬会社の医薬情報担当者（MR）、学術担当者、安全性部門の担当者などが、医療従事

者に対して RMP を十分説明できるよう継続的な社内教育も重要である。また、医療現場の視点からす

ると、RMP 本体に加えて、RMP 概要、関連するリスク最小化のための情報提供物（i.e.患者向けの冊子

等）などが、ポータルサイトより一元的にアクセスできるような仕組みも望ましい姿の一つであろう。 

RMP 制度の実装自体はまだ始まったばかりであり、全ての製薬会社が RMP 作成を経験しているわ

けではない。まずは、本資料を参考に RMP 概要の実運用を開始し、これを契機として引き続き医療従

事者、規制当局などステークホルダーとの適切な RMP の実践とあるべき姿に向けた議論を深めていき

たい。また、実運用を通じて得られた意見を集約し、RMP 概要について更に利活用しやすいフォーマ

ットにするために、本資料についても適宜、見直しを図っていきたい。 

 
1) PMDA WEB サイト 医薬品リスク管理計画（RMP：Risk Management Plan）について  
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0002.html 
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html 
2) 一般社団法人 日本病院薬剤師会 医薬情報委員会 病院薬剤師業務への医薬品リスク管理計画の利活用について（2014 年 12 月 15 日）  
http://www.jshp.or.jp/cont/14/1215-3.pdf 
3)  古川裕之他, Clinical Research Professionals No.44 2014 年 10 月; 医療機関は、医薬品リスク管理計画（Risk Management Plan: RMP）にど

のように取り組むか？ 
4) EMA WEB サイト 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000360.jsp&mid=WC0b01ac058067a113 
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1. 目的 

本資料の目的は以下のとおりである。各社の責任において活用されたい。 

○ RMP をわかりやすくまとめた「RMP 概要」に関するフォーマットの標準化 

○ RMP 概要の利活用事例の共有（医療機関への情報提供 など） 

 

 

2. 作成要領、記載事例 

 

2.1. 記載要領 

○ RMP 概要の記載にあたっては、原則として RMP 本文（一部添付文書）から抜粋することとし、

齟齬のないよう作成すること。 

 
冒頭の記載に関する留意事項 

○ 冒頭の記載については、PMDA の WEB サイトに掲載される RMP 提出品目一覧（図 3）との齟

齬がないようにすること。 

○ 販売名、一般名、承認取得者名： RMP の表紙より抜粋する。 

○ 薬効分類名：添付文書に記載されている薬効分類名を記載する。 

○ 作成年月：PMDA への初回提出年月を記載する。 

○ 最終更新年月：変更した RMP を提出した場合は、最新の提出年月を記載する。初回提出時は空

欄とする。 

 
2.2. 提供時期 

○ RMP 概要の情報提供時期としては、変更の可能性を考慮すると、PMDA の WEB サイトへの

RMP が掲載された以降での提供が望ましい。 

 

  

 
2.3. 記載事例 

○ 次ページに RMP 概要の記載事例を示す。 

○ 本概要の根拠とした RMP は、製薬協で作成している「医薬品リスク管理計画（RMP）策定の手

引き」1)に掲載されている記載事例である。RMP 本文の作成にあたっては、関連法規に加えて、

下記手引きも参考とされたい。 

 
1) 医薬品リスク管理計画（RMP）策定の手引き -暫定版（平成 26 年 8 月改訂版）- 
http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/allotment/rmp.html 
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○○○○○○錠に係る 

医薬品リスク管理計画書（RMP）の概要 
 

販売名 ○○○○○○錠 一般名 ○○○○○○○○○○○○ 

承認取得者名 ○○○○○株式会社 薬効分類 ○○○○○○○○阻害剤 

作成年月 

（PMDA 初回提出年月） 

平成○年○月 最終更新年月 

(PMDA 最新提出年月） 

 平成○年○月 

 

1.1. 安全性検討事項    

【重要な特定されたリスク】  【重要な潜在的リスク】  【重要な不足情報】  

過敏症関連事象  悪性腫瘍  長期投与における安全性  

感染症  間質性肺炎  ………………  

高血圧  ………………  ………………  

消化管穿孔（適応症：●●）  ………………  ………………  

………………  ………………  ………………  

1.2. 有効性に関する検討事項    

長期投与における有効性  ○○患者における有効性  

 

↓上記に基づく安全性監視のための活動 

2. 医薬品安全性監視計画  

通常の医薬品安全性監視活動  

副作用、文献・学会情報及び外国措置報告

等の収集・確認・分析に基づく安全対策の検

討（及び実行） 

 

追加の医薬品安全性監視活動  

市販直後調査（適応症：△△）  

市販直後調査（適応症：●●）  

特定使用成績調査(長期観察)(適応症：△△)  

比較対照群を設定した特定使用成績調査

（ネステッド・ケースコントロール研究）（適応

症：●●） 

 

製造販売後臨床試験（継続投与試験）  

製造販売後臨床試験（○○試験）  

………………  

3. 有効性に関する調査･試験  

特定使用成績調査(長期観察)  

製造販売後臨床試験（継続投与試験）  

↓上記に基づくリスク最小化のための活動 

4. リスク最小化計画  

通常のリスク最小化活動  

添付文書の作成（改訂） 

患者向医薬品ガイド 

 

追加のリスク最小化活動  

市販直後調査（適応症：△△）  

市販直後調査（適応症：●●）  

医療従事者への情報提供（適正使用ガイド）  

患者への情報提供  

使用条件の設定  

投与患者の慎重な選定  

表示、容器、包装の工夫  

企業ホームページによる本剤の副作用発現

状況の公表 

 

………………  

  

詳細につきましては、RMP の本文をご参照下さい。 

最新の RMP は、PMDA WEB サイトにてご確認いただけます。 

http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html 

 

製薬協（日本製薬工業協会）PMS 部会 TF1 
RMP 概要テンプレート (2015 年 5 月版) 

http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html


 
○ 「重要な潜在的リスク」、「重要な不足情報」と比べて、「重要な特定されたリスク」の数が多い製

品では、必要に応じて、下記のようなレイアウト調整を行い、概要が 1 ページに収まるよう調整

することが望ましい。 

 

1. 1. 安全性検討事項    

【重要な特定されたリスク】  【重要な潜在的リスク】  

………………  ………………  ………………  

………………  ………………  ………………  

………………  ………………  ………………  

………………  ………………  ………………  

………………  ………………  ………………  

………………  ………………  【重要な不足情報】  

………………  ………………  ………………  

………………  ………………  ………………  

………………  ………………  ………………  

 

 

3. 任意記載項目 

RMP 概要のフォーマットは前述のとおりであるが、追加記載項目（任意）の例を以下に紹介する。各

社の状況に合わせて、記載・利活用を検討されたい。 

 

3.1. 調査、試験の概要の記載 

製造販売後調査等（使用成績調査、特定使用成績調査、製造販売後臨床試験）について、任意でその

骨子を記載することにより、調査等の目的とその根拠となる安全性検討事項の関連付けが明確になるこ

とが期待される。後述の審査報告書の記載（図 4-1、4-2）を参考とした記載事例は、以下のとおりであ

る。 

なお、調査、試験等が複数ある場合、概要が A4 サイズで 1 枚（両面）を超えることが想定されるた

め、概要の簡潔さと情報量のバランスを考慮する必要がある。 

 
（例） 特定使用成績調査(長期観察)の骨子 

目的 

2年以上の長期投与例における有害事象として、特に悪性腫瘍を重点調査項目に設定

し、発現率、好発時期を確認するとともに、長期投与による未知の副作用の発現状

況を把握する。また、感染症、過敏症関連事象、間質性肺炎についても重点調査項

目に設定し、各事象の発現率・重篤度、好発時期、及びリスク因子の特定を行う。 

調査方法 中央登録方式 

対象患者 ○○○の患者 

観察期間 3年間 

予定症例数 ●例 

重点調査項目 過敏症関連事象、感染症、悪性腫瘍、間質性肺炎 
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3.2. RMP 本文の目次機能 

電子媒体で提供する場合、RMP 本文の目次機能としての利活用もオプションとしてあげられる 1)。具

体的には、図 1 に示すように、RMP 本文の PDF ファイルの 1 枚目に本概要を追加し、本文のページ番

号を記載するとともに、本文の該当箇所へのリンクを追加することにより、PDF ファイル上での目次機

能として利活用できる。なお、医療従事者からのアクセスが可能となるよう、このような目次機能を付

加した電子ファイルを企業 WEB サイトに掲載することも情報提供の一つのオプションである。 

PDF ファイルの目次機能設定については、5.APPENDIX に詳細を記載したので、参照されたい。 

 

図 1 RMP 概要の PDF ファイルの目次機能としての活用 

 
1) 古川裕之他, Clinical Research Professionals No.44 2014 年 10 月; 医療機関は、医薬品リスク管理計画（Risk Management Plan: RMP）にど

のように取り組むか？ 

 

3.3. 追加のリスク最小化活動の情報資材へのリンク 

企業 WEB サイトにおいて副作用発現状況の公表や、リスク最小化のための情報提供資材等を提供し

ている場合、本概要に当該サイトへの外部リンクを設定し、最新情報へのアクセスを推進することもオ

プションとして考えられる（下記記載事例参照）。 

 

記載事例 1（RMP概要を電子媒体にて提供する場合） 

リスク最小化のための情報資材は、●●製薬 WEB サイト（LINK）にてご確認いただけます。 

 

記載事例 2（RMP概要紙媒体にて提供する場合） 

最新の副作用発現状況については下記にてご確認いただけます。 

●●製薬 WEB サイト：  http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

アクセス方法：「医療従事者向け」→「あなたは医療従事者ですか？」(「はい」をクリック)→・・・ 
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4. 利活用方法 

本 RMP 概要の利活用方法としては、医療従事者への情報提供が挙げられる。RMP 本文では、特に

「安全性検討事項の一覧」が存在しないため、本概要を利活用することにより、製品の安全性検討事項、

安全性監視計画、リスク最小化計画全体像を簡潔に紹介できると考えられる。 

ただし、職種（医師、看護師、薬剤師、その他医療従事者）、施設規模、診療科ごとに、RMP の認知・

理解度・ニーズが異なる可能性があるため、RMP に関する情報提供として本概要のみで十分かどうか、

注意深く検討する必要がある。例えば、「病院薬剤師業務への医薬品リスク管理計画の利活用について

1)」では、RMP 自体の利活用事例として以下の事項が報告されている。病院薬剤師への情報提供という

視点では、本 RMP 概要に加えて、RMP 本文やその関連情報資材、製造販売後調査等の計画等を併せて

提供することが重要と考えられる。 

① 新薬ヒアリング、適応追加ヒアリングで、リスク把握の情報源として利活用 

② 追加のリスク最小化活動として作成された「患者向け資材」を服薬指導に利活用 

③ 重要な特定されたリスクを患者モニタリングに利活用 

④ 副作用発現時の原因薬剤調査において、潜在リスクの情報を利活用 

⑤ 製造販売後臨床試験等の終了時期を利活用し、追加情報の入手計画を管理 

 
各社の情報提供ポリシーも踏まえて、「積極的な情報提供を行う」、「求めに応じた情報提供を行う」、

「企業 WEB サイトへ掲載し情報提供を行う」などの対応も併せて検討する必要がある。 

 
1) 一般社団法人 日本病院薬剤師会 医薬情報委員会 病院薬剤師業務への医薬品リスク管理計画の利活用について（2014 年 12 月 15 日）  
http://www.jshp.or.jp/cont/14/1215-3.pdf 
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5. APPENDIX 

5.1. 参考資料 

 RMP 概要のフォーマット作成にあたっては、下記を参考資料として既存の資料と大きく齟齬がない

よう作成した。 

 
 RMP の構成図 1) （図 2） 

 PMDA WEB サイト 1)の RMP 提出品目一覧（図 3） 

 一部製品の審査報告書（2）2)に記載されている RMP の概要（図 4-1、4-2） 

 医療機関（山口大学病院）で活用されている RMP 概要（図 5）3) 

 

 

図 2 RMP の構成図 1) 

 

 
図 3 RMP 提出品目一覧（PMDA WEB サイト）1) 

1) PMDA WEB サイト 医薬品リスク管理計画（RMP：Risk Management Plan）について  
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0002.html 
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html 
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図 4-1 カドサイラ点滴静注用 100mg、同点滴静注用 160mg 審査報告書 2) 

 
図 4-2 プレベナー13 水性懸濁注 審査報告書 2) 

2) PMDA WEB サイト 医療用医薬品の承認審査情報  
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/p-drugs/0020.html 
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図 5 医療機関（山口大学病院）で活用されている RMP 概要 3) 
3) 古川裕之他, Clinical Research Professionals No.44 2014 年 10 月; 医療機関は、医薬品リスク管理計画（Risk Management Plan: RMP）にど

のように取り組むか？ （事例を一部改編） 
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5.2. PDF ファイルによる目次機能の設定方法 

 RMP 概要を目次として、RMP の本文と結合した PDF ファイルの作成方法の一例を紹介する。各社

状況、システム環境に応じて活用いただきたい。 

 
下記の事例で使用しているプログラム 

☐ Microsoft word （下記の事例は、Professional Plus 2013） 

☐ Adobe Acrobat Standard 版  

 
準備が必要なファイル 

☐ RMP 概要（製薬協テンプレートを活用した WORD ファイル） 

☐ PMDA に提出する、WEB サイト公開用の医薬品リスク管理計画書（RMP）（PDF ファイル） 

 
RMP 概要と RMP 本文を結合した、目次機能付 RMP（PDF ファイル）のイメージ 

 
 
※青字下線部をクリックすると、RMP の本文の該当箇所へジャンプする。 

※ジャンプした後に、冒頭の RMP 概要（目次）に戻りやすくするために、PDF ファイルの「しおり」

を設定している。 
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2. RMP概要へのページ記入、
リンク付け箇所のフォント変更

PDFでリンク付けする予定の箇所（各リスク名

及び計画名）のフォントを青字・下線へ変更す
る。
※ページ番号ではありません。

該当内容が記載されているRMPのページを記

載してください。ツールバーの「レイアウト」を選
択し、数字の位置を「中央揃え（右）」にする。
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3. RMP概要のPDF化

① 「ファイル」を選択

② 「Adobe PDF として保存」
を選択

③ 「はい」を選択

4. PMDA公開版 RMPとの結合
① PDF化したJ-RMP概要を開き、ツール

バーにある「別のファイルからページを
挿入」を選択

② 総合機構公開版のファ
イルを選択して「開く」を選択
② 総合機構公開版のRMP
（※）を選択して「開く」を選択

③ 挿入場所は「後」を
選択してOKをクリック

③ 挿入場所は「後」を
選択してOKをクリック
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最後に下記の最終確認をする。 

☐ しおりは 11 項目設定されているか 

☐ しおりの各名称は RMP と同じか 

☐ PDF を開いた際にしおりがデフォルトで表示される設定となっているか 

☐ リンクが張られている項目は青字・下線となっているか 

☐ リンクが正しく張られているか、ジャンプした先に余分な余白はないか 
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