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「医療用医薬品添付文書」の届出マニュアル(平成 28年 3月版)の発行にあたって 

 

 

平成 26 年 11 月 25 日より施行された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律(医薬品医療機器法)により、医薬品の製造販売業者に対し添付

文書の届出及び公表が義務付けられました。医薬品評価委員会 PMS 部会タスクフォ

ース 2 では、医療用医薬品の添付文書の届出に対応するための『「医療用医薬品添付

文書」の届出マニュアル(平成 27 年 3 月版)』を平成 27 年 3 月に作成しました。 

この度、平成 27 年度に実施された PKW システムの改修等に対応した『「医療用医薬

品添付文書」の届出マニュアル(平成 28 年 3 月版)』を作成しました。 

 

会員各位におかれましては、医療用医薬品の添付文書及び「使用上の注意」を作成又

は改訂に関する既刊の手引き類と併せてご参照、ご活用いただければ幸甚に存じます。 

 

なお、本マニュアルは、一般的な対応を想定して作成したものですので、特殊事情が

ある場合の対応については、厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課、又は独立行政

法人医薬品医療機器総合機構安全第一部、安全第二部に個別にご相談ください。 

 

また、本マニュアルは平成 28 年 3 月 18 日時点の情報を反映しております。今後、発

出される関連通知により、内容に変更が生じることがありますので、ご留意願います。 

 

平成 28 年 3 月 

 

医薬品評価委員会 PMS 部会 

部会長 服部洋子 

 





「医療用医薬品添付文書」の届出マニュアル(平成 28年 3月版) 目次 

 

「医療用医薬品添付文書」の届出マニュアル(平成 28年 3月版)の発行にあたって 

 

Ⅰ．用語の定義  ………………………………………………………………………………………1 

Ⅱ．添付文書の届出制度 

1.対象となる医薬品の範囲 ………………………………………………………………………3 

2.届出が必要な事項  ……………………………………………………………………………5 

3.届出方法  ………………………………………………………………………………………9 

4.届出が必要な時期  ……………………………………………………………………………10 

5.届出した添付文書の公表  ……………………………………………………………………13 

6.届出手順 

6.1.新規承認時 

6.1.1.承認前に届け出る場合 …………………………………………………………………16 

6.1.2.承認後に届け出る場合  …………………………………………………………………20 

6.2.「届出が必要な添付文書等記載事項」の変更時 

6.2.1.緊急安全性情報・安全性速報に伴う変更時 …………………………………………24 

6.2.2.薬生安(緊急安全性情報・安全性速報以外の場合)改訂時  …………………………28 

6.2.3.自主改訂時 

1) 自主改訂(相談):「使用上の注意」及び「取扱い上の注意」の改訂時  ……………32 

2) 自主改訂(相談なし)①:一変承認に伴う「使用上の注意」及び「取扱い上の注意」の改訂時 …36 

3) 自主改訂(相談なし)②:誤字の修正等の軽微な変更 …………………………………………38 

7.届出上の留意事項  ……………………………………………………………………………40 

8.記録の作成と保存  ……………………………………………………………………………41 

9.その他 

9.1.「販売・授与等の禁止の特例」に関する留意事項  ……………………………………42 

9.2.「最新の論文その他により得られた知見に基づく添付文書」作成の考え方  ………45 

9.3.「取扱い上の注意」の改訂と情報提供   ………………………………………………46 

 

Ⅲ．関連通知 …………………………………………………………………………………………47 



 



 

1 

Ⅰ．用語の定義 

本マニュアルで使用する用語の定義 

用  語 定  義 出  典 

法 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律(医薬品医療機器法) 

昭和 35 年法律 

第 145 号 

施行規則 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律施行規則 

昭和 36 年厚生省令 

第 1 号 

告示 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律第 52 条の 2 第 1 項及び

第 63 条の 3 第 1 項の規定に基づき厚生労働大

臣が指定する医薬品及び医療機器 

厚生労働省告示 

320 号(H26.08.06) 

添付文書等 医薬品に添付する文書又はその容器若しくは

被包 

法第 52 条第 1 項 

添付文書等記載事

項 

用法及び用量、使用上及び取扱い上の注意、局

方その他の基準で定められた事項、厚生労働省

令で定める事項 

法第 52 条第 1 項 

届出事項 添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上

の必要な注意、名称 

施行規則 

第 216 条の 6 

PMDA 独立行政法人医薬品医療機器総合機構  

PMDA のホームペ

ージ 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホー

ムページ(http://www.pmda.go.jp/) 

 

SKW サイト PMDA 安全第一部が管理運営を行っている医

薬品製造販売業者向けのサイト 

(https://skw.info.pmda.go.jp/) 

 

PKW SKW サイトの医療用医薬品添付文書情報掲載

システム 

 

日薬連 DSU 部会 日本製薬団体連合会安全性委員会安全対策情

報部会 

 

PMDA 相談企業 届出事項の改訂を PMDA に事前相談した企業  

相談整理番号等共

有企業 

日薬連 DSU 部会から相談整理番号及び「使用

上の注意」等改訂案を連絡された企業 
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用  語 定  義 出  典 

変更の日 「変更後の添付文書等記載事項の情報提供を

開始する日」又は「変更後の添付文書等記載事

項を添付文書等に記載した製品の製造販売を

開始する日」のいずれか早い日 

添付文書等記載事項の届

出等に関する Q&A につ

いて(H26.09.01) A16 

製造販売を開始し

た日 

本マニュアルでは便宜的に「製造販売」を「出

荷判定」とした事例を記載するが、必ずしもこ

の限りではない。 

 

薬局医薬品 医療用医薬品(処方箋医薬品＋処方箋医薬品以

外の医療用医薬品)＋薬局製造販売医薬品(薬局

製剤)、体外診断用医薬品、承認不要医薬品 

法第 4 条第 5 項第 2 号 

自主改訂 自主改訂(相談) :PMDA に相談し了承を得た、

薬生安通知に拠らない「使用上の注意」改訂及

び「取扱い上の注意」改訂 

自主改訂(相談なし):PMDA 相談不要の届出対

象事項(名称変更、誤字修正等) 
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Ⅱ．添付文書の届出制度 

平成 25 年法律第 84 号「薬事法等の一部を改正する法律」が平成 25 年 11 月 27 日に改正後

の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」として公布され、

新たに添付文書届出制度(法第 52 条の 2)が法制化された。これにより「医薬品の製造販売業者

は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定

めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必要な注意そ

の他厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しよう

とするときも、同様とする。」こととなった。 

平成 26 年 7 月 30 日には、政令第 268 号「薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定め

る政令」が公布され、法の施行期日は、平成 26 年 11 月 25 日と定められるとともに、厚生労

働省令第 87 号「薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」

が公布され、施行規則が整備された。 

 

 

1.対象となる医薬品の範囲 

○厚生労働省告示第 320号 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35年法律第 145号)

第 52条の 2第 1項、第 63条の 3第 1項及び第 82条の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 52条の 2 第 1項及び第 63 条の 3 第 1 項の規定

に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器を次のように定める。 

 

平成 26年 8月 6日     厚生労働大臣 田村 憲久 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 52条の 2第 1項及び第

63条の 3第 1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第

52 条の 2 第 1 項及び第 63 条の 3第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医

療機器は、それぞれ次に掲げるものとする。 

一 薬局医薬品(次に掲げるものを除く。)  

イ 体外診断用医薬品 

ロ 法第十四条第一項の規定に基づき製造販売の承認を要しないものとして厚生労働大臣

の指定する医薬品  

ハ 薬局製造販売医薬品 

二 要指導医薬品   

三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成

17年政令第 91号)第 12条第 1項第 1号イ(1)に規定する特定高度管理医療機器  

附 則  
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(適用期日) 

第 1条 この告示は、薬事法等の一部を改正する法律(平成 25年法律第 84号。次条において「改

正法」という。)の施行の日(平成 26年 11月 25日)から適用する。  

 

(経過措置) 

第 2条 医薬品の製造販売業者又は改正法附則第 2条の規定により法第 23条の 2第 1項の許可

を受けたものとみなされた者に対するこの告示の適用の際現に存する医薬品又は医療機器につ

いての法第 52 条の 2 第 1項又は第 63条の 3第 1 項の規定の適用については、これらの規定中

「あらかじめ」とあるのは、「薬事法等の一部を改正する法律(平成 25年法律第 84号)の施行の

日から起算して 7日以内に」とする。 

 

 

【解説】 

◆販売区分から見た医薬品に関する添付文書届出の対象品目は下図のとおりである。 

 

◆平成 26 年 6 月 12 日の法一部施行により、劇薬及びスイッチ直後医薬品等が含まれる「要指

導医薬品」が新設された。 

 

◆平成 26 年 11 月 25 日の法施行以降での添付文書届出対象は、「医療用医薬品」及び「要指導

医薬品」である。なお、「体外診断用医薬品」、「承認不要医薬品」及び「薬局製造販売医薬品」

は届出対象外である。 

 

 

「薬事法改正についての説明会– 医薬品(添付文書、GVP関係等) –」 

(平成 26年 6月 30日他：日本製薬団体連合会安全性委員会主催) 深澤一郎発表資料ｐ24 
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2.届出が必要な事項 

○法(抜粋) 

(添付文書等記載事項の届出等) 

第 52条の 2 

医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらかじ

め、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取

扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければな

らない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

○施行規則(抜粋) 

(添付文書等届出事項) 

第 216条の 6 

法第 52条の 2第 1項の規定により、同条第 1項に規定する医薬品の製造販売業者は、当該医薬

品の添付文書等記載事項のうち、次に掲げるものを、書面又は電磁的方法により、厚生労働大

臣に届け出るものとする。 

一 当該医薬品の名称 

二 当該医薬品に係る使用及び取扱い上の必要な注意 

 

【解説】 

◆施行規則第 216 条の 6 に定める届出が必要な添付文書等記載事項は、「医療用医薬品添付文

書の記載要領」等で定められた項目のうち、以下の項目が該当する(添付文書等記載事項の届

出等に当たっての留意事項について(平成 26 年 9 月 1 日付 薬食安発 0901 第 01 号)参照)。 

＜届出が必要な添付文書記載項目＞ 

［ 医療用医薬品(ワクチンを除く) ］ 

法施行規則第 216条の 6の記載 添付文書記載項目 

名称 販売名 

使用及び取扱い上の必要な注意 警告 

禁忌(原則禁忌を含む) 

使用上の注意 

効能又は効果に関連する使用上の注意 

用法及び用量に関連する使用上の注意 

慎重投与 

重要な基本的注意 

相互作用 

副作用 

高齢者への投与 

妊婦、産婦、授乳婦等への投与 

小児等への投与 

臨床検査結果に及ぼす影響 

過量投与 

適用上の注意 

その他の注意 

取扱い上の注意 
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［ ワクチン ］ 

法施行規則第 216条の 6の記載 添付文書記載項目 

名称 販売名 

使用及び取扱い上の必要な注意 警告 

接種不適当者又は禁忌 

接種上の注意 

効能又は効果に関連する接種上の注意 

用法及び用量に関連する接種上の注意 

接種要注意者又は慎重投与 

重要な基本的注意 

相互作用 

副反応(副作用) 

高齢者への接種(投与) 

妊婦、産婦、授乳婦等への接種(投与) 

小児等への接種(投与) 

臨床検査結果に及ぼす影響 

過量接種(投与) 

接種時(適用上)の注意 

その他の注意 

取扱い上の注意 

 

 ◆届出対象となるのは以下のとおり。 

 新規承認時に添付文書を作成した場合 

 届出が必要な添付文書等記載事項を変更した場合 

• 緊急安全性情報・安全性速報に伴う変更 

• 薬生安(緊急安全性情報・安全性速報以外の場合)改訂  

• 自主改訂 

1) 自主改訂(相談):「使用上の注意」及び「取扱い上の注意」の改訂注) 

注)相談整理番号等共有企業の場合を含む。 

2) 自主改訂(相談なし)①:一変承認に伴う「使用上の注意」及び「取扱い上の注意」

の改訂 

3) 自主改訂(相談なし)②:日局の収載名の追加・変更に伴う販売名の変更注）、代替新

規申請による販売名の変更、誤字の修正等の軽微な変更 

注)日局の収載名は基準名であり販売名ではないため、基準名のみの追加・変更に

ついては届出対象項目ではないが、基準名の変更に伴って販売名も変更する

場合は、届出が必要である。 

 

◆SGML ファイルで、PKW が「届出対象項目」として扱っている項目については、最新の「医

薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書記載事項の届出) マニュアル編 ～別添資料

～」を参照。 
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○ PMDAへの事前相談について

◆「使用上の注意」又は「取扱い上の注意」等の届出が必要な添付文書等記載事項の改訂を行

おうとする場合には、原則として PMDA へ相談を申し入れる必要がある。ただし、以下の場

合は、PMDA への相談は不要である。(「添付文書等記載事項の届出及び公表に関する留意

点について(平成 26 年 10 月 31 日付 薬機安一発第 1031001 号、薬機安二発第 1031001 号）」

を参照)。

① 安全対策課長通知に基づく改訂又は自主改訂の場合であって、PMDA 相談企業と「相談

整理番号」を共有している場合

② 承認(承認事項一部変更承認を含む。)に伴う新規作成又は改訂の場合(PMDA の審査部門

と合意した添付文書(案)の記載から、届出事項の変更が無い場合に限る。)

③ 承認の承継に伴う新規作成の場合(承継元の添付文書から届出事項の変更が無い場合に

限る。)

④ 日本薬局方改正等による販売名変更による改訂の場合

⑤ 誤記の修正など内容の変更を伴わない改訂の場合
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◆届出の対象外の添付文書記載項目は、「医療用医薬品添付文書の記載要領」等で定められた項

目のうち、届出が必要な項目を除いた以下の項目が該当する。 

 

＜届出の対象外の添付文書記載項目＞ 

● 医療用医薬品(ワクチンを除く) ● ワクチン 

 作成又は改訂年月 

 日本標準商品分類番号等 1) 

 薬効分類名 

 規制区分 

 本文冒頭 2) 

 組成・性状 

 効能又は効果 

 用法及び用量 

 薬物動態 

 臨床成績 

 薬効薬理 

 有効成分に関する理化学的知見 

 承認条件 

 包装 

 主要文献及び文献請求先 

 投薬期間制限医薬品に関する情報 3) 

 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 

 保険給付上の注意 

 作成又は改訂年月 

 日本標準商品分類番号等 1) 

 薬効分類名 

 規制区分 

 本文冒頭 2) 

 製法の概要及び組成・性状 

 効能又は効果 

 用法及び用量 

 

 臨床成績 

 薬効薬理 

 

 承認条件 

 包装 

 主要文献及び文献請求先 

 

 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 

 保険給付上の注意 

1) 日本標準商品分類番号、承認番号、薬価基準収載年月、販売開始年月、再審査結果の公表年月、再評価結果の

公表年月、効能又は効果の追加承認年月、貯法等 

2) 平成 15 年 5 月 15 日厚生労働省医薬局長通知 医薬発第 0515005 号による 

3) 平成 20 年 3 月 19 日厚生労働省告示第 97 号(平成 18 年 3 月 6 日厚生労働省告示第 107 号一部改正)による 

 

◆新規承認時の届出において、「承認番号」、「薬価収載年月」、「販売開始年月」を記載せず届出

を行った場合で、その後にこれらの項目を追記した場合は、届出の対象外である。 

 

◆届出の対象外である項目(臨床成績、薬物動態等)を届出対象の記載事項と同時に改訂する場合

は、届出の対象とはならない項目の記載であっても、PMDA が不適切と判断した場合は、届

出が受理されないことがあることに留意する。 

 

◆届出の対象外の項目であっても承認事項(効能又は効果、用法及び用量等)については、一変承

認日以降製造販売を開始する製品には変更後の添付文書を封入する必要があることに留意す

る。 
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3.届出方法 

○法(抜粋) 

(添付文書等記載事項の届出等) 

第 52条の 2 

医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらかじ

め、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取

扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければなら

ない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

○施行規則(抜粋) 

(添付文書等届出事項) 

第 216条の 6 

法第 52条の 2第 1項の規定により、同条第 1項に規定する医薬品の製造販売業者は、当該医薬

品の添付文書等記載事項のうち、次に掲げるものを、書面又は電磁的方法により、厚生労働大

臣に届け出るものとする。 

一 当該医薬品の名称 

二 当該医薬品に係る使用及び取扱い上の必要な注意 

【解説】 

◆添付文書の届出先は PMDA である。その届出内容は届出対象事項だけでなく、添付文書全体

(写し)を提出する必要がある。 

 

◆医療用医薬品の届出は、原則、PMDA のホームページへの電磁的な方法で行う。具体的には

「SKW サイト」の PKWで行う。PKW での詳細な届出及び公表の方法は、SKW サイトに

掲載されている最新の「医薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書記載事項の届出) 

マニュアル編(https://skw.info.pmda.go.jp/iryo/kaisei_iryo_manual.html)」及び 

「添付文書届出に関するよくあるご質問(FAQ）

(https://skw.info.pmda.go.jp/yakuji/notification_faq.html)」を参照。 

 

◆PMDA と製造販売業者との手順については、本マニュアル「6.届出手順」を参照。 

 

「薬事法改正についての説明会– 医薬品(添付文書、GVP関係等) –」 

(平成 26年 6月 30日他：日本製薬団体連合会安全性委員会主催) 厚生労働省安全対策課副作用専門官発表資料ｐ14抜粋 

https://skw.info.pmda.go.jp/iryo/kaisei_iryo_manual.html
https://skw.info.pmda.go.jp/yakuji/notification_faq.html
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4.届出が必要な時期

○法(抜粋)

(添付文書等記載事項の届出等) 

第 52条の 2 

医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらかじ

め、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取

扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければなら

ない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

【解説】 

◆届出が必要な時期は、①製造販売開始前(新規承認時等)、②届出が必要な添付文書等記載事

項の変更時である。

◆届出に際しては、次のような理由から、余裕を持ち早めに行う。

• PMDA による確認には、通常 5 営業日程度を要する。

• 後発医薬品の薬価基準収載日前等、多くの届出が集中する時期には、PMDA による確認

に相当の時間を要することが見込まれる。

• PMDA による確認及び企業への修正依頼は、承認日前や薬生安通知日前から随時行われ

る。

◆PMDA 相談企業は、薬生安通知(緊急安全性情報・安全性速報以外)による改訂の場合、専門

協議の結果を受けた PMDA 改訂案と相談整理番号を入手した時点から届出が可能になる。相

談整理番号等共有企業は、日薬連経由で相談整理番号及び改訂案等の情報を入手後、届出が

可能になる。

◆薬生安通知発出前に十分な余裕を持って届け出ること(薬生安通知の発出日当日から、情報提

供を開始することが望ましい)。

◆PMDA 改訂案は、専門協議から通知発出までの間に変更になる可能性があり、その場合には、

届出内容を修正する必要があることに留意する。
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◆届出時期の目安を以下に示す。詳細は、本マニュアル「6. 届出手順」を参照。 

①製造販売開始前(新規承認時等) 届出時期(目安) 

• 承認後速やかに、情報提供開始又は製造販売開始

する場合 

PMDA との添付文書記載内容の合意

後(承認前)、承認番号等は空欄のまま

届出が可能※ 

• 薬価収載後に、情報提供開始又は製造販売開始す

る場合 

情報提供開始日又は製造販売開始日

のいずれか早い日の少なくとも 5 営

業日前までに、十分な余裕を持って 

②届出が必要な添付文書等記載事項の変更時 届出時期(目安) 

• 緊急安全性情報・安全性速報に伴う変更時 PMDA からの指示により直ちに 

• 薬生安(緊急安全性情報・安全性速報以外の場合)

改訂時 

改訂案入手後(情報提供開始前)  

• 自主改訂時 

1) 自主改訂(相談):「使用上の注意」及び「取扱い上

の注意」の改訂時 

2) 自主改訂(相談なし)①:一変承認に伴う「使用上

の注意」及び「取扱い上の注意」の改訂時 

3) 自主改訂(相談なし)②:名称変更、誤字の修正等

の軽微な変更 

変更の日(情報提供開始日又は製造販

売開始日のいずれか早い日)の少なく

とも 5 営業日前までに、十分な余裕

を持って 

※先発品については、部会後 1 週間以内に暫定コードの申込手続きを行えば、暫定コードが

付与され、部会後 2 週間を目処に PMDA から医薬品マスターに更新があった旨が一斉配信

されるので、その時点から届出が可能となる。後発品・代替新規等については、申込手続

きは必要とせず暫定コードが付与され、承認翌週の公開時を起点とし、約 2 週間を目処に

PMDA から医薬品マスターに更新があった旨が一斉配信されるので、その時点から届出が

可能となる。 
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◆届出が必要な添付文書等記載事項(詳細は、本マニュアル「2. 届出が必要な事項について」を

参照)を新規設定・変更した場合には、薬価収載の有無に関わらず、「変更後の添付文書等記

載事項の情報提供を開始する日」又は「変更後の添付文書等記載事項を添付文書等に記載し

た製品の製造販売を開始する日」のいずれか早い日(変更の日)までに、変更後の添付文書等記

載事項の届出が必要である。

◆製造販売開始に先行して、MR 等による添付文書等記載事項の情報提供を開始する場合につ

いては、PMDA による受理を確認してから、情報提供を開始することが望ましい。

◆届出後の PMDA の確認により修正依頼される場合があるので、受理後に改訂後の添付文書の

印刷や情報提供を開始することが望ましい。

「薬事法改正についての説明会– 医薬品(添付文書、GVP関係等) –」 

(平成26年6月30日他：日本製薬団体連合会安全性委員会主催) 厚生労働省安全対策課副作用専門官発表資料ｐ13抜粋 
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5.届出した添付文書の公表 

○法(抜粋) 

(添付文書等記載事項の届出等) 

第 52条の 2 

医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらかじ

め、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取

扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければなら

ない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 医薬品の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、直ちに、当該医薬品の添

付文書等記載事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって厚生労働省令で定めるものにより公表しなければならない。 

 

○施行規則(抜粋) 

(情報通信の技術を利用する方法) 

第 216条の 7 

法第 52 条の 2 第 2 項の厚生労働省令で定める情報通信の技術を利用する方法は、機構のホー

ムページを使用する方法とする。 

 

【解説】 

◆届出を PMDA のホームページへの電磁的な方法で行えば、公表の手続きも一括して行うこ

とができる。ただし、次の点に注意する。 

• 公表日は、承認前、承継前、薬生安通知発出前の日付を入力しないこと。 

• 未承認、薬生安通知未発出等により公表日が未定の場合は、承認、通知発出等前に公表さ

れることがないよう、公表日は空欄としておくこと。 

• 承認、薬生安通知内容等を確認後、公表日を設定すること。 

• 空欄で届け出た場合の公表日の設定は、届出受理又は修正依頼後に可能となる。公表日を

変更する場合も同様。 

• 公開予定日は、掲載処理を行った日の「6 ヵ月後の同日」までの範囲で設定可能である。 

例：2014/10/21 に登録した場合、公開設定範囲 2015/4/21 まで 

• 公表日を設定しないで届出した場合、未設定のまま 21日経過すると 7日おきに最大 3回、

公表予定日を設定するようシステムから督促のメールが届く 

例  登録日     2015/02/02 

1 回目督促メール 2015/02/24 5:00 頃(21 日経過 22 日目) 

2 回目督促メール 2015/03/03 5:00 頃(28 日経過 29 日目) 

3 回目督促メール 2015/03/10 5:00 頃(35 日経過 36 日目) 

• 添付文書掲載処理のみを行い「公表待ち」になっていない場合は、6 ヵ月経過すると自動

的に削除される。 

• 「公表待ち」になっていても公表日が未設定のまま 6 ヵ月経過すると公表日の設定ができ

なくなるので、「届出取下」後に再度掲載処理(再登録)を行う必要がある。 
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◆公表は、届出が受理された後、速やかに行う。ただし、届出日から実際の「変更の日」まで

に間がある場合には、「変更の日」に合わせて公表を行うことで差し支えない。 

 

◆包装・処方変更等に伴う「取扱い上の注意」の安定性にかかる情報の変更等の場合、当該製

品の流通開始日までに添付文書等記載事項を公表することで差し支えない。 

 

◆承認前に届出し、承認日に公表する場合には、承認番号は空欄で一旦公表し、承認番号を入

手次第速やかに更新する。承認番号や薬価収載年月の追記等であって、届出対象項目に変更

がない場合には届出ではない公表の手続きを行う。 

 

◆届出ではない公表の場合、設定した公表日に公表される。届出の場合は、PMDA による受理

又は企業の設定した公表日のいずれか遅い方に公表される。 

 

◆設定した公表日が当日の場合は、手続き後の定時に行うシステム的な処理後(概ね 1 時間毎)

に公表される。設定した公表日が翌日以降の場合は、公表日の早朝に公表される。 
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6.届出手順 

6.1.新規承認時 

6.1.1.承認前に届け出る場合 

製造販売業者 ＰＭＤＡ 

  

内容確認 

②暫定コードの入手 

受  付 

④受付連絡(ﾒｰﾙ)受信 

⑤受理連絡(ﾒｰﾙ)受信 

⑧PMDA HP 公表 
 暫定コード・承認番号追記版  

届出（公表日空欄） 

受付連絡 

修正依頼連絡 

受理連絡 

部 会 

分科会 

照会・対応 

提出 

① 確定添付文書 

③届出準備 
承認番号なし版 

添付文書情報作成 
（SGML、PDF） 
（SGML､ PDF ） 

修正依頼 

連絡(ﾒｰﾙ) 

受信 

⑦承認番号追記版作成 
（SGML、PDF） 
（SGML､PDF ） 

届出対象外 
(公表日設定・変更) 

承  認 

薬価収載 
 

販売開始 
 

⑨薬価収載版作成 
（SGML、PDF） 

 YJ コード  

 

届出対象外 
(公表日設定・変更) 情報提供開始 

⑩PMDA HP公表 
 YJ コード  

自動 

削除 

⑥PMDA HP 公表 
 暫定コード・承認番号なし版  

公表日設定・変更 

修正なし 
修正あり 

修正作業 

 

届出差替 
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【解説】 

◆承認により、新規に添付文書を作成する場合は、製造販売開始日(出荷判定日)までに届出の必

要がある。また、特に以下のような場合では、承認前に届出を行うことができる。 

• 承認後速やかに販売開始前に添付文書情報を医療関係者に情報提供する場合 

• 承認後速やかに製造販売を行う予定である場合(薬価収載対象外の医療用医薬品を含む) 

 

① 承認取得時の添付文書内容の確定 

• 部会審議・報告終了後、PMDA 審査部門との間で添付文書記載内容が合意されたものと

して承認取得時の添付文書内容(承認番号等以外)が確定する。 

② 暫定コードの入手 

• 承認後速やかに公表するためには、部会審議・報告終了後、1 週間以内(日薬連での受領期

限)に当該医薬品の暫定コード申請票と最新の添付文書(案)の PDF ファイルをメールに添

付して日薬連に提出する。 

• 日薬連での受領期限後 1 週間を目途に暫定コードが設定され、PMDA から医薬品マスタ

ーに更新があった旨が一斉配信される。 

• 部会品目、部会品目以外を含め早期の付番等を要する品目の場合には、個別対応として暫

定コード申請票と最新の添付文書(案)の PDF ファイルをメールに添付して直接、株式会社

医薬情報研究所に提出する。 

(詳細な手順は、「医薬品医療機器等法施行に伴う薬価基準収載前の品目の暫定コード付番

について(平成 26 年 10 月 28 日付 日薬連発第 641 号)」及び「医薬品医療機器等法施行に

伴う薬価基準収載前の品目の暫定コード付番について(追伸)」(平成 27 年 1 月 6 日付 日薬

連発第 8 号)を参照） 

③ 届出準備(添付文書作成作業)と届出 

• 承認番号なし版添付文書情報(SGML 及び PDF ファイル)を作成し、PMDA のホームペー

ジにアップロードする(届出)。 

(詳細な手順は、SKW サイトの「医薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書記載事

項の届出) マニュアル編」を参照) 

• 「相談整理番号」は「9999」とする。 

• 公表日は空欄としておくこと。 

• 届出が受理されるまでには、数日～1週間以上(通常 5営業日程度)かかることがあるので、

時間に余裕を持って届出を行う。 

④ 受付連絡(メール)受信 

• 届出が受け付けられると、即時「受付連絡」メールが「登録番号」とともに送信される。 

⑤ 受理連絡(メール)受信 

• PMDA による確認の結果、問題がなければ承認前でも届出が受理され、「受理連絡」メー

ルが送信される。 

• PMDA による確認の結果、問題がある場合は「修正依頼」メールが送信されるので、そ

の場合は PMDA 提出用データ(SGML 及び PDF ファイル)を適切に修正して「届出差替」

を行う。 
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• 修正依頼は、承認前でも連絡がある。なお、「届出差替」の際にも確認に要する時間は初

回と同様(5 営業日程度)である。

⑥ 承認番号なし版の PMDA ホームページ公表

• 「公表日変更」ボタンから公表日の設定・変更を行い、承認番号なし版を公表する。

(一旦公表しないと、⑦以降は届出対象となってしまうため。)

• 承認番号なし版公表後、速やかに⑦の手順を行うことが望ましい。

⑦ 承認番号追記版の作成

• 承認番号等を追記した SGML 及び PDF ファイルを作成し、PMDA のホームページにア 
ップロードする(届出対象外)。

 承認番号を追記したこの段階で、生産用添付文書の印刷が可能となる(事前届出

が受理されているため)。

 公表(プロモーション開始)が薬価収載前の場合、アップロードする添付文書は

「薬価基準未収載」とする。

⑧ 承認番号追記版の PMDA ホームページ公表

• PMDA のホームページでの公表
 公表日を設定・変更する場合は、「公表日変更」ボタンから行う。

⑨ 薬価収載版の作成(薬価収載)

• 薬価収載に伴い YJ コードが付与され、PMDA から医薬品マスターに更新があった旨が一
斉配信される。

• SGML 及び PDF ファイルを修正(YJ コード等を修正)し、PMDA のホームページにアッ
プロードする(届出対象外)。

(詳細な手順は、SKW サイトの「医薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書記載事

項の届出) マニュアル編」を参照)

注)暫定コードで添付文書を掲載した後、YJ コードに切り替える際には、重篤副作用疾患
別対応マニュアル、改訂指示、インタビューフォームへのリンクは引き継げないので再度

登録が必要(添付文書届出に関するよくあるご質問(FAQ)

(https://skw.info.pmda.go.jp/yakuji/notification_faq.html)を参照)。

⑩ 薬価収載版の PMDA ホームページ公表

• PMDA のホームページへの公表作業を行う。

• 「薬価収載年月」「販売年月」「保険給付上の注意」等の追記を行った場合は、届出は不

要である。

⑪ 届出後～薬価収載までに添付文書を改訂する場合

• 届出後～薬価収載までの期間に「使用上の注意」の改訂等届出が必要な添付文書等記載事

項を改訂する場合がある。改訂した場合は届出対象となるため、「使用上の注意」改訂時

の手順に従い届出を行う (この場合も、改訂前の添付文書が封入された製品は、「販売・

授与等の禁止の特例」の対象となる。特例対象の条件については本マニュアル「9.1.「販
売・授与等の禁止の特例」に関する留意事項」を参照) 。

https://skw.info.pmda.go.jp/yakuji/notification_faq.html
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6.1.2.承認後に届け出る場合 

製造販売業者 ＰＭＤＡ 

内容確認 

②暫定コードの入手

受  付 

④受付連絡(ﾒｰﾙ)受信

⑤受理連絡(ﾒｰﾙ)受信

受付連絡 

修正依頼連絡 

受理連絡 

① 確定添付文書

③届出準備
添付文書情報作成 
（SGML、PDF） 

修正依頼 

連絡(ﾒｰﾙ) 

受信 

届出対象外 
(公表日設定・変更) 

承  認 

薬価収載 

販売開始 

⑦薬価収載版作成
（SGML、PDF ）

YJ コード 

情報提供開始 

⑧PMDA HP 公表
YJ コード 

自動 

削除 

⑥PMDA HP 公表
暫定コード 

公表日設定・変更 

届出（公表日空欄） 

修正あり 

修正なし 

届出差替 
修正作業 
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【解説】 

◆承認により、新規に添付文書を作成する場合は、製造販売開始日(出荷判定日)までに届出の必

要がある。通常、以下の場合は、承認後に届出することとなる。

• 後発品

• 代替新規承認

① 承認取得時の添付文書内容の確定

• 承認時に添付文書内容、承認番号、承認条件等が確定する。

② 暫定コードの入手

• 通常、部会品目以外(後発品、代替新規等)は、申請手続きは不要である。承認翌週の公開

時を起点とし、約 2 週間を目途に暫定コードが設定され、PMDA から医薬品マスターに

更新があった旨が一斉配信される。

(詳細な手順は、「医薬品医療機器等法施行に伴う薬価基準収載前の品目の暫定コード付番

について(平成 26 年 10 月 28 日付 日薬連発第 641 号)」及び「医薬品医療機器等法施行に

伴う薬価基準収載前の品目の暫定コード付番について(追伸)」(平成 27 年 1 月 6 日付 日薬

連発第 8 号)を参照)

③ 届出準備(添付文書作成作業)と届出

• 添付文書情報(SGML 及び PDF ファイル)を作成し、PMDA のホームページにアップロー

ドする(届出)。

(詳細な手順は、SKW サイトの「医薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書記載事

項の届出) マニュアル編」を参照)

• 「相談整理番号」は「9999」とし、代替新規承認による場合は、備考欄に基となった医薬

品の名称(旧販売名)を記載する。

• 公表日は空欄としておくこと。

• 届出が受理されるまでには、数日～1週間以上(通常 5営業日程度)かかることがあるので、

時間に余裕を持って届出を行う。

④ 受付連絡(メール)受信

• 届出が受け付けられると、即時「受付連絡」メールが「登録番号」とともに送信される。 

⑤ 受理連絡(メール)受信

• PMDA による確認の結果、問題がなければ「受理連絡」メールが送信される。

• PMDA による確認の結果、問題がある場合は「修正依頼」メールが送信されるので、そ

の場合は PMDA 提出用データ(SGML 及び PDF ファイル)を適切に修正して「届出差替」

を行う。なお、「届出差替」の際にも確認に要する時間は初回と同様(5 営業日程度)である。
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⑥ 薬価未収載版の PMDA ホームページ公表

• 「公表日変更」ボタンから公表日の設定・変更を行い公表する。

• 公表(添付文書を用いた情報提供開始)が薬価収載前の場合、アップロードする添付文書

は「薬価基準未収載」とする。

⑦ 薬価収載版の作成(薬価収載)

• 薬価収載に伴い YJ コードが付与され、PMDA から医薬品マスターに更新があった旨が
一斉配信される。

• SGML 及び PDF ファイルを修正(YJ コード等を修正)し、PMDA のホームページにアッ
プロードする(届出対象外)。

(詳細な手順は、SKW サイトの「医薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書記載

事項の届出) マニュアル編」を参照)

⑧ 薬価収載版の PMDA のホームページへの公表

• PMDA のホームページへの公表作業を行う。

• 「薬価収載年月」「販売年月」「保険給付上の注意」等の追記を行った場合は、届出は不

要である。

⑨ 届出後～薬価収載までに添付文書を改訂する場合

• 届出後～薬価収載までの期間に「使用上の注意」の改訂等届出が必要な添付文書等記載

事項を改訂する場合がある。改訂した場合は届出対象となるため、「使用上の注意」改訂

時の手順に従い届出を行う (この場合も、改訂前の添付文書が封入された製品は、「販

売・授与等の禁止の特例」の対象となる。特例対象の条件については本マニュアル

「9.1.「販売・授与等の禁止の特例」に関する留意事項」を参照) 。
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6.2.「届出が必要な添付文書等記載事項」の変更時 

6.2.1.緊急安全性情報・安全性速報に伴う変更時 

製造販売業者 ＰＭＤＡ 厚生労働省 

   

   

内容確認 

⑥受付連絡(ﾒｰﾙ)受信 

⑦受理連絡(ﾒｰﾙ)受信 

届出 

受付連絡 

修正依頼連絡 

受理連絡 

面会相談日連絡 

提出 

①面会相談申込票作成 

修正依頼 
連絡(ﾒｰﾙ) 
受信 

面会相談申込票受理 

②面会相談準備 

③面会相談実施 

緊安・速報案件 

評価中のリスク等 
情報の公表 

専門協議 

⑤届出準備 
添文改訂作業 
(SGML、PDF) 

改訂内容確定 

④改訂内容連絡 
  ［相談整理番号］ 

受  付 
 

緊安・速報通知 

薬生安通知 

通知 

⑧通知受領 

⑨情報提供開始 ⑩PMDA HP 公表 

厚生労働省、 
PMDA による 
措置案検討 

通知当日 

※対応内容・順序は、必ずしもこのとおりではない。 

使用上の注意改訂日(変更の日) 

公表日設定 

修正 
なし 

修正 
あり 

修正作業 

 

届出差替 
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【解説】 

緊急安全性情報・安全性速報の場合は、至急対応が必要であり、並行して諸作業

を進めるため、対応内容・順序は、必ずしも以下のとおりではない。 

 

① 「相談申込票(医薬品の添付文書改訂等)」の作成と提出 

• 「使用上の注意」又は「取扱い上の注意」の改訂案を作成し、PMDA に「相談申込票(医薬品

の添付文書改訂等)」を FAX(03-3506-9441)又はメール(anzen2-menkai@pmda.go.jp)にて提出

する。 

http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0006.html 

② 面会相談準備 

• 「面会相談を行う際の必要な資料について」(「医薬品の添付文書改訂業務に至る標準的

な作業の流れについて(平成 26 年 11 月 25 日付 安全対策課事務連絡)」の別紙

http://www.pmda.go.jp/files/000144200.pdf)を参考に、面会時に提示できる資料を準備す

る。 

③ 面会相談実施 

• 状況に応じ、厚生労働省、PMDA との面会相談を行う。 

④ 改訂内容連絡 

• 厚生労働省、PMDA より相談企業に改訂内容が連絡される。 

• 相談企業は新旧対照表(通知と関連する自主改訂部分*を含む)を PMDA に送付する。その

後 PMDA より、相談企業並びに日薬連に相談整理番号が連絡される。 

• 記載番号、頻度情報、他の項参照情報等を指す。 

• 後発企業等の相談整理番号等共有企業へは日薬連 DSU 部会より、改訂内容及び相談整理

番号が連絡される。当該連絡は「DSU 医薬品名ファイル」に登録されている製品が対象

となる。 

• 相談整理番号は、届出時に必要であるため、保存しておく。 

⑤ 届出準備(添付文書改訂作業)と届出 

• 社内手順に従って改訂添付文書及びPMDA提出用データ(SGML及びPDFファイル)を作

成する。 

• PMDA から相談整理番号を入手したら速やかに、情報提供開始前に PMDA のホームペー

ジにアップロードする(届出)。公表予定日は通知発出予定日に設定する。 

(詳細な手順は、SKW サイトの最新の「医薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書

記載事項の届出) マニュアル編」を参照) 

⑥ 受付連絡(メール)受信 

• 届出が受け付けられると、即時「受付連絡」メールが「登録番号」とともに送信される。 

• 速やかに受理されるよう、PMDA 安全第二部(当該改訂案件の担当者)に届出した旨を連絡

する。 

• 厚生労働省、PMDA の指示に従い情報提供の準備を開始する。なお、PMDA による届出

事項確認時に不備等が発見された場合は、修正等が必要となるため、受理連絡受領後に改

訂添付文書の印刷を開始することが望ましい。 

http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0006.html
http://www.pmda.go.jp/files/000144200.pdf
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⑦ 受理連絡(メール)受信 

• PMDA による確認の結果、問題がなければ「受理連絡」メールが送信される。 

• PMDA による確認の結果、問題がある場合は理由を付して「修正依頼」メールが送信さ

れるので、その場合はPMDA提出用データ(SGML及びPDFファイル)を適切に修正して

「届出差替」を行う。 

• 緊急安全性情報・安全性速報の場合は原則受付当日に受理される。 

⑧ 緊安・速報通知、薬生安通知受領 

⑨ 情報提供開始、⑩PMDAのホームページ公表 

• 厚生労働省、PMDA と相談して決定したスケジュールに則って情報提供を開始する。通

知発出前から、情報提供開始の準備を進めておくこと。 

• PMDA 受理後、PMDA のホームページにて通知発出日に公表される。 

• 届出後、緊急安全性情報・安全性速報及び改訂添付文書情報＊を速やか(原則として緊急安

全性情報・安全性速報に係わる薬生安通知受理後、3 日以内、遅くとも 1 週間以内)に自社

等のホームページ(特定の利用者のみ対象としたものではない場所)に掲載する。  

＊ 改訂した添付文書又はその見本(電子媒体を含む。) 
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6.2.2.薬生安(緊急安全性情報・安全性速報以外の場合)改訂時 

製造販売業者 ＰＭＤＡ 

  

内容確認 

⑥受付連絡(ﾒｰﾙ)受信 

⑦受理連絡(ﾒｰﾙ)受信 

届出（公表日空欄が望ましい） 

受付連絡 

修正依頼連絡 

受理連絡 

面会相談日連絡 

提出 
①相談申込票作成 

修正依頼 
連絡(ﾒｰﾙ)
受信 

厚生労働省 

相談申込票受理 

②面会相談準備 

③面会相談実施 

薬生安案件 

評価中のリスク等情報の公表 

専門協議 

改訂内容確定 

受  付 
 

薬生安 
通知 

⑧薬生安通知受領 

⑨情報提供開始 ⑩PMDA HP 公表 

使用上の注意改訂日(変更の日) 

⑤届出準備 
添文改訂作業 
(SGML、PDF) 

相談整理番号発番 

5営業日程度 

2週間＋2営業日 

１週間 

 

公表日設定 

新旧対照表整備 ④改訂内容連絡 

送付 

連絡 

↑相談整理番号等共有企業には、 
改訂内容と共に日薬連経由 

修正 
なし 

修正 
あり 

修正作業 

 

届出差替 
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【解説】 

① 「相談申込票(医薬品の添付文書改訂等)」の作成と提出 

• 「使用上の注意」又は「取扱い上の注意」改訂案を作成し、PMDA に「相談申込票(医薬

品の添付文書改訂等)」を FAX(03-3506-9441)又はメール(anzen2-menkai@pmda.go.jp)

にて提出する。 

 http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0006.html 

② 面会相談準備 

• 「面会相談を行う際の必要な資料について」(「医薬品の添付文書改訂業務に至る標準的

な作業の流れについて(平成 26 年 11 月 25 日付 安全対策課事務連絡)」の別紙

http://www.pmda.go.jp/files/000144200.pdf)を参考に、面会時に提示できる資料を準備す

る。 

③ 面会相談実施 

• PMDA からの指示に基づき、必要に応じ面会相談を行う。PMDA 内での検討により、薬

生安指示相当と判断され、専門協議の約 1 週間前に「評価中のリスク等の情報について」

が公表される。 

④ 改訂内容連絡 

• 専門協議で文言が確定されると、PMDA より相談企業に PMDA 改訂案が連絡される。

PMDA 改訂案は通知発出までの間に変更になる可能性がある。その場合、届出内容を修

正する必要があることに留意すること。 

• 相談企業は新旧対照表(通知と関連する自主改訂部分*を含む)を PMDA に送付する。その

後 PMDA より、相談企業並びに日薬連に相談整理番号が連絡される。 

＊記載番号、頻度情報、他の項参照情報等を指す。 

• 後発企業等の相談整理番号等共有企業へは日薬連 DSU 部会より、改訂内容及び相談整理

番号が連絡される。当該連絡は「DSU 医薬品名ファイル」に登録されている製品が対象

となる。 

• 相談整理番号は、届出時に必要であるため、保存しておく。 

⑤ 届出準備(添付文書改訂作業等)と届出 

• 社内手順に従って改訂添付文書及びPMDA提出用データ(SGML及びPDFファイル)を作

成する。 

• 相談整理番号を知った時点からPMDAのホームページへのアップロードが可能になる(届

出)。この際、公表日欄は空欄としておき、受理後に薬生安通知内容を確認し、情報提供

日を公表日として登録することが望ましい。 

(詳細な手順は、SKW サイトの最新の「医薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書

記載事項の届出) マニュアル編」を参照) 

• 届出が受理されるまでには、数日～1週間以上(通常 5営業日程度)かかることがあるので、

時間に余裕を持って届出を行う。 

 

http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0006.html
http://www.pmda.go.jp/files/000144200.pdf
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⑥ 受付連絡(メール)受信 

• 届出が受け付けられると、即時「受付連絡」メールが「登録番号」とともに送信される。 

• 届出の対象外である事項(臨床成績、薬物動態等)を届出対象の事項と同時に改訂する場合

は、届出の対象とはならない事項の記載であっても、PMDA が不適切と判断した場合は、

届出が受理されないので注意すること。 

• 通知発出 3 日(営業日)前頃、日薬連 DSU 部会より最終通知案が関係企業に連絡されるた

め、内容を確認し、PMDA 改訂案から変更があった場合、「届出取下」を行い、再度「⑤

届出準備(添付文書改訂作業等)と届出」から手続きし直す。 

⑦ 受理連絡(メール)受信 

• PMDA による確認の結果、問題がなければ薬生安発出前に届出が受理され、「受理連絡」

メールが送信される。 

• PMDA による確認の結果、問題がある場合は理由を付して「修正依頼」メールが送信さ

れるので、その場合は PMDA 提出用データ(SGML 及び PDF ファイル)を適切に修正して

「届出差替」を行う。なお、「届出差替」の際にも確認に要する時間は初回と同様(5 営業

日程度)である。 

⑧ 薬生安通知受領 

⑨ 情報提供開始、⑩PMDAのホームページ公表 

• 社内で決定したスケジュールに則って情報提供を開始する。なお、原則として薬生安通知

発出及び届出の受理を確認後に情報提供を開始する。 

• 改訂内容のお知らせ文書を作成した場合は、原則として薬生安通知発出及び届出の受理を

確認後に自社等のホームページに掲載する。 

• 改訂内容は「医薬品安全対策情報」(DSU)に掲載される。 

• PMDA 受理後、公表が可能となる。 

• 公表日を設定・変更する場合は、「公表日変更」ボタンから行う。 

• PMDA への届出後、薬生安通知受領後であれば、受理連絡受信前に情報提供を開始する

ことは可能である。ただし、PMDA による確認時に不備等が発見された場合は、修正等

が必要となるため、受理連絡受信後に改訂添付文書の印刷や情報提供を開始することが望

ましい。 

• 「改訂添付文書情報」＊等を自社等のホームページに、薬生安通知受理後原則として 2 週

間以内に掲載する。 

＊改訂した添付文書又はその見本(電子媒体を含む。) 

 

○ 平成 26 年 11 月 25 日以降、薬生安通知による「使用上の注意」等改訂では「使用上の注意」

等変更届の提出は不要 

• 「添付文書等記載事項の届出等に当たっての留意事項について(平成 26 年 9 月 1 日付 薬

食安発 0901 第 01 号)」の適用に伴い、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構設立を踏ま

えた医薬品の添付文書中の『使用上の注意』の改訂及びその情報提供について(平成 16 年

4 月 1 日付 薬食安発 0401001 号)」は廃止された。 
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6.2.3.自主改訂時 

1) 自主改訂(相談):「使用上の注意」及び「取扱い上の注意」の改訂時 

製造販売業者 ＰＭＤＡ 

  

注) 「変更後の添付文書等記載事項を添付文書等に記載した製品の製造販売を開始する日」のほうが早い場合は、

その日が変更の日となる。

⑦受付連絡(ﾒｰﾙ)受信 

⑧受理連絡(ﾒｰﾙ)受信 

受付連絡 

修正依頼連絡 

受理連絡 

面会相談日連絡 

提出 
①相談申込票作成 

修正依頼 
連絡(ﾒｰﾙ)
受信 

相談申込票受理 

②面会相談準備 

③面会相談実施 

自主改訂案件 

改訂内容確定 

受  付 
 

⑨情報提供開始 ⑩PMDA HP 公表 

使用上の注意改訂日(変更の日)注) 

⑥届出準備 
添文改訂作業 
(SGML、PDF) 

相談整理番号発番 

公表日設定 

最終改訂案作成 ④改訂内容連絡 

提出 

連絡 

←相談整理番号等共有企業には、 

改訂内容と相談整理番号は日薬連経由 

修正なし 

修正あり 

日薬連
DSU部会 

内容確認 

連絡 

連絡 

⑤相談整理番号等共有 

届出 

修正作業 

 

届出差替 
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【解説】 
 

① 「相談申込票(医薬品の添付文書改訂等)」の作成と提出 

• 「使用上の注意」及び「取扱い上の注意」の改訂案を作成し、PMDA に「相談申込票(医

薬品の添付文書改訂等)」を FAX(03-3506-9441)又はメール(anzen2-menkai@pmda.go.jp)

にて提出する。 

http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0006.html 

② 面会相談準備 

• 「面会相談を行う際の必要な資料について」(「医薬品の添付文書改訂業務に至る標準的

な作業の流れについて(平成 26 年 11 月 25 日付 安全対策課事務連絡)」の別紙

http://www.pmda.go.jp/files/000144200.pdf)を参考に、面会時に提示できる資料を準備す

る。 

③ 面会相談実施 

• PMDA からの指示に基づき、必要に応じ面会相談を行う。 

④ 改訂内容連絡 

• PMDAより改訂内容合意の連絡を受領したら、最終改訂案をPMDAへメールで提出する。

企業からのメールに対して、相談整理番号が連絡される。 

• 未反映の改訂内容が残っている場合は、新たな相談整理番号に統合するので PMDA に相

談が必要である。 

• 相談整理番号は、届出時に必要であるため、保存しておく。 

⑤ 相談整理番号等共有 

• PMDA 相談企業は、改訂する時期に日薬連 DSU 部会へ改訂内容(新旧対照表)、相談整理

番号等を連絡する。また、必要に応じ改訂内容を掲載依頼する。掲載しない場合でも、相

談整理番号等共有企業への連絡のため、日薬連 DSU 部会への連絡は必要である。 

• 後発企業等の相談整理番号等共有企業へは日薬連 DSU 部会より、改訂内容及び相談整理

番号等が連絡される。当該連絡は「DSU 医薬品名ファイル」に登録されている製品が対

象となる。 

(詳細な手順は、「添付文書届出制に伴う「使用上の注意」等改訂の DSU(医薬品安全対策

情報)掲載について(平成 26 年 11 月 11 日付 日薬連発第 680 号)」を参照) 

⑥ 届出準備(添付文書改訂作業等)と届出 

• 社内手順に従って改訂添付文書及びPMDA提出用データ(SGML及びPDFファイル)を作

成する。 

• 情報提供開始又は製造販売開始前に PMDA のホームページにアップロードする。 

(詳細な手順は、SKW サイトの最新の「医薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書

記載事項の届出) マニュアル編」を参照) 

• 届出が受理されるまでには、数日～1 週間以上(5 営業日程度)かかることがあるので、時間

に余裕を持って届出を行う。 

 

 

 

http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0006.html
http://www.pmda.go.jp/files/000144200.pdf
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⑦ 受付連絡(メール)受信 

• 届出が受け付けられると、即時「受付連絡」メールが「登録番号」とともに送信される。 

• 届出の対象外である事項(臨床成績、薬物動態等)を届出対象の事項と同時に改訂する場合

は、届出の対象とはならない事項の記載であっても、PMDA が不適切と判断した場合は、

届出が受理されないので注意すること。 

⑧ 受理連絡(メール)受信 

• PMDA による確認の結果、問題がなければ「受理連絡」メールが送信される。 

• PMDA による確認の結果、問題がある場合は理由を付して「修正依頼」メールが送信さ

れるので、その場合は PMDA 提出用データ(SGML 及び PDF ファイル)を適切に修正して

「届出差替」を行う。なお、「届出差替」の際にも確認に要する時間は初回と同様(5 営業

日程度)である。 

• 公表日を設定・変更する場合は、「公表日変更」ボタンから行う。 

⑨ 情報提供開始 、⑩ PMDAのホームページ公表 

• PMDA 受理後、公表が可能となる。 

• GVP 省令に基づく安全確保措置として、製品の使用者への情報提供を行っている場合に

は、別途情報提供を行う必要はない。 

• 届出日と情報提供開始日が離れている場合、情報提供開始日にあわせて公表することで差

し支えない。 

• PMDA への届出後であれば、受理連絡受信前に情報提供を開始することは可能である。

ただし、PMDA による確認時に不備等が発見された場合は、修正等が必要となるため、

受理連絡受信後に改訂添付文書の印刷や情報提供を開始することが望ましい。 

• 「改訂添付文書情報」＊等を自社等のホームページに、改訂後原則として 2 週間以内に掲

載する。 

＊改訂した添付文書又はその見本(電子媒体を含む。) 

• 改訂内容のお知らせ文書を作成した場合は、原則として改訂後に自社等のホームページに

掲載する。 
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2) 自主改訂(相談なし)①:一変承認に伴う「使用上の注意」及び「取扱い上の注意」

の改訂時 

製造販売業者 ＰＭＤＡ 

  

 

内容確認 

受  付 

③受付連絡(ﾒｰﾙ)受信 

④受理連絡(ﾒｰﾙ)受信 

⑥PMDA HP公表 

受付連絡 

修正依頼連絡 

受理連絡 

専門協議 
 

部会 

照会・対応 

提出 

①確定添付文書 

②届出準備 
添付文書情報更新 
（SGML､PDF） 

一変承認 

公表日設定 
情報提供開始 

⑤一変承認情報入手 
 

届出（公表日空欄） 

修正依頼 
連絡(ﾒｰﾙ)
受信 

修正あり 

修正なし 

修正作業 

 

届出差替 
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【解説】 

◆一変承認以降、速やかに改訂添付文書が PMDA のホームページで公表されるよう手配する。 

◆一変承認に伴い「使用上の注意」、「取扱い上の注意」を改訂する場合は、一変承認前にあら

かじめ届出を行う必要がある。 

 

① 承認取得時の改訂添付文書の確定 

• 部会審議・報告終了後、PMDA 審査部門との間で添付文書記載内容が合意されたものと

して一変承認取得時の添付文書内容が確定する。 

• 一変承認に伴う添付文書改訂は、PMDA 安全第二部への事前相談は原則不要である。た

だし、一変承認に伴う変更内容と関連しない改訂に係る相談を行う場合は、従来どおり、

PMDA 安全第二部へ相談すること。 

② 届出準備(添付文書改訂作業等)と届出 

• 改訂した SGML 及び PDF ファイルを作成し、PMDA のホームページにアップロードす

る(届出)。 

(詳細な手順は、SKW サイトの最新の「医薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書

記載事項の届出) マニュアル編」を参照) 

• 「相談整理番号」は「9999」とする。 

• 公表日は空欄としておくこと。 

• 届出が受理されるまでには、数日～1 週間以上(5 営業日程度)かかることがあるので、時間

に余裕を持って届出を行う。 

③ 受付連絡(メール)受信 

• 届出が受け付けられると、即時「受付連絡」メールが「登録番号」とともに送信される。 

④ 受理連絡(メール)受信 

• PMDA による確認の結果、問題がなければ「受理連絡」メールが送信される。 

• PMDA による確認の結果、問題がある場合は「修正依頼」メールが送信されるので、そ

の場合は PMDA 提出用データ(SGML 及び PDF ファイル)を適切に修正して「届出差替」

を行う。なお、「届出差替」の際にも確認に要する時間は初回と同様(5 営業日程度)である。 

⑤ 一変承認情報の入手、⑥ PMDA のホームページ公表・添付文書使用開始 

• 「公表日変更」ボタンから公表日の設定を行い、公表する。 

• 処方変更に伴う一変承認で、「取扱い上の注意」の安定性にかかる情報の変更等の場合に

は、当該製品の流通開始日までに添付文書等記載事項を公表することで差し支えない。 

• 必要に応じ、SGML 及び PDF ファイルを修正(承認条件等を追記)し、PMDA のホームペ

ージにアップロードし差替える(届出対象外)。 
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3) 自主改訂(相談なし)②:誤字の修正等の軽微な変更 

製造販売業者 ＰＭＤＡ 

  

 

内容確認 

受  付 

③受付連絡(ﾒｰﾙ)受信 

④受理連絡(ﾒｰﾙ)受信 

⑤PMDA HP 公表 

受付連絡 

修正依頼連絡 

受理連絡 

①確定添付文書 

②届出準備 
添付文書情報更新 
（SGML､PDF） 

公表日設定 
情報提供開始 

届出 

修正依頼 
連絡(ﾒｰﾙ)
受信 

修正あり 

修正なし 

修正作業 

 

届出差替 
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【解説】 

① 改訂添付文書の確定 

• 企業内で変更内容を検討し、社内手順に従い確定する。 

• 誤記の修正など内容の変更を伴わない改訂の場合には、PMDA への事前相談は不要であ

る。 

② 届出準備(添付文書改訂作業等)と届出 

• 改訂した SGML 及び PDF ファイルを作成し、PMDA のホームページにアップロードす

る(届出)。 

(詳細な手順は、SKW サイトの最新の「医薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書

記載事項の届出) マニュアル編」を参照) 

• 「相談整理番号」は「9999」とし、新旧対照表を添付するか、備考欄に変更箇所・変更理

由を記載する。 

• 届出が受理されるまでには、数日～1 週間以上(5 営業日程度)かかることがあるので、時間

に余裕を持って届出を行う。 

③ 受付連絡(メール)受信 

• 届出が受け付けられると、即時「受付連絡」メールが「登録番号」とともに送信される。 

④ 受理連絡(メール)受信 

• PMDA による確認の結果、問題がなければ「受理連絡」メールが送信される。 

• PMDA による確認の結果、問題がある場合は「修正依頼」メールが送信されるので、そ

の場合は PMDA 提出用データ(SGML 及び PDF ファイル)を適切に修正して「届出差替」

を行う。なお、「届出差替」の際にも確認に要する時間は初回と同様(5 営業日程度)である。 

⑤ PMDAのホームページ公表 

• 「公表日変更」ボタンから公表日の設定・変更を行い、公表する。 
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7.届出上の留意事項 

 

【解説】 

◆製造販売を中止した医薬品の添付文書や販売名を変更した場合の旧販売名の添付文書を

PMDA のホームページから削除する時期については、少なくとも最後に製造販売したロット

の使用期限内は PMDA のホームページへの掲載を継続しておくことが望ましい。なお、中

止・変更後に「使用上の注意」改訂等が生じた場合は、社内手順に従い適切に対応する。 

 

◆届出後、PMDA での確認は、SGML ファイルに対して行われるが、届出する SGML 及び PDF

ファイルの記載内容に齟齬がないことを各社の手順に従い、適切に確認した上で、アップロ

ードすること。  

 

◆PMDA に登録するメールアドレスについては、メールの宛先が不明とならないよう適切なメ

ールアドレスの管理をすること(届出制対応専用のメールアドレスを設定、登録するなど)。 

 

◆添付文書等記載事項の事前相談後に PMDA より通知された相談整理番号について 

• PMDA又は日薬連DSU部会から相談整理番号を通知された時点から届出が可能となる。 

• 届出には相談整理番号が必須である。以下の場合には、相談整理番号が発番されないので

ダミー番号として「9999」を入力する。 

 

＜相談整理番号が発番されない場合＞ 

事前相談不要として示されている届出のうち、以下の場合が該当する。 

• 承認に伴う新規作成又は改訂の場合 

• 承認の承継に伴う新規作成の場合 

• 日本薬局方改正等による販売名変更による場合 

• 誤記の修正など内容の変更を伴わない改訂の場合 

 

◆相談整理番号発出の際は、届出対象か否かにかかわらず、すべての改訂箇所の新旧対照表を

届出の際に提出すること。なお、事前相談を行なった場合の新旧対照表の作成については

PMDAの個別の指示に従うこと。 

 

◆相談整理番号及び新旧対照表等は、日薬連DSU部会を通じて、関係企業に伝達される。詳細

は、本マニュアル「6.2.2.薬生安(緊急安全性情報・安全性速報以外の場合)改訂時、6.2.3 自

主改訂時 1)自主改訂(相談):「使用上の注意」及び「取扱い上の注意」の改訂時」を参照のこ

と。 

 

◆先発企業が複数存在する成分の後発品の相談整理番号は、後発品の「使用上の注意」の記載

に一番近い先発医薬品(後発品の承認申請する際に参考とした先発医薬品など)の相談整理番

号を選択し届出を行うこと。
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8.記録の作成と保存 

 

【解説】 

◆GVP(安全管理統括部門)部門、GQP(品質保証部門)及び生産管理部門と添付文書担当部門

は、社内連携を密に行い、届出に関する記録を適切に保存する。 

 

◆届出制に関する保存対象記録として以下が想定されるが、保存対象資料は社内手順を定め、

適切に運用すること。 

• 添付文書の改訂区分が分かる資料(新規・通知・自主改訂が確認できる記録) 

• 添付文書改訂相談整理番号(例：PMDA からのメール等) 

• PMDA への届出日(例：届出手続きの確認メール) 

• PMDA 受理日(例：PMDA の受理メール) 

• PMDA ホームページ掲載日(公表サイトへの掲載の連絡メール) 

• 添付文書の変更日(例：出荷判定日あるいは情報提供開始日が確認できる記録) 

• 変更日以降、最新添付文書を製造に使用した日(例：出荷判定日の記録) 

• 変更日以降、旧添付文書を製造に使用した最終日(例：出荷判定日の記録) 
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9.その他 

9.1.「販売・授与等の禁止の特例」に関する留意事項 

○施行規則(抜粋) 

(販売、授与等の禁止の特例) 

第 218条の 2 

製造販売業者が、その製造販売する医薬品の添付文書等記載事項を変更した場合には、当該変

更の際現に変更前の添付文書等記載事項が記載された添付文書等が使用されている医薬品であ

って、当該変更前に既に製造販売されているものについては、法第 52条第 1項の規定にかかわ

らず、変更後の添付文書等記載事項が添付文書等に記載されていることを要しない。 

２ 製造販売業者が、その製造販売する医薬品の添付文書等記載事項を変更した場合には、当該

変更の際現に変更前の添付文書等記載事項が記載された添付文書等が使用されている医薬品

(前項に規定するものを除く。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、

法第 52条第 1項の規定にかかわらず、変更後の添付文書等記載事項が添付文書等に記載されて

いることを要しない。 

一 当該医薬品が、当該変更の日から起算して六月(法第 43 条第 1 項の規定に基づき検定を要

するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品又は多数の医薬品の添付文書等記載事項が

変更された場合であって、変更後の添付文書等記載事項が記載された添付文書等が使用さ

れた製品を速やかに製造販売することができない場合にあっては、一年)以内に製造販売さ

れるものであること。 

二 機構のホームページに変更後の添付文書等記載事項が掲載されていること。 

三 当該医薬品の製造販売業者が、当該医薬品を取り扱う薬局開設者、病院、診療所若しくは

飼育動物診療施設の開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は医師、

歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対して、添付文書等記載事項を変更した

旨を速やかに情報提供すること。 

３ 前項の場合であっても、当該医薬品の製造販売業者は、変更後の添付文書等記載事項が記載

された添付文書等が使用された医薬品を、できるだけ速やかに製造販売しなければならない。 

 

【解説】 

◆添付文書等記載事項の「変更前」に製造販売(市場に流通)した医薬品は、変更前の添付文書の

ままで問題ない。 

 

◆添付文書等記載事項の「変更後」でも、以下の 3 つの要件が満たされていれば、変更前の添

付文書を使用しての製造販売が可。 

1. 変更の日から 6 ヵ月以内(国家検定品等は 1 年以内) に製造販売されるものであること 

2. PMDA のホームページに変更後の添付文書等記載事項が掲載されていること 

3. 医薬関係者に添付文書等記載事項を変更した旨を速やかに情報提供すること 

 

◆一変承認時の添付文書等記載事項の変更の場合、承認日以降は、変更後の添付文書等記載事

項で製造販売する必要があるので、「販売、授与等の禁止の特例」の対象とならない。ただ

し、処方変更に伴う一変承認で、「取扱い上の注意」の安定性にかかる情報の変更等の場合

には、当該製品の流通開始日までに添付文書等記載事項を公表する事で差し支えない。 
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「販売、授与等の禁止の特例」の考え方 

 

「薬事法改正についての説明会– 医薬品(添付文書、GVP関係等) –」 

(平成26年6月30日他：日本製薬団体連合会安全性委員会主催) 厚生労働省安全対策課副作用専門官発表資料ｐ17) 

 

 

◆届出が受理される前に情報提供を開始する場合など、変更日と PMDA ホームページ掲載日にず

れが生じる場合には、PMDA ホームページ掲載日までは特例の条件を満たしていないことと

なるので、注意すること。 
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◆届出対象ではない添付文書等記載事項を変更した場合も該当することに留意する。 

 

「薬事法改正についての説明会– 医薬品(添付文書、GVP関係等) –」 

(平成26年6月30日他：日本製薬団体連合会安全性委員会主催) 厚生労働省安全対策課副作用専門官発表資料ｐ22改変 

 

◆添付文書等記載事項の変更時の情報提供については、PMDA のホームページでの公表及び

自社ウェブサイトへの掲載のみでは不十分な場合も考えられるため、変更内容に応じて判断

すること。 

 

◆自社ウェブサイトへの掲載で情報提供を行う事例 

・「取扱い上の注意」に後発医薬品情報提供の充実として記載する「安定性試験データ」に

ついて、「加速試験の結果」から「長期保存試験の結果」への変更の場合(保存期間が短

くなるような変更は含まれない) 

「安定性試験データ」の変更事例 

 

名称も届出が必要

な事項に含まれる 
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9.2.「最新の論文その他により得られた知見に基づく添付文書」作成の考え方 

○法(抜粋) 

第 52条 

医薬品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(以下この条において「添付文書等」

という。)に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げ

る事項(次項及び次条において「添付文書等記載事項」という。)が記載されていなければなら

ない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 

一 用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意 

二 日本薬局方に収められている医薬品にあっては、日本薬局方において添付文書等に記載

するように定められた事項 

三 第 41 条第 3 項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあっては、その

基準において添付文書等に記載するように定められた事項 

四 第 42 条第 1 項の規定によりその基準が定められた医薬品にあっては、その基準におい

て添付文書等に記載するように定められた事項器若しくは被包に記載するように定め

られた事項 

五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 

 

○ 薬食安発0929第２号 

 （別添）医療用医薬品の使用上の注意等の改訂等に係るガイドライン 

医薬品製造販売業者において、最新の安全管理情報に基づき、添付文書等記載事項の改訂を

含む適切な安全確保措置の立案を行うためには、安全管理情報を適切に収集し、科学的に検討

し、その結果を踏まえた安全確保措置の立案が適切に実施されるよう手順書が規定され、また

業務が手順書に沿って着実に実施される必要がある。以下にそのために参考とすべき留意事項

を示す。(以下略) 

 

【解説】 

◆ 添付文書等記載事項は最新の論文その他の知見に基づき記載されていなければならない。

「最新の論文その他により得られた知見」に基づく適切な添付文書の作成は、適切な製造販

売後安全管理業務が行われることにより達成される。 

 

◆法第 68 条の 2 第 1 項や GVP 省令に基づき、当該製品に係る副作用情報等の安全管理情報の

収集に努めるとともに、それらを適切に評価し、必要な注意喚起等を添付文書に速やかに反

映すること等により実施する。 

 

◆医薬品の製造販売業者の安全管理業務において参考とすべき留意事項は、「使用上の注意等

の改訂に係るガイドラインについて(平成 26年 9月 29日付 薬食安発 0929第 2号)」を参照。 
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9.3.「取扱い上の注意」の改訂と情報提供 

○施行規則(抜粋) 

(添付文書等届出事項) 

第 216条の 6 

法第 52条の 2第 1項の規定により、同条第一項に規定する医薬品の製造販売業者は、当該医薬

品の添付文書等記載事項のうち、次に掲げるものを、書面又は電磁的方法により、厚生労働大

臣に届け出るものとする。 

一 当該医薬品の名称 

二 当該医薬品に係る使用及び取扱い上の必要な注意 

 

【解説】 

◆「2.届出が必要な事項について」に示したとおり、「取扱い上の注意」の改訂は届出対象で

ある。 

 

◆「取扱い上の注意」についても、改訂時に機構への相談を行うこと。 

 

◆「使用上の注意」と同様最新の知見に基づく記載が求められ､添付文書に反映するための社内

体制、手順を定めておく必要がある。 

 

◆届出手順は、本マニュアル「6.2.3.自主改訂時の届出 1) 自主改訂(相談):「使用上の注意」及

び「取扱い上の注意」の改訂時」を参照。 

 

◆DSU の掲載対象となるため、以下の通り対応する。 

１．薬生安通知に基づく改訂の場合  

通知に基づく「使用上の注意」改訂時と同様(本マニュアル「6.2.2薬生安(緊急安全性情

報・安全性速報以外の場合)改訂時」を参照)。 

２．自主改訂の場合  

自主改訂でDSU自主掲載を希望する場合注1)は、PMDA相談企業が当該製品毎注2)に日薬

連DSU部会 事務局あてに申込む。  

注1) DSU掲載を要しない「取扱い上の注意」改訂も想定される。  

注2) 通常「取扱い上の注意」改訂は製剤毎となると考えられる。  
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Ⅲ．関連通知 
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1. 添付文書等記載事項の届出等に当たっての留意事項について(平成 26年 9月 1日付 薬食安発

0901 第 01 号) 

2. 添付文書等記載事項の届出等に関するQ&Aについて(平成 26年 9月 1日付 安全対策課事務

連絡) 

3. 使用上の注意等の改訂に係るガイドラインについて(平成 26 年 9 月 29 日付 薬食安発 0929

第 2 号) 

4. 医薬品医療機器等法施行に伴う薬価基準収載前の品目の暫定コード付番について(平成 26 年

10 月 28 日付 日薬連発第 641 号) 

5. 緊急安全性情報等の提供に関する指針について(平成 26 年 10 月 31 日付薬食安発 1031 第１

号) 

6. 添付文書等記載事項の届出及び公表に関する留意点について(平成 26 年 10 月 31 日付 薬機

安一発第 1031001 号、薬機安二発第 1031001 号) 

7. 添付文書等記載事項の改訂等に伴う相談に関する留意点等について(平成 26 年 10 月 31 日付 

薬機安一発第 1031002 号、薬機安二発第 1031002 号) 

8. 製造販売承認承継時の添付文書情報の引継ぎ手順等について(平成 26年 11月 11日付 日薬連

発第 679 号) 

9. 「使用上の注意」等の改訂時の連絡について(平成 26 年 11 月 11 日付 日薬連発第 684 号） 

10. 添付文書届出制に伴う「使用上の注意」等改訂の DSU(医薬品安全対策情報)掲載について(平

成 26 年 11 月 11 日付 日薬連発第 680 号) 

11. 「添付文書届出制に伴う「取扱い上の注意」改訂の DSU(医薬品安全対策情報）掲載につい

て（平成 26 年 11 月 11 日付 日薬連発第 681 号) 

12. 「ＤＳＵ」自主掲載申込み要領の改訂について(平成 26 年 11 月 11 日付 日薬連発第 682 号) 

13. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が運営する製造販売業者向けサイトの添付文書情報掲

載システムにおけるグローバル IP アドレスによる利用者認証機能の追加等について(平成

26 年 11 月 21 日付 薬機安一発第 1121002 号) 

14.  「医薬品の添付文書改訂業務に至る標準的な作業の流れ」の改訂について ( 平成 26 年 11

月 25 日付 安全対策課事務連絡) 

15. 医薬品医療機器等法施行に伴う薬価基準収載前の品目の暫定コード付番について(追伸)(平成

27 年 1 月 6 日付 日薬連発第 8 号) 

16. 医療用医薬品添付文書使用上の注意及び取扱い上の注意の改訂に伴う改訂添付文書等の情報

対応について(平成 27 年 2 月 26 日付 日薬連発第 129 号) 

17. 医療用医薬品の添付文書等記載事項に関する留意点について(平成 27年 6月 24日付 審査管

理課、安全対策課事務連絡) 

 

★以下の資料は、SKW サイトの最新情報を参照 

 医薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書記載事項の届出) マニュアル編 

 医薬品医療機器情報提供システム PKW(添付文書記載事項の届出) マニュアル編 ～別添

資料～ 

 添付文書届出に関するよくあるご質問(FAQ) 
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薬食安発 0901第 01号 

平成 26 年９月１日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

 

 

 

厚生労働省医薬食品局安全対策課長  

（公 印 省 略） 

 

 

添付文書等記載事項の届出等に当たっての留意事項について 

 

 

薬事法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 84 号）による改正後の医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年

法律第 145号。以下「法」という。）により、医薬品、医療機器及び再生医療等

製品の製造販売業者に対し、法第 52 条第１項各号、第 63 条の２第１項各号及

び第 65条の３第１項各号に掲げる事項（以下「添付文書等記載事項」という。）

の届出及び公表が義務付けられました。 

これを踏まえ、添付文書等記載事項の届出等の留意事項について、下記のと

おり定めましたので、貴管下関係製造販売業者等に対して周知いただくよう、

お願い申し上げます。 

なお、本通知に関し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」

という。）における届出の受付、届出時の留意事項等については、機構が別途定

めるので、併せて御留意願います。 

また、本通知の適用に伴い、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構設立を踏

まえた医薬品の添付文書中の『使用上の注意』の改訂及びその情報提供につい

て」（平成 16 年４月１日付け薬食安発 0401001 号厚生労働省医薬食品局安全対

策課長通知）を廃止します。 

  

関連通知　［1］

opma
挿入テキスト
第



 

 

 

 

記 

 

１．届出の対象品目について 

（１）「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第

52条の２第１項及び第63条の３第１項の規定に基づき厚生労働大臣が指定

する医薬品及び医療機器」（平成 26 年厚生労働省告示第 320 号）において

規定された以下の品目及び再生医療等製品が対象製品であること。 

１ 薬局医薬品（体外診断用医薬品、承認不要医薬品及び薬局製造販売医

薬品を除く。） 

２ 要指導医薬品 

３ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

手数料令（平成 17 年政令第 91 号）第 12 条第１項第１号イ(１)に規定

する特定高度管理医療機器（クラスⅣ医療機器） 

（２）販売名が複数である等、製品に記載される添付文書等記載事項が複数あ

る品目については、全ての添付文書等記載事項を届け出る必要があること。 

 

２．届出が必要な添付文書等記載事項について 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規

則第 216条の６、第 227条の４及び第 228条の７に定める「名称」及び「使用

及び取扱い上の必要な注意」は、それぞれ以下に掲げる項目とする。 

 

ア 医薬品 

名称 販売名 

使用及び取扱い上の

必要な注意 

（薬局医薬品） 

警告 

禁忌 

使用上の注意 

効能又は効果に関連する使用上の注意 

用法及び用量に関連する使用上の注意 

慎重投与 

重要な基本的注意 

相互作用 

副作用 

高齢者への投与 

妊婦、産婦、授乳婦等への投与 
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小児等への投与 

臨床検査結果に及ぼす影響 

過量投与 

適用上の注意 

その他の注意 

取扱い上の注意 

 

（ワクチン） 

警告 

接種不適当者又は禁忌 

接種上の注意 

効能又は効果に関連する使用上の注意 

用法及び用量に関連する使用上の注意 

接種要注意者又は慎重投与 

重要な基本的注意 

相互作用 

副反応（副作用） 

高齢者への接種（投与） 

妊婦、産婦、授乳婦等への接種（投与） 

小児等への接種（投与） 

臨床検査結果に及ぼす影響 

過量接種（投与） 

接種時（適用上）の注意 

その他の注意 

取扱い上の注意 

 

（要指導医薬品） 

してはいけないこと 

相談すること 

その他の注意 

保管及び取扱い上の注意 

 

 

イ 医療機器 

名称 販売名 

使用及び取扱い上の 警告 
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必要な注意 禁忌・禁止 

使用上の注意 

使用目的又は効果に関連する使用上の注意 

使用方法等に関連する使用上の注意 

使用注意 

重要な基本的注意 

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に

関すること） 

不具合・有害事象 

高齢者への適用 

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 

臨床検査結果に及ぼす影響 

過剰使用 

その他の注意 

取扱い上の注意 

保守・点検に係る事項 

 

ウ 再生医療等製品 

名称 販売名 

使用及び取扱い上の

必要な注意 

警告 

禁忌・禁止 

使用上の注意 

効能、効果又は性能に関連する使用上の注意 

用法及び用量又は使用方法に関連する使用上の

注意 

使用注意 

重要な基本的注意  

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に

関すること） 

不具合・副作用 

高齢者への適用 

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用  

臨床検査結果に及ぼす影響 

過剰使用 

その他の注意 

取扱い上の注意 
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３．届出方法 

（１）医薬品（要指導医薬品を除く）及び医療機器 

機構ウェブサイトの専用ページにおいて、添付文書等記載事項の届出を行う

医薬品等に関する必要事項を入力するとともに、添付文書等記載事項を記録し

たファイルのアップロードにより届出を行うこと。 

（２）要指導医薬品及び再生医療等製品 

別紙様式に必要事項を記入し、添付文書等記載事項の写しを添付して提出し、

届出を行うこと。また、別紙様式及び添付文書等記載事項の写しとともに、添

付文書等記載事項を記録した CD-R又は DVD-R１枚を併せて提出すること。 

 

４．届出の時期 

（１）承認を取得する等により、新たに製造販売を開始する品目については、

製造販売開始までに、添付文書等記載事項の届出を行うこと。ただし、製

造販売開始前に医療機関等に対する添付文書等記載事項の情報提供を開始

する場合は、その前に添付文書等記載事項の届出を行うことが望ましい。 

（２）２．に掲げた添付文書等記載事項の変更を行おうとする場合は、製造販

売業者が変更後の添付文書等記載事項の情報提供を開始する日又は変更後

の添付文書等記載事項を添付文書等に記載した製品の製造販売を開始する

日のいずれか早い日までに、変更後の添付文書等記載事項の届出を行うこ

と。 

（３）添付文書等記載事項の届出後、機構内における確認により添付文書等記

載事項の修正が必要となる場合があることに留意すること。 

 

５．公表の方法 

法第 52条の２第２項、第 63条の３第２項、第 65条の４第２項に基づく添付

文書等記載事項の公表は、薬事法施行規則第 216 条の７、第 227 条の５及び第

228条の８の規定に基づき、機構ウェブサイトへの掲載により行うものとする。 

 

 

６．公表の時期 

４．の届出後、直ちに掲載を行うこと。ただし、届出日と添付文書等記載事

項の変更予定日が離れている場合には、変更予定日に合わせて公表を行うこと

で差し支えない。 

 

７．改訂時の機構への相談 
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１．に掲げる対象品目の添付文書等記載事項の変更を行おうとする場合には、

原則として事前に機構宛てに相談を申し入れること。 

 

８．適用時期 

本通知は、平成 26年 11月 25日より適用する。 

なお、法施行前に機構のウェブサイトに添付文書等記載事項が掲載されてい

る品目については、現在掲載されている添付文書等記載事項をもって法に基づ

き届出された添付文書等記載事項として取り扱う。 
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別紙様式 

 

要指導医薬品 
添付文書等記載事項届書 

再生医療等製品 

 

受付番号 

 

届出の種類 

１： 新規 

 

２： 変更 

販売名  

一般名又は 

一般的名称 

 

承認番号  

添付書類 
 

備考 

 

 

上記 
要指導医薬品 

の添付文書等記載事項を届け出ます。 
再生医療等製品 

 

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 
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事 務 連 絡 

平成 26 年９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安全対策課 

 

 

 

添付文書等記載事項の届出等に関するＱ＆Ａについて 

 

 

医薬品、医療機器及び再生医療等製品の添付文書等記載事項の届出について

は、「添付文書等記載事項の届出等に当たっての留意事項について」（平成 26年

９月１日付け薬食安発 0901第 01号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知）

により、その取扱い等について示したところであるが、今般、これら届出等に

関するＱ＆Ａについて、別紙のとおり定めたので、貴管下関係業者に対し周知

徹底方御配慮願いたい。 

なお、同旨の事務連絡を関係団体宛てに送付していることを申し添える。 
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添付文書等記載事項の届出に関するＱ＆Ａについて 

 

〔用いた略語〕 

法：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法律

第 145号） 

施行規則：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

（昭和 36年厚生省令第１号） 

告示：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 52条の２第

１項及び第 63条の３第１項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療

機器（平成 26年厚生労働省告示 320号） 

課長通知：「添付文書等記載事項の届出等に当たっての留意事項について」（平成 26年９月

１日付け薬食安発 0901第 01号医薬食品局安全対策課長通知） 

医薬品等：告示で指定された医薬品及び医療機器並びに再生医療等製品 

添付文書等：医薬品等に添付する文書又はその容器若しくは被包であって、法第 52条第１

項、第 63条の２第１項又は第 65条の３第１項の規定に基づく記載がされた

もの 

添付文書等記載事項：法第 52条第１項、第 63条の２第１項又は第 65条の３第１項に基づ

き添付文書等に記載されている事項 

機構：独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

 

 

【１．届出対象】 

Ｑ１：  

クラスⅣの医療機器を含む組み合わせ医療機器について、それ以外のクラスⅠ～Ⅲの

構成品に関する記載のみの添付文書については、届出の必要はあるのか？ 

Ａ１：  

クラスⅣの医療機器を含まない構成で流通させる際の添付文書については、届出の必

要はない。 

 

Ｑ２：  

１承認品目に対して複数種類の添付文書を使用している場合は、すべての添付文書の

届出が必要となるのか？ 

Ａ２：  

複数種類の添付文書等を使用している場合であって、その記載内容が異なる場合には、

すべての種類の添付文書等記載事項をそれぞれ届け出るか、包括的な記載を行った添付

文書等記載事項を準備し、それを届け出なければならない。 

 

Ｑ３：  

医療機器等において、取扱説明書に記載された注意事項も届け出る必要があるか？ 

Ａ３：  

届出の必要はない。なお、法第 63 条の２に基づく添付文書等記載事項は、「医療機器

の添付文書の記載要領について」（平成 17 年３月 10 日付け薬食安発 0310001 号厚生労

働省医薬食品局安全対策課長通知）等の関連通知に基づいて記載する必要があり、その

内容を取扱説明書に重複して記載することは差し支えないが、添付文書等記載事項を取

扱説明書のみに記載することはできない。 

 

 

別紙 
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挿入テキスト
第

user
挿入テキスト
第



 

 

【２．届出事項】 

Ｑ４：  

添付文書等記載事項の変更のうち、軽微な変更についても届出が必要となるか？ 

Ａ４：  

届出が必要な添付文書等記載事項を変更する場合には、軽微な変更であっても届出が

必要となる。ただし、一部変更承認に伴う改訂や、内容の変更を伴わない用字用語の修

正や誤字の訂正の改訂等の場合は、機構への事前の相談は不要である。 

 

Ｑ５：  

代替新規申請にて「名称」のみを変更した場合でも、添付文書の届出が必要との理解

でよいか？ 

Ａ５：  

新たな届出が必要となる。 

 

Ｑ６：  

「販売名」への日局の製剤名の追記は届出が不要と考えてよいか？ 

Ａ６：  

変更の届出が必要となる。 

 

Ｑ７：  

添付文書改訂のうち、届出が不要となるのはどのような場合か？ 

Ａ７：  

法令上の届出義務のある「名称」及び「使用及び取扱い上の必要な注意」以外の「薬

物動態」、「臨床成績」、「薬理作用」、「包装」等のみを変更した場合は届出の必要はない。

ただし、それらの場合であっても、機構ウェブサイトに掲載された情報を適時更新する

よう努めること。 

 

 

【３．届出時期・期限】 

Ｑ８：  

薬価収載前の品目についても添付文書等記載事項の届出は必要か？  

Ａ８：  

薬価収載の有無に関わらず、製造販売開始までに、あらかじめ添付文書等記載事項の

届出が必要である。また、製造販売開始前に先行して添付文書等記載事項の情報提供を

行う場合についても、事前に届出を行うことが望ましい。 

 

Ｑ９：  

添付文書等記載事項の届出を行った場合には直ちに公表しなければならないとされて

いるが、いつまでに公表を行う必要があるのか？ 

Ａ９：  

届出後は、可能な限り速やかに公表することが望ましい。なお、届出日と添付文書等

記載事項の変更の予定日が離れている場合には、添付文書等記載事項の変更予定日に合

わせて公表することで差し支えない。 

 

 

【４．届出方法】 

Ｑ１０：  

添付文書等記載事項の変更時において、機構に届け出た添付文書等記載事項の受理が
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確認できていない状況で、変更後の添付文書等記載事項の情報提供を開始しても良い

か？ 

Ａ１０：  

機構への届出後であれば、変更後の添付文書等記載事項の情報提供等を開始すること

は可能である。ただし、機構による確認時に不備等が発見された場合は、修正等が必要

となることから、機構による受理を確認してから、情報提供等を開始することが望まし

い。 

 

Ｑ１１：  

「取扱い上の注意」についても、改訂時に機構に相談するのか？ 

Ａ１１：  

取扱い上の注意についても、改訂時に機構への相談を行うこと。 

 

Ｑ１２：  

システムトラブル等により、インターネットを通じた届出ができない場合はどうすれ

ばよいか？ 

Ａ１２：  

個別に対応するので、機構安全第一部安全性情報課にその旨連絡すること。 

 

 

【５．届出事項の公表】 

Ｑ１３：  

製造販売を中止した品目や販売名変更した場合の旧販売名の品目については、機構ウ

ェブサイトに掲載された添付文書等記載事項の公表をいつの時点で終了して良いか？ 

Ａ１３：  

機構ウェブサイトからの削除については、医薬品については、少なくとも最後に製造

販売したロットの有効期限内は機構ウェブサイトへの掲載は継続しておくことが望まし

い。また、医療機器における取扱いについては個別に相談すること。 

 

 

【６．添付文書等記載事項の変更時における旧製品の製造販売の特例】 

Ｑ１４：  

特例の規定の対象となる範囲は、届出が必要な事項に限られるのか。それともすべて

の添付文書等記載事項が対象となるのか？ 

Ａ１４：  

届出が不要な事項を含めたすべての添付文書等記載事項が対象となる。 

 

Ｑ１５：  

施行規則第 218 条の２第２項第３号で求められている、医薬関係者等に対する情報提

供には、GVP 等による安全性情報の提供活動は含まれるのか？また、卸売販売業者等の

販売店を通じた情報提供でもよいか？ 

Ａ１５：  

GVP 省令等に基づく安全確保措置として、医薬関係者等への安全性情報の提供を行っ

ている場合には、別途情報提供を行う必要はない。また、販売業者等を通じた情報提供

も含まれる。 

 

Ｑ１６：  

施行規則第 218 条の２第 2 項第 1 号における「変更の日」とは、具体的にどの日を指
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すのか？ 

Ａ１６：  

課長通知に記載した添付文書等記載事項改訂時の届出の取扱いと同様に、製造販売業

者が変更後の添付文書等記載事項の情報提供を開始する日又は変更後の添付文書等記載

事項を添付文書等に記載した製品の製造販売を開始する日のいずれか早い日を変更の日

とする。 

 

Ｑ１７：  

施行規則第 218 条の２第２項第１号の「多数の医薬品の添付文書等記載事項が変更さ

れた場合であって、変更後の添付文書等記載事項が記載されている添付文書等が使用さ

れた製品を速やかに製造販売することができない場合」とは、具体的にどのような場合

か？ 

Ａ１７：  

例えば、多数の製造販売業者の多数の製品が一斉に添付文書等記載事項の変更を行い、

添付文書等の印刷作業等が集中することにより、印刷業者の手配等が困難となることで

切り替えに時間を要する等の特殊な事例が考えられる。個別事例が本規定に該当するか

については安全対策課宛てに相談されたい。 

 

Ｑ１８：  

施行規則第 218 条の２第２項第３号で求められている情報提供が完了するまでは、第

２項の規定は適用されず、製造販売を中止する必要があるのか？ 

Ａ１８：  

使用者への情報提供を実施しながら、製造販売を継続することは可能である。 

 

Ｑ１９：  

変更後の添付文書等記載事項を自社ウェブサイトに掲載したことをもって、使用者へ

の情報提供の要件を満たすものと考えてよいか？ 

Ａ１９：  

自社ウェブサイトへの掲載のみでは不十分な場合も考えられるため、添付文書等記載

事項の変更の内容に応じて判断すること。 
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薬食安発 0929 第２号 

平成 26 年９月 29 日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

 

 

厚生労働省医薬食品局安全対策課長  

（公 印 省 略） 

 

 

使用上の注意等の改訂に係るガイドラインについて 

 

 

薬事法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 84 号）による改正後の医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年

法律第 145号。以下「法」という。）により、医薬品、医療機器及び再生医療等

製品の製造販売業者に対し、法第 52 条第１項各号、第 63 条の２第１項各号及

び第 65条の３第１項各号に掲げる事項（以下「添付文書等記載事項」という。）

の届出及び公表が義務付けられました。また、同規定において、添付文書等記

載事項は最新の論文その他の知見に基づき記載されていなければならないこと

とされました。 

各医薬品の添付文書等記載事項は、これまでも法第 77条の４の危害防止義務

や医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関

する省令（平成 16 年厚生労働省令第 135 号、以下「ＧＶＰ省令」という。）に

基づく製造販売業者の安全管理業務により適宜改訂等されていますが、今回の

薬事法改正を踏まえ、常に最新の添付文書等記載事項が提供されるよう、製造

販売業者の安全管理業務において参考とすべき留意事項を別添のガイドライン

としてまとめましたので、貴管下関係製造販売業者等に対して周知いただくよ

う、お願い申し上げます。 

なお、本ガイドラインは医療用医薬品（体外診断用医薬品を除く）の使用上

の注意等を想定して作成したものですが、それ以外の医薬品、医療機器及び再

生医療等製品についても、本ガイドラインに準じた製造販売後安全管理の実施

に努めるよう合わせて周知をお願いいたします。  
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（別添） 

 

医療用医薬品の使用上の注意等の改訂等に係るガイドライン 

 

医薬品製造販売業者において、最新の安全管理情報に基づき、添付文書等記

載事項の改訂を含む適切な安全確保措置の立案を行うためには、安全管理情報

を適切に収集し、科学的に検討し、その結果を踏まえた安全確保措置の立案が

適切に実施されるよう手順書が規定され、また業務が手順書に沿って着実に実

施される必要がある。以下にそのために参考とすべき留意事項を示す。 

 

１ 基本的事項 

（１）基本的な姿勢 

・社内の全ての関係者が、医薬品の製造販売後安全管理は医薬品のリスク管

理業務であることから常に緊張感を持って業務に取り組むとともに、予断

をもたず、詳細な安全管理情報を収集し、安全管理統括部門又は安全確保

業務を行う部門（以下「安全管理統括部門等」という。）に情報提供する

こと。 

・最適なベネフィット・リスクバランスの医薬品を医療関係者及び患者に提

供するため、最新の安全管理情報に基づく最適な安全確保措置を講ずるこ

とを最優先とする認識を持つこと。 

・総括製造販売責任者は、安全管理責任者が取りまとめた安全確保措置案を

最大限尊重し、安全確保措置を決定すること。 

・製造販売業者は、総括製造販売責任者、安全管理責任者及び安全管理統括

部門等が、迅速かつ適切に情報を収集し、最新の知見に基づき適切な安全

確保措置を講ずることができるよう、また新たな評価手法・安全確保措置

の導入等にも積極的に取り組めるよう人員・組織等の社内体制整備に最大

限の努力をすること。 

・疾病についての情報（診療ガイドライン等）や医薬品の医療現場での使用

実態、臨床上の位置づけ等の情報にも注意を払い、安全管理情報の検討や

安全確保措置の立案に活用すること。 

（２）社内の業務手順及び組織・体制等 

・安全管理統括部門等が、安全管理情報を迅速かつ網羅的に収集できる業務

手順及び組織・体制を整備すること。 

・社内の関連部門（開発、製造・品質保証、営業、薬事、コールセンター等）

から、必要な情報（副作用・感染症情報（有害事象を含む）、ＤＳＵＲ（治

験安全性最新報告）等開発関連情報、ＣＣＤＳ（企業中核データシート）、
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ＣＣＳＩ（企業中核安全性情報）、ＰＢＲＥＲ（定期的ベネフィット・リ

スク評価報告）、不良品等の情報、安全性に係る医療関係者等からの情報

等）が安全管理統括部門等に速やかに提供される業務手順及び組織・体制

を整備すること。 

・安全管理統括部門等において安全管理情報が一元的に評価・分析され、適

切な安全確保措置を立案できる業務手順及び組織・体制を整備すること。 

・医薬品の開発、承認審査の段階から安全管理統括部門等が主体的にＲＭＰ

（医薬品リスク管理計画）の作成等に関与すること。 

（３）国内外の関連企業との関係 

・国内外の関連企業（外資系企業にあっては本社を含む。）からの速やかな

情報入手及び意思疎通が十分に図れる体制を構築すること。 

・ＣＣＤＳ、ＣＣＳＩ及びＰＢＲＥＲを国外の企業とともに作成する場合に

あっては、日本の安全管理情報が安全確保業務の検討に供される体制を構

築すること。 

・外国医薬品のある製品を製造販売する製造販売業者においては、関連グル

ープ又は当該製品の販売等に関する契約がある外国法人とあらかじめ安

全管理情報の入手方法、伝達手段、情報提供の期限などを取り決め、Ｇ

ＶＰ省令第５条第１項第１号に規定する「安全管理情報の収集に関する

手順」に規定し、ＧＶＰ省令第７条の安全管理情報の収集を適切に実施

すること。 

 

 

２ 安全管理情報の収集 

ＧＶＰ省令第７条に規定する安全管理情報「①医療関係者からの情報」、「②

学会報告・文献報告等の情報」、「③厚生労働省、都道府県、ＰＭＤＡ等の情報」、

「④外国政府、外国法人等からの情報」、「⑤他の製造販売業者等からの情報」、

「⑥その他の情報」）の入手にあたり、以下の事項について留意する必要がある。 

（１）医療関係者からの情報の収集 

・納入医療機関に対しては機会あるごとに安全管理業務の重要性、特に副作

用・感染症（有害事象を含む）等を経験した際は情報提供してほしい旨を

説明するとともに、副作用情報等を収集すること。 

（２）文献・学会情報及び海外規制情報等の収集 

・取り扱う医薬品が使用される領域に応じた適切な文献・学会等を選択し、

情報を入手すること。 

・日米欧各国の規制当局やＷＨＯ等の規制情報を確実に収集すること。 

・文献・学会情報及び海外規制情報の収集に際し、医薬品情報提供サービス
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を活用する場合は、情報の収集範囲（収集対象としている文献・学会、検

索キーワード等）が的確なものとなるよう注意すること。 

・有害事象と薬剤との因果関係を適切に評価する必要がある場合は、当該疾

患に関する疫学調査の情報収集に努めるとともに、適切な薬剤疫学調査の

実施を検討すること。 

・当該医薬品の有効性に関する情報も収集し、安全管理情報の検討や安全確

保措置の立案に活用すること。 

・厚生労働省やＰＭＤＡからの情報収集については、ＰＭＤＡメディナビに

登録するなど、迅速な情報収集に努めること。 

・上記に加え、後発医薬品については、ＰＭＤＡのホームページの「一ヶ月

以内に更新された添付文書情報」を定期的にチェックするなど、先発医薬

品の使用上の注意の改訂を迅速に把握するよう努めること。 

 

３ 安全管理情報の検討 

収集された安全管理情報の検討は、安全確保措置の立案の前提となること

から、以下の点を考慮して適切に実施する必要がある。 

・可能な限り客観的な情報に基づく慎重な因果関係の評価に努めること。

また、評価するに当たって情報が不足している場合には、医療機関への

詳細調査等を継続し、情報が集まり次第、再度評価を行うこと。 

・当該副作用（有害事象を含む）の国内外における累積状況及び類似の副

作用（他に関連副作用はないか、別の副作用名で報告されていないか等）

に注意すること。なお、ＰＭＤＡのホームページの「副作用が疑われる

症例報告に関する情報」を活用し、他の製造販売業者が報告した当該医

薬品に関する副作用症例や同種の医薬品に関する副作用症例にも注意

すること。 

・治験データや非臨床試験の結果との関連についても検討すること。 

・副作用症例の患者背景（合併症、併用薬、臨床検査値等）に特徴はない

か、特定の地域や医療施設への偏りはないか、特定のロット等に関連が

ないか、頻度の変化を疑う要素はないか等を検討すること。 

 

４ 安全確保措置の立案 

安全管理情報の検討に基づき適切な安全確保措置（回収、緊急安全性情報、

安全性速報、添付文書の改訂、新たな調査の実施等）を立案する場合には、以

下の点を考慮し、また、適宜、ＰＭＤＡ及び厚生労働省と相談して進めること

が重要である。 

・データマイニング手法の活用等により、早期のシグナル検出に努めること。 

関連通知　［16］



 

 

 

・副作用の重篤性・重大性、因果関係、累積状況、緊急対応の必要性等を踏ま

えて安全確保措置を決定すること。 

・ＲＭＰが作成されている場合には、最新の医薬品安全性監視計画及びリスク

最小化計画を踏まえて安全確保措置を立案すること。 

・リスクを最小化するための最適な安全確保措置を立案すること。特に、適正

使用が遵守されていない事例が多い場合は、追加の措置を立案すること。 

・安全確保措置の立案に当たっては、欧米の添付文書、ＣＣＤＳ、ＣＣＳＩ及

び類薬の添付文書の記載状況を確認すること。 

・海外規制情報（ＣＣＤＳ、ＣＣＳＩの変更も含む）に基づき安全確保措置を

立案する際は、海外規制の根拠を確認するなどした上で、わが国の医療現場

に必要な安全確保措置か否かを検討すること。 

 

５ 添付文書の定期的な見直し 

これまで、薬事法に基づき副作用報告制度やＧＶＰ等の各種制度が順次整

備されてきたところであり、これらが遵守されていれば、現行の添付文書の

重要な事項について大きな問題はないと考えられる。 

一方、販売開始から長期間が経過し、新規に得られる安全性情報の少ない

医薬品（後発医薬品を含む）においては、現在の添付文書の内容が最新の知

見を反映したものになっているかという視点で定期的に見直しを行うこと

が重要である。 

その場合は、以下に示す情報と改めて比較検討し、現在の使用上及び取扱

い上の注意等が適切であるかについて、定期的にも確認することが望ましい。 

・ＣＣＤＳ、ＣＣＳＩ等の情報 

・海外措置の状況 

・文献情報の集積状況 

・類薬及び後発医薬品の場合は先発医薬品の使用上の注意等の記載状況 

・新たに確認された他製品との相互作用の記載状況 

 

以上 
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日薬連発第６４１号 

平成２６年１０月２８日 

加盟団体 殿 

日 本 製 薬 団 体 連 合 会 

安全性委員会事務局 

 

医薬品医療機器等法施行に伴う薬価基準収載前の 
品目の暫定コード付番について 

 

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（医薬品医療機器等法）

の平成 26 年 11 月 25 日施行に伴い、医療用医薬品の添付文書は届出対象となります。医療用医薬品

の個別 12 桁コード（いわゆるYJ コード）は、薬価基準収載時に定められるので、法施行以降は薬価

収載前に情報提供又は製造販売する医療用医薬品については届出し､PMDA への添付文書掲載のため､

YJ コードに代わる暫定コードが必要となります。 

 今般、薬価未収載品の暫定コードの取得手続きについて下記の通りと致しますので、ご了解の程よ

ろしくお願い致します。 

 

記 

 

１．部会品目（新薬・報告品目等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)【製薬企業 → 日薬連】 暫定コードの申し込み 

・部会品目として暫定コードを取得するために、部会後 1 週間以内（※）に当該医薬品の YJ コード

（暫定コード）申請票と最新の添付文書 PDF（案）を Eメールに添付し送信します。 

 Eメールアドレス：kondo@fpmaj.gr.jp,nakamura@fpmaj.gr.jp  

※期限内に申請がない場合、(2)以降の手続きが完了できずコード案内が大幅に遅れる場合がありま

す。 

(1)コード申請票・ 
添付文書(案)をメール 

部会 

製薬企業 

日薬連 

1週間 

医薬品医療機器総合機構 

承認日 

(2)医薬品マスター更新 
連絡（メール） 

(3)掲載手続き 

2週間 

申請 発行 
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(2)【医薬品医療機器総合機構 → 製薬企業】 暫定コード設定の連絡 

・受領期限後 1週間を目処に暫定コードが設定され、医薬品医療機器総合機構から医薬品マスターに

更新があった旨が一斉配信されます。 

 

(3)【製薬企業 → 医薬品医療機器総合機構】 届出、掲載手続き 

・製薬企業は、自社品目の暫定コードが登録されていることを SKWサイトで確認し、届出、掲載手続

きを行ってください。 

ただし、公開は必ず承認日以降となるよう手続きください。 

 

 

 

 

２．部会品目外（後発品・代替新規その他） 

部会品目以外の薬価未収載品目を掲載するためにも暫定コードが必要になりますが、これらについ

ては原則、申請手続きを必要としません（場合により、医薬情報研究所〔以下「医情研」〕から内容や

資料確認の問い合わせがあります）。承認翌週の公開時を起点とし、約 2週間を目処にコードが付与さ

れるので、SKWサイトで当該品目のコードを確認し、届出、掲載手続きを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)【医薬品医療機器総合機構 → 製薬企業】 暫定コード設定の連絡 

・医薬品医療機器総合機構は、医薬品マスターに更新があった旨を一斉配信します。 

 

(2)【製薬企業 → 医薬品医療機器総合機構】 届出、掲載手続き 

・製薬企業は、自社品目の暫定コードが登録されていることを確認し、届出、掲載手続きを行ってく

ださい。 

自社品目が確認できない場合、またコードに関する問い合わせ等は下記へご連絡ください。 

 Eメールアドレス： sgml@iyaku.info（医薬情報研究所 SGML窓口） 

◎暫定コードで掲載した薬価未収載品目が薬価収載された場合、正式に YJ コードが付与されます。

その際は、５．『薬価収載時の対応の手続き』を参照して手続きを行ってください。 

 

承認翌週 

製薬企業 

医薬品医療機器総合機構 
(1)医薬品マスター 
更新連絡（メール） 

承認日 

(2)掲載手続き 

2週間 

発行 
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３．個別対応品目 

承認不要品目といった、１．２．に含まれない特殊な医薬品等については、医情研へ直接暫定コー

ドの申し込みを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)【製薬企業 → 医情研】 暫定コードの申し込み 

・暫定コードを取得するために、当該医薬品の YJコード（暫定コード）申請票と最新の添付文書 PDF

（案でも可）を Eメールに添付し送信します。 

 Eメールアドレス： sgml@iyaku.info（医薬情報研究所 SGML窓口） 

 

(2)【医薬品医療機器総合機構 → 製薬企業】 暫定コード設定の連絡 

・暫定コードが設定され、医薬品マスターに更新があった旨が医薬品医療機器総合機構から一斉配信

されます。 

 

(3)【製薬企業 → 医薬品医療機器総合機構】 届出、掲載手続き 

・製薬企業は、自社品目の暫定コードが登録されていることを確認し、届出、掲載手続きを行ってく

ださい。 

※個別対応品目の更新時期は内容によって変わります。必要に応じ SKWサイト等をご確認ください。 

 

 

 

 

  

◎暫定コードで掲載した薬価未収載品目が薬価収載された場合、正式に YJ コードが付与されます。

その際は、５．『薬価収載時の対応の手続き』を参照して手続きを行ってください。 

 

(1)コード申請票・ 
添付文書(案)をメール 

製薬企業 

医情研 医薬品医療機器総合機構 
(2)医薬品マスター更新 
連絡（メール） 

(3)掲載手続き 

◎暫定コードで掲載した薬価未収載品目が薬価収載された場合、正式に YJ コードが付与されます。

その際は、５．『薬価収載時の対応の手続き』を参照して手続きを行ってください。 
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4．過渡期の取扱い 
（１） 平成 26年 8月 1日以降承認された後発品等 

公表された承認品目リストを基に暫定コードを付与します。暫定コードが設定され、医

薬品マスターに更新があった旨が PMDAから一斉配信されます。PMDA SKWサイトにてそ

れぞれ確認してください。 

（２） 平成 26年 8月 1日以降承認された新薬等 9月承認分 

公表された承認品目リストを基に暫定コードを付与します。暫定コードが設定され、医

薬品マスターに更新があった旨が PMDAから一斉配信されます。PMDA SKWサイトにてそ

れぞれ確認してください。 

（３） その他の品目 

必要に応じ医情研にお問い合わせください。また、特に（１）（２）でも個別に掲載の

要望がある場合は、当該医薬品の YJコード（暫定コード）申請票と最新の添付文書 PDF

（案でも可）で、依頼してください。 

（４） 平成 26年 7月 31日までの承認分 

薬価未収載品があれば、申請により暫定コードを付与します。日薬連発第 482号（平成

26年 8月 19日）「薬価基準未収載品の YJコード未付番品目への暫定コード付番につい

て」をご参照ください。 

 

※なお、（４）で既に申請いただいた品目、及び上記（１）（２）の対象で 8月 1日～10

月 12日までに承認となった品目の暫定コードは、10月 29日掲載分として従来の暫定コ

ードと同様に日薬連から各社に案内される予定です。 

 

５．『薬価収載時の対応の手続き』 
暫定コードで掲載している品目が薬価基準収載された場合、正式に個別 12 桁コード(YJ コード)が

付与されます。その際は、暫定コードでの掲載から YJ コードでの掲載を行ってください。 

(１)【医薬品医療機器総合機構 → 製薬企業】 YJコード設定の連絡 

・ YJコードが設定され、医薬品マスターに更新があった旨が医薬品医療機器総合機構から一斉

配信されます。 

 (２)【製薬企業 → 医薬品医療機器総合機構】 掲載手続き 

・ 製薬企業は、YJ コードを用い、掲載手続きを行ってください（それ以前に掲載手続きを行う

と、本システム（ＳＫＷサイト）のマスタが更新されていないためにエラー となります）。 

・ 添付文書情報ファイル名は、「枝番」は「1」、「バージョン番号」は「01」から設定します（暫

定コード の枝番・バージョン番号を引き継ぐ必要はありません）。 

・ 暫定コードで掲載中の添付文書情報に対し、YJ コードを用い登録する際は、SKW サイトより
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「新規掲載」で行います。今回の場合、新規掲載で登録手続きを行っても処理的には「差し

替え更新」の扱いとなります（削除手続きの必要はありません）。以後の掲載手続きは、YJ コ

ードで行ってください。 

 

６．当手順の実施開始日について 

・ 「１．部会品目（新薬・報告品目等）」の手順については、平成 26年 10月 27日以降に開

催の部会の品目から適用致します。 

・ 「２．部会品目外（後発品・代替新規その他）」、「３．個別対応品目」の手順については

本通知以降適用致しますが、一斉配信については SKWサイトの掲載体制が整い次第適用と

なります。それまでは、従来の暫定コードと同様に日薬連から各社に案内される予定です。 

以上 
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薬食安発 1031 第１号 

平成 26 年 10 月 31 日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局）長   殿 

 

 

厚生労働省医薬食品局安全対策課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

緊急安全性情報等の提供に関する指針について 

 

 

 

 「薬事法等の一部を改正する法律」（平成 25 年法律第 84 号）による改正後の医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号。

以下「法」という。）において、新たに「再生医療等製品」が定義され（法第２条第９項）、

医薬品、医療機器、再生医療等製品の製造販売業者は、法第 68 条の９に基づき、医薬品、

医療機器、再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大するおそれを

知った場合は、これを防止するため、情報の提供を含めた必要な措置を講じなければな

らないとされています。 

緊急安全性情報等の提供に関する指針については平成 23 年７月 15 日付け薬食安発

0715第１号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知（以下「平成23年課長通知」という。）

により示されておりましたが、今般、再生医療等製品が新たに定義されたことを踏まえ

て、医薬品、医療機器及び再生医療等製品（以下「医薬品等」という。）に係る緊急安全

性情報等の提供に関する指針を別紙のとおり改訂いたしますので、ご了知いただき、貴

管内関係業者等に対して周知をお願いいたします。 

また、情報の提供にあたっては、医薬関係者だけではなく、患者や一般国民に対して

もわかりやすい情報の提供が求められていること、及び迅速性や網羅性を考慮しつつ、

医薬品情報担当者等による詳細な情報提供とともにメールや医薬品医療機器情報配信サ

ービス（以下「PMDA メディナビ」という。）等の電子媒体による情報提供を活用し効果的

に実施するよう併せて周知をお願いいたします。 

なお、本通知に伴い、平成 23 年課長通知は平成 26 年 11 月 25 日付けで廃止します。 
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（別紙） 

緊急安全性情報等の提供に関する指針 

 

 

１． 緊急安全性情報等の作成基準 

 

（１）緊急安全性情報（イエローレター） 

① 医薬品等について、（ア）に掲げるいずれかの状況からみて、国民（患者）、医

薬関係者に対して緊急かつ重大な注意喚起や使用制限に係る対策が必要な状況

にある場合に、（イ）に掲げる措置を実施するに当たって、厚生労働省からの命

令、指示、製造販売業者の自主的な決定その他により作成する。 

（ア）項 

・ 法第 68 条の 10 に基づく副作用・不具合等の報告における死亡、障害若

しくはこれらにつながるおそれのある症例又は治療の困難な症例の発生

状況 

・ 未知重篤な副作用・不具合等の発現など安全性上の問題が有効性に比し

て顕著である等の新たな知見 

・ 外国における緊急かつ重大な安全性に関する行政措置の実施 

・ 緊急安全性情報又は安全性速報等による対策によってもなお効果が十分

でないと評価された安全性上の問題 

（イ）項 

・ 警告欄の新設又は警告事項の追加 

・ 禁忌事項若しくは禁忌・禁止事項の新設又は追加 

・ 新たな安全対策の実施（検査の実施等）を伴う使用上の注意の改訂 

・ 安全性上の理由による効能効果、使用目的、性能、用法用量、使用方法

等の変更 

・ 安全性上の理由により、回収を伴った行政措置（販売中止、販売停止、

承認等取消し） 

・ その他、当該副作用・不具合等の発現防止、早期発見等のための具体的

な対策 

② 緊急安全性情報は、別紙１（医薬関係者向け）の様式とし、製造販売業者の自

主的な決定であっても、製造販売業者が厚生労働省及び独立行政法人医薬品医

療機器総合機構（以下「ＰＭＤＡ」という。）と協議し作成する。また、医薬関

係者向けのみならず、原則として国民（患者）向け情報も別紙２（国民（患者）

向け）の様式を参考とし、あわせて作成する。 

 

（２）安全性速報（ブルーレター） 

① 保健衛生上の危害発生・拡大の防止のため、緊急安全性情報に準じ、医薬関係

者に対して一般的な使用上の注意の改訂情報よりも迅速な注意喚起や適正使用

のための対応（注意の周知及び徹底、臨床検査の実施等の対応）の注意喚起が
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必要な状況にある場合に、（１）の①の（イ）に掲げる措置を実施するに当たっ

て、厚生労働省からの命令、指示、製造販売業者の自主的な決定その他により

作成する。 

② 安全性速報は別紙３（医薬関係者向け）の様式とし、製造販売業者の自主的な

決定であっても、製造販売業者が厚生労働省及びＰＭＤＡと協議し作成する。

また、使用形態を踏まえて必要に応じ、別紙２の様式を参考とし、国民（患者）

向け情報もあわせて作成する。 

 

２． 緊急安全性情報等の提供方法 

 

（１）緊急安全性情報（イエローレター） 

① 医薬食品局安全対策課は、緊急安全性情報の作成及び配布について、製造販売

業者等に対し、命令、指示を行う場合は、その理由等を記した書面により通知

する。 

② 製造販売業者は、厚生労働省及びＰＭＤＡと協議し、緊急安全性情報を作成す

る。 

③ 製造販売業者及び医薬食品局安全対策課は、国民（患者）、医薬関係者への周知

のため、緊急安全性情報配布開始後、速やかに報道発表を行う。また、製造販

売業者は、回収等の国民（患者）が直接の対応を行う必要がある事案において

は、新聞の社告等の媒体への情報の掲載を考慮する。なお、緊急安全性情報に

は、広告宣伝に関連する内容や緊急性を伴わない他の製品に関連する内容（代

替となる製品に関するものを除く。）を含んではならないものとする。 

④ 製造販売業者は、医薬関係者向けのみならず、国民（患者）向けの緊急安全性

情報を報道発表にも活用する。 

⑤ ＰＭＤＡは、①の通知、緊急安全性情報及び添付文書の改訂内容を、緊急安全

性情報の配布開始後、速やかにＰＭＤＡのホームページに掲載し、ＰＭＤＡに

よるＰＭＤＡメディナビにて速やかに配信する。また、製造販売業者において

も同様の情報を速やかに自社等のホームページ（特定の利用者のみ対象とした

ものではない場所をいう。）に掲載する。なお、法第 52 条の２第１項、法第 63

条の３第１項又は法第65条の４第１項の規定により添付文書等記載事項の届出

の対象となる医薬品等については、製造販売業者は添付文書の改訂内容を自社

等のホームページに掲載する前にＰＭＤＡに届け出る（「添付文書等記載事項の

届出等に当たっての留意事項について」平成 26 年９月１日付け薬食安発 0901

第１号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知を参照のこと。以下、添付文書

等記載事項の届出については同通知を参照すること。）。 

⑥ 製造販売業者は、直接配布を原則とするが、⑦の配布計画に従い、医療機関、

薬局等に対し、緊急安全性情報及び改訂添付文書（添付文書情報）等について、

迅速性及び網羅性を考慮し、直接配布、ダイレクトメール、ファックス、電子

メール等を活用し、効果的に組み合わせる等により情報提供を実施する。また、

当該製品の納入が確認されている医療機関の適切な部署（医療安全管理者、医
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薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、又は医療機関の製品情報担当

者等の所属する部署）、薬局等に、①の通知日又は製造販売業者が自主的に配布

を行うと決定した日から１か月以内に情報が到着していることを確認する。 

⑦ 製造販売業者は、ＰＭＤＡ安全部門（医薬品は安全第二部、医療機器及び再生

医療等製品は安全第一部をいう。以下同じ。）と緊急安全性情報の配布計画につ

いて事前に協議し、別紙様式１又は別紙様式２の配布（等）計画書を提出する。

医療機関、薬局等への訪問等による配布については、配布計画に従い実施し、

その結果を別紙様式３又は別紙様式４により、ＰＭＤＡ安全部門に提出する。 

⑧ 製造販売業者は、医学、薬学等の関係団体に対して情報提供を行い、会員等へ

の情報提供の協力及び関係団体のホームページ等への掲載等の効果的な広報手

段での周知を依頼する。また、当該製品を使用する患者団体を把握している場

合には、当該団体に対しても情報提供を行うことも考慮する。 

⑨ 製造販売業者は、厚生労働省からの命令、指示、社内各部門での連絡等に関す

る文書、訪問記録及び配布記録を、当該製品の安全性情報に関する記録を利用

しなくなった日から５年間保存する。（ただし、生物由来製品：10 年、特定生物

由来製品：30 年、特定保守管理医療機器及び設置管理医療機器：15 年、再生医

療等製品 10 年、指定再生医療製品 30 年） 

 

（２）安全性速報（ブルーレター） 

① 医薬食品局安全対策課は、安全性速報の作成及び配布について、製造販売業者

に対し、命令、指示を行う場合は、その理由等を記した書面により通知する。 

② 製造販売業者は、厚生労働省及びＰＭＤＡと協議し安全性速報を作成する。 

③ ＰＭＤＡは、①の通知、安全性速報及び添付文書の改訂内容を安全性速報の配

布開始後、速やかにＰＭＤＡのホームページに掲載し、ＰＭＤＡメディナビに

て速やかに配信する。また、製造販売業者においても同様の情報を速やかに自

社等のホームページ（特定の利用者のみ対象としたものではない場所をいう。）

に掲載する。なお、法第 52 条の２第１項、法第 63 条の３第１項又は法第 65 条

の４第１項の規定により添付文書等記載事項の届出の対象となる医薬品等につ

いては、製造販売業者は添付文書の改訂内容を自社等のホームページに掲載す

る前にＰＭＤＡに届け出る。 

④ 製造販売業者は、⑤の配布計画に従い、医療機関、薬局等に対し、安全性速報

及び改訂添付文書（添付文書情報）等について、迅速性と網羅性を考慮し、直

接配布、ダイレクトメール、ファックス、電子メール等を活用し、効果的に組

み合わせる等により情報提供を実施する。また、当該製品の納入が確認されて

いる医療機関の適切な部署（医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機

器安全管理責任者、又は医療機関の製品情報担当者等の所属する部署）、薬局等

に、①の通知日又は製造販売業者が自主的に配布を行うと決定した日から１か

月以内に情報が到着していることを確認する。 

⑤ 製造販売業者は、ＰＭＤＡ安全部門と安全性速報の配布計画について事前に協

議し、別紙様式５又は別紙様式６の配布（等）計画書を提出する。医療機関、
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薬局等への訪問等による配布については、配布計画に従い実施し、その結果を

別紙様式７又は別紙様式８により、ＰＭＤＡ安全部門に提出する。 

⑥ 製造販売業者は、必要に応じて、医学、薬学等の関係団体に対して情報提供を

行い、会員等への情報提供の協力及び関係団体のホームページ等への掲載等の

効果的な広報手段での周知を依頼する。また、必要に応じ、当該製品を使用す

る患者団体を把握している場合には、当該団体に対しても情報提供を行うこと

も考慮する。 

⑦ 製造販売業者は、厚生労働省からの命令、指示、社内各部門での連絡等に関す

る文書、訪問記録及び配布記録を、当該製品の安全性情報に関する記録を利用

しなくなった日から５年間保存する。（ただし、生物由来製品：10 年、特定生物

由来製品：30 年、特定保守管理医療機器及び設置管理医療機器：15 年、再生医

療等製品 10 年、指定再生医療製品 30 年） 

 

３． 医薬品等添付文書使用上の注意等の改訂に伴う情報対応 

 

（１）医薬食品局安全対策課は、ＰＭＤＡでの検討結果に基づき、使用上の注意等の改

訂の指示又は指導の内容を文書に記し、関係製造販売業者等に対して通知する。

厚生労働省から通知する文書は医薬食品局安全対策課長通知とする。 

（２）ＰＭＤＡは、（１）の通知をＰＭＤＡのホームページに掲載し、その情報につい

てＰＭＤＡメディナビを用いて配信する。 

（３）製造販売業者は、改訂添付文書情報等を作成し、速やかに自社等のホームページ

に掲載するとともに、ＰＭＤＡのホームページに掲載する。なお、法第 52 条の

２第１項、法第 63 条の３第１項又は法第 65 条の４第１項の規定により添付文書

等記載事項の届出の対象となる医薬品等については、掲載前にＰＭＤＡに届け出

ること。 

（４）製造販売業者は（１）の通知により指示された改訂内容について、「改訂内容を

明らかにした文書」を作成し、医療機関、薬局等に速やかに伝達することとする。

なお、当該文書の内容については、改訂後の添付文書情報が掲載されたＰＭＤＡ

のホームページその他の情報提供のサイトの照会先を掲載することにより、添付

文書の改訂内容の伝達を省略することができる。 

（５）（４）の取扱いについては、ＰＭＤＡによるＰＭＤＡメディナビの登録者数が 15

万件を超えた場合は、ＰＭＤＡメディナビをもって情報提供に代えることができ

ることとする。 

 

４． ＰＭＤＡが実施する情報提供 

 

（１）ＰＭＤＡは、リスク・コミュニケーション向上の観点から、「ＰＭＤＡからの医

薬品適正使用のお願い」、「ＰＭＤＡ医療安全情報」、「重篤副作用疾患別対応マニ

ュアル」、「患者向医薬品ガイド」等、緊急安全性情報等による情報提供や使用上

の注意を補完し、適正使用の向上に資する医薬関係者向け又は国民（患者）向け
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資材を提供する。なお、「ＰＭＤＡからの医薬品適正使用のお願い」は、警告等

の重大な使用上の注意等の改訂を行った以降も、副作用等の報告や不適正な使用

による副作用が減少しない場合などに作成を検討する。必要に応じ製造販売業者

も印刷媒体の配布等を検討する。 

（２）製造販売業者は、緊急安全性情報、安全性速報、添付文書の改訂に合わせて、Ｐ

ＭＤＡが提供している国民（患者）向け情報提供資料等の内容も変更する必要が

ある場合は、ＰＭＤＡ安全部門と協議する。 

（３）ＰＭＤＡは、添付文書の改訂内容を明らかにした文書として、電子版の医薬品・

医療機器等安全性情報及び医薬品安全対策情報（ＤＳＵ）をＰＭＤＡのホームペ

ージに定期的に掲載することとする。 

 

５． 施行期日 

 

  本通知は、平成 26 年 11 月 25 日から適用する。 
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                             平成○○年○○月 
                                           ○○-○号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○○○○○○ 
○○○○錠 xmg（○○○○）による重篤な○○○について 

 
  本剤の投与により，重篤な○○○が発症し，本剤との関連性が否定できない死亡例が○○例報告さ

れております。（推定使用患者数○○万人）。このため，使用上の注意に加えて新たに「警告」を設

け「禁忌」に追加記載し，注意喚起することと致しました。本剤の使用にあたっては，下記の事項に

十分にご留意願います。また，○○○が発現した場合には，弊社の医薬情報担当者にご連絡お願い致

します。 
 

 
１． 
 
 
２． 
 
 
３． 
 
 

「警告」を新設し，「禁忌」及び「使用上の注意」を改訂しましたので，あわせてご連絡いたします。 

お問い合わせ先：○△□☆株式会社 

□□□□□本部 ○○管理部 

（電話 00－0000－0000） 

緊急安全性情報 

 重 

要 
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重 

要 
緊急安全性情報  
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記載要領 
 
１．用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とし、色は黄色系とすること。 
２．表裏２ページを基本とし、最大でも見開き４ページ以内とすること。 
３．表紙右上隅に、配布年月及び指定された緊急安全性情報番号を記載するこ

と。 
４．表紙右上隅及び最終ページの左上隅に三角赤地に用紙と同色の色をもって、

概ね３１ポイントのゴシック体で、「重要」の文字を記載すること。 
５．タイトルは「緊急安全性情報」とし、赤枠・黒字をもって、概ね５０ポイ

ントゴシック体で記載すること。なお、最終ページの右上隅にも同じく「緊

急安全性情報」の文字を、赤枠・黒字をもって、概ね３１ポイントのゴシッ

ク体で記載すること。 
６．標題は、問題となっている安全性に関する事項の内容が明確になるよう、

的確かつ簡潔な表現により、赤字をもって概ね２０ポイントのゴシック体で

記載すること。 
    例：○○○の×××について 
７．標題の下に、問題となっている安全性に関する事項の概要として、現在ま

での発現状況等を３～４行にまとめ、挨拶文等は省略し、簡潔に記載するこ

と。 
８．伝達すべき情報は、簡潔な箇条書きとし、概要の下に黒枠で囲って赤字を

もって、概ね２０ポイントのゴシック体で記載すること。また、その内容を

補足する簡潔な説明文を付すこと。 
９．使用上の注意の改訂を伴う場合には、黒枠の下に、「使用上の注意を改訂し

ましたので、あわせてご連絡いたします。」等として、改訂後の使用上の注意

を、改訂部分が明確になるように記載すること。 
10．表紙最下部に連絡先として、製造販売業者名及び連絡先等を記載すること。

なお、関係の製造販売業者等が複数である場合には、最終ページに一覧表を

掲載することとし、表紙最下部にその旨を記載すること。 

11．表紙及び最終ページは全体を赤枠で囲むこと。 

12．関係する製造販売業者等が複数ある場合には、共同で同一のものを作成す

ること。 
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○○○○錠 xmgを服用される患者様とご家族の皆様へ 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○錠 xmgとの関連は不明です（or関連は否定できません）が、○○○○錠 xmgを服用後に□□

□□□□□、◇◇◇◇◇◇、▽▽▽▽▽▽、☆☆☆☆☆☆などの症状があらわれ、○○○に

至った副作用が報告されています。 

ぜひ○○○○錠 xmgを服用する前に本書をお読みいただき次のことにご配慮ください。 

 

この薬を服用されている方は、次のことにご注意ください。 

●  

●  

●  

 

 

この薬をはじめて服用される方は、次のことをご確認ください。 

●  

●  

●  

 

本情報は、○○○○錠 xmg を服用されている患者の皆様やご家族の皆様などに、○○○○錠 xmg に対

する正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。○○○

○錠 xmgを服用するときに特に知っていただきたいことを、医薬関係者向けに作成されている緊急安全

性情報や添付文書を基に、わかりやすく記載しています。また、○○○○錠 xmgに関する患者の皆様や

ご家族の皆様向けとして「患者向医薬品ガイド」が下記に掲載されております。 

 

 

 

 

○○○○錠 xmgを服用後に異常を認めた場合や、重篤な副作用が発現したと考えられる場合には、ただ

ちに医師または薬剤師に相談してください。 

○○○○錠 xmgの投与により、○○○の副作用が報告されております。□□

□□□□□、◇◇◇◇◇◇、▽▽▽▽▽▽、☆☆☆☆☆☆などの症状がある

ときは直ちに医師又は薬剤師にご相談ください。 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構「医薬品医療機器情報提供ホームページ」 

URL：http://www.info.pmda.go.jp/ 

お問い合わせ先：○△□☆株式会社 

□□□□□本部 ○○管理部 

（電話 00－0000－0000） 
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記載要領 
 
１．用紙の大きさは原則として日本工業規格Ａ４とする。ただし、利便性等を

考慮し、他の大きさとすることは差し支えない。 
２．標題をつけ、その下に問題となっている安全性に関する事項及び医薬関係

者に相談すべき内容を、黒枠で囲って簡潔に記載すること。 
３．伝達すべき情報は、黒枠の下に３～４行にまとめ、挨拶文等は省略し、簡

潔に記載すること。 
４．患者向医薬品ガイドが作成されている場合には、掲載されているホームペ

ージ等を紹介すること。 
５．当該医薬品等の使用による異常を認めた場合や、重篤な副作用が発現した

場合には、ただちに医薬関係者に相談する旨を記載すること。 
６．連絡先として、製造販売業者名及び連絡先等を記載すること。 

７．関係する製造販売業者等が複数ある場合には、共同で同一のものを作成す

ること。 
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平成○○年○○月 

                                           ○○-○号 
 
 
 
 
 
 
 

○○○○○○○ 
○○○○錠 xmg（○○○○）による重篤な○○○について 

 
  本剤の投与により，重篤な○○○が発症し，本剤との関連性が否定できない死亡例が○○例報告さ

れております。（推定使用患者数○○万人）。このため，使用上の注意に「警告」を追加記載し，注

意喚起することと致しました。本剤の使用にあたっては，下記の事項に十分にご留意願います。また，

○○○が発現した場合には，弊社の医薬情報担当者にご連絡お願い致します。 
 

 
１． 
 
 
２． 
 
 
３． 
 
 

「警告」を新設し，「禁忌」及び「使用上の注意」を改訂しましたので，あわせてご連絡いたします。 

 

 

 

お問い合わせ先：○△□☆株式会社 

□□□□□本部 ○○管理部 

（電話 00－0000－0000） 

安全性速報 

 重 

要 
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記載要領 
 
１．用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とし、色は青色系とすること。 
２．表裏２ページを基本とし、最大でも見開き４ページ以内とすること。 
３．表紙右上隅に、配布年月及び指定された安全性速報番号を記載すること。 
４．表紙右上隅に三角赤地に用紙と同色の色をもって、概ね３１ポイントのゴ

シック体で、「重要」の文字を記載すること。 
５．タイトルは「安全性速報」とし、黒枠・黒字をもって、概ね５０ポイント

ゴシック体で記載すること。 
６．標題は、問題となっている安全性に関する事項の内容が明確になるよう、

的確かつ簡潔な表現により、概ね２０ポイントのゴシック体で記載すること。 
    例：○○○の×××について 
７．標題の下に、問題となっている安全性に関する事項の概要として、現在ま

での発現状況等を３～４行にまとめ、挨拶文等は省略し、簡潔に記載するこ

と。 
８．伝達すべき情報は、簡潔な箇条書きとし、概要の下に黒枠で囲って原則と

して黒字をもって、概ね２０ポイントのゴシック体で記載すること。また、

その内容を補足する簡潔な説明文を付すこと。 
９．使用上の注意の改訂を伴う場合には、黒枠の下に、「使用上の注意を改訂し

ましたので、あわせてご連絡いたします。」等として、改訂後の使用上の注意

を、改訂部分が明確になるように記載すること。 
10．表紙最下部に連絡先として、製造販売業者名及び連絡先等を記載すること。

なお、関係の製造販売業者等が複数である場合には、最終ページに一覧表を

掲載することとし、表紙最下部にその旨を記載すること。 

11．表紙は全体を赤枠で囲むこと。 

12．関係する製造販売業者等が複数ある場合には、共同で同一のものを作成す

ること。 
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緊急安全性情報配布(等)計画書 

 

平成  年  月  日 

 

厚生労働省医薬食品局安全対策課長殿 

 

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 

担当者連絡先 

  （電話） 

 

平成  年  月  日付 薬食安発 第  号をもって指示のあった下記の医薬品にかかる緊急安

全性情報の配布(等)の計画を次のとおり報告します。 

 

（報告内容） 

１．医薬品 

 １）販売名 

 ２）成分名 

 ３）薬効分類 

 ４）製造販売承認年月日 

 ５）薬価基準収載年月日 

 ６）販売数量（年単位） 

 ７）推定使用患者数（年単位） 

 

２．緊急安全性情報の配布計画 

 １）医療機関・薬局等に対する配布計画 

 （１）配布方法 

 （２）配布対象医療機関・薬局等の数 

 （３）印刷部数 

 （４）配布開始予定日 

 （５）配布完了予定日 

 （６）配布状況及び配布が期間内に行われたことを確認するための方法 

 ２）国民（患者）への提供計画 

 （１）提供方法 

 （２）提供対象医療機関・薬局等の数 

 （３）印刷部数 

 

３．回収等の措置（製品の回収等を伴う場合） 

 １）推定市場在庫量（原末換算 kg及び最終製品数） 

 ２）回収等の方法 

 ３）回収等の開始予定日 

 ４）回収等の終了予定日 

 ５）回収等の状況及び回収が終了したことを確認するための方法 

 

（別紙様式１） 
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（備考）計画書には、次のものを添付すること。 

 １）緊急安全性情報又はその（案） 

 ２）緊急安全性情報（国民（患者）向け）又はその（案） 
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緊急安全性情報配布(等)計画書 

 

平成  年  月  日 

厚生労働省医薬食品局安全対策課長殿 

 

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 

担当者連絡先 

  （電話） 

 

平成  年  月  日付 薬食安発 第  号をもって指示のあった下記の医療機器／再生医療等

製品にかかる緊急安全性情報の配布(等)の計画を次のとおり報告します。 

 

（報告内容） 

１．医療機器／再生医療等製品 

 １）販売名 

 ２）一般的名称 

 ３）製造販売承認年月日 

 ４）販売数量（年単位） 

 ５）推定使用患者数（年単位） 

 

２．緊急安全性情報の配布計画 

 １）医療機関・薬局等に対する配布計画 

 （１）配布方法 

 （２）配布対象医療機関・薬局等の数 

 （３）印刷部数 

 （４）配布開始予定日 

 （５）配布完了予定日 

 （６）配布状況及び配布が期間内に行われたことを確認するための方法 

 ２）国民（患者）への提供計画 

 （１）提供方法 

 （２）提供対象医療機関・薬局等の数 

 （３）印刷部数 

 

３．回収等の措置（製品の回収等を伴う場合） 

 １）推定市場在庫量（最終製品数） 

 ２）回収等の方法 

 ３）回収等の開始予定日 

 ４）回収等の終了予定日 

 ５）回収等の状況及び回収が終了したことを確認するための方法 

 

（備考）計画書には、次のものを添付すること。 

 １）緊急安全性情報又はその（案） 

２）緊急安全性情報（国民（患者）向け）又はその（案） 

（別紙様式２） 
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緊急安全性情報配布(等)報告書 

 

平成  年  月  日 

厚生労働省医薬食品局安全対策課長殿 

 

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 

担当者連絡先 

  （電話） 

 

平成  年  月  日付 薬食安発 第  号をもって指示のあった下記の医薬品にかかる緊急安

全性情報を配布(等)いたしましたので次のとおり報告します。 

 

（報告内容） 

１．医薬品 

 １）販売名 

 ２）成分名 

 

２．緊急安全性情報の配布状況 

 １）医療機関・薬局等に対する配布状況 

 （１）配布方法 

 （２）配布医療機関・薬局等の数 

 （３）配布部数 

 （４）配布開始日 

 （５）配布終了日 

 ２）国民（患者）への提供状況 

 （１）提供方法 

 （２）提供医療機関・薬局等の数 

 （３）提供部数 

 ３）電子媒体等による情報提供状況 

 （１）自社等のホームページ（URL）への掲載日 

 （２）PMDAメディナビによる配信日 

 （３）その他 

 

３．回収等の措置（製品の回収等を伴う場合） 

 １）回収等を行った数量（原末換算 kg及び最終製品数） 

 ２）回収等の方法 

 ３）回収等の開始日 

 ４）回収等の終了日 

 ５）回収等を行った製品の処理状況 

 

（備考）報告書には次のものを添付すること。 

 １）緊急安全性情報 

２）緊急安全性情報（国民（患者）向け） 

（別紙様式３） 
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緊急安全性情報配布(等)報告書 

 

平成  年  月  日 

厚生労働省医薬食品局安全対策課長殿 

 

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 

担当者連絡先 

  （電話） 

 

平成  年  月  日付 薬食安発 第  号をもって指示のあった下記の医療機器／再生医療等

製品にかかる緊急安全性情報を配布(等)いたしましたので次のとおり報告します。 

 

（報告内容） 

１．医療機器／再生医療等製品 

 １）販売名 

 ２）一般的名称 

 

２．緊急安全性情報の配布状況 

 １）医療機関・薬局等に対する配布状況 

 （１）配布方法 

 （２）配布医療機関・薬局等の数 

 （３）配布部数 

 （４）配布開始日 

 （５）配布終了日 

 ２）国民（患者）への提供状況 

 （１）提供方法 

 （２）提供医療機関・薬局等の数 

 （３）提供部数 

 ３）電子媒体等による情報提供状況 

 （１）自社等のホームページ（URL）への掲載日 

 （２）PMDAメディナビによる配信日 

 （３）その他 

 

３．回収等の措置（製品の回収等を伴う場合） 

 １）回収等を行った数量（最終製品数） 

 ２）回収等の方法 

 ３）回収等の開始日 

 ４）回収等の終了日 

 ５）回収等を行った製品の処理状況 

 

（備考）報告書には次のものを添付すること。 

 １）緊急安全性情報 

 ２）緊急安全性情報（国民（患者）向け） 

（別紙様式４） 
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安全性速報配布（等）計画書 

 

平成  年  月  日 

 

厚生労働省医薬食品局安全対策課長殿 

 

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 

担当者連絡先 

  （電話） 

 

 

平成  年  月  日付 薬食安発 第  号をもって指示のあった下記の医薬品にかかる安全性

速報の配布（等）計画を次のとおり報告します。 

 

（報告内容） 

１．医薬品 

 １）販売名 

 ２）成分名 

 ３）薬効分類 

 ４）製造販売承認年月日 

 ５）薬価基準収載年月日 

 ６）販売数量（年単位） 

 ７）推定使用患者数（年単位） 

 

２．安全性速報の配布計画 

 １）医療機関・薬局等に対する配布計画 

 （１）配布方法 

 （２）配布対象医療機関・薬局等の数 

 （３）印刷部数 

 （４）配布開始予定日 

 （５）配布終了予定日 

 （６）配布状況及び配布が期間内に行われたことを確認するための方法 

 ２）国民（患者）への提供計画（実施する場合） 

 （１）提供方法 

 （２）提供対象医療機関・薬局等の数 

 （３）印刷部数 

 

３．回収等の措置（製品の回収等を伴う場合） 

 １）推定市場在庫量（原末換算 kg及び最終製品数） 

 ２）回収等の方法 

 ３）回収等の開始予定日 

 ４）回収等の終了予定日 

 ５）回収等の状況及び回収が終了したことを確認するための方法 

（別紙様式５） 
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（備考）計画書には、次のものを添付すること。 

 １）安全性速報又はその（案） 

２）安全性速報（国民（患者）向け）又はその（案）（実施する場合） 
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安全性速報配布（等）計画書 

 

平成  年  月  日 

厚生労働省医薬食品局安全対策課長殿 

 

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 

担当者連絡先 

  （電話） 

 

 

平成  年  月  日付 薬食安発 第  号をもって指示のあった下記の医療機器／再生医療等

製品にかかる安全性速報の配布（等）計画を次のとおり報告します。 

 

（報告内容） 

１．医療機器／再生医療等製品 

 １）販売名 

 ２）一般的名称 

 ３）製造販売承認年月日 

 ４）販売数量（年単位） 

 ５）推定使用患者数（年単位） 

 

２．安全性速報の配布計画 

 １）医療機関・薬局等に対する配布計画 

 （１）配布方法 

 （２）配布対象医療機関・薬局等の数 

 （３）印刷部数 

 （４）配布開始予定日 

 （５）配布終了予定日 

 （６）配布状況及び配布が期間内に行われたことを確認するための方法 

 ２）国民（患者）への提供計画（実施する場合） 

 （１）提供方法 

 （２）提供対象医療機関・薬局等の数 

 （３）印刷部数 

 

３．回収等の措置（製品の回収等を伴う場合） 

 １）推定市場在庫量（最終製品数） 

 ２）回収等の方法 

 ３）回収等の開始予定日 

 ４）回収等の終了予定日 

 ５）回収等の状況及び回収が終了したことを確認するための方法 

（備考）計画書には、次のものを添付すること。 

 １）安全性速報又はその（案） 

 ２）安全性速報（国民（患者）向け）又はその（案）（実施する場合） 

（別紙様式６） 
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安全性速報配布（等）報告書 

 

平成  年  月  日 

厚生労働省医薬食品局安全対策課長殿 

 

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 

担当者連絡先 

  （電話） 

 

平成  年  月  日付 薬食安発 第  号をもって指示のあった下記の医薬品にかかる安全性

速報を配布（等）いたしましたので次のとおり報告します。 

 

（報告内容） 

１．医薬品 

 １）販売名 

 ２）成分名 

 

２．安全性速報の配布状況 

 １）医療機関・薬局等に対する配布状況 

 （１）配布方法 

 （２）配布医療機関・薬局等の数 

 （３）配布部数 

 （４）配布開始日 

 （５）配布終了日 

 ２）国民（患者）への提供状況（実施した場合） 

 （１）提供方法 

 （２）提供医療機関・薬局等の数 

 （３）提供部数 

 ３）電子媒体等による情報提供状況 

 （１）自社等のホームページ（URL）への掲載日 

 （２）PMDAメディナビによる配信日 

 （３）その他 

    

３．回収等の措置（製品の回収等を伴う場合） 

 １）回収等を行った数量（原末換算 kg及び最終製品数） 

 ２）回収等の方法 

 ３）回収等の開始日 

 ４）回収等の終了日 

 ５）回収等を行った製品の処理状況 

 

（備考）報告書には次のものを添付すること。 

 １）安全性速報 

 ２）安全性速報（国民（患者）向け）（実施した場合） 

（別紙様式７） 
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安全性速報配布（等）報告書 

 

平成  年  月  日 

厚生労働省医薬食品局安全対策課長殿 

 

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 

担当者連絡先 

  （電話） 

 

平成  年  月  日付 薬食安発 第  号をもって指示のあった下記の医療機器／再生医療等

製品にかかる安全性速報を配布（等）いたしましたので次のとおり報告します。 

 

（報告内容） 

１．医療機器／再生医療等製品 

 １）販売名 

 ２）一般的名称 

 

２．安全性速報の配布状況 

 １）医療機関・薬局等に対する配布状況 

 （１）配布方法 

 （２）配布医療機関・薬局等の数 

 （３）配布部数 

 （４）配布開始日 

 （５）配布終了日 

 ２）国民（患者）への提供状況（実施した場合） 

 （１）提供方法 

 （２）提供医療機関・薬局等の数 

 （３）提供部数 

 ３）電子媒体等による情報提供状況 

 （１）自社等のホームページ（URL）への掲載日 

 （２）PMDAメディナビによる配信日 

 （３）その他 

    

３．回収等の措置（製品の回収等を伴う場合） 

 １）回収等を行った数量（最終製品数） 

 ２）回収等の方法 

 ３）回収等の開始日 

 ４）回収等の終了日 

 ５）回収等を行った製品の処理状況 

 

（備考）報告書には次のものを添付すること。 

 １）安全性速報 

 ２）安全性速報（国民（患者）向け）（実施した場合） 

（別紙様式８） 
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薬機安一発第 1031001 号  

薬機安二発第 1031001 号  

平成 26 年 10 月 31 日 

 

（別記） 殿 

 

 

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   

 

 

添付文書等記載事項の届出及び公表に関する留意点について 

 

 

薬事法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 84 号）による改正後の医薬品、医療

機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号。以下

「法」という。）により、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売業者に対し、法

第 52 条第１項各号、第 63 条の２第１項各号及び第 65 条の３第１項各号に掲げる事項（以

下「添付文書等記載事項」という。）の届出及び公表が義務付けられ、添付文書等記載事項

の届出等の留意事項として、「薬事法等の一部を改正する法律等の施行等について」（平成 26

年８月６日付け薬食発 0806 第３号厚生労働省医薬食品局長通知）第２のⅠの２（２）及び

「添付文書等記載事項の届出等に当たっての留意事項について」（平成 26 年９月１日付け

薬食安発 0901 第 01 号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知。以下「課長通知」という。）

が示されたところです。 

これらを踏まえ、添付文書等記載事項の届出等に関する留意点について、下記のとおり定

めましたので、貴管下関係者等に対して周知いただくよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１．届出及び公表の方法 

ア．医療用医薬品（体外診断用医薬品及び承認不要医薬品を除く。以下同じ。） 

添付文書等記載事項の届出及び医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）の

ウェブサイトでの公表は、機構ウェブサイトの専用ページで行うこと。届出及び公表の

方法、添付文書等情報の作成方法の詳細については、「医薬品製造販売業者向けサイト」

（以下「SKW サイト」という。）に掲載するので、適宜参照すること。 
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なお、課長通知に示された届出が必要な添付文書等記載事項以外の改訂のみを行う

場合には、届出の必要はないが、機構ウェブサイトへの添付文書等情報の掲載は、同じ

専用ページから行うこと。その際の入力に当たっては、改訂理由は「義務化された届出：

いいえ」を選択すること。 

イ．特定高度管理医療機器（以下「クラスⅣ医療機器」という。） 

添付文書等記載事項の届出及び機構ウェブサイトでの公表は、機構ウェブサイトの

専用ページで行うこと。届出及び公表の方法、添付文書等情報の作成方法の詳細につい

ては、「医療機器／体外診断用医薬品／再生医療等製品製造販売業者向けサイト」（以下

「IKW サイト」という。）に掲載するので、適宜参照すること。 

添付文書等記載事項の改訂を行おうとする場合は、届出の際に、添付文書等記載事項

の改訂内容を記載した新旧対照表（別紙１参照）が必要となるため、テキスト PDF 形

式にて作成した新旧対照表をあわせてアップロードすること。届出が必要な添付文書

等記載事項以外の項目をあわせて改訂する場合は、新旧対照表にあわせて記載するこ

と。 

「医療機器の添付文書の記載要領の改正について」（平成 26 年 10 月２日付け薬食発

1002 第８号厚生労働省医薬食品局長通知）における経過措置対象品目の場合にあって

は、必要事項を入力する際、備考欄に以下の内容を記載すること。 

・平成 26 年 11 月 25 日までに承認されている品目であって、平成 26 年 11 月 25 日 

以降に新たに届出を行う場合：承認日 

・平成 26 年 11 月 25 日時点で承認申請中の品目の場合：申請日 

なお、課長通知に示された届出が必要な添付文書等記載事項以外の改訂のみを行う

場合には、届出の必要はないが、機構ウェブサイトへの添付文書等情報の掲載は、同じ

専用ページから行うこと。その際の入力に当たっては、改訂理由は「義務化された届出：

いいえ」を選択すること。 

ウ．要指導医薬品 

 添付文書等記載事項の届出は、課長通知の別紙様式に必要事項を記載し、機構安全第

一部安全性情報課に持参又は郵送で提出すること。 

届出に当たっては、別紙様式の備考欄に、４．に記した「相談整理番号」と担当者名、

所属部署名及び連絡先（電話番号、E メールアドレス）を記載すること。「相談整理番

号」が発番されていない届出の場合は、「相談整理番号」の記載は必要ないこと。 

添付文書等情報の公表は、機構ウェブサイトの専用ページで行うこと。 

公表の方法、添付文書等情報の作成方法の詳細については、SKW サイトに掲載する

ので、適宜参照すること。 

エ．再生医療等製品 

課長通知の別紙様式に必要事項を記載し、機構安全第一部安全性情報課に持参又は

郵送で提出し、添付文書等記載事項の届出及び公表を行うこと。その際、添付文書等記

載事項が反映された添付文書等情報、及び添付文書等記載事項の改訂を行おうとする
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場合は、添付文書等記載事項の改訂内容を記載した新旧対照表（別紙２参照）をテキス

ト PDF 形式で記録した CD-R 又は DVD-R１枚を添付すること。テキスト PDF ファ

イル名の付け方については、IKW サイトに掲載するので、適宜参照すること。 

届出に当たっては、別紙様式の備考欄に、４．に記した「相談整理番号」と担当者名、

所属部署名及び連絡先（電話番号、E メールアドレス）を記載すること。「相談整理番

号」が発番されていない届出の場合は、「相談整理番号」の記載は必要ないこと。 

 

２．改訂に係る事前相談  

届出が必要な添付文書等記載事項の改訂を行おうとする場合は、以下の３．に掲げるアか

らキの場合を除き、事前に、医療用医薬品及び要指導医薬品にあっては機構安全第二部に、

クラスⅣ医療機器及び再生医療等製品にあっては機構安全第一部医療機器安全課に相談を

申し入れること。なお、機構が安全対策措置の検討が必要と考え、企業へ照会した場合も事

前相談として取り扱うこととする。 

 

３．事前相談が不要の場合 

ア．改訂を指示又は指導する安全対策課長通知に基づく改訂の場合であって、事前に機構

と相談した企業と４．に記した「相談整理番号」を共有している場合 

イ．自主改訂の場合であって、事前に機構と相談した企業と４．に記した「相談整理番号」

を共有している場合 

ウ．承認（承認事項一部変更承認を含む。）に伴う新規作成又は改訂の場合 

 機構の審査部門と合意した添付文書（案）の記載から、届出が必要な添付文書等記

載事項の変更が無い場合に限る。なお、代替新規承認による場合は、備考欄に基とな

った医薬品の名称（旧販売名）を記載すること。 

エ．承認の承継に伴う新規作成の場合 

   承継元の添付文書から届出が必要な添付文書等記載事項の変更が無い場合に限る。 

オ．日本薬局方改訂による名称変更による改訂の場合 

カ．医療機器の添付文書の記載要領に関する次に掲げる改訂の場合 

・「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」（平成 26 年 10 月 31 日

付け厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡。以下「事務連絡」という。）の別

添１において添付文書に記載する必要がない例として示されている、「医療従事者

として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられる事項の例示」に

関する記載を改訂する場合 

・「医療機器の添付文書の記載要領の改正について」（平成 26 年 10 月２日付け薬食

発 1002 号第 10 号厚生労働省医薬食品局長通知）において廃止され、事務連絡に

おいて添付文書に記載する必要がないとしている、「医用電気機器の添付文書に記

載すべき使用上の注意事項について」（昭和 47 年６月１日付け薬発第 495 号厚生

省薬務局長通知）に関する記載を改訂する場合 
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 キ．誤記の修正など内容の変更を伴わない改訂の場合 

   新旧対照表を添付するか備考欄に変更箇所を記載した上で、変更理由を備考欄に

記載すること。 

 

４．相談整理番号 

機構は、企業との事前相談の結果、添付文書等記載事項の改訂が必要又は妥当と判断した

場合は相談企業に対して、届出に際して必要な「相談整理番号」を伝達するので、相談企業

は必要により関連企業と共有すること。「相談整理番号」は紛失しないよう社内で適切に管

理し、届出時に正確に入力又は記載すること。 

複数の「相談整理番号」に対応する、自主改訂を同時に届出しようとする場合には、１つ

の新旧対照表にまとめたものを作成し、機構安全第一部医療機器安全課又は安全第二部に

相談すること。 

また、使用上の注意等の改訂指示等の通知に基づく改訂と自主改訂を同時に行う場合は、

それぞれの「相談整理番号」をカンマで区切った上で入力又は記載すること。 

なお、医療用医薬品及びクラスⅣ医療機器の届出を専用ページで行う場合、「相談整理番

号」欄が空欄のままではシステム上でエラーとなるため、機構が「相談整理番号」を発番し

ていない届出（３．ウ～キに示す場合）のみを行う場合は、「9999」を入力すること。 

  

５．届出の時期 

ア．承認によるもの 

製造販売開始又は添付文書等記載事項の情報提供開始のいずれか早い方の前に、十

分な余裕を持って届け出ること。 

医療用医薬品、要指導医薬品及び再生医療等製品の届出は、機構の審査部門と添付文

書（案）を合意した後であれば、承認前であっても届出を行うことができること。 

クラスⅣ医療機器の届出は承認後に行うこと。 

イ．承認の承継によるもの 

承継企業による製造販売開始又は添付文書等記載事項の情報提供開始のいずれか早

い方の前に、十分な余裕を持って届け出ること。承継前であっても届出を行うことがで

きること。 

ウ．改訂指示等の通知又は自主改訂によるもの 

情報提供開始前に、十分な余裕を持って届け出ること。 

エ．緊急安全性情報（イエローレター）・安全性速報（ブルーレター）の配布によるもの 

情報提供を直ちに開始できるよう、機構と十分連携をとって、速やかに届出を行うこ

と。 

 

６．届出を受け付けた旨の通知 

届出が受け付けられると、受付した旨及び登録番号等を、医療用医薬品及びクラスⅣ医療
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機器では、専用ページの利用にあたり事前に登録された宛先に、要指導医薬品及び再生医療

等製品では、課長通知の別紙様式中に記載された宛先に、機構から電子メールにて通知する。

この登録番号は機構への問い合わせの際に使用すること。なお、本受付のメールによる通知

をもって、届出は成立するものであること。 

 

７．届出を受理した旨の通知 

機構での届出内容の確認後に、届出内容を受理した旨を、医療用医薬品及びクラスⅣ医療

機器では、事前に登録された宛先に、要指導医薬品及び再生医療等製品では、課長通知の別

紙様式中に記載された宛先に、機構から電子メールにて通知する。 

機構での確認には、通常 5 営業日程度を要する見込みであるが、後発医薬品の薬価基準

収載に合わせての届出等、多くの届出が集中する時期には、機構での確認に相当の時間を要

することが見込まれることに留意し、特に余裕を持った届出を行うこと。 

なお、医療用医薬品、クラスⅣ医療機器及び再生医療等製品において、添付文書等情報の

機構ウェブサイトでの公表は、受理日もしくは企業の設定した公表予定日のいずれか遅い

日となること。 

 

８．機構からの修正依頼時の対応 

機構での届出内容の確認において不備等がある場合には、修正が必要である旨を医療用

医薬品及びクラスⅣ医療機器では、事前に登録された宛先に、要指導医薬品及び再生医療等

製品では、課長通知の別紙様式中に記載された宛先に、機構から電子メールにて通知する。

機構から修正が必要との連絡があった際には、修正等の手続きを行うこと。 

 

９．その他 

 ア．SKW サイト及び IKW サイトへのアクセス方法は、機構安全第一部安全性情報課へ 

問い合わせること。 

イ．一般用医薬品、クラスⅠ～Ⅲ医療機器については届出の対象ではないが、添付文書 

等情報（クラスⅠ～Ⅲ医療機器はテキスト PDF）の掲載は、同じ機構ウェブサイト

の専用ページから行うことができるので、SKW サイト及び IKW サイトを適宜参照

すること。 

 

１０．適用時期 

本通知は、平成 26 年 11 月 25 日より適用する。 

 

 

以上 
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別紙 1 

 

医療機器の添付文書等記載事項の届出における記載事項新旧対照表 

・製造販売業者名：           

・製品名：               

・承認番号：              

・相談整理番号：            

 ・備考：                

 

現行 改訂案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

 ・現行欄及び改訂案欄において、改訂を行った箇所には下線を付すこと。 

・新たに記載事項を追加する際は、現行欄に「（新設）」と記載し、改訂案欄の当該記載に

下線を付すこと。 

・記載事項を削除する際は、改訂案欄に「（削除）」と記載し、現行欄の当該記載に下線を

付すこと。 

・本様式はテキスト PDF にて作成すること。 
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別紙 2 

 

再生医療等製品の添付文書等記載事項の届出における記載事項新旧対照表 

・製造販売業者名：           

・製品名：               

・承認番号：              

・相談整理番号：            

 ・備考：                

 

現行 改訂案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

 ・現行欄及び改訂案欄において、改訂を行った箇所には下線を付すこと。 

・新たに記載事項を追加する際は、現行欄に「（新設）」と記載し、改訂案欄の当該記載に

下線を付すこと。 

・記載事項を削除する際は、改訂案欄に「（削除）」と記載し、現行欄の当該記載に下線を

付すこと。 

・本様式はテキスト PDF にて作成すること。 
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（別記） 

 

日本製薬団体連合会会長 

日本製薬工業協会会長 

日本一般用医薬品連合会会長 

日本 OTC 医薬品協会会長 

欧州製薬団体連合会在日技術委員会委員長 

米国研究製薬工業協会在日執行委員会委員長 

一般社団法人日本医療機器産業連合会会長 

一般社団法人日本臨床検査薬協会会長 

欧州ビジネス協会医療機器委員会委員長 

欧州ビジネス協会診断薬委員会委員長 

米国医療機器・IVD 工業会会長 

一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム会長 

日本化粧品工業連合会会長 

日本石鹸洗剤工業会会長 

日本ヘアカラー工業会会長 

日本パーマネントウェーブ液工業組合理事長 

日本歯磨工業会会長 

日本家庭用殺虫剤工業会会長 

日本防疫殺虫剤協会会長 

一般社団法人日本衛生材料工業連合会会長 

日本浴用剤工業会会長 

欧州ビジネス協会化粧品委員会委員長 

在日米国商工会議所化粧品委員会委員長 
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薬機安一発第 1031002 号 

薬機安二発第 1031002 号 

平成 26 年 10 月 31 日 

 

（別記） 殿 

 

 

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 

 

 

添付文書等記載事項の改訂等に伴う相談に関する留意点等について 

 

 

薬事法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 84 号）による改正後の医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）に

より、再生医療等製品が新たに定義づけられ、医療用医薬品（体外診断用医薬品及び承認

不要医薬品を除く。以下同じ。）、要指導医薬品、特定高度管理医療機器（以下「クラスⅣ

医療機器」という。）及び再生医療等製品の製造販売業者に対し、添付文書等記載事項の

届出及び公表が義務付けられました。 

また、「添付文書等記載事項の届出等に当たっての留意事項について」（平成 26 年９月

１日付け薬食安発 0901 第 01 号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知。以下「課長通

知」という。）において届出が必要な添付文書等記載事項が示され、平成 26 年 11 月 25 日

より適用されることになりました。 

これらを踏まえ、医薬品医療機器総合機構安全第一部及び安全第二部では、医薬品、医

療機器、再生医療等製品、医薬部外品及び化粧品の安全性に関して、製造販売業者を対象

に添付文書及び患者向け説明文書（取扱説明書を含む。）の改訂等に伴う相談【改訂相談】

及びその他の安全対策計画（製品の改善等を含む。）に関する相談【その他の相談】に関す

る留意点等について下記のとおり定め、本通知発出日から適用することとしましたので、

貴管下関係者等に対して周知いただくよう、お願い申し上げます。 

なお、本通知の施行に伴い、「医薬品及び医療機器の添付文書の改訂等に伴う面会相談申

込票及び受付方法の変更について」（平成 26 年３月 25 日付け独立行政法人医薬品医療機

器総合機構安全第一部・安全第二部連名事務連絡）を廃止します。 
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記 

 

１. 一般的留意事項 

 相談の際は、別添の相談申込票に必要事項を記入の上、FAX 又は e-mail にて相談の申

し込みを行うこと。相談に際し面会を希望する場合は、相談申込票の「面会希望日」に希

望する日時を記載すること。医療用医薬品、要指導医薬品、クラスⅣ医療機器及び再生医

療等製品において、課長通知で示されている届出が必要な添付文書等記載事項の改訂にあ

っては、届出に際し事前相談を申し入れることとしているため、事前相談の際には「相談

申込票（添付文書改訂等）」を用いること（誤記の修正等、事前相談が不要な場合を除

く）。また、「相談申込票（添付文書改訂等）」の相談内容以外を相談する場合にあって

は、「相談申込票（その他の安全対策に関する相談）」を用いること。 

 

（相談申込先） 

・医療機器及び再生医療等製品の場合： 

 安全第一部医療機器安全課 

   FAX：03-3506-9543  e-mail：anzen1-menkai@pmda.go.jp 

・医薬品、医薬部外品及び化粧品の場合： 

 安全第二部 

   FAX：03-3506-9441  e-mail：anzen2-menkai@pmda.go.jp 

 

２. クラスⅣ医療機器及び再生医療等製品の相談について 

 不具合報告、外国措置報告及び研究報告の提出に伴い添付文書等記載事項の改訂を行う

場合は、不具合等報告において改訂案を示すことでもって事前相談を行ったこととする

が、届出に際し相談整理番号を取得する必要があることから、別途相談申込票を提出する

こと。その際、相談申込票の「相談内容」欄には、不具合等報告において相談を行った旨

の記載で差し支えない。 

 

３. クラスⅠ～Ⅲ医療機器の相談について 

 「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」（平成 26 年 10 月 31 日付

厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡。以下「事務連絡」という。）においてクラス

Ⅰ～Ⅲ医療機器については、重大な影響を与えるおそれのある事項の改訂を行う場合は事

前に相談を行うこととしているが、相談が必要な項目は以下の通りとする。 

・クラスⅡ～Ⅲ医療機器： 

 「警告」「禁忌・禁止」「使用目的又は効果に関連する使用上の注意」 

「使用注意（次の患者には慎重に適用すること）」「併用禁忌（併用しないこと）」 

「重大な不具合・有害事象」 
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・クラスⅠ医療機器： 

  「警告」「禁忌・禁止」「併用禁忌（併用しないこと）」 

 

ただし、「添付文書等記載事項の届出及び公表に関する留意点等について」（平成 26 年

10 月 31 日付け薬機安一発第 1031001 号・薬機安二発第 1031001 独立行政法人医薬品医

療機器総合機構安全第一部長・安全第二部長連名通知）において、「改訂を指示又は指導

する安全対策課長通知に基づく改訂の場合であって、事前に機構と相談した企業と相談整

理番号を共有している場合」については届出に際し事前相談を不要としていることから、

クラスⅠ～Ⅲ医療機器の相談についても不要とする。これに加え、以下についても相談を

不要とする。 

（１）事務連絡の別添１において添付文書に記載する必要がない例として示している、

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

例示」に関する記載を改訂する場合 

（２）「医療機器の添付文書の記載要領の改正について」（平成 26 年 10 月２日付け薬食

発 1002 号第 10 号厚生労働省医薬食品局長通知）において廃止され、事務連絡にお

いて添付文書に記載する必要がないとしている、「医用電気機器の添付文書に記載す

べき使用上の注意事項について」（昭和 47 年６月１日付け薬発第 495 号厚生省薬務

局長通知）に関する記載を改訂する場合 

 

また、不具合報告、外国措置報告及び研究報告の提出に伴い添付文書等記載事項の改

訂を行う場合は、不具合等報告において改訂案を示すことでもって相談を行ったこととす

るが、別途相談申込票を提出すること。その際、相談申込票の「相談内容」欄には、不具

合等報告において相談を行った旨の記載で差し支えない。 

 

４. コンビネーション製品の相談について 

 コンビネーション製品を構成する薬物等（医薬品たるコンビネーション製品にあっては

機械器具又は加工細胞等、医療機器たるコンビネーション製品にあっては薬物又は加工細

胞等、再生医療等製品たるコンビネーション製品にあっては薬物又は機械器具等をい

う。）に関する添付文書等記載事項の改訂の相談については、最終製品たるコンビネーシ

ョン製品の承認等の区分に応じた相談申込票を用いること。 

 

 

以上 
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opma
挿入テキスト
号



相談申込票（医薬品の添付文書改訂等） 
宛先： 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第二部 宛 

〔FAX :03-3506-9441〕 
〔e-mail: anzen2-menkai@pmda.go.jp〕

会 社 名  担当者名

販 売 名  T E L
一 般 名  F A X
  e - m a i l
薬効分類番号等注 )  

注）記入形式：薬効分類番号（3桁）＋薬効分類名 

＜相談内容＞ 

1. 改訂等項目 

①「添付文書」 
  □警告   □禁忌   □原則禁忌   □効能・効果に関連する使用上の注意 

  □用法・用量に関連する使用上の注意   □慎重投与   □重要な基本的注意 

  □相互作用   □副作用（重大な副作用）   □副作用（その他の副作用） 

  □高齢者への投与   □妊婦、産婦、授乳婦等への投与   □小児等への投与 

  □臨床検査結果に及ぼす影響  □過量投与  □適用上の注意  □その他の注意 

□取扱い上の注意   □してはいけないこと   □相談すること 

□保管及び取扱い上の注意   □その他の項目 

②「患者向医薬品ガイド」、「ワクチン接種を受ける人へのガイド」  
□あり （改訂の必要性：□あり  □なし）   

□なし （新規作成の必要性：□あり  □なし） 

③「医薬品リスク管理計画書（RMP：Risk Management Plan）」  
□あり （改訂の必要性：□あり  □なし）   

□なし （新規作成の必要性：□あり  □なし） 

2. 改訂内容（具体的に） 

※既に「添付文書」、「患者向医薬品ガイド」、「ワクチン接種を受ける人へのガイド」及び「医薬品

リスク管理計画書」の改訂（案）を作成している場合には、下欄に「別添参照」と記載し、『改

訂案』及び『「使用上の注意、取扱い上の注意」の改訂資料』を添付すること．  

＜希望事項＞ 

面会希望日（面会を希望する場合） 

  第1希望：平成  年  月  日 AM or PM 
  第2希望：平成  年  月  日 AM or PM 
  第3希望：平成  年  月  日 AM or PM 

---- <医薬品医療機器総合機構処理欄>  ※以下の欄への記入は不要です。---- 
<対応状況> 

1. 相談日     対応者：〔          〕 

  □相談日〔平成  年  月  日  時  分〕   □その他（相談不要） 

2. 相談結果等 

 〔                                     〕 
 

別添１ 
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相談申込票（医療機器の添付文書改訂等） 

宛先：独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 安全第一部 医療機器安全課 宛 

〔FAX: 03-3506-9543〕〔e-mail: anzen1-menkai@pmda.go.jp〕 

会 社 名   担当者名  

販    売    名注）  TEL  

一  般  的  名  称注）  FAX  

承認・認証・届出番号注）  e-mail  

注）複数の製品に関する共通した相談内容の場合は、該当する製品を全て記載すること。 

＜相談内容＞ 

1. 改訂等項目 

①「添付文書」 

□警告  □禁忌・禁止  □使用目的又は効果に関連する使用上の注意 

□使用方法に関連する使用上の注意  □使用注意  □重要な基本的注意 

□相互作用  □不具合・有害事象  □高齢者への適用 

□妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用  □臨床検査結果に及ぼす影響 

□過剰使用  □その他の注意 

□取扱い上の注意  □保守・点検に係る事項  □その他の項目 

②「取扱説明書又は患者向け説明文書等」 

③「情報提供文書」 

2. 改訂等内容（具体的に） 

※相談の経緯・背景（改訂の場合は改訂根拠）等を具体的に記載すること。 

※既に「添付文書」、「取扱説明書又は患者向け説明文書等」の改訂（案）、及び「情報提供文書（案）」

を作成している場合は、下欄に「別添参照」と記載し、別添資料として添付すること。 

 別添資料の作成にあたっては、新旧対照表を用いる等、相談内容を分かりやすく示すこと。 

 

 

＜希望事項＞ 

面会希望日（面会を希望する場合） 

第1希望：平成  年  月  日 AM or PM 

第2希望：平成  年  月  日 AM or PM 

第3希望：平成  年  月  日 AM or PM 

---- ＜医薬品医療機器総合機構処理欄＞  ※以下の欄への記入は不要です。---- 

＜対応状況＞ 

1. 相談日     対応者：〔          〕 

  ・相談日〔平成  年  月  日  時  分〕 

・相談方法〔□面会  □電話  □その他（     ）〕 

2. 相談結果等 

〔                                   〕 

3. 相談整理番号 〔            〕 

 

別添２ 
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相談申込票（再生医療等製品の添付文書改訂等） 

宛先：独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 安全第一部 医療機器安全課 宛 

〔FAX: 03-3506-9543〕〔e-mail: anzen1-menkai@pmda.go.jp〕 

会 社 名   担当者名  

販    売    名注）  TEL  

一  般  的  名  称注）  FAX  

承  認  番  号注）  e-mail  

注）複数の製品に関する共通した相談内容の場合は、該当する製品を全て記載すること。 

＜相談内容＞ 

1. 改訂等項目 

①「添付文書」 

□警告  □禁忌・禁止  □効能、効果又は性能に関連する使用上の注意 

□用法及び用量又は使用方法に関連する使用上の注意  □使用注意 

□重要な基本的注意  □相互作用  □不具合・副作用 

□高齢者への適用  □妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 

□臨床検査結果に及ぼす影響  □過剰使用  □その他の注意 

□取扱い上の注意  □その他の項目 

②「取扱説明書又は患者向け説明文書等」 

③「情報提供文書」 

2. 改訂等内容（具体的に） 

※相談の経緯・背景（改訂の場合は改訂根拠）等を具体的に記載すること。 

※既に「添付文書」、「取扱説明書又は患者向け説明文書等」の改訂（案）、及び「情報提供文書（案）」

を作成している場合は、下欄に「別添参照」と記載し、別添資料として添付すること。 

 別添資料の作成にあたっては、新旧対照表を用いる等、相談内容を分かりやすく示すこと。 

 

 

＜希望事項＞ 

面会希望日（面会を希望する場合） 

第1希望：平成  年  月  日 AM or PM 

第2希望：平成  年  月  日 AM or PM 

第3希望：平成  年  月  日 AM or PM 

---- ＜医薬品医療機器総合機構処理欄＞  ※以下の欄への記入は不要です。---- 

＜対応状況＞ 

1. 相談日     対応者：〔          〕 

  ・相談日〔平成  年  月  日  時  分〕 

・相談方法〔□面会  □電話  □その他（     ）〕 

2. 相談結果等 

〔                                   〕 

3. 相談整理番号 〔            〕 

 

別添３ 
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相談申込票（その他の安全対策に関する相談） 

宛先：独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 

           □安全第一部 医療機器安全課 

〔FAX: 03-3506-9543〕〔e-mail: anzen1-menkai@pmda.go.jp〕 

         □安全第二部〔FAX: 03-3506-9441〕〔e-mail: anzen2-menkai@pmda.go.jp〕 

会  社  名  薬効分類番号等注3）  

販  売  名  担 当 者 名  

一 般 的 名 称注1）  TEL  

承認・認証・届出番号
注2）  FAX  

一  般  名
注3）  e-mail  

注1）医療機器及び再生医療等製品の相談の場合、御記入ください。 
注2）医療機器及び再生医療等製品の相談の場合、御記入ください（再生医療等製品の場合は承認番号）。 
注3）医薬品の相談の場合、御記入ください（記入形式：薬効分類番号（3桁）＋薬効分類名）。 

＜相談内容＞ 

 

＜希望事項＞ 

面会希望日（面会を希望する場合） 

第1希望：平成  年  月  日 AM or PM 

第2希望：平成  年  月  日 AM or PM 

第3希望：平成  年  月  日 AM or PM 

---- ＜医薬品医療機器総合機構処理欄＞  ※以下の欄への記入は不要です。---- 

＜対応状況＞ 

1. 相談日     対応者〔          〕 

・対応部署〔□安全第一部 医療機器安全課  □安全第二部〕 

・相談日〔平成  年  月  日  時  分〕 

・相談方法〔□面会  □電話  □その他（     ）〕 

2. 相談結果等 

〔                                   〕 

 

別添４ 
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（別記） 

 

日本製薬団体連合会会長 

日本製薬工業協会会長 

日本一般用医薬品連合会会長 

日本 OTC 医薬品協会会長 

欧州製薬団体連合会在日技術委員会委員長 

米国研究製薬工業協会在日執行委員会委員長 

一般社団法人日本医療機器産業連合会会長 

一般社団法人日本臨床検査薬協会会長 

欧州ビジネス協会医療機器委員会委員長 

欧州ビジネス協会診断薬委員会委員長 

米国医療機器・IVD 工業会会長 

一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム会長 

日本化粧品工業連合会会長 

日本石鹸洗剤工業会会長 

日本ヘアカラー工業会会長 

日本パーマネントウェーブ液工業組合理事長 

日本歯磨工業会会長 

日本家庭用殺虫剤工業会会長 

日本防疫殺虫剤協会会長 

一般社団法人日本衛生材料工業連合会会長 

日本浴用剤工業会会長 

欧州ビジネス協会化粧品委員会委員長 

在日米国商工会議所化粧品委員会委員長 

日本医薬品直販メーカー協議会会長 

日本家庭薬協会会長 

日本漢方生薬製剤協会会長 

一般社団法人全国配置薬協会会長 

日本輸入化粧品協会理事長 

一般社団法人日本エアゾール協会会長 

日本エアゾルヘアーラッカー工業組合理事長 
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日本清浄紙綿類工業会会長 

安全性試験受託研究機関協議会会長 

一般社団法人日本血液製剤協会理事長 

一般社団法人日本ワクチン産業協会理事長 

薬事法登録認証機関協議会代表幹事 

大阪医薬品協会理事長 

公益社団法人東京医薬品工業協会会長 

日本バイオテク協議会会長 

日本ジェネリック製薬協会会長 

一般社団法人日本 QA 研究会会長 
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日薬連発第６７９号 

平成２６年１１月１１日 

 

加 盟 団 体  殿 

 

日 本 製 薬 団 体 連 合 会 

安全性委員会事務局  

 

 

製造販売承認承継時の添付文書情報の引継ぎ手順等について 

 

 

医療用医薬品の製造販売承認承継時の添付文書情報の引継ぎ手順につきまし

ては、添付文書情報がＰＭＤＡへ継続的に掲載されるよう、従来より手順を定

め運用されているところですが、今般の改正法施行に伴いＹＪコードの取得手

順等を簡素化すべく見直し、別添の通りとする旨、ＰＭＤＡより連絡がありま

した。つきましては、本件につき貴会会員に周知いただきたく、ご配慮の程よ

ろしくお願い申しあげます。 

 

また、平成２６年１０月２８日付日薬連発第６４１号「医薬品医療機器等法

施行に伴う薬価基準収載前の品目の暫定コード付番について」における暫定コ

ードの設定済みの連絡については、SKW サイトの掲載体制が整い次第、一斉配信

を開始するとしておりましたが、本通知日以降コード設定の連絡はＰＭＤＡか

らの一斉配信によることとし、日薬連から各社宛の連絡は廃止することと致し

ましたのでご了解の程よろしくお願い致します。 
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製造販売承認承継時の添付文書情報の引継ぎ手順 

 

１. 手続き上の注意 

◎新法人で企業コードが変わる場合は、新企業の登録を行います 

承継が製薬企業の合併等に伴うもので、承継企業が新法人となる場合は、新法人の「企

業コード」を取得して「製造販売業者情報 登録手続き」を行う必要があります。 

※「製造販売承認承継時の手続き」完了後、旧法人の「製造販売業者情報登録抹消の手続

き」を行ってください。 

 

2 承継手順 

添付文書情報がインターネット上に継続的に掲載されるように、新しい（承継品目の）

情報を掲載した後、古い（被承継品目の）情報を削除します。 

承継企業及び被承継企業は、密接に連絡を取り合い、円滑に諸手続きを行うようお願い

いたします。 

(1)【承継品目の薬価基準収載品目コード及び YJ コードの取得】 

承継企業は厚生労働省医政局長宛に「薬価基準収載品目承継届」を提出後、当該承継届

及び別紙を医薬情報研究所（以下「医情研」と略す）に E メールを送信し、YJ コードを取

得します。承継される医薬品の販売名に変更がない等の理由で、新たに薬価コードを取得

しないなど医政局長宛「薬価基準収載品目承継届」を作成していない場合は、厚生労働省

医薬食品局審査管理課宛提出の「承認承継届」を医情研あてに E メールを送信してくださ

い。  
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連絡先：医薬情報研究所     添付文書情報ＳＧＭＬ担当宛 

Ｅメール：sgml@iyaku.info 

 

(2)(3)【医情研→機構→承継企業】YJ コードの配布 

医情研は、PMDA へ承継品目の YJ コードを E メールの受信からおおよそ 2 週間後に配

布します。 

 

(4)【被承継企業→承継企業】連絡１：添付文書情報作成に関する情報の連絡 

被承継企業は、承継企業に「添付文書情報作成に関する情報」を連絡します。これは、

承継企業が掲載手続きを行う際に「添付文書ファイル名」を設定するために必要な情報と

なります。 

連絡項目 記載例 

・販売名 
・一般名 
・YJ コード 

○○○錠２６ｍｇ 

××× 

9999999Z999

既使用の添付文書情報ファイル名 999999_9999999Z9999_1_03.sgm（削除済） 

999999_9999999Z9999_2_03.sgm（公開中） 
999999_9999999Z9999_3_01.sgm（公開中） 
999999_9999999Z9999_4_05.sgm（公開前） 

注）「既使用の添付文書情報ファイル名」とは、掲載手続きのために使用されたファイル名です。

既に削除された添付文書情報、公開前の添付文書情報も含みます。 

 

(5)【承継企業→PMDA】掲載手続き 

承継企業は、対象品目の YJ コードが機構のマスタに登録されたことを確認し、添付文書

等情報の掲載手続きを行ってください。添付文書等情報ファイル名は、被承継企業からの

情報に基き、従前通りの要領で設定してください。なお、同一 YJ コードを持つ添付文書等

情報で承継企業と被承継企業の公開中の最新の添付文書等情報の届出対象項目を比較し、

差がなかった場合、自動的に届出受付、受理となります。受理されるまで、被承継企業が

当該添付文書を公開していることが条件です。なお、上記のロジックで正しく突合先が判

別できない可能性があります。その場合担当者を介することになります。公開日は承継日

以降に設定して下さい。 
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添付文書情報ファイル名の設定方法 
 

被承継企業から連絡を受けた情報 記載例 

既使用の添付文書情報ファイル名 999999_9999999Z9999_1_03.sgm（削除済） 
999999_9999999Z9999_2_03.sgm（公開中） 
999999_9999999Z9999_3_02.sgm（公開中） 
999999_9999999Z9999_4_01.sgm（公開前） 

 

 新規枝番↓ 
 

承継企業が作成する情報 設定例 

既使用の添付文書情報ファイル名 000000_9999999Z9999_5_01.sgm 

・ 設定する添付文書情報ファイル名は「承継企業コード_YJ コード_新規枝番_バージョン番

号.sgm」となります。 

・ 「新規枝番」は既使用の枝番より大きい英数字（9 の次は A）を設定してください。 

・ 「バージョン番号」は「01」を設定してください。 

注）システムでは、ファイルの管理をファイル名ではなく、添付文書番号（個別 12 桁コード_

枝番_バージョン番号）で行っております。 

 

(6)【承継企業→被承継企業】連絡２ 

承継企業は被承継企業に、掲載手続き（受理）が完了した旨を連絡します。 

 

(7)【被承継企業→医薬品医療機器総合機構】添付文書情報の掲載削除手続き 

被承継企業は、承継企業から掲載手続き（受理）が完了した旨の連絡を受けた後、承継

日以降に自社作成の添付文書情報の『添付文書情報掲載削除手続き』を行います。 

 

◎医薬品医療機器総合機構では、被承継企業から削除依頼が出されず、被承継企業が作成

した古い添付文書情報が掲載されているのを見つけた場合、或いは既に存在しない被承継

企業に関する情報を見つけた場合には、原則として被承継企業および承継企業と連絡をと

った上で削除処理を行ないます。 
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日 薬 連 発 第 ６ ８ ０ 号 
平成２６年１１月１１日 

 
安全対策情報部会 
会 員 会 社 殿 

日本製薬団体連合会 安全性委員会 
安全対策情報部会  

部会長 浅 田 和 広 
 

 
添付文書届出制に伴う「使用上の注意」等改訂の 

DSU（医薬品安全対策情報）掲載について 
 
 
 平成 26 年 11 月 25 日「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（医薬品医療機器等法）」の施行により添付文書の届出制が始まりますが、「使用上の

注意」、「取扱い上の注意」（以下 「使用上の注意」等）の届出に際しては、PMDA 相談整

理番号が必要となります。 
日薬連 安全対策情報部会（DSU 部会）では、相談整理番号を該当企業へ連絡するため、

DSU 掲載手順等を下記のとおり変更します。改訂対応のタイムラインの目安は別添のとお

りです。 
なお、DSU 部会から各企業への連絡は、「DSU 医薬品名ファイル」に登録されている

製品のみが対象となりますので、製造販売承認を取得次第、「DSU 医薬品名ファイル収載

願い」のご提出をお願いします。 
各企業においてはご確認の上、ご協力のほどお願いします。 
 
 

【留意事項】 
 日薬連が入手する PMDA 相談整理番号、「使用上の注意」等改訂案（新旧対照表）等は、

添付文書の届出を円滑に行うため、予め取得するものです。 
 当該情報については添付文書の届出及びその後実施する情報提供の目的としてのみ利用

し、他の目的には使用しないでください。 
 また、情報提供開始は届出後、通知発出以降に行うことに留意願います。 
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記 

 
１．厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知による改訂の場合 

(1) 改訂内容は、通知発出２週間前頃、相談整理番号及び改訂文案（新旧対照表）に

より、DSU 部会から当該成分の製造販売承認を所有する各企業に直接連絡される。

これに従い届出準備を開始し、届出を行うことができる。 
(2) 通知発出３日前頃、確定した文言の通知案及び調査結果概要（案）が(1)と同様に

連絡される。これに従い届出内容を確認すること。 
(3) PMDA では新旧対照表に基づき、各企業から届出された内容の確認・受理を行う。 
(4) PMDA での確認で問題がなければ、各企業に受理メールが送信される。 
(5) 通知受領後、情報提供を開始すること。 

 
２．通知に基づかない（いわゆる自主改訂）改訂の場合 

(1) PMDA 相談企業は、改訂する時期に DSU 部会へ相談整理番号及び新旧対照表等

を連絡すること。 
(2) 改訂内容は、相談整理番号及び新旧対照表により、DSU 部会から当該成分の製造

販売承認を所有する各企業に直接連絡される。これに従い届出を行うこと。 
(3) PMDA での確認で問題がなければ、各企業に受理メールが送信される。 
(4) 受理メール受領後、情報提供を開始すること。 
(5) PMDA 相談企業が DSU 自主掲載申込みをした場合、関係企業は原則として共同

掲載となる。DSU 部会から掲載号数、発行時期等が連絡され、該当製品が自動的

に掲載される。 
 

以上 
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別添 
 
改訂対応のタイムラインは以下のとおり。 
但し、あくまでも目安であり、前後することがある。 
 
１．厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知による改訂の場合 

時  期 日薬連（DSU 部会） 製造販売業者 
・通知発出 2 週間前頃 ・相談整理番号及び新旧対照

表注１）を DSU に製品登録し

ている製造販売業者に連絡

注２） 

 

  ・新旧対照表に基づく添付文

書の改訂 
・相談整理番号を用いて

PMDA に届出（通知発出日

より情報提供を行いたい場

合は、発出の 5 労働日前ま

でに届出を行う。） 
・HP 公開準備（公開日はブ

ランクとし、通知発出後に

設定することが望ましい。） 
・通知発出 3 日前頃 
（労働日） 

・最終通知案、調査結果概要

（案）を関係企業に連絡注２） 
・最終確認（必要に応じ再届

出） 

・通知発出 ・通知、DSU 版下を PMDA
相談企業に送信 

・DSU 版下を校正（PMDA
相談企業） 

・受理メール受領 
・PMDA の HP で添付文書の

公開、情報提供開始 
・通知発出 2 週間後頃 ・DSU を PMDA の HP 掲載、

メディナビで配信 
 

・通知発出 3 週間後頃 ・DSU を医療機関に郵送 ・郵送を確認 
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  ２．通知に基づかない（いわゆる自主改訂）改訂で DSU に自主掲載する場合 
時  期 日薬連（DSU 部会） 製造販売業者 

・通知発出 5 週間前まで 
注３） 

（DSU 発送 8 週間前 
まで） 

 
 

・PMDA 相談企業は、自主掲

載申込み資料［相談整理番

号、新旧対照表、改訂理由、

情報伝達開始時期（PMDA
の HP 公開予定日）、DSU
掲載原稿等］を DSU 部会に

連絡注２） 
 ・相談整理番号、新旧対照表、

改訂理由、情報伝達開始時

期（PMDA の HP 公開予定

日）、DSU 掲載号数、発行

時期を関係企業に連絡注２） 

 

  ・新旧対照表に基づく添付文

書の改訂 
・相談整理番号を用いて

PMDA に届出 
・受理メール受領 
・PMDA の HP で添付文書の

公開、情報提供開始 
・通知発出 1 週間前頃 
 注３） 

・DSU 版下を関係企業に送信 ・版下を校正 

・通知発出 2 週間後頃 
 注３） 

・DSU を PMDA の HP 掲載、

メディナビで配信 
 

・通知発出３週間後頃 
 注３） 

・DSU を医療機関に郵送 ・郵送を確認 

 
 
注１）新旧対照表（使用上の注意等の新旧対照表） 

PMDA は新旧対照表に基づき、各企業から届出された内容の確認・受理を行う。 
注２）日薬連（DSU 部会）から当該成分を登録している企業に直接連絡するため、先発企

業から同一成分の後発企業への連絡は不要。 
注３）自主改訂であるが、DSU の発行は通知の予定に合わせている。 
 

以上 
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日 薬 連発 第 ６ ８１号 
平成２６年１１月１１日 

 
安全対策情報部会 
会 員 会 社 殿 

日本製薬団体連合会 安全性委員会 
安全対策情報部会  

部会長 浅 田 和 広 
 

 
添付文書届出制に伴う「取扱い上の注意」改訂の 

DSU（医薬品安全対策情報）掲載について 
 
 
 平成 26 年 11 月 25 日「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（医薬品医療機器等法）」の施行により添付文書の届出制が始まりますが、添付文書の

「取扱い上の注意」が「使用上の注意」同様届出対象となりました。 
 つきましては、改正法施行以降は「取扱い上の注意」も DSU の掲載対象としますので、

下記のとおりお知らせします。 
 

記 
 
１．厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知に基づく「取扱い上の注意」改訂の場合 

通知に基づく「使用上の注意」改訂時の DSU 掲載と同様とする。 
 
２．通知に基づかない（いわゆる自主改訂）「取扱い上の注意」改訂の場合 

通知に基づかない「取扱い上の注意」改訂について DSU 自主掲載を希望する場合注１）

は、各企業が当該製品毎注２）に日薬連 安全対策情報部会 事務局あて申込む。 
申込みについては、「使用上の注意」改訂時の DSU 掲載と同様とする（「DSU」

自主掲載申込要領を参照）。 
 
注１） DSU 掲載を要しない「取扱い上の注意」改訂も想定される。 
注２） 通常「取扱い上の注意」改訂は製剤毎となると考えられる。 
 

 
以 上 
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日 薬 連 発 第 ６ ８ ２ 号 

平成２６年１１月１１日 

 

安全対策情報部会 

会 員 会 社  殿 

 

 

日本製薬団体連合会 安全性委員会 

安全対策情報部会 

部会長  浅 田 和 広 

 

 

 

「ＤＳＵ」自主掲載申込み要領の改訂について 

 

 

平成２６年１１月２５日「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律（医薬品医療機器等法）」の施行による添付文書の届出制

開始に伴い、標記要領を別添のとおり改訂しました。 

ＤＳＵ No.２３６（平成２７年１月発行予定）以降は、本要領に従いお申込

み下さるようお願いします。 

 

 

主な変更点： 

 １．自主掲載基準 

(1) 従前は掲載対象外であった［副作用］の項の概要、「取扱い上

の注意」が届出制対象であるため、今後は掲載対象とする。 

(2) PMDA相談企業からの申込みにより、当該成分の関係企業は原則

共同掲載となり、今後は自動的に掲載されるため、共同掲載各

企業からの申込みは不要になる。 

２．申込み方法 

   掲載内容のファイル名は、PMDA相談整理番号を用いる。 

 

 

以 上 
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薬機安一発第 1121002 号 

平成 26 年 11 月 21 日 

 

 

日本製薬団体連合会会長 殿 

 

 

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が運営する製造販売業者向けサイトの添付文書情報

掲載システムにおけるグローバル IP アドレスによる利用者認証機能の追加等について 

 

 

 医薬品及び医療機器の製造販売業者が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機

構」という。）のウェブサイトに添付文書情報を掲載するにあたり、製造販売業者向けサイ

ト（添付文書情報の登録処理等を行う専用ウェブサイト。以下同じ。）の添付文書情報掲載

システムより、添付文書情報の登録及び公表手続きを実施いただいてきたところです。 

 今般、薬事法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 84 号）の施行に伴う、製造販売

業者向けサイトからの添付文書等記載事項の届出の開始をうけ、医療用医薬品（体外診断用

医薬品を除く。）及び医療機器の添付文書情報掲載システムについて、セキュリティ強化の

一環として、グローバル IP アドレスによる利用者認証を、希望する製造販売業者に対し開

始することとしました。 

また、改正法の施行にあわせ、医薬品の製造販売業者向けサイト（医療用医薬品、一般用

医薬品及び要指導医薬品の製造販売業者を利用対象とする。）の添付文書情報掲載システム

の利用開始及び利用停止にかかる申請の受付を、医療機器及び医療用の体外診断用医薬品

の製造販売業者向けサイトの運用体系にあわせ、機構で行うこととしました。 

これに伴い、別添写しのとおり、各都道府県衛生主管部（局）長宛て通知しましたので、 

ご了知の上、貴会会員に対し周知方お願いします。 
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薬機安一発第 1121001 号 

平成 26 年 11 月 21 日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

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が運営する製造販売業者向けサイトの添付文書情報

掲載システムにおけるグローバル IP アドレスによる利用者認証機能の追加等について 

 

 

 医薬品及び医療機器の製造販売業者が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機

構」という。）のウェブサイトに添付文書情報を掲載するにあたっては、製造販売業者向け

サイト（添付文書情報の登録処理等を行う専用ウェブサイト。以下同じ。）の添付文書情報

掲載システムより、添付文書情報の登録及び公表手続きを実施いただいてきたところです。 

 今般、薬事法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 84 号。以下「改正法」という。）

の施行に伴う、製造販売業者向けサイトからの添付文書等記載事項の届出の開始をうけ、医

療用医薬品（体外診断用医薬品を除く。以下同じ。）及び医療機器の添付文書情報掲載シス

テムについて、セキュリティ強化の一環として、グローバル IP アドレスによる利用者認証

を、希望する製造販売業者に対し開始することとしました。 

これに伴い、グローバル IP アドレスによる利用者認証の申請方法について、下記のとお

り定めました。また、改正法の施行にあわせ、医薬品の製造販売業者向けサイト（医療用医

薬品、一般用医薬品及び要指導医薬品の製造販売業者を利用対象とする。以下「SKW サイト」

という。）の添付文書情報掲載システムの利用開始及び利用停止にかかる申請の受付を、医

療機器及び医療用の体外診断用医薬品の製造販売業者向けサイト（以下「IKW サイト」とい

う。）の運用体系にあわせ、機構で行うこととしました。 

ついては、これらの運用について、円滑な導入を図るため、貴管下関係製造販売業者に対

し、周知いただくようご協力お願いします。 

なお、本通知の写しを別記の関係団体の長宛てに送付したことを申し添えます。 
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記 

 

 

１．グローバル IP アドレスによる利用者認証機能について 

（１）グローバル IP アドレスによる利用者認証機能は、機構の製造販売業者向けサイト 

の添付文書情報掲載システムのうち、以下①に示す範囲に導入する。②に示す範囲に 

おいては利用できないことに留意されたい。 

①グローバル IP アドレスによる利用者認証機能の導入範囲 

   ・SKW サイト内の医療用医薬品添付文書情報掲載システム 

   ・IKW サイト内の医療機器添付文書情報掲載システム 

②グローバル IP アドレスによる利用者認証機能の非導入範囲 

   ・SKW サイト内の一般用医薬品・要指導医薬品添付文書情報掲載システム 

   ・IKW サイト内の体外診断用医薬品添付文書情報掲載システム 

    ※体外診断用医薬品の添付文書情報を機構のウェブサイトに掲載する場合、医療用の製品について 

は、体外診断用医薬品添付文書情報掲載システムを利用し、一般用の製品については、一般用医 

薬品・要指導医薬品添付文書情報掲載システムを利用する。 

（２）グローバル IP アドレスによる利用者認証を希望する場合、その申請は、別紙１に 

従い行うこととする。 

なお、本認証機能の利用は任意であり、これを利用しないことも可能である。本認 

証機能の利用を開始しない場合、特段、手続きを要しないが、本認証機能の利用開始 

後に利用を停止する場合、別紙１に従い、登録したグローバル IP アドレスを削除す 

る手続きが必要である。 

 （３）グローバル IP アドレスによる利用者認証の申請の受付は、平成 26 年 11 月 25 日よ 

り開始し、順次登録を実施する。 

 

２．機構による SKW サイトの添付文書情報掲載システムの利用開始及び利用停止にかかる

申請の受付等について 

（１）SKW サイトの医療用医薬品添付文書情報掲載システム及び一般用医薬品・要指導医

薬品添付文書情報掲載システムの利用開始及び利用停止にかかる製造販売業者情報

の登録及び登録抹消は、従来の日本製薬団体連合会への申請書等の提出に代え、機構

安全第一部安全性情報課に申請書等を提出することにより行うこととする。 

各申請書等の提出は、郵送によるものとし、申請書等の提出から登録完了までの流

れは、別紙２を参照されたい。 

 （２）医療用医薬品添付文書情報掲載システム及び一般用医薬品・要指導医薬品添付文書

情報掲載システムにかかる製造販売業者情報の登録及び登録抹消の申請にあたって

は、本通知別添の様式１から様式４を用いることとする。 
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（３）機構安全第一部安全性情報課による医療用医薬品添付文書情報掲載システム及び

一般用医薬品・要指導医薬品添付文書情報掲載システムにかかる製造販売業者情報

の登録及び登録抹消の申請の受付は、平成 26 年 11 月 25 日より開始する。 

なお、この受付先の変更に伴い、現に、医療用医薬品添付文書情報掲載システム、

一般用医薬品・要指導医薬品添付文書情報掲載システムを利用している製造販売業

者が、機構安全第一部安全性情報課に対し、再度、製造販売業者情報の登録を申請す

ることは不要である。 

 

３．IKW サイトの添付文書情報掲載システムの利用開始にかかる製造販売業者情報の登録申

請書等について 

（１）グローバル IP アドレスによる利用者認証の開始をうけ、IKW サイトの医療機器添 

付文書情報掲載システムの利用開始にかかる製造販売業者情報の登録の申請にあた 

っては、本通知別添の様式５を用いることとする。これに伴い、平成 17 年３月 17 日 

付け薬機発第 0317007 号独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長通知「『医薬品 

医療機器情報提供ホームページ』での医療機器添付文書情報掲載にかかる医療機器 

製造販売業者情報の登録の手続きについて」の別添に示した「医療機器製造販売業者 

向けサイト企業情報登録申請書」（様式１）は廃止する。 

（２）医療機器添付文書情報掲載システム及び体外診断用医薬品添付文書情報掲載シス

テムの利用開始及び利用停止にかかる製造販売業者情報の登録及び登録抹消は、従

前のとおり、機構安全第一部安全性情報課に、郵送により申請書等を提出することに

より行う。 
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（別紙１） 

 

 

グローバル IP アドレスによる利用者認証の申請について 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）のウェブサイトに、医療 

用医薬品（体外診断用医薬品を除く。以下同じ。）、医療機器の添付文書情報を掲載するにあ

たり、添付文書情報掲載システムの利用時に、グローバル IP アドレスによる利用者認証を

行うことで、登録されたグローバル IP アドレス以外からの同システムへの接続を制限する

ことができます。 

医療用医薬品添付文書情報掲載システム、医療機器添付文書情報掲載システムの利用に

際し、グローバル IP アドレスによる利用者認証を希望する場合、以下の手順に沿って、登

録するグローバル IP アドレスを申請ください（グローバル IP アドレスによる利用者認証

機能の利用は任意です。本認証機能を利用しない場合、特段、手続きは要しません）。 

 

１．グローバル IP アドレスによる利用者認証が利用可能な範囲 

医薬品の製造販売業者向けサイト（以下「SKW サイト」という。）内の医療用医薬品添

付文書情報掲載システム及び医療機器・医療用の体外診断用医薬品の製造販売業者向け

サイト（以下「IKW サイト」という。）内の医療機器添付文書情報掲載システムにおいて

は、グローバル IP アドレスによる利用者認証機能を導入しています。 

  SKW サイト内の一般用医薬品・要指導医薬品添付文書情報掲載システム及び IKW サイ

ト内の体外診断用医薬品添付文書情報掲載システムにおいては、グローバル IP アドレス

による利用者認証は利用できません。 

 

２．グローバル IP アドレスの登録数 

  一製造販売業者において、複数のグローバル IP アドレスが登録可能です。登録数に制

限はありません。 

 

３．グローバル IP アドレスの登録申請 

 （１）登録申請方法 

①添付文書情報掲載システムの利用登録申請時に、グローバル IP アドレスの新規登 

録もあわせて申請する場合 

     製造販売業者情報登録申請書（様式１又は様式５）の「IP アドレス」欄に、登

録を希望するグローバル IP アドレスを記入のうえ、本申請書を機構に提出くださ

い。 
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なお、製造販売業者情報登録申請書（様式１又は様式５）は、添付文書情報掲載

システムの利用登録時の手続きに則り、提出いただくことになります。 

②すでに添付文書情報掲載システムの利用登録を終えている製造販売業者が、グロ

ーバル IP アドレスの新規登録を申請する場合 

グローバル IP アドレス登録申請書（様式６又は様式７）に、登録を希望するグ 

ローバル IP アドレスを記入のうえ、以下（２）の宛先まで郵送ください。 

③グローバル IP アドレスを追加登録する又は登録したグローバル IP アドレスを削

除する場合 

    グローバル IP アドレス登録申請書（様式６又は様式７）の「IP アドレス」欄の

「登録変更」欄に、追加登録又は登録を削除するグローバル IP アドレスを記入の

うえ、以下（２）の宛先まで郵送ください。 

なお、グローバル IP アドレスによる利用者認証を停止したい場合、グローバル

IP アドレス登録申請書（様式６又は様式７）の「IP アドレス」欄の「削除」欄に、

登録中のグローバル IP アドレスをすべて記入のうえ提出ください。 

（２）グローバル IP アドレス登録申請書送付先 

    〒100-0013 東京都千代田区霞が関３-３-２新霞が関ビル 

    独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第一部安全性情報課 

    医薬品医療機器情報提供システム 製造販売業者情報登録担当宛 

 （３）留意点 

医療用医薬品添付文書情報掲載システム、医療機器添付文書情報掲載システムと

もにグローバル IP アドレスによる利用者認証を希望する場合、それぞれのシステム

について、グローバル IP アドレスの登録申請を実施いただく必要があります。 

登録事項を変更する場合においても、それぞれのシステムについて、変更手続きが

必要となります。 

  

４．グローバル IP アドレスの登録申請後の流れ 

（１）グローバル IP アドレスの登録完了後、機構より、添付文書情報掲載システムの利

用開始時に登録いただいたメールアドレス（登録メールアドレスに変更があった場

合には、変更後のアドレス）に、登録完了の旨をお知らせします。 

（２）製造販売業者は、上記（１）による登録完了の連絡を受けた後、登録したグローバ

ル IP アドレスを経由する端末より、製造販売業者向けサイトにログインのうえ、添

付文書情報掲載システムに正常にログインできるか確認ください。 

（３）添付文書情報掲載システムへのログインが正常に完了しなかった場合、以下の照

会用メールアドレスまでご連絡ください。 
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   ①医療用医薬品添付文書情報掲載システム 

      

   ②医療機器添付文書情報掲載システム 

 

 

５．製造販売業者情報の登録抹消にあたってのグローバル IP アドレスの取扱い 

  添付文書情報掲載システムの利用停止に伴い製造販売業者情報の登録を抹消する場合、 

製造販売業者情報登録抹消日をもって、登録いただいたグローバル IP アドレスの情報も 

削除します。 
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（別紙２） 

 

 

医薬品の製造販売業者向けサイトの添付文書情報掲載システムの 

利用開始及び利用停止にかかる手続きについて 

 

 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）のウェブサイトに医療用

医薬品（体外診断用医薬品を除く。以下同じ。）、一般用医薬品（一般用の体外診断用医薬品

を含む。以下同じ。）及び要指導医薬品の添付文書情報を掲載する場合、事前に、以下の手

順に沿って、医薬品の製造販売業者向けサイト（以下「SKW サイト」という。）の添付文書情

報掲載システムの利用登録を実施ください。また、添付文書情報掲載システムの利用を停止

する場合、システムの利用開始時に登録した製造販売業者情報の抹消申請を実施いただく

ことになります。 

 

１．利用登録申請 

（１）添付文書情報掲載システムの利用開始にあたり、以下の書類等を、５．の宛先まで

郵送いただきます。 

   ①医療用医薬品の添付文書情報を掲載する場合 

・「製造販売業者情報登録申請書（医療用医薬品）」（様式１） 

・第一種医薬品製造販売業者にあっては、第一種医薬品製造販売業許可証の写し 

第二種医薬品製造販売業者にあっては、第二種医薬品製造販売業許可証の写し 

※第一種医薬品製造販売業許可、第二種医薬品製造販売業許可とも取得している製造販売業者にあ 

っては、第一種製造販売業許可証の写しのみの提出で差し支えありません。 

     ・返信用封筒（392 円分の切手を貼付した定型封筒。） 

②一般用医薬品又は要指導医薬品（以下「一般用医薬品等」という。）の添付文書情 

報を掲載する場合 

・「製造販売業者情報登録申請書（一般用医薬品等）」（様式２） 

・第二種医薬品製造販売業者にあっては、第二種医薬品製造販売業許可証の写し 

体外診断用医薬品製造販売業者にあっては、体外診断用医薬品製造販売業許可 

証の写し又は平成 26 年８月 21 日付け薬食機参発 0821 第１号・薬食安発 0821 第 

１号厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）・医 

薬食品局安全対策課長連名通知に基づく「体外診断用医薬品製造販売業許可に 

関する届（様式１）」の写し 

※第二種医薬品製造販売業許可、体外診断用医薬品製造販売業許可（「薬事法等の一部を改正する 

法律」（平成 25 年法律第 84 号）附則第２条により体外診断用医薬品の製造販売業の許可を受け 
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たものとみなされる者を含む。）とも取得している製造販売業者においては、どちらか一方の許 

可証等の写しを提出いただくことで差し支えありません。 

    ・返信用封筒（392 円分の切手を貼付した定型封筒。）  

（２）医療用医薬品の添付文書情報の掲載にあたり、製造販売業者情報の登録時に、グロ 

ーバル IP アドレスによる利用者認証もあわせて申請する場合、「製造販売業者情報 

登録申請書（医療用医薬品）」（様式１）の「IP アドレス」欄に、登録を希望するグ 

ローバル IP アドレスを記入ください。グローバル IP アドレスによる利用者認証機 

能の利用は任意のため、利用を希望しない場合、「IP アドレス」欄は空欄としてくだ 

さい。 

なお、グローバル IP アドレスによる利用者認証は、一般用医薬品等の添付文書情 

報の掲載においては利用できません。 

 （３）留意点等 

   ①医療用医薬品と一般用医薬品等では、添付文書情報の掲載にあたり利用するシス

テムが異なるため、双方の添付文書情報を掲載する場合、上記（１）①及び②双方

に示す書類等を提出いただく必要があります。 

   ②返信用封筒は、SKW サイトを利用するための ID、パスワード等の郵送に使用しま

す。返信用封筒の送料には簡易書留料金を含みます。 

なお、返信用封筒の送料は、郵便料金の改定に応じ変更するため、SKW サイトに

掲載する利用登録申請にかかる案内を適宜参照ください。 

   ③書類等に不備があった場合、返送をもって連絡に変えます。 

   ④すでに添付文書情報掲載システムの利用登録が完了している製造販売業者にあっ

ても、企業コードが変わる場合には、新たに利用登録申請が必要になります。この

場合、古い製造販売業者情報の登録抹消申請や、承継時手続き（必要時）もあわせ

て実施ください。 

 

２．利用登録申請後の流れ 

 （１）機構は、製造販売業者情報の登録の完了後、簡易書留郵便により、以下の書類等を 

郵送します。 

①SKW サイトの専用ページを利用するための ID 及びパスワード（全利用者共通） 

②添付文書情報掲載システムを利用するための ID 及び初期パスワード（製造販売業

者毎） 

③SKW サイトの説明資料 

 （２）上記（１）の書類等が届き次第、SKW サイトの利用が可能です。SKW サイトにログ

インのうえ、添付文書情報掲載システム内で、登録された製造販売業者情報を確認く

ださい。また、添付文書情報掲載システム用の初期パスワードを変更ください。 

（３）製造販売業者情報の登録時に、グローバル IP アドレスによる利用者認証もあわせ 
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て申請する場合、グローバル IP アドレスの登録完了までの流れは、別紙１を参照く 

ださい。 

 

３．登録抹消申請 

  添付文書情報掲載システムの利用を停止する場合、製造販売業者情報登録抹消申請書 

（様式３又は様式４）に、必要事項を記入のうえ、５．の宛先まで郵送いただきます。 

医療用医薬品の添付文書情報掲載システム、一般用医薬品等の添付文書情報掲載シス 

テムとも利用を停止する場合、それぞれにつき、製造販売業者情報の登録抹消申請が必要 

となります。 

 

４．登録抹消申請後の流れ 

（１）製造販売業者情報の登録抹消日までに、登録した全添付文書情報の削除又は全添付 

文書情報の削除予定日の設定（以下「削除処理」という。）を実施ください。 

 （２）機構は、製造販売業者情報の登録抹消日に、添付文書情報掲載システムに登録され 

た製造販売業者情報の抹消処理をします。 

    ただし、添付文書情報の削除処理（承継の場合は、承継処理）がなされていない場 

合、原則、登録抹消を申請した製造販売業者による削除処理の実行確認後、製造販売 

業者情報の抹消処理をします。 

 

５．申請書類等送付先 

  〒100-0013 東京都千代田区霞が関３-３-２新霞が関ビル 

  独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第一部安全性情報課 

  医薬品医療機器情報提供システム 製造販売業者情報登録担当宛 
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（様式１） 

平成  年  月  日 

 

 

製造販売業者情報登録申請書（医療用医薬品） 

 

製造販売業者名           

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構のウェブサイトに添付文書情報を掲載するにあた

り、下記の事項の登録を申請します。 

 

記 

 

企業コード（６桁）※１  

製造販売業者名  

登録申請 

担当者※２ 

氏名  

事業所住所 
〒 

 

部署名  

電話番号  

FAX番号  

E-mailアドレス※３  

IPアドレス※４（複数記載可） 
 

 

 

医薬品の製造販売業者向けサイトの医療用医薬品添付文書情報掲載システムを利用する場合に、本申請 

書を提出いただきます。IPアドレス欄を除き、複数記載は不可とします。 

 

※１ ９桁の業者コードの前６桁を企業コードとして記入ください。業者コードが不明の場合は、厚生労

働省医薬食品局審査管理課にお問い合わせください。 

※２ 登録申請担当者欄に記入いただいた情報は、医療用医薬品添付文書情報掲載システムに製造販売業 

者情報として登録されます。 

※３ 医療用医薬品添付文書情報掲載システムに登録されるE-mailアドレスです。 

※４ IPアドレスによる利用者認証を希望する場合、記入ください。IPアドレスによる利用者認証を希望 

   しない場合、本欄は空欄としてください。 

 

受付 審査 登録 発送  

／ ／ ／ ／ ／ 

（本欄は機構にて使用します。記入しないでください。）  
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（様式２） 

平成  年  月  日 

 

 

製造販売業者情報登録申請書（一般用医薬品等） 

 

 

製造販売業者名           

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構のウェブサイトに添付文書情報を掲載するにあた

り、下記の事項の登録を申請します。 

 

記 

 

企業コード（６桁）※１  

製造販売業者名  

登録申請 

担当者※２ 

氏名  

事業所住所 
〒 

 

部署名  

電話番号  

FAX番号  

E-mailアドレス※３  

 

医薬品の製造販売業者向けサイトの、一般用医薬品（一般用の体外診断用医薬品を含む。）・要指導医

薬品添付文書情報掲載システムを利用する場合に、本申請書を提出いただきます。全ての項目において、

複数記載は不可とします。 

 

※１ ９桁の業者コードの前６桁を企業コードとして記入ください。業者コードが不明の場合は、厚生労

働省医薬食品局審査管理課にお問い合わせください。 

※２ 登録申請担当者欄に記入いただいた情報は、一般用医薬品・要指導医薬品添付文書情報掲載システ 

ムに製造販売業者情報として登録されます。 

※３ 一般用医薬品・要指導医薬品添付文書情報掲載システムに登録されるE-mailアドレスです。 

  

 

受付 審査 登録 発送  

／ ／ ／ ／ ／ 

（本欄は機構にて使用します。記入しないでください。）  
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（様式３） 

平成  年  月  日 

 

 

 

製造販売業者情報登録抹消申請書（医療用医薬品） 

 

                       製造販売業者名                  

 

下記のとおり製造販売業者情報の登録抹消を申請します。なお、製造販売業者情報の登

録抹消日までに、登録した全ての添付文書情報の削除又は削除予定日の設定を行います。 

 

 

記 

 

製造販売業者情報登録抹消日 平成   年   月   日   

 

企業コード（６桁）  

製造販売業者名  

登録抹消申請

担当者 

氏名  

事業所住所 
〒 

 

部署名  

電話番号  

FAX番号  

E-mailアドレス  

 

医薬品の製造販売業者向けサイトの、医療用医薬品添付文書情報掲載システムの利用を終える場合に、 

本申請書を提出いただきます。全ての項目において、複数記載は不可とします。 

 

受付     

／ ／ ／ ／ ／ 

（本欄は機構にて使用します。記入しないでください。） 
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（様式４） 

平成  年  月  日 

 

 

 

製造販売業者情報登録抹消申請書（一般用医薬品等） 

 

 

製造販売業者名           

 

下記のとおり製造販売業者情報の登録抹消を申請します。なお、製造販売業者情報の登

録抹消日までに、登録した全ての添付文書情報の削除又は削除予定日の設定を行います。 

 

 

記 

 

製造販売業者情報登録抹消日 平成   年   月   日   

 

企業コード（６桁）  

製造販売業者名  

登録抹消申請

担当者 

氏名  

事業所住所 
〒 

 

部署名  

電話番号  

FAX番号  

E-mailアドレス  

 

医薬品の製造販売業者向けサイトの、一般用医薬品（一般用の体外診断用医薬品を含む。）・要指導医 

薬品添付文書情報掲載システムの利用を終える場合に、本申請書を提出いただきます。全ての項目におい

て、複数記載は不可とします。 

 

受付     

／ ／ ／ ／ ／ 

（本欄は機構にて使用します。記入しないでください。） 
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（様式５） 

平成  年  月  日 

 

 

製造販売業者情報登録申請書（医療機器） 

 

製造販売業者名           

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構のウェブサイトに添付文書情報を掲載するにあた

り、下記の事項の登録を申請します。 

 

記 

 

企業コード（６桁）※１  

製造販売業者名  

登録申請 

担当者※２ 

氏名  

事業所住所 
〒 

 

部署名  

電話番号  

FAX番号  

E-mailアドレス※３  

IPアドレス※４（複数記載可） 
 

 

 

医療機器及び医療用の体外診断用医薬品の製造販売業者向けサイトの、医療機器添付文書情報掲載シス 

テムを利用する場合に、本申請書を提出いただきます。IPアドレス欄を除き、複数記載は不可とします。 

 

※１ ９桁の業者コードの前６桁を企業コードとして記入ください。業者コードが不明の場合は、厚生労

働省医薬食品局審査管理課にお問い合わせください。 

※２ 登録申請担当者欄に記入いただいた情報は、医療機器添付文書情報掲載システムに製造販売業者情 

報として登録されます。 

※３ 医療機器添付文書情報掲載システムに登録されるE-mailアドレスです。 

※４ IPアドレスによる利用者認証を希望する場合、記入ください。IPアドレスによる利用者認証を希望 

しない場合、本欄は空欄としてください。 

 

受付 審査 登録 発送  

／ ／ ／ ／ ／ 

（本欄は機構にて使用します。記入しないでください。）  
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（様式６） 

平成  年  月  日 

 

 

グローバル IP アドレス登録申請書（医療用医薬品添付文書情報掲載システム） 

 

 

製造販売業者名           

 

医療用医薬品添付文書情報掲載システムのグローバル IPアドレスによる利用者認証につ 

いて、下記のとおり登録を申請します。 

 

記 

 

企業コード（６桁）※１  

製造販売業者名  

IPアドレス※２ 

（複数記載可） 

新規登録 
 

 

登録変更 

追加 
 

 

削除 
 

 

登録担当者※３ 

氏名  

部署名  

電話番号  

 

※１ ９桁の業者コードの前６桁を企業コードとして記入ください。業者コードが不明の場合は、厚生労

働省医薬食品局審査管理課にお問い合わせください。 

※２ 新規登録の場合、「新規登録」欄に、追加登録の場合、「追加」欄に、登録済みのIPアドレスにつ

いて登録を削除する場合、「削除」欄に、対象となるIPアドレスを記入ください。 

※３ 各記入欄とも複数記載は不可とします。 

 

グローバルIPアドレスの登録完了については、医療用医薬品添付文書情報掲載システムの利用開始時に 

登録いただいたE-mailアドレス（登録メールアドレスに変更があった場合には、変更後のメールアドレ

ス）宛てにお知らせします。 

 

受付 登録/削除   完了連絡   

／ ／ ／ ／ ／ 

（本欄は機構にて使用します。記入しないでください。） 
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（様式７） 

平成  年  月  日 

 

 

グローバル IP アドレス登録申請書（医療機器添付文書情報掲載システム） 

 

 

製造販売業者名           

 

医療機器添付文書情報掲載システムのグローバル IPアドレスによる利用者認証について、 

下記のとおり登録を申請します。 

 

記 

 

企業コード（６桁）※１  

製造販売業者名  

IPアドレス※２ 

（複数記載可） 

新規登録 
 

 

登録変更 

追加 
 

 

削除 
 

 

登録担当者※３ 

氏名  

部署名  

電話番号  

 

※１ ９桁の業者コードの前６桁を企業コードとして記入ください。業者コードが不明の場合は、厚生労

働省医薬食品局審査管理課にお問い合わせください。 

※２ 新規登録の場合、「新規登録」欄に、追加登録の場合、「追加」欄に、登録済みのIPアドレスにつ

いて登録を削除する場合、「削除」欄に、対象となるIPアドレスを記入ください。 

※３ 各記入欄とも複数記載は不可とします。 

 

グローバルIPアドレスの登録完了については、医療機器添付文書情報掲載システムの利用開始時に登録 

いただいたE-mailアドレス（登録メールアドレスに変更があった場合には、変更後のメールアドレス）

宛てにお知らせします。 

 

受付 登録/削除   完了連絡   

／ ／ ／ ／ ／ 

（本欄は機構にて使用します。記入しないでください。） 
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（ 別 記 ） 

 

欧州製薬団体連合会在日技術委員会委員長 

 

日本製薬団体連合会会長 

 

一般社団法人 日本臨床検査薬協会会長 

 

米国研究製薬工業協会在日執行委員会委員長 

 

一般社団法人日本医療機器産業連合会会長 

 

欧州ビジネス協会医療機器委員会委員長 

 

米国医療機器・ＩＶＤ工業会会長 
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事 務 連 絡 

平成 26年 11月 25日 

 

日本製薬団体連合会 

 安全性委員会 御中 

 

 

厚生労働省医薬食品局安全対策課 

 

 

「医薬品の添付文書改訂業務に至る標準的な作業の流れ」の改訂について 

 

 

医薬品の添付文書改訂に当たっての作業の流れについては、平成 22年２月 10日付け事

務連絡「医薬品の添付文書改訂業務に至る標準的な作業の流れについて」において連絡し

ているところですが、「医薬品の安全性情報の提供について」（平成 23年７月 15日付け

薬食安発 0715第３号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知）、「添付文書等記載事項

の届出等に当たっての留意事項について」（平成 26年９月１日付け薬食安発 0901第 01

号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知）及び「使用上の注意等の改訂に係るガイドラ

インについて」（平成 26年９月 29日付け薬食安発 0929第２号厚生労働省医薬食品局安

全対策課長通知）を踏まえ、今般、別添のとおり当該事務連絡の改訂を行いましたので、

連絡します。 

なお、別添の「医薬品の添付文書改訂業務に至る標準的な作業の流れ」は、独立行政法

人医薬品医療機器総合機構のウェブサイトに掲載し、必要に応じて改訂を行うこととして

います。 
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医薬品の添付文書改訂に至る標準的な作業の流れ 

 

本資料は、医薬品の添付文書改訂時における製造販売業者（以下「企業」という。）、

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）及び厚生労働省医薬食品

局安全対策課（以下「安全対策課」という。）における標準的な作業の流れを、参考とし

て示したものである。緊急時等、本資料によらない場合があることに留意すること。 

 

Ⅰ．機構における情報の収集、整理業務 

１．情報収集 

・ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき企

業から報告された情報は、データベースに集積される。 

・ 機構は自ら文献等、医薬品の安全性に関する情報を収集する。 

 

２．情報の整理 

（１）機構安全第二部の評価チームでの情報の整理 

① 国内副作用報告の個別評価 

・ 副作用報告（死亡・未知重篤等の 15 日報告）は、原則として、報告された

翌営業日中に因果関係等の個別評価をデータベースに入力する。その情報を基

にデータベースの１次スクリーニングを行う。 

・ 副作用報告（既知重篤の 30 日報告を含む）のうち、注目すべき報告につい

ては、報告内容の確認を行い、確認結果をデータベースに入力する。その情報

を基にデータベースの１次スクリーニングを行う。 

・ １週間分の副作用報告のラインリスト（既知重篤の 30 日報告を含む）を作

成し、その情報を基にデータベースの１次スクリーニングを行う。 

・ 上記の情報を基に緊急案件に該当するか否かの判断を行う。 

② 感染症報告・措置報告・研究報告の評価 

 ・ 感染症報告・措置報告・研究報告は、報告毎に、緊急案件に該当するか否か

の判断を行った後、データベースに対応を入力する。その情報を基にデータベ

ースの１次スクリーニングを行う。  

③ 感染症定期報告の評価 

 ・ 報告内容を検討し、緊急案件に該当するか否かの判断を行った後、その結果

を記録する。その情報を基にデータベースの１次スクリーニングを行う。 

④ 機構が自ら収集した情報の評価 

 ・ 収集した情報毎に、緊急案件に該当するか否かの判断を行う。 

（２）データベースの１次スクリーニング（毎日） 

・ （１）で整理した情報に関し、データベースを基に、同様の報告の集積状況を

確認し、シグナル（注目する副作用をいう。以下同じ。）の検出を行う。 

（別添） 
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・ データマイニング手法を利用して一定条件を満たす案件について、機械的にシ

グナルの検出を行う。 

（３）２次スクリーニング 

① 原則として、1 週間に 1 回、チームにおいて、１次スクリーニングで検出され

たシグナルについて、安全対策措置の検討を進めるため、企業への照会、面会の

必要性について検討する。例えば、死亡との関連の可能性がある場合、未知重篤

症例が集積している場合、外国でも措置が実施されている場合等がこれに当たる

と考えられる。その際、未知非重篤定期報告、安全性定期報告、外国副作用報告、

データマイニング結果等も参考とする。 

② ２次スクリーニングの結果は安全対策課と共有する。 

なお、情報の整理の各段階で、検討のために情報が必要な場合は、企業に照会する。 

 

Ⅱ．安全対策上の措置を行う場合 

１．機構が安全対策措置の検討が必要と考えた場合 

（１）企業への照会等 

・ ２次スクリーニングで安全対策措置の検討を進める案件については、機構から

企業に照会し、安全対策の必要性について見解を求める(面会要否の連絡および

資料の提出指示を含む場合もある)。 

・ 企業は、原則として、機構から照会された内容について照会から１週間以内に

見解を回答する。ただし、期限内の回答が困難となった場合、企業は提出予定日

について機構に連絡する。 

（２）安全対策の検討 

   ① 面会を実施する場合 

・ 機構は、企業が提出した回答を踏まえた検討を行い、企業との面会が必要な

場合、原則として、回答の受領後 1 週間以内に、企業に連絡する。 

・ 企業は、「相談を行う際に必要な資料について」（別紙）を参考に、必要な資

料を作成し、面会に先立ち、提示された期限までに資料を提示する。 

・ 機構が追加資料を必要と判断した場合は、提出期限を含め企業に連絡する。 

・ 機構は、面会における企業見解を踏まえた検討を行い、措置の必要がある場

合、専門協議の要否及び「使用上の注意改訂」の指示等の発出の有無、並びに

これらを実施する場合の時期等について、原則として、面会後あるいは必要な

資料が揃った後１週間以内に企業に伝える。 

・ 機構は、面会における企業見解を踏まえた検討を行い、この段階では措置の

必要性がないと判断した場合、機構において注目すべき案件として、１次スク

リーニングの対象とする。 

② 面会を実施しない場合 

・ 企業は、「相談を行う際に必要な資料について」（別紙）を参考に、必要な資

料を作成し、提示された期限までに必要な資料を提示する。 
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・ 機構が追加資料を必要と判断した場合は、提出期限を含め企業に連絡する。 

・ 機構は、提出された企業見解を踏まえた検討を行い、措置の必要がある場合、

専門協議の要否及び「使用上の注意改訂」の指示等の発出の有無、並びにこれ

らを実施する場合の時期等について、原則として、必要な資料が揃った後 1 週

間以内に企業に伝える。 

・機構は、あらかじめ提出された企業見解を踏まえた検討を行い、この段階では

措置の必要性がないと判断した場合、機構において注目すべき案件として、１

次スクリーニングの対象とする。 

（３）評価中のリスク情報の公開 

副作用報告の一定の集積等により示唆されるリスク情報で、医薬品との関連

性を評価中であるが、使用上の注意の改訂等につながるものとして注目してい

るもののうち重要なものについては、医療従事者が安全性を確保するために、

評価中のリスク情報として、機構の医薬品医療機器情報提供ホームページ上で

公表する。また、必要に応じ、関連学会等に情報提供する。 

（４）調査及び専門協議 

① 専門協議を実施しない場合 

・ 必要となる資料が整った後、原則として、２週間以内に企業にその安全対策

の措置内容(例：添付文書の改訂内容)を伝える。添付文書改訂が必要な場合は、

添付文書の届出に必要な「相談整理番号」を発番し、企業に伝達する。 

・ 企業は伝達された措置内容に基づき、添付文書の改訂を行う。 

② 専門協議を実施する場合 

・ 必要となる資料が整った後、原則として、直近の専門協議（概ね 5 週毎に開

催）にて検討する（必要となる資料が整った後約 10 日から 40 日以内）。 

・ 必要となる資料が整った段階で、機構から直近の専門協議で検討することを

企業に連絡する。 

・ 機構は、専門協議の結果を直ちに企業に連絡する。（連絡すべき企業が多岐

にわたる場合は、日本製薬団体連合会にも協力を依頼）。 

・ 機構は、専門協議を踏まえた措置案（添付文書改訂が必要な場合は「相談整

理番号」を含む）を安全対策課、企業及び日本製薬団体連合会に連絡する。 

（５）機構からの調査結果通知の発出 

・ 機構は、原則として、専門協議実施後１週間以内に措置案を含む調査結果をと

りまとめ、厚生労働省に通知する。 

（６）措置の実施 

・ 安全対策課は、原則として、専門協議実施から約 2 週間後の火曜日（3 週目）

に措置に関する通知を発出する。 

・ 機構は、調査結果を医薬品医療機器情報提供ホームページ上で公表する。 

 

＊なお、検討に時間を要する場合は、機構は、随時、検討状況を企業に連絡する。 
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２．企業が安全対策措置の検討が必要と考えた場合 

（１）相談申込 

・ 企業は、医薬品の添付文書改訂等の安全対策に関する相談が必要と考えた場

合は、規定の用紙を用いて、機構に電子メール又は FAX にて申し込みを行う。 

その際、「相談を行う際に必要な資料について」（別紙）を参考にして、作成し

た資料を提出する。 

（２）面会日設定 

・ 機構は、原則として、電子メール又は FAX を受理した翌営業日までに、企業

に連絡を行う。面会を行う場合は、日程調整の連絡を合せて行う。 

（３）事前調査 

・ 機構は、相談内容について、事前に関連する調査を行う。 

 

以下「１．機構が安全対策措置の検討が必要と考えた場合（２）安全対策の検討」以降

と同じ。 

 

３．その他 

（１）クラスラベリングの場合 

上記の検討のいずれかの段階でクラスラベリング*が必要と判断された場合は、

以下によることとする。調査等については、通常の案件と同様の手順で行う。 

・ 機構は必要に応じ、関連企業に連絡し（日本製薬団体連合会にも協力を依頼）、

説明会を開催する。 

*クラスラベリング： ある特定の薬理作用を有する医薬品、同一の薬効群の医薬品等に共通すると思われ

る副作用に関して、それらに該当する複数の成分の添付文書を合わせて検討するこ

と 

（２）相互作用の検討 

原則として、関連企業間で対応案を調整してから機構に相談すること。企業間で

調整がつかない場合、関連企業が多い場合、関連企業がわからない場合等は、関連

企業間での調整前に機構に相談することができる。 

（３）緊急案件の場合 

緊急案件の場合は、迅速に処理する必要があるため、機構及び安全対策課は、標

準的な作業の流れによらずに添付文書改訂を指示する。 

（４）外国措置等の検討 

研究論文等の結果に基づき、外国規制当局や学会等が注目し、我が国で使用され

ている製品にも影響がある物として注目しているリスク情報については、安全対策

課及び機構においても安全性を評価するとともに、必要に応じ、Ⅱ.1（３）に掲げ

る事項と同様に、概要等を医療従事者に情報提供する。 

 

以上 
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（別紙） 

 

相談を行う際に必要な資料について 

 

 

「使用上の注意改訂」の相談を行う際に、改訂の根拠として用意する標準的資料 

 

（例） 

 ・新旧対照表 

・国内の副作用の集積状況、ラインリスト 

必要に応じ海外副作用の集積状況（ラインリスト） 

・改訂された CDS（企業中核データシート）の改訂箇所 

必要に応じ CDS の改訂の根拠資料 

・海外添付文書 

・海外規制当局の措置状況（CDS の改訂に関連して、海外で措置のあった場合） 

・文献 

・上記情報を総合的に考察した企業見解           

 等 

 

関連通知　［102］



各チーム 

１次スクリーニング 

データマイニングの活用 

ＹＥＳ 

２次スクリーニング（チーム会議） 
安全対策措置が必要と考えられるか否か 

添付文書改訂業務の標準処理手順＜その１＞ 

（副作用等報告） 

ＮＯ 

週単位 
の作業 

企業へ照会 

注目する副作用
の抽出 

本省と情報共有 

参考資料 
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（１週間） 

専門協議 
（原則５週毎） 

厚生労働省への措置案の通知 

緊急 
案件 

企業へ照会 
 

企業見解 

緊急安全性
情報 

ＮＯ（措置保留） ＹＥＳ（措置実施の方針） 

面会実施 
（実施内容の協議） 

（約１０～４０日） 

安全性速報 

（１週間） 

添付文書改訂 

企業からの 
改訂相談 

 

注目すべき案件として
１次スクリーニングへ 

（専門協議の必要性） 

あり なし 

添付文書改訂指示通知（原則５週毎） 
 

（必要となる資料が
整った後２週間以内） 

添付文書改訂業務の標準処理手順＜その２＞ 

（１週間） 

評価中のリスク情報の
公開 

（１週間） 

調査結果の公開 関連通知　［104］



日薬連発第８号 

平成２７年１月６日 

加盟団体 殿 

日 本 製 薬 団 体 連 合 会 

安全性委員会事務局 

 

医薬品医療機器等法施行に伴う薬価基準収載前の 

品目の暫定コード付番について（追伸） 

 

薬価未収載品の暫定コードの取得につきましては、日薬連発第 641 号（平成 26 年 10 月

28 日）（参考として別添）に沿ってご対応をいただいているところです。同通知では、以下

の３つのケースに分けて医薬情報研究所にて付番をすることとしておりますが、ケース１．

２．でも、特に早期の付番等、検討を要する個別事例の相談が当委員会に寄せられること

があります。これらの事例につきましては１．２．の対象となる事例であっても必要に応

じ適宜３．の個別対応品目の手順で対応する運びと致しましたので、お知らせします。 

貴会会員に周知いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

ケース分け及び暫定コード付番時期（※） 

１．部会品目（新薬・報告品目等）（要申込） 

（※）部会後２週間 

２．部会品目外（後発品・代替新規その他）（申込不要） 

（※）承認翌週はじめより２週間 

３．個別対応品目（要申込） 

・承認不要品目といった、１．２．に含まれない特殊な医薬品等 

・ケース１．２．の対象であるが、特に早期の付番等、検討を要する個別事例（追

加） 

（※）不定期 

 

なお、コード申込の手順については日薬連発第 641 号（平成 26 年 10 月 28 日）

をご参照ください。 

 

連絡先： sgml@iyaku.info（医薬情報研究所 SGML 窓口） 

以上 
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日薬連発第６４１号 

平成２６年１０月２８日 

加盟団体 殿 

日 本 製 薬 団 体 連 合 会 

安全性委員会事務局 

 

医薬品医療機器等法施行に伴う薬価基準収載前の 
品目の暫定コード付番について 

 

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（医薬品医療機器等法）

の平成 26 年 11 月 25 日施行に伴い、医療用医薬品の添付文書は届出対象となります。医療用医薬品

の個別 12 桁コード（いわゆるYJ コード）は、薬価基準収載時に定められるので、法施行以降は薬価

収載前に情報提供又は製造販売する医療用医薬品については届出し､PMDA への添付文書掲載のため､

YJ コードに代わる暫定コードが必要となります。 

 今般、薬価未収載品の暫定コードの取得手続きについて下記の通りと致しますので、ご了解の程よ

ろしくお願い致します。 

 

記 

 

１．部会品目（新薬・報告品目等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)【製薬企業 → 日薬連】 暫定コードの申し込み 

・部会品目として暫定コードを取得するために、部会後 1 週間以内（※）に当該医薬品の YJ コード

（暫定コード）申請票と最新の添付文書 PDF（案）を Eメールに添付し送信します。 

 Eメールアドレス：kondo@fpmaj.gr.jp,nakamura@fpmaj.gr.jp  

※期限内に申請がない場合、(2)以降の手続きが完了できずコード案内が大幅に遅れる場合がありま

す。 

(1)コード申請票・ 
添付文書(案)をメール 

部会 

製薬企業 

日薬連 

1週間 

医薬品医療機器総合機構 

承認日 

(2)医薬品マスター更新 
連絡（メール） 

(3)掲載手続き 

2週間 

申請 発行 
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opma
タイプライターテキスト

opma
タイプライターテキスト

opma
タイプライターテキスト
参考

opma
タイプライターテキスト

opma
テキストボックス



 

(2)【医薬品医療機器総合機構 → 製薬企業】 暫定コード設定の連絡 

・受領期限後 1週間を目処に暫定コードが設定され、医薬品医療機器総合機構から医薬品マスターに

更新があった旨が一斉配信されます。 

 

(3)【製薬企業 → 医薬品医療機器総合機構】 届出、掲載手続き 

・製薬企業は、自社品目の暫定コードが登録されていることを SKWサイトで確認し、届出、掲載手続

きを行ってください。 

ただし、公開は必ず承認日以降となるよう手続きください。 

 

 

 

 

２．部会品目外（後発品・代替新規その他） 

部会品目以外の薬価未収載品目を掲載するためにも暫定コードが必要になりますが、これらについ

ては原則、申請手続きを必要としません（場合により、医薬情報研究所〔以下「医情研」〕から内容や

資料確認の問い合わせがあります）。承認翌週の公開時を起点とし、約 2週間を目処にコードが付与さ

れるので、SKWサイトで当該品目のコードを確認し、届出、掲載手続きを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)【医薬品医療機器総合機構 → 製薬企業】 暫定コード設定の連絡 

・医薬品医療機器総合機構は、医薬品マスターに更新があった旨を一斉配信します。 

 

(2)【製薬企業 → 医薬品医療機器総合機構】 届出、掲載手続き 

・製薬企業は、自社品目の暫定コードが登録されていることを確認し、届出、掲載手続きを行ってく

ださい。 

自社品目が確認できない場合、またコードに関する問い合わせ等は下記へご連絡ください。 

 Eメールアドレス： sgml@iyaku.info（医薬情報研究所 SGML窓口） 

◎暫定コードで掲載した薬価未収載品目が薬価収載された場合、正式に YJ コードが付与されます。

その際は、５．『薬価収載時の対応の手続き』を参照して手続きを行ってください。 

 

承認翌週 

製薬企業 

医薬品医療機器総合機構 
(1)医薬品マスター 
更新連絡（メール） 

承認日 

(2)掲載手続き 

2週間 

発行 
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３．個別対応品目 

承認不要品目といった、１．２．に含まれない特殊な医薬品等については、医情研へ直接暫定コー

ドの申し込みを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)【製薬企業 → 医情研】 暫定コードの申し込み 

・暫定コードを取得するために、当該医薬品の YJコード（暫定コード）申請票と最新の添付文書 PDF

（案でも可）を Eメールに添付し送信します。 

 Eメールアドレス： sgml@iyaku.info（医薬情報研究所 SGML窓口） 

 

(2)【医薬品医療機器総合機構 → 製薬企業】 暫定コード設定の連絡 

・暫定コードが設定され、医薬品マスターに更新があった旨が医薬品医療機器総合機構から一斉配信

されます。 

 

(3)【製薬企業 → 医薬品医療機器総合機構】 届出、掲載手続き 

・製薬企業は、自社品目の暫定コードが登録されていることを確認し、届出、掲載手続きを行ってく

ださい。 

※個別対応品目の更新時期は内容によって変わります。必要に応じ SKWサイト等をご確認ください。 

 

 

 

 

  

◎暫定コードで掲載した薬価未収載品目が薬価収載された場合、正式に YJ コードが付与されます。

その際は、５．『薬価収載時の対応の手続き』を参照して手続きを行ってください。 

 

(1)コード申請票・ 
添付文書(案)をメール 

製薬企業 

医情研 医薬品医療機器総合機構 
(2)医薬品マスター更新 
連絡（メール） 

(3)掲載手続き 

◎暫定コードで掲載した薬価未収載品目が薬価収載された場合、正式に YJ コードが付与されます。

その際は、５．『薬価収載時の対応の手続き』を参照して手続きを行ってください。 
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4．過渡期の取扱い 
（１） 平成 26年 8月 1日以降承認された後発品等 

公表された承認品目リストを基に暫定コードを付与します。暫定コードが設定され、医

薬品マスターに更新があった旨が PMDAから一斉配信されます。PMDA SKWサイトにてそ

れぞれ確認してください。 

（２） 平成 26年 8月 1日以降承認された新薬等 9月承認分 

公表された承認品目リストを基に暫定コードを付与します。暫定コードが設定され、医

薬品マスターに更新があった旨が PMDAから一斉配信されます。PMDA SKWサイトにてそ

れぞれ確認してください。 

（３） その他の品目 

必要に応じ医情研にお問い合わせください。また、特に（１）（２）でも個別に掲載の

要望がある場合は、当該医薬品の YJコード（暫定コード）申請票と最新の添付文書 PDF

（案でも可）で、依頼してください。 

（４） 平成 26年 7月 31日までの承認分 

薬価未収載品があれば、申請により暫定コードを付与します。日薬連発第 482号（平成

26年 8月 19日）「薬価基準未収載品の YJコード未付番品目への暫定コード付番につい

て」をご参照ください。 

 

※なお、（４）で既に申請いただいた品目、及び上記（１）（２）の対象で 8月 1日～10

月 12日までに承認となった品目の暫定コードは、10月 29日掲載分として従来の暫定コ

ードと同様に日薬連から各社に案内される予定です。 

 

５．『薬価収載時の対応の手続き』 
暫定コードで掲載している品目が薬価基準収載された場合、正式に個別 12 桁コード(YJ コード)が

付与されます。その際は、暫定コードでの掲載から YJ コードでの掲載を行ってください。 

(１)【医薬品医療機器総合機構 → 製薬企業】 YJコード設定の連絡 

・ YJコードが設定され、医薬品マスターに更新があった旨が医薬品医療機器総合機構から一斉

配信されます。 

 (２)【製薬企業 → 医薬品医療機器総合機構】 掲載手続き 

・ 製薬企業は、YJ コードを用い、掲載手続きを行ってください（それ以前に掲載手続きを行う

と、本システム（ＳＫＷサイト）のマスタが更新されていないためにエラー となります）。 

・ 添付文書情報ファイル名は、「枝番」は「1」、「バージョン番号」は「01」から設定します（暫

定コード の枝番・バージョン番号を引き継ぐ必要はありません）。 

・ 暫定コードで掲載中の添付文書情報に対し、YJ コードを用い登録する際は、SKW サイトより
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「新規掲載」で行います。今回の場合、新規掲載で登録手続きを行っても処理的には「差し

替え更新」の扱いとなります（削除手続きの必要はありません）。以後の掲載手続きは、YJ コ

ードで行ってください。 

 

６．当手順の実施開始日について 

・ 「１．部会品目（新薬・報告品目等）」の手順については、平成 26年 10月 27日以降に開

催の部会の品目から適用致します。 

・ 「２．部会品目外（後発品・代替新規その他）」、「３．個別対応品目」の手順については

本通知以降適用致しますが、一斉配信については SKWサイトの掲載体制が整い次第適用と

なります。それまでは、従来の暫定コードと同様に日薬連から各社に案内される予定です。 

以上 
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日薬連発第１２９号 

平成２７年２月２６日 

加 盟 団 体 殿 

 

日本製薬団体連合会 

 

 

医療用医薬品添付文書使用上の注意及び取扱い上の注意の改訂に伴う 

改訂添付文書等の情報対応について 

 

標記については、日薬連の申し合せ事項である平成 23 年 9 月 26 日付日薬連発第 595 号

「医療用医薬品添付文書使用上の注意等の改訂に伴う改訂添付文書等の情報対応について」

により、改訂内容の情報提供を実施してきたところです。 

 今般、平成 26 年 10 月 31 日付薬食安発 1031 第 1 号「緊急安全性情報等の提供に関する

指針について」が発出され、緊急安全性情報（イエローレター）、安全性速報（ブルーレタ

ー）の提供方法及び厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知（以下、薬食安通知）による

使用上の注意及び取扱い上の注意（以下、使用上の注意等）の改訂に伴う情報対応につい

て、一部改訂されました。 

 これを受けて、平成 23 年 9 月 26 日付日薬連発第 595 号の見直しを行い、改訂添付文書

等の情報対応のあり方につき（別記）のとおり取り扱うこととし、添付の平成 27 年 2 月 25

日付日薬連発第 128 号にて厚生労働省医薬食品局安全対策課長宛に連絡いたしました。 

つきましては、貴団体の会員企業に周知いただきますよう、お願いいたします。 

また、本通知の適用に伴い、平成 23 年 9 月 26 日付日薬連発第 595 号は廃止します。 

 

 なお、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第

218 条の 2 の対応により、使用上の注意等の改訂に伴う改訂添付文書の製品への貼付を要し

ないことを申し添えます。 

 

記 

 

（変更内容） 

「添付文書の改訂内容」を自社等のホームページに掲載する前（情報提供開始前）に独

立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）に改訂後の添付文書等記載事項を

届け出る。 

以上 
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別記

医療用医薬品添付文書使用上の注意及び取扱い上の注意の改訂に伴う

添付文書の改訂内容の情報対応について

１．「緊急安全性情報」（イエローレター）

製造販売業者は、緊急安全性情報に係わる薬食安通知に際し、「添付文書の改訂内容」に

ついて PMDA への届出及び掲載手続を行い、原則として薬食安通知発出及び届出の受理を

確認後に情報提供を開始する。また、自社等のホームページ（特定の利用者のみを対象とし

たものではない場所）に、速やか（原則として緊急安全性情報に係わる薬食安通知受理後、

3 日以内、遅くとも 1 週間以内）に「緊急安全性情報」及び「改訂添付文書情報」 注１）等

を掲載する。

２．「安全性速報」（ブルーレター）

製造販売業者は、安全性速報に係わる薬食安通知に際し、「添付文書の改訂内容」につい

て PMDA への届出及び掲載手続を行い、原則として薬食安通知発出及び届出の受理を確認

後に情報提供を開始する。また、自社等のホームページ（特定の利用者のみを対象とした

ものではない場所）に、速やか（原則として安全性速報に係わる薬食安通知受理後、3 日以

内、遅くとも 1 週間以内）に「安全性速報」及び「改訂添付文書情報」 注１）等を掲載する。 

３．使用上の注意等を改訂した場合

１）薬食安通知による使用上の注意等の改訂

製造販売業者は、薬食安通知に際し、「添付文書の改訂内容」について PMDA への届出

及び掲載手続を行い、原則として薬食安通知発出及び届出の受理を確認後に情報提供を開

始する。また、「改訂添付文書情報」注１）等を自社等のホームページに薬食安通知受理後、

原則として 2 週間以内に掲載する。なお、改訂内容は「医薬品安全対策情報」（以下、DSU）

に掲載される。

２）薬食安通知によらない使用上の注意等の改訂

製造販売業者は、「添付文書の改訂内容」について PMDA への届出及び掲載手続を行い、

原則として届出が受理された後、情報提供を開始する。また、「改訂添付文書情報」注１）

等を自社等のホームページに改訂後、原則として 2 週間以内に掲載する。なお、PMDA

相談企業は、必要に応じて改訂内容を DSU に掲載依頼する。 

なお、DSU とは別に「改訂内容を明らかにした文書」注２）を作成した場合は、その文書

も原則として薬食安通知発出及び届出の受理を確認後に（薬食安通知によらない場合は改

訂後）、自社等のホームページに掲載する。

注１） 改訂した添付文書又はその見本（電子媒体を含む。）

注２） 改訂内容のお知らせ文書
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添付

日薬連発第１２８号

平成２７年２月２５日

厚生労働省医薬食品局

安全対策課長 宇津 忍 殿

日本製薬団体連合会

医療用医薬品添付文書使用上の注意及び取扱い上の注意の改訂に伴う

改訂添付文書等の情報対応について

標記については、平成 23 年 9 月 26 日付日薬連発第 595 号「医療用医薬品添付文書使用

上の注意等の改訂に伴う改訂添付文書等の情報対応について」に基づき情報提供に努めて

きたところです。

この度、平成 26 年 10 月 31 日付薬食安発 1031 第 1 号「緊急安全性情報等の提供に関す

る指針について」が発出されました。これを受け、当連合会としましては、平成 23 年 9 月

26 日付日薬連発第 594 号及び同日付日薬連発第 595 号「医療用医薬品添付文書使用上の注

意等の改訂に伴う改訂添付文書等の情報対応について」を廃止します。

 また今後とも使用上の注意等の改訂に係る情報提供に遺漏なきよう、独立行政法人医薬

品医療機器総合機構が管理する「医薬品医療機器情報提供ホームページ」に添付文書情報

等の掲載を別紙 1 のとおり徹底するとともに情報提供の方法は、医薬品医療機器等法の施

行を踏まえ、「医薬品安全対策情報」や IT 技術を活用し、より適切な方法をとることとい

たしましたので、ご報告申し上げます。
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別紙１

別記と同一文書
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事 務 連 絡 

平成 27年６月 24日 

日本製薬団体連合会 御中 

厚生労働省医薬食品局審査管理課 

厚生労働省医薬食品局安全対策課 

医療用医薬品の添付文書等記載事項に関する留意点について 

「薬事法等の一部を改正する法律」(平成 25年法律第 84号)による改正後の医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法律第 145

号。以下「法」という。）第 52条第１項の規定において、同項各号に掲げる事項（以

下「添付文書等記載事項」という。）は、最新の論文その他により得られた知見に基

づき記載されていなければならないとされたこと、「医薬品の承認申請について」（平

成 26年 11月 21日付け薬食発 1121 第 2 号厚生労働省医薬食品局長通知）において、

承認申請書に添付すべき資料として「法第 52条第 1項に規定する添付文書等記載事

項に関する資料」が追記されたこと等を踏まえ、添付文書等記載事項の作成等に当た

り、下記のとおり、医療用医薬品の添付文書等記載事項に関し、独立行政法人医薬品

医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）への相談及び安定性試験データの記載に

ついての取扱いをまとめたので、貴会会員に対して周知方お願いします。 

記 

１ 添付文書等記載事項（案）に関する相談について、承認申請中（承認事項一部変

更承認申請を含む）の品目は、PMDA審査部門に相談すること。ただし、一部変更承

認申請に伴う変更内容と関連しない改訂に係る相談を行う場合は、従来どおり、「添

付文書等記載事項の改訂等に伴う相談に関する留意点等について」（平成 26年 10

月 31日付け薬機安一発第 1031002号及び薬機安二発第 1031002号二部長通知）に

基づき、PMDA安全第二部へ相談すること。 
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２ 「後発医薬品に係る情報提供の充実について」（平成 18年 3月 24日付け薬食安

発第 0324006号安全対策課長通知）の３．の安定性試験データについて、承認事項

（貯蔵方法・有効期間）の範囲を超えた記載はできないため、留意すること。 

承認後に安定性試験データに係る記載を改訂する場合、別添の安定性試験自主点

検リストを必ず確認し、科学的根拠に基づく適切な情報提供を行うこと。 

なお、当該自主点検リストを満たさない場合は、PMDAジェネリック医薬品等審査

部（生物起原由来製品（ヘパリン、尿由来 FSH・HMG等）については、PMDA再生医

療製品等審査部）に相談すること。 
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別添 安定性試験自主点検リスト 

項目 チェック内容※1 確認 

保存条件 「医薬品の製造（輸入）承認申請に際して添付すべき安定性試験

成績の取扱いについて」（平成 3年 2月 15日付け薬審第 43号）又

は「安定性試験ガイドラインの改定について」（平成 15年 6月 3

日付け医薬審発第 0603001号）に示される保存条件に従い実施して

いるか※２。 
例） 

長期保存試験の場合：25±2℃/60±5%RH（冷所の場合：5±3℃） 

加速試験の場合：40±2℃/75±5%RH（冷所の場合：25±2℃/60±5%RH） 

 

ロット数 3ロットにつき実施しているか。  

ロット数を減数している場合、科学的な根拠に基づく適切な理由
※3があるか。 

 

包装形態 複数の包装形態を有する場合、包装形態毎に実施しているか。 
例） 

固形製剤の場合：PTP、パラ等 

液剤の場合：すべての容量 

貼付剤の場合：すべてのサイズ 

 

一部の包装形態のみで実施している場合、科学的な根拠に基づく

適切な省略をした理由※3（包装形態間の同等性等）があるか。 

 

測定項目/

測定時点 

すべての測定時点※において、少なくとも承認書のすべての規格

及び試験方法について、適切に実施し、その旨を記載しているか。 
※ 「医薬品の製造（輸入）承認申請に際して添付すべき安定性試験成績の取扱いにつ

いて」（平成 3年 2月 15日付け薬審第 43号）又は「安定性試験ガイドラインの改定

について」（平成 15年 6月 3日付け医薬審発第 0603001号）に示される通常の測定

時点 

長期保存試験の場合：1年目は 3カ月毎、2年目までは 6カ月毎、その後は 1年毎 

加速試験の場合：0.3及び 6カ月（0, 2,4及び 6カ月又は 0, 1, 3及び 6カ月でも

可） 

 

一部の試験項目及び測定時点を省略している場合、以下のすべて

の条件を満たすか。 

 

定量的項目（定量法、純度試験等）については、すべての測定時

点で実施しているか。 

  

開始時点及び最終時点については、すべての試験項目を実施して

いるか。 

 

定量的でない項目（確認試験、製剤均一性、無菌等）について、

中間時点における試験を省略している場合、その項目毎に科学的根

拠に基づく適切な理由※3があるか。 

 

測定時点が上記と異なる場合（例 長期保存試験において 1年毎

に測定を実施している等）、経時変化の有無等を踏まえて、他の時

点を省略する適切な理由※1があるか。 

 

測定結果 すべての測定結果※4は承認書の規格に適合しているのか。  

 
※1  本チェック項目は、添付文書における「取扱い上の注意」の項を改訂するための届出前に確認すべき事項であり、承認申

請添付資料に必要な安定性試験成績及びその省略の例を示したものではないことに留意すること。 

※2 生物起原由来製品については、その特性に応じて「生物薬品（バイオテクノロジー応用製品/生物起原由来製品）の安定性

試験について」（平成 10年 1月 6日付け医薬審第 6号）も参考とすること。なお、生物起原由来製品の添付文書における安

定性試験データに係る記載の改訂に関しては、PMDA再生医療製品等審査部に相談すること。 

※3 改訂が認められない場合もあるため、留意すること。 

※4 安定性試験結果の解釈に疑義がある場合は PMDAジェネリック医薬品等審査部（生物起源由来製品については PMDA再生医

療製品等審査部）の相談等を活用すること。  
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事 務 連 絡 

平成 27年６月 24日 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 御中 

 

厚生労働省医薬食品局審査管理課 

 

厚生労働省医薬食品局安全対策課 

 

 

 

医療用医薬品の添付文書等記載事項に関する留意点について 

 

 

 

 標記について、別添写しのとおり、日本製薬団体連合会あてに連絡いたしましたの

で、お知らせいたします。 
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PMS部会タスクフォース 2 メンバー 

リーダー 旭化成ファーマ株式会社  野川 誠 

拡大幹事 科研製薬株式会社   奥山 明美 

拡大幹事 グラクソ・スミスクライン株式会社  木谷 雅子 

拡大幹事 第一三共株式会社   佐藤 真苗 

拡大幹事 ファイザー株式会社  古口 貴子 

あすか製薬株式会社  藤田 賢司 

興和株式会社  柴田 雅美 
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ノボノルディスクファーマ株式会社  藤井 理恵
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担当副部会長 エーザイ株式会社  池島 幸男 

(平成28年3月現在) 
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リーダー サノフィ株式会社  鳥山 五月 
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