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1  はじめに 
平成 24 年 4 月の医薬品リスク管理計画の指針の導入により、本邦で医薬品の特性に応じた包括的、

体系的な医薬品安全性監視・リスク最小化の可視化及び適時適切な評価・見直しの実施が平成 25 年 4 月

から開始されました。その後、関連通知が発出され、後発医薬品の医薬品リスク管理計画の運用体制や

医薬品医療機器情報提供ウェブサイトへの公表の体制の拡充が図られ、後発品を含む製造販売業者（又

は製造販売承認申請者）だけでなく、販売会社、医療従事者と一体となったリスク管理の構図が整備さ

れてきました。 

また、医薬品リスク管理計画の体制の発展を目指し、医薬品評価委員会 PMS 部会と臨床評価部会が

共同で平成 24 年 10 月に本手引き（暫定版）の初版、平成 26 年 8 月に更新版を発行しました。 

平成 28 年度には、継続課題対応チームは、医薬品リスク管理計画の策定にフォーカスした「医薬品リ

スク管理計画の策定 入門編 －企業と PMDA とのコミュニケーションのための、必要最低限の準備

－（平成 28 年 12 月）」と医療従事者の利活用を意識した「医療従事者の利活用を踏まえた医薬品リス

ク管理計画（RMP）策定のための留意事項（平成 29 年 3 月）」を発行しました。 

医薬品リスク管理計画書の文書は、後発品を含む製造販売業者（又は製造販売承認申請者）により作

成されますが、このように文書化することで、規制当局だけでなく医師や薬剤師等の医療従事者の理解

を得るツールと考えます。 

一方で、既に多数の RMP の文書が作成、公開されておりますが、承認申請後の照会事項や市販後の

改訂時には、版管理や記載整備等の指摘があり、リスクに関する議論以外に時間を割きたくない等の意

見も聞かれたことから、RMP 作成時の記載要領に特化した手引き書（いわゆるグリーンブック）を冊子

として平成 30 年 5 月に発行しました。 

グリーンブック発行から 3 年が経過しましたが、再審査後の RMP の取り扱いや、RMP に紐づく資材

の PMDA の WEB サイトへの掲載など RMP の規制の変更があり、本改訂版ではこうした反映を行いま

した。この 1 年で在宅勤務を含む多様な働き方が一気に進み、グリーンブックに関するオンラインの要

望の声を踏まえ、本改訂より冊子版ではなく、オンライン版としています。 

RMP 策定に携わる方々の業務運用と資料作成時の一助としていただければ幸いです。 

 

令和 3 年 4 月 

医薬品評価委員会ファーマコビジランス（PV）部会 

継続課題対応チーム 1 

リーダー     竹本 信也 

サブリーダー 山田 知子 

拡大幹事  長濵 敬樹 
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2  用語の定義 
本書で用いる略語は以下の通りである。 

用 語 定 義 

医薬品リスク管理計画（リスク

マネジメントプラン又は RMP） 

常に医薬品の適正使用を図り、ベネフィット・リスクバランスを適正

に維持するため、医薬品について安全性検討事項を特定し、これを踏

まえて、医薬品安全性監視計画及びリスク最小化計画を策定し、有効

性に関する製造販売後の調査・試験の計画を策定し、実行する概念や

制度のことを本書では示している。 

本書中では上記概念を RMP として記載する。 

RMP 指針 平成 24 年 4 月 11 日付 薬食安発 0411 第 1 号・薬食審査発 0411 第 2 号

厚生労働省医薬食品局安全対策課長・審査管理課長連名通知（平成 25

年 3 月 4 日付け薬食審査発 0304 第１号・薬食安発 0304 第１号通知、

平成 29 年 12 月 5 日付け薬生薬審発 1205 第１号・薬生安発 1205 第１

号通知により一部改正） 

「医薬品リスク管理計画指針について」 

J-RMP タイトルまたは文中の「J-RMP」の記載は、平成 24 年 4 月 26 日付 薬

食審査発 0426 第 2 号・薬食安発 0426 第 1 号厚生労働省医薬食品局審

査管理課長・安全対策課長連名通知「医薬品リスク管理計画の策定に

ついて」に規定される「医薬品リスク管理計画書」を指す。 

本書中ではすべて J-RMP として記載する。 

EU-RMP EU 規制の EU-GVP Annex I – Definitions で定義された Risk management 

system 

REMS US 規制で定義される Risk Evaluation and Mitigation Strategy（リスク評

価・リスク緩和戦略） 

薬機法 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 

YL/BL イエローレターとブルーレターの略。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長通知薬食安発 1031 号第 1 号に基づくも

のとする。 

MedDRA Medical Dictionary for Regulatory Activities 

ICH 国際医薬用語集 

SMQ Standardised MedDRA Queries（MedDRA 標準検索式）の略語 

SOC MedDRA の System Organ Class（器官別大分類）の略語 

総合機構 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

YJ コード 薬価基準収載医薬品コード 
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3  リスクマネジメントの概念 
3.1  目的 

医薬品リスク管理計画（以下、RMP）は、「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政の

あり方検討委員会」にてリスク管理制度の設置の必要性が提言されたことを受け、厚生科学審議会医薬

品等制度改正部会にて法整備の必要性が検討され、欧米の制度を参考にて医薬品の安全性の確保を図る

ことを目的に開発の段階から市販後に至るまで常にリスクを適正に管理するために、実装された制度で

ある。 

平成 24 年 4 月には、医薬品安全性監視計画に加えて、医薬品のリスクの低減を図るためのリスク最

小化計画の指針を含めた 「医薬品リスク管理計画指針について」、また、具体的な計画書の様式、提出

などの取扱いを定めた「医薬品リスク管理計画の策定について」が発出され、RMP の公表や後発医薬品

の RMP の運用など、RMP を取り巻く環境の更なる充実が図られている。 

なお、改正後の GVP 省令上、RMP は、薬機法第 79 条第 1 項の規定により承認に条件として付され

るものとなっている。 

 

3.2  J-RMP の構成 
医薬品リスク管理計画書（以下、J-RMP）は、個別の医薬品ごとに作成され、以下を項目ごとにまと

めた文書である。 

（1）重要な関連性が明らか、又は疑われる副作用や不足情報（安全性検討事項） 

（2）市販後に実施される情報収集活動（医薬品安全性監視活動） 

（3）医療従事者への情報提供や使用条件の設定等の医薬品のリスクを低減するための取り組み 

（リスク最小化活動） 

医薬品ごとに特定した「安全性検討事項」（「重要な特定されたリスク」「重要な潜在的リスク」「重

要な不足情報」）に基づく「通常の医薬品安全性監視活動」及び「通常のリスク最小化活動」に加えて、

追加の措置（「追加の医薬品安全性監視活動」または「追加のリスク最小化活動」）の必要性と実施の

要否について検討した結果、「医薬品安全性監視計画」ならびに「リスク最小化計画」が策定された際

は、その理由や手法とともに J-RMP に明確に記載する。また、医薬品の有効性に関する情報の収集も考

慮した「有効性に関する検討事項」を策定した際には、「有効性に関する調査・試験の計画の概要」を

記載する。 
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図 RMP 全体のイメージ※ 

※2021 年 4 月 PMDA 安全対策業務 医薬品リスク管理計画 概念図より 

 

承認後の一連の運用体制としては、実施状況の報告時にベネフィット・リスクバランスの評価が行わ

れ、その結果として安全性検討事項の見直し等が行われる。 
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4  本書について 
4.1  適用範囲 

医療用医薬品を対象とし、後発医薬品及びバイオ後続品もその対象に含まれる。具体的には、以下の

時点において J-RMP の作成を検討する。 

• 新医薬品の承認申請を行おうとする時点 1) 

• バイオ後続品の承認申請を行おうとする時点 1) 

• 後発医薬品において、J-RMP が公表されている先発医薬品に対する後発医薬品のうち「効能又は効

果」等が先発医薬品と同一のものの承認申請を行おうとする時点、もしくは後発医薬品の製造販売

後において新たな安全性の懸念が判明した時点 1) ,4) 

• 医薬品の製造販売後において、新たな安全性の懸念が判明した時点 1) 

上述の「新医薬品」は、再審査期間の付与の有無にかかわらず、承認申請時には J-RMP の提出が必要

である。なお、ここでいう新医薬品は、原則として「医薬品の承認申請について」（平成 17 年 3 月 31

日付け薬食発第 0331015 号厚生労働省医薬食品局長通知）でいう新有効成分含有医薬品、新医療用配合

剤、新投与経路医薬品、新効能医薬品、新剤形医薬品及び新用量医薬品に該当するものであるが、必要

に応じて事前に独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、総合機構）に相談する 7)。 

なお、剤形追加のみに係る医薬品では承認申請時にコモン・テクニカル・ドキュメント モジュール

（以下、CTD M）1.11 の添付資料として J-RMP 案の提出は不要である 7）。 

 

4.2  本書の構成 
本書は、RMP 関連通知と各社からの経験に基づき作成した。 

RMP 関連通知からの引用は、今後の通知の状況も考慮し、通知を番号で示した（番号と通知は次項を

参照）。また、各社からの経験については、【参考事項】として示した。各社のスタイルなど考慮の上、

通知に沿って作成する。 

また、本書の構成は、J-RMP の各項目の記載要領、J-RMP（案）の作成から提出までの流れ、そして

J-RMP の概要版と公表の順で示した。J-RMP を作成する上で、該当箇所を参照の上、作成すること。 

記載例は巻末の付録「1．記載例」に収めた。 

 

表記 内容 
1) RMP 関連通知の出典番号 

【参考事項】 RMP 関連通知に基づかない、RMP 作成経験がある会社の事例 

「1.1 項目名」 J-RMP の項目番号と項目名 

申請時の eCTD へ添付された J-RMP の項目番号ではないことに留意 

① J-RMP の欄名 

※ 通知以外の出典 
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4.3  参照した RMP 関連通知一覧 
1) 参照番号と本書で参考とした RMP 関連通知は以下の通りである。 
 

通知日 通知番号等 表題 

1 平成 24 年 4 月 11 日 薬食安発 0411 第 1 号 
薬食審査発 0411 第 2 号 医薬品リスク管理計画指針について  

2 平成 30 年 10 月 29 日 

薬生薬審発 1029 第 1 号 
薬生安発 1029 第 1 号 

（平成 25 年 3 月 4 日 
薬食審査発 0304 第 1 号 
薬食安発 0304 第 1 号を一部改正） 

「医薬品リスク管理計画書の公表につ

いて」の一部改正について  

3 平成 25 年 3 月 11 日 薬食発 0311 第 7 号 

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

る省令及び医薬品の製造販売後の調査

及び試験の実施の基準に関する省令の

一部を改正する省令の施行について  

4 平成 26 年 8 月 26 日 薬食審査発 0826 第 3 号 
薬食安発 0826 第 1 号 

医薬品リスク管理計画指針の後発医薬

品への適用等について  

5 平成 28 年 3 月 31 日 薬生審査発 0331 第 13 号 
薬生安発 0331 第 13 号 

医薬品リスク管理計画書の概要の作成

及び公表について  

6 平成 29 年 6 月 8 日 事務連絡 
医薬品リスク管理計画（RMP）における

追加のリスク最小化活動のために作

成・配布する資材への表示について 

7 平成 29 年 12 月 5 日 
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬

品審査管理課・安全対策課事務連

絡 

医薬品リスク管理計画に関する質疑応

答集（Q&A）について 

8 平成 29 年 12 月 5 日 

薬生薬審発 1205 第 1 号 
薬生安発 1205 第 1 号 

（平成 24 年 4 月 26 日 
薬食審査発 0426 第 2 号 
薬食安発 0426 第 1 号を改正、 
平成 25 年 3 月 4 日 
薬食審査発 0304 第 1 号・ 
薬食安発 0304 第 1 号を一部改正） 

「医薬品リスク管理計画の策定につい

て」の一部改正 
（改正後全文） 

9 平成 30 年 3 月 2 日 
薬生安発 0302 第 1 号 

（平成 25 年 12 月 20 日薬食安発

1220 第 14 号を一部改正） 

「医薬品リスク管理計画の実施に基づ

く再審査期間終了後の評価報告につい

て」の一部改正について 
（改正後全文） 

10 令和 3 年 3 月 18 日 

薬機安企発第 0318001 号 
（平成 30 年 10 月 29 日 

薬機安一発第 1029001 号を一部

改正） 

「医薬品リスク管理計画書の公表資料

及び追加のリスク最小化活動として作

成・提供する資材の公表に関する留意

点について」の一部改正について 
（改正後全文） 

11 令和元年 5 月 10 日 事務連絡 医薬品リスク管理計画書の軽微変更時

の資料作成の留意点（Q&A）について 

12 
平成 21 年 10 月 19 日 
(令和2年11月30日改訂) 薬食審査発 1019 第 3 号 新医薬品の再審査の確認に係る再審査

報告書等の公表について 

－ 平成 31 年 3 月 14 日 薬生安発 0314 第 4 号 医薬品の製造販売後調査等の実施計画

の策定に関する検討の進め方について 

－ 令和 2 年 1 月 23 日 事務連絡 
再審査終了時点における RMP 掲載の

ための資料提出について（暫定対応の

お願い） 
 

最新の通知は総合機構ウェブサイトでも公開されている。 
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0002.html 

 

http://www.pmda.go.jp/files/000145482.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000226448.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000226448.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000143723.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000143723.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000143723.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000143723.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000143723.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000145421.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000145421.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000211360.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000211360.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000218503.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000218503.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000218503.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000221117.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000221117.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000221115.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000221115.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000221116.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000223137.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000223137.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000223137.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000223138.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000239749.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000239749.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000239749.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000239749.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000239750.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000229502.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000229502.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000237957.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000237957.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000228612.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000228612.pdf
https://skw.info.pmda.go.jp/rmp/file/rmp_pmda_20200123.pdf
https://skw.info.pmda.go.jp/rmp/file/rmp_pmda_20200123.pdf
https://skw.info.pmda.go.jp/rmp/file/rmp_pmda_20200123.pdf
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0002.html
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2) 参照番号とその他関連通知は以下の通りである。 
  

通知日 通知番号等 表題 

21 平成 29 年 10 月 26 日 薬生発 1026 第 1 号 

医薬品の製造販売後の調査及び試験

の実施の基準に関する省令等の一部

を改正する省令の公布について（医薬

品の製造販売後の調査及び試験の実

施の基準に関する省令関係） 

22 平成 29 年 11 月 28 日 

薬生薬審発 1128 第 5 号 
薬生安発 1128 第 4 号 

（平成 25 年 5 月 17 日 
薬食審査発 0517 第 4 号 
薬食安発 0517 第 1 号を一部

改正） 

「安全性定期報告書別紙様式及びその

記載方法について」の一部改正につい

て 
（改正後全文） 

23 令和 2 年 3 月 25 日 
薬生薬審発 0325 第 10 号（薬

生薬審発 1128 第 2 号を一部改

正） 

「新医療用医薬品の再審査申請に際し

添付すべき資料について」の一部改正

について 
 

  

https://www.pmda.go.jp/files/000220767.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000220767.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000220767.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000220767.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000220767.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000221992.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000221992.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000221992.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000221993.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000235248.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000235248.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000235248.pdf
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4.4  製薬協により作成された RMP 関連ガイダンス一覧 
製薬協で作成した RMP 関連のガイダンスは以下の通りである。 

 
表 RMP に関連する製薬協のガイダンス（令和 2 年 12 月時点） 

タイトル 内容 
よりサイエンスに基づい

た RMP の策定① 
医薬品リスク管理計画の策定 入門編 －企業と PMDA とのコミュニケー

ションのための、必要最低限の準備－ 
（平成 28 年 12 月発行 PMS 部会 KT1 作成）  

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/rmp_3.html 
よりサイエンスに基づい

た RMP の策定② 
科学的な医薬品リスク管理計画（RMP）実践のための安全性検討事項・研

究課題（リサーチ・クエスチョン）の設定  
（平成 26 年 8 月発行 データサイエンス部会 TF1 作成）  

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/research_question.html 
RMP の作成方法  
 

＊本誌に反映済み 

「医薬品リスク管理計画（RMP）策定の手引き－暫定版（平成 26 年 8 月改

訂版）－」 
（平成 26 年 8 月発行 臨床評価部会 KT4・PMS 部会 TF1 共同作成） 

http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/allotment/rmp.html 
RMP の社内業務手順書 「医薬品リスク管理計画業務手順書モデル」  

（平成 26 年 9 月発行 PMS 部会 TF1 作成）  
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/model.html 

RMP 概要の作成 
＊本誌に反映済み 

医薬品リスク管理計画書（RMP）の概要 ―作成と利活用に関する検討  
（平成 27 年 5 月発行 PMS 部会 TF1 作成）  

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/rmp2.html 
医療従事者の利活用に向

けた留意事項 
「医療従事者の利活用を踏まえた医薬品リスク管理計画（RMP）策定のため

の留意事項」 
（平成 29 年 3 月発行 PMS 部会 KT1 作成）  

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/rmp_4.html 
MR 向け RMP 研修スライ

ド 
「MR 向け RMP 研修スライド」及び「MR による RMP 説明スライド（医療

機関向け RMP 説明用スライドテンプレート）」 
（平成 31 年 3 月公開 PV 部会 KT1 作成） 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/mr_rmp-slide.html 
リスク最小化活動策定の

留意事項 
「医薬品リスク管理計画（RMP）の追加のリスク最小化活動策定のための留

意事項」 
（令和元年 10 月発行 PV 部会 KT1 作成） 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/rmp_notes.html 
RMP のメンテナンス方法 「企業事例から見えた J-RMP のメンテナンス－適切な医薬品リスク管理の

ための提案－」 
（令和 2 年 2 月発行 PV 部会 KT1 作成） 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/j-rmp_maintenance.html 
データベース調査実施の

留意事項 
医療情報データベース等を用いた医薬品の製造販売後データベース調査実

施の留意事項」 
（令和 2 年 12 月発行 データサイエンス部会 TF7 観察研究におけるデータ

マネジメント 製造販売後データベース調査チーム作成） 
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/medical_information_da
tabases.html 

 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/rmp_3.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/research_question.html
http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/allotment/rmp.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/model.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/rmp2.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/rmp_4.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/mr_rmp-slide.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/rmp_notes.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/j-rmp_maintenance.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/medical_information_databases.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/medical_information_databases.html
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5  J-RMP の記載要領 
5.1  基本的事項参考事項 8) 
1) 用紙の大きさは日本工業規格 A4 とする。 

2) J-RMP は、「医薬品リスク管理計画の策定について」の別紙様式により作成する。 

3) 計画書の各項目について、該当する事項がない場合には、「該当なし」と記載することで差し支え

ない。 

4) 本計画書の案を承認申請の資料として提出する場合には、その時点での製造販売後調査等実施計画

書及び資材の案の概要を併せて提出することが望ましい。 

5) 市販後の YL/BL 発出等に伴う承認申請の時点以外で本計画書の案を提出する場合は、追加の医薬

品安全性監視活動及び追加のリスク最小化活動に関する実施計画書及び資材の案を作成し、併せて

提出する。 

6) RMP の変更に当たっては、軽微な変更を除き、最新の J-RMP を総合機構に提出する。提出に当た

っては、変更の履歴欄に変更内容の概略（該当する項目名と変更内容の概要、変更の理由等）を記

載した上で、変更部分に下線を引くとともに、参考として変更内容の詳細を明記した資料（変更前

後の内容を含む新旧対照表や修正履歴等）を併せて提出すること。 

7) 公開される資料であることを鑑み、できるだけ略語を使わないよう留意する。初出箇所では正式名

称を併記する等、工夫する。 

 

5.2  作成にあたっての留意事項 
• J-RMP は、一つの有効成分であれば、効能・効果、用法・用量、剤形、投与経路等の異なる製剤に

ついて、一つの計画書を作成することでも差し支えない 8)。 

• 複数の製造販売業者が共同で医薬品安全性監視活動及びリスク最小化活動を実施する場合には、連

名で J-RMP を提出しても差し支えない。その際、記載事項が品目により異なる場合においても同

一の欄に、品目ごとの違いがわかるように記載する 8)。 

• 一つの有効成分で効能・効果、用法・用量、剤形、投与経路等の異なる製剤において、効能等によ

り安全性検討事項が異なる場合、一つの J-RMP を作成し、注釈を用いる等して、効能等により安全

性検討事項の内容が異なることが分かるように記載する。ただし、効能等により安全性検討事項が

大きく異なる場合は、J-RMP を分けて作成することも可能である 7)。 

• J-RMP の検討対象は原則、承認の範囲内である。しかし、適応外使用等についても、特に着目すべ

き状況にあるなど、J-RMP の対象に含めるか検討が必要な場合もある 7)。 
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5.3  品目の概要 

（別紙様式） 

医薬品リスク管理計画書（案） 

 

令和  年  月  日 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 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） 

標記について次のとおり提出します。 

品目の概要 

承 認 年 月 日 
 

薬 効 分 類 
 

再 審 査 期 間 
 

承 認 番 号 
 

国 際 誕 生 日 
 

販 売 名 
 

有 効 成 分 
 

含量及び剤形 
 

用法及び用量 
 

効能又は効果 
 

承 認 条 件 
 

備 考 
 

 

1) 記載要領 8) 

J-RMP の案を承認申請の資料として提出する場合には、「承認年月日」「承認番号」「承認条件」

等の未定の項目については空欄とし、「薬効分類」「用法及び用量」「効能又は効果」等の項目につい

ては製造販売承認申請書（以下、申請書）に記載した予定される承認内容をすべて「（予定）」として

記載する。また、承認事項一部変更(以下、一変)申請の場合は、その対象部分に下線を引く。 

 

2) 各項目の記載要領 8） 

① 文書名 

承認申請時（CTD M1.11）は、「医薬品リスク管理計画書（案）」とする。 
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② 届出日 

承認申請時には日付は空欄とする。 

軽微変更を行った場合は、軽微変更した J-RMP を総合機構ウェブサイトに掲載した日を記載する

11)。 

③ 承認年月日 

• 製造販売承認書（以下、承認書）に記載されている承認年月日を記載する。承認申請時は空欄とす

る。 

• 一変申請の場合は、初回承認年月日を本項に記載し、一変承認取得日は「備考」に記載する。 

• 代替新規申請した品目の場合、販売名変更前の承認年月日を記載し、「備考」欄に販売名変更後の

承認年月日を記載する。 

• 承継された品目の場合、承継前の承認年月日を記載し、「備考」欄に承継日を記載する。 

④ 薬効分類 

日本標準商品分類番号に準拠し、中分類（87）以下承認書に記載された薬効分類番号を記載す

る。承認申請時は製造販売承認申請書に記載したものを「（予定）」として記載する。 

⑤ 再審査期間 

承認書に基づき、指定された再審査期間が確認できるように「○年」と記載する。承認申請時は

空欄とする。なお、承認品目の残余期間に合わせて再審査期間が設定された場合等、「○年」と

記載するのが困難な場合には「平成○年○月○日～平成○年○月○日（残余期間）」と記載す

る。 

⑥ 承認番号 

承認書に記載されている承認番号を記載する。承認申請時は空欄とする。 

⑦ 国際誕生日 

最初に世界のいずれかの規制当局によって製造販売が認められた日付を記載する。なお、世界の

いずれにおいても製造販売が認められていない場合は空欄とする。 

⑧ 販売名 

申請書に記載されている名称を「（予定）」として記載し、承認後は承認書の記載とする。 

⑨ 有効成分 

申請書に記載されている有効成分を記載し、承認後は承認書の記載とする。 

⑩ 含量及び剤形 

販売名ごとに申請書に記載されている有効成分の含量及び剤形について適宜番号を付して「（予

定）」として記載し、承認後は承認書の記載とする。同一成分で複数の剤形をまとめて作成する

場合は、それぞれについて記載する。 

⑪ 用法及び用量 

申請書に記載されている用法及び用量を（予定）として記載し、承認後は承認書の記載とする。

複数ある場合はそれぞれ分けて記載する。 

⑫ 効能又は効果 

申請書に記載されている効能及び効果を「（予定）」として記載し、承認後は承認書の記載とす

る。複数ある場合はそれぞれ分けて記載する。 

⑬ 承認条件 

効能・効果毎に添付文書に記載される承認条件を記載する。ただし、効能・効果間ですべての承

認条件が同一の場合には、効能・効果毎に承認条件を繰り返し記載する必要はなく、該当する効
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能・効果を明記した上で、承認条件を纏めて記載することでよい。承認申請時は空欄とする。市

販直後調査は承認条件として付与されるが、添付文書に記載されないことから記載しない。 

⑭ 備考 

以下の事項を記載する。 

− 後発医薬品等の別 

− 担当者の氏名、所属、連絡先の電話番号等 

− 共同開発品目がある場合には、品目名及び会社名。ただし、本計画書を連名で提出する場合    

には、共同開発品目についての記載は不要。 

 

【参考事項】 

• 一変承認を取得した場合、又は取得予定の場合には、「○年○月○日に、○○の効能・効果で承認

事項一部変更承認を取得（予定）」と備考欄に記載する。 

• J-RMP の中で略語を用いる等、記述に関して留意点がある場合は、備考欄に適宜記載する。 

• 一変承認の再審査期間が初回承認時の再審査期間と異なる場合は、それぞれの再審査期間を記載す

る。一変申請時は空欄とする。 

• 複数の再審査期間があるものについては、再審査結果通知発出後の改訂時に、備考欄に再審査結果

通知日を記載すること。なお、J-RMP を作成する時点で既に再審査が終了している再審査期間につ

いては、記載する必要はない。 
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5.4   変更の履歴 
 

変更の履歴 

前回提出日 

変更内容の概要： 

変更理由： 

 

1) 記載要領 

• J-RMP の添付資料に変更が生じる場合にも、変更の履歴欄に変更内容の概略を記載するとともに、

変更内容の詳細を明記した資料（新旧対照表等）及び変更した添付資料を合わせて提出する 7)。 

• 軽微変更を行った場合は、J-RMP の変更の履歴欄の「変更内容の概要」には、軽微変更である旨

及び変更内容を記載する 11)（軽微変更の例については本手引きの 8.3.2 項を参照）。 

• J-RMP 本体に変更がなく、添付資料である資材のみの軽微変更を行う場合であっても、J-RMP 本

体の変更も必要である。「変更の履歴」欄に資材を軽微変更した旨及び資材の変更内容を記載す

る 11)。 

• 直近の公表版 J-RMP が軽微変更を行っていた場合、「変更内容の概要」には直近の公表版 J-RMP

からの変更点のみ記載すればよく、総合機構への J-RMP 提出以降の変更の履歴を網羅的に記載

する必要はない。なお、前回の提出から今回の提出までの間に軽微変更を行った場合には、参考

として当該提出時の変更内容に加えて、それらの軽微変更の内容の詳細が確認できる資料（変更

前後の内容を含む新旧対照表や修正履歴等）を提出する 11)。 

 

2) 各項目の記載要領 8) 

① 前回提出日 

前回 J-RMP を提出した日付を記載する。ただし、前回 J-RMP が軽微変更で提出していない場合

は、軽微変更した J-RMP を総合機構ウェブサイトに掲載した日を記載する 11)。 

承認申請時及び承認時は、空欄とする。 

② 変更内容の概要 

簡潔に概要を記載する。複数ある場合は箇条書きで記載する。 

③ 変更理由 

変更内容の概要に記載した項目ごとに、簡潔に理由を記載する。 
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【参考事項】 

• 変更の履歴の項は、承認審査の間には使用しない。 

• J-RMP 本体に変更がなく、添付資料である製造販売後調査等の実施計画書等を変更する場合も「変

更の履歴」欄に記載する。例えば「特定使用成績調査の実施計画書及び実施要項の変更」、「登録

期間の延長が生じたため」等と記載する。 

 

＜記載例＞ 

4.0 版を総合機構に提出した後、軽微変更を 5 回行い（4.1 版で組織体制の変更、4.2 版で資材のデ

ザイン変更、4.3 版で調査開始日の変更、4.4 版で調査の実施計画書の誤記修正、4.5 版で添付文書改

訂に伴う修正）、5.0 版で特定されたリスクを追加した場合の「変更内容の概要」と「変更理由」を

以下に示す。 

 

版 変更内容の概要 変更理由 提出 公表 備考 

4.0 追加の医薬品安全性監視活動及

び追加のリスク最小化活動とし

て実施された市販直後調査に関

する記載の削除。市販直後調査

の実施状況を終了に変更。 

市販直後調査を終了したため。 〇 〇 ・3.0 版からの変更箇所

に下線 

4.1 安全管理業務及び製造販売後調

査等業務のための組織体制の軽

微変更。 

社内組織体制の変更に伴う改

訂。 

－ － ・4.0 版からの変更箇所

に下線 

4.2 医療従事者向け資材（〇〇〇〇、

〇〇〇〇）、患者向け資材（〇〇

〇〇）の軽微変更。 

両資材のデザイン（挿絵）を変

更したため。 

－ 〇 ・4.1 版からの変更箇所

に下線（変更履歴欄の

み） 

4.3 追加の医薬品安全性監視活動に

おける特定使用成績調査の実施

期間並びに実施状況の変更（軽

微変更） 

販売開始時期の延期に伴い、特

定使用成績調査の開始時期を見

直したため。 

－ 〇 ・4.2 版からの変更箇所

に下線 

4.4 特定使用成績調査実施計画書の

軽微変更。 

特定使用成績調査実施計画書の

誤記を修正したため。 

－ － ・4.3 版からの変更箇所

に下線（変更履歴欄の

み） 

4.5 安全性検討事項における添付文

書の記載項目の変更（軽微変

更）。 

新記載要領による添付文書改訂

に基づく記載整備のため。 

－ 〇 ・4.4 版からの変更箇所

に下線 

5.0 安全性検討事項の重要な特定さ

れたリスクに「ショック、アナフ

ィラキシー」を追加。 

製造販売後に副作用症例が集積

したため。 

 

〇 〇 ・4.5 版からの変更箇所

に下線 

・4.1、4.2、4.3、4.4、4.5

版の各新旧対比表等な

ど軽微変更箇所が確認

できる資料を合わせて

提出する。 

注）4.1、4.4 のように公表対象ではない部分の軽微変更については、他の軽微変更と同様にその都度改訂する運

用でも、次回 J-RMP 改訂時にまとめて反映させる運用でもどちらでもよい。 
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5.5  医薬品リスク管理計画の概要 
5.5.1  安全性検討事項  

 

１．１ 安全性検討事項 

重要な特定されたリスク 

(重要な特定されたリスクの名称) 

 

重要な特定されたリスクとした理由： 

医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 

リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 

重要な潜在的リスク 

(重要な潜在的リスクの名称) 

 

重要な潜在的リスクとした理由： 

医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 

リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 

重要な不足情報 

(重要な不足情報の名称) 

 
重要な不足情報とした理由： 

医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 

リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 

 

 

1) 記載要領 

• 「安全性検討事項」について、重要な特定されたリスク、重要な潜在的リスク及び重要な不足情報

がそれぞれ複数ある場合には、必要な数だけ欄を増やして記載する 8)。 

• 「重要な特定されたリスクとした理由」「重要な潜在的リスクとした理由」及び「重要な不足情報

とした理由」について、非臨床データからの情報、臨床データからの情報、製造販売後の状況を踏



 

20 
 

まえ、適宜、関連する資料、文献等を引用し、簡潔な記載に努めること。なお、承認申請の資料と

して J-RMP の案を提出する場合には、CTD の関連する項目との整合性を十分に考慮する 8)。 

• 原則、J-RMP の検討対象は承認の範囲内である 7)。海外でのみ実施している臨床試験や調査からの

情報収集については、当該情報が安全性検討事項の検討・評価に用いられる場合には、追加の医薬

品安全性監視活動としてではなく、必要に応じて安全性検討事項のリスク設定理由欄への記載を考

慮すること 7）。 

【参考事項】 

• 承認申請の資料として本計画書の案を提出する場合、CTD のデータを引用するケースは多いと思

われるが、「（CTD M2.5.6.2 参照）」などの引用の記載は不要である。 

• 患者向医薬品ガイドは、作成予定であった場合、「1.1 安全性検討事項」「4.リスク最小化計画の概

要」及び「5.3 リスク最小化計画の一覧」に記載する。なお、添付文書の記載内容が確定した時点

で、「1.1 安全性検討事項」における記載を適宜修正する。 

• MedDRA/J の複数の基本語（PT）を包括した集計を行っている場合、含まれる事象を記載する。SMQ、

SOC 等を活用している場合はその旨記載する。 

• 重要なリスクと判断した根拠（重篤性、発現割合※、転帰、中止割合等）を明示する。 

※「医薬品の安全性検討事項ならびに医薬品安全性監視計画作成に関する自主ガイダンス（平成 20 年 9 月発行）」

より発現割合の定義を示す。適宜参照の上、使い分けること。 

- 発現割合（分母は調査対象となった総患者数、分子はそのなかで有害事象を発生した患者数とする）  

- 発現率（分母は調査対象となった全患者の総投与時間、分子は各患者の観察期間内での発生頻度の 

総和とする） 

• 発現割合を記載する際は、「○％（○/○例）」等具体的な根拠の数値を記載する。 

• 発現割合が添付文書（案）にて不明の事象の場合、発現状況を記載しなくてもよいが、自発報告や

海外の臨床試験等の参考資料から発現に関する記載をすることも可能である。 

 

2) 各項目の記載要領 

① 重要な特定されたリスク 1) 

医薬品との関連性が十分な根拠に基づいて示されている有害な事象のうち重要なものをいう。 

特定されたリスクは、例えば以下のものが挙げられる。 

• 非臨床試験において医薬品との関連性が十分に明らかにされており、臨床データにおいても確認さ

れている副作用及び感染症（以下、副作用等） 

• 適切に設計された臨床試験や疫学研究において、比較対照群との相違から医薬品との因果関係が示

された副作用等 

• 製造販売後に多くの自発報告があり、これらにより時間的関連性や生物学的妥当性から因果関係が

示唆される副作用等 

【参考事項】 

• 一般的に禁忌及び併用禁忌の薬剤は、投与されないことが前提のため、当該対象集団でのリスクや

当該薬剤との併用による安全性検討事項を重要な特定されたリスクへ設定しないように求められ

ることがある。 

 

② 重要な潜在的リスク 1) 

医薬品との関連性が疑われる要因はあるが、臨床データ等からの確認が十分でない有害な事象のう

ち重要なものをいう。潜在的リスクは、例えば以下のものが挙げられる。 
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• 非臨床データから当該医薬品の安全性の懸念となり得る所見が示されているが、臨床データ等では

認められていない事象 

• 臨床試験や疫学研究において、比較対照群との相違から医薬品との因果関係が疑われるが、十分に

因果関係が示されていない有害事象 

• 製造販売後に自発報告から生じたシグナルとして検出された当該医薬品との因果関係が明らかで

ない有害事象 

• 当該医薬品では認められていないが、同種同効薬で認められている副作用等 

• 当該医薬品の薬理作用等の性質から発現が予測されるが、臨床データ等では確認されていない事象 

 
③ 重要な不足情報 1) 

RMP を策定した時点では十分な情報が得られておらず、製造販売後の当該医薬品の安全性を予測

する上で不足している情報のうち重要なものをいう。不足情報は、例えば以下のものが挙げられる。 

• 治験の対象から除外されていた患者集団であるが、実地医療で高頻度での使用が想定される等の理

由により、当該患者集団での安全性の検討に必要となる情報 

【参考事項】 

• 治験の対象から除外されていた患者集団で、実地医療で高頻度での使用が想定されない場合（禁忌

に設定されている患者集団）などにおいては、重要な不足情報からの削除を求められる。 

 

3) 記載に際しての補足 

• それぞれの医薬品について、有効成分、剤形等の薬剤としての特徴、対象疾患、投与対象となる患

者群等の特性を考慮し、安全性検討事項の特定を行う 1)。 

• 安全性検討事項の特定は、その医薬品における特定されたリスク、潜在的リスク及び不足情報のう

ち、ヒトにおいて発現した場合に重篤である、又は高頻度に発現する等の理由から、当該医薬品の

ベネフィット・リスクバランスに影響を及ぼしうる、又は保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の

おそれがあるような重要なものについて、重要な特定されたリスク、重要な潜在的リスク及び重要

な不足情報として要約した安全性検討事項を特定することが求められる 1)。 

• 安全性検討事項の特定については、ICH E2E ガイドラインも参照する 1)。 

• 重要な潜在的リスク等、必ずしも安全性検討事項を全て使用上の注意に記載する必要はないので、

個別に判断する 7)（付録「2．添付文書と J-RMP の関連」参照）。 

【参考事項】 

• 理由については以下を含む記述とすることが望ましい※。 

− 重篤性/転帰（死亡の割合など） 

− 重症度及びリスクの性質（重症度（i.e.抗がん剤の CTCAE（Common Terminology Criteria for 

Adverse Events））のグレード、投与中止率など） 

− 頻度（累積発現割合ないしは発現率とその 95%信頼区間） 

− 背景発現割合あるいは有病割合 

− リスク集団あるいはリスク因子 

− （推定される）薬理機序 

− 予防の可能性（副作用の予測・予防可能性に関するデータ、前駆症状など） 

− 可能性のある安全性に関する保健衛生への影響（NNH（Numbers Needed to Harm：何人治療す

ることで１人に害（副作用）が生じるか）等） 
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− 根拠となる情報源（臨床試験、疫学研究など） 
※ 久保田潔、青木事成、漆原尚己 et al. 

「日本における適正な安全性監視計画作成のためのタスクフォース」報告書 ： 

よりよい医薬品安全性監視計画作成とチェックリスト.  薬剤疫学. 2014; 19(1): 57. 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpe/19/1/19_57/_article/-char/ja/ 

 

4) 承認後の RMP の作成について 

• J-RMP を提出していない品目について、一変申請や製造販売後の新たな安全性の懸念の判明によ

り、J-RMP の策定が必要となった場合、安全性検討事項は、既承認の承認事項に係る審査報告書、

最新の添付文書等をふまえ設定するが、添付文書の使用上の注意に記載されている内容の全てを安

全性検討事項に含める必要はない。「医薬品リスク管理計画指針について」に照らして個別に判断

する 7)。 

 

 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpe/19/1/19_57/_article/-char/ja/
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5.5.2  有効性に関する検討事項 
 

１．２ 有効性に関する検討事項 

（有効性に関する検討事項の名称） 

 

有効性に関する検討事項とした理由： 

有効性に関する調査・試験の名称： 

調査・試験の目的、内容及び手法の概要並びに選択理由： 

 

1) 記載要領 

• 「有効性に関する検討事項」が複数ある場合には、必要な数だけ欄を増やして記載する 8)。 

• 海外でのみ実施している臨床試験や調査からの情報が、有効性に関する検討事項の検討・評価に用

いられる場合には、必要に応じて記載を考慮すること 7)。 

• 個別には、承認審査や製造販売後の確認の過程において、その記載の要否を総合機構と協議するこ

と。なお、承認の範囲外の効能・効果又は用法・用量に関する検討内容は記載する必要はない 7)。 

【参考事項】 

• 効能追加等のための治験については本項に記載する必要はない。承認審査の過程において、承認前

には十分に検討できず、承認後に実施することが総合機構と合意された製造販売後臨床試験等につ

いては本項に記載する。 

 

2) 各項目の記載要領 

① 有効性に関する検討事項とした理由 

承認前までに十分に検討できなかったことを理由として上げる。 

「３．有効性に関する試験・調査の概要」の項の「目的」より、有効性に関する記載を抜粋し、整合

性を取るようにする。 

承認前には十分に検討できなかった有効性に関する検討事項を記載する。例えば、以下の内容が想

定される 7)。 

• 承認後には臨床試験で検討した投与期間を超える長期間の投与が想定されるが、作用機序等から長

期投与により有効性の減弱が懸念されるなど、長期投与時の有効性に関する情報収集が必要となる

場合。 

• 承認前には探索的なエンドポイントに対する本剤の有効性のみが示されており、真のエンドポイン

トに対する有効性を検討することが重要である場合。 

 

② 調査・試験の目的、内容及び手法の概要並びに選択理由 

「調査・試験の目的」、ならびに「内容及び手法の概要並びに選択理由」については簡潔に本項に記

載し、「３．有効性に関する試験・調査の概要」に詳細を記載する。 
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5.6  医薬品安全性監視計画の概要 
 

２．医薬品安全性監視計画の概要 

 

 

1) 記載要領 

• 追加の医薬品安全性監視活動に関しては、それに係る安全性検討事項、目的、根拠等について記載

する 8) 

• 追加の医薬品安全性監視活動が複数ある場合にはそれぞれ必要な数だけ欄を増やして記載する 8)。 

• 追加の医薬品安全性監視活動がある場合には、その詳細について実施計画書を作成し、製造販売後

調査等実施計画書として提出する 8)。 

• 複数の安全性検討事項に対し、一つの医薬品安全性監視活動で対応する場合にはその旨を記載する

1)。（例：「【安全性検討事項】 ●●、××、△△」） 

• 製造販売業者が実施を計画している製造販売後調査等のうち、承認審査の過程又は製造販売後に実

施が必要と判断されたものを記載する。製造販売業者が自主的に実施する調査・試験については、

原則記載は不要である 7)。 

• 新たに特定された安全性検討事項に基づいて、追加の医薬品安全性監視活動を計画し、実施する場

合には、事前に総合機構と相談を行う 1)。 

• 市販直後調査の実施が承認時に付与された場合は、追加の医薬品安全監視活動として記載する。 

【参考事項】 

• 治験から製造販売後臨床試験に切り替える場合、その試験が安全性検討事項に紐づかない場合は

「1.1 安全性検討事項」には当該試験情報は記載不要であり、「2. 医薬品安全性検視計画の概要」

以降の項目のみに記載する。 

 

2) 各項目の記載要領 

① 通常の医薬品安全性監視活動 1) 

製造販売業者において実施している通常の医薬品安全性監視活動及びその実施体制について要

通常の医薬品安全性監視活動 

通常の医薬品安全性監視活動の概要： 

追加の医薬品安全性監視活動 

（医薬品安全性監視活動の名称） 
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約する。 

② 追加の医薬品安全性監視活動 

(1) 市販直後調査 1) 

承認条件で市販直後調査を実施する場合は、以下の事項を含んだ概要を簡潔に記載する。なお、

市販直後調査は特定の安全性検討事項に対して実施する活動ではなく、品目毎に実施要否が決定

される活動であるため、「1.1 安全性検討事項」の各項においては記載せず、「2. 医薬品安全性監

視計画の概要」以降の項目にのみ記載する※。 

• 実施期間 

• 評価・報告の予定時期 

※「RMP 記載事例の変更について」（平成 29 年 12 月 22 日付け） 
https://www.pmda.go.jp/files/000221872.pdf 
 

(2) 一般使用成績調査/特定使用成績調査/使用成績比較調査、製造販売後データベース調査又は 

製造販売後臨床試験 8,21) 

• 以下の事項を含んだ概要を簡潔に記載する 8,21）。  

− 実施計画書の表題 

− 安全性検討事項  

− 当該医薬品安全性監視活動の目的  

− 当該医薬品安全性監視活動の実施計画（案） 

− 当該医薬品安全性監視活動の実施計画の根拠  

− 当該医薬品安全性監視活動の結果に基づいて実施される可能性のある追加の措置及びその

開始の決定基準  

− 当該医薬品安全性監視活動の実施状況及び得られた結果の評価、又は総合機構への報告を

行う節目となる予定の時期及びその根拠   

• 製造販売後臨床試験を行う場合においては、安全性検討事項に関するモニタリングの詳細及び

試験中止についての規定を記載し、必要に応じて安全性評価委員会等※への情報提供及び当該

試験の中間解析の実施時期を記載する 1)。 
※「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」（平成９年厚生省令第 28 号）第 19 条で規定する効果安全性

評価委員会を含む 

【参考事項】 

• 実施する調査が他の調査と比較して最も相応しいと判断した論拠（例えば、製造販売後データベー

ス調査を選択する場合は、一般使用成績調査など他の調査と比較して当該調査が最も相応しいと判

断した論拠）がわかるように記載する。 

• 試験名等が「001 試験」といった略号に対して、「国際共同第 III 相試験（以下、「001 試験」）」

といった当該試験の位置づけがわかるように記載する。また、実施計画（案）及びその根拠には実

施時期、試験デザイン、目標症例数等について記載する。 

• 追加の安全性監視活動の各項目に安全性検討事項の記載漏れがないよう、付録「3．医薬品リスク

管理計画書のチェックリストの事例」を参照の上、確認する。 

• 安全性に関する検討事項の検討を主目的とした調査等のみを記載し、当該調査等において有効性に

関する情報も収集する場合には、本項に有効性に関する情報収集も含めた調査等計画について記載

する。なお、この場合「３. 有効性に関する調査・試験の計画の概要」の項において、「２．医薬

https://www.pmda.go.jp/files/000221872.pdf
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品安全性監視計画の概要の項を参照。」と記載する必要はない。 

• 製造販売後データベース調査は検討時点の最新の情報で記載を行い、J-RMP 記載内容を基に医薬品

疫学調査相談などを活用して内容を検討、充実させる。 

• 製造販売後データベース調査の場合、使用するデータベース、データ期間、調査デザイン、対象集

団、曝露群、対照群、アウトカム定義に用いるデータ項目（バリデーション研究の実施の有無、ま

たは実施済み定義であることの記述を含む）などを簡潔に示しておく。また、可能であれば、製造

販売後データベース調査の実現可能性を確認した結果（調査実施期間内に使用予定のデータベース

から取得可能と想定される症例数、重要な因子を使用予定のデータベースから取得・定義する方法、

バリデーション研究の新規実施要否及び実施可能性等）に言及する。 

• 製造販売後データベース調査の J-RMP への記載及び実施のフローは以下のとおりである。詳細は

「医療情報データベース等を用いた医薬品の製造販売後データベース調査実施の留意事項（2020 年

12 月）」も参考にされたい。 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/medical_information_databases.html 

 

 

図 製造販売後データベース調査 プロセスフロー※ 

 
※ 医療情報データベース等を用いた医薬品の製造販売後データベース調査実施の留意事項（2020 年 12 月 デー

タサイエンス部会）より 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/medical_information_databases.html
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5.7  有効性に関する調査・試験の計画の概要 
 

３．有効性に関する調査・試験の計画の概要 

（有効性に関する調査・試験の名称） 

 

 

 

1) 記載要領 

• 医薬品の有効性に関する情報の収集を目的として調査、試験等を実施する場合には、有効性に関す

る検討事項、当該調査等を実施する目的、その手法等について「追加の医薬品安全性監視活動の実

施計画」を参考にして簡潔にその要約を記載する。なお、医薬品安全性監視計画の策定においても

有効性に関する情報の収集を考慮する 1)。 

• 有効性に関する調査・試験が複数ある場合には、それぞれ必要な数だけ欄を増やして記載する 8)。

製造販売業者が実施を計画している製造販売後調査等のうち、承認審査の過程又は製造販売後に実

施が必要と判断されたものを記載する。製造販売業者が自主的に実施する調査・試験については、

原則記載は不要である 7)。 

• 有効性に関する調査・試験がある場合には、その実施計画書を製造販売後調査等実施計画書として

提出する 8)。 

【参考事項】 

• 有効性に関する検討事項の検討を主目的とした調査等のみを記載し、当該調査等において安全性に

関する情報も収集する場合には、本項に安全性に関する情報収集も含めた調査等計画について記載

する。なお、この場合「２．医薬品安全性監視計画の概要」の項において、「３. 有効性に関する

調査・試験の計画の概要の項を参照。」と記載する必要はない。 
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5.8  リスク最小化計画の概要 
 

４．リスク最小化計画の概要 

通常のリスク最小化活動 

通常のリスク最小化活動の概要： 

追加のリスク最小化活動 

（リスク最小化活動の名称） 

 

 

 

1) 記載要領 

リスク最小化活動は、全ての医薬品において通常行われる活動と、当該医薬品の特性等を踏まえ、必

要に応じて通常のリスク最小化活動に追加して行われる活動がある 1)。 

なお、個別には、RMP 関連通知等に照らして判断の上、その記載の要否を総合機構と協議する 7)。 

 

2) 各項目の記載要領 

① 通常のリスク最小化活動 

医薬品の用法・用量、効能・効果等の製造販売承認事項及び当該医薬品の使用上の注意を記載し

た法第 52 条に規定する添付文書を作成し、また、必要に応じて改訂し、その内容を医療従事者に

対して情報提供することは、通常行われるべきリスク最小化活動であり、その実施体制と併せて通

常のリスク最小化活動として要約する 1)。 

添付文書改訂の際に改訂内容のみを掲載したお知らせ文書は追加のリスク最小化活動には該当

しない 7)。 

患者向医薬品ガイドは、通常のリスク最小化活動に該当する 1)。 

② 追加のリスク最小化活動 1) 

「追加のリスク最小化活動」を実施する場合においては、J-RMP の作成又は改訂を行う。J-RMP に

は、実施中及び実施を計画している各リスク最小化活動について、以下の事項等を含んだ概要を簡

潔に記載する。 

• 対象となる安全性検討事項 

• 当該リスク最小化活動の目的 

• 当該リスク最小化活動の具体的内容 

• 当該リスク最小化活動を実施する根拠 

• 当該リスク最小化活動の結果に基づいて実施される可能性のある追加の措置及びその開始の決

定基準 
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• 当該リスク最小化活動の実施状況及び得られた結果の評価、又は総合機構への報告を行う節目

となる予定の時期及びその根拠 

 

追加のリスク最小化活動が複数ある場合には、それぞれ必要な数だけ欄を増やして記載する 8)。 

追加のリスク最小化活動としては、例えば、以下に示すような、重篤な副作用の発生を回避する

ための適正使用について、添付文書又は患者向医薬品ガイドでの記載に加え情報を提供する資材の

作成・配布、医薬品の使用管理体制の確保のための投与対象患者の登録等を製造販売業者が実施す

るもの等を J-RMP に記載すること。なお、添付文書改訂の際に作成・配布する改訂内容のみを掲載

したお知らせ文書はこれに該当しない 7)。 

個別の医薬品の特性等に応じて、これらのリスク最小化活動の実施の必要性及び組合せを検討し、

追加のリスク最小化活動を策定する 1)。 

(1) 医療従事者への追加の情報提供  

• 市販直後調査による情報提供 

• 適正使用のための資材の作成及び配布 

• その他 

(2) 患者への情報提供 

• 安全性検討事項に応じた資材の作成及び提供 

(3) 医薬品の使用条件の設定  

医薬品の特性や対象疾患の性質等に鑑み、適正使用による安全性の確保を目的として、必要に

応じて使用に当たっての条件を設定する。医薬品の製造販売業者は、当該使用条件を確保し得る

医療機関に対して医薬品を納入する等、製造販売に当たって必要な措置を講ずる。これらの条件

は、医薬品の添付文書の使用上の注意への記載、承認条件としての規定、安全管理手順等の一環

としての規定等の形で設定される。例えば以下のものが挙げられる。 

• 専門的知識又は経験のある医師による使用の確保 

• 医薬品の使用管理体制の確保 

• 投与対象患者の慎重な選定  

• 投与に際しての患者への説明と理解の実施 

• 特定の検査等の実施 

(4) その他の活動 

• 表示、容器・包装等の工夫 

【参考事項】 

• 追加のリスク最小化活動については、安全性プロファイルを踏まえて総合機構と議論の上で実施

（作成）する必要がないと判断された場合、J-RMP には当該活動の記載は不要である。 

• 追加のリスク最小化活動の（リスク最小化活動の名称）に記載されている資材については、どの資

材か特定できるよう資材名を記載すること。 

例：患者さん向け資材→「○○錠を服用する患者さんへ」 

• コンビネーション製品等において、取扱説明書や投与ガイド等が通常のリスク最小化活動の資材と

して設定される場合がある。この場合は、追加のリスク最小化活動ではないため RMP マークを設

定する必要はなく、J-RMP の別添資料としての提出も不要である（※RMP とは別に総合機構に確

認し、必要に応じて議論すること）。 
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5.9  医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画の一覧 
 

５．医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画の一覧 

５．１ 医薬品安全性監視計画の一覧 

通常の医薬品安全性監視活動 

 

追加の医薬品安全性監視活動 

追加の医薬品安全性監視活

動の名称 

節目となる症例数 

／目標症例数 

節目となる 

予定の時期 
実施状況 

報告書の 

作成予定日 

     

     

 

５．２ 有効性に関する調査・試験の計画の一覧 

有効性に関する調査・試験

の名称 

節目となる症例数 

／目標症例数 

節目となる 

予定の時期 
実施状況 

報告書の 

作成予定日 

     

     

 

５．３ リスク最小化計画の一覧 

通常のリスク最小化活動 

 

追加のリスク最小化活動 

追加のリスク最小化活動の名称 
節目となる 

予定の時期 
実施状況 

   

   

 

1) 記載要領 8) 

• 医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画のそれぞれについ

て、実施中のものだけでなく、予定のものを含めて一覧を作成する。 

• RMP の策定時点で実施中の活動を医薬品安全性監視活動、有効性に関する調査・試験及びリスク

最小化活動に設定する場合は、各活動の「実施状況」に注釈を付し、欄外に「医薬品リスク管理計

画策定以前より開始」と記載する 7)。 

• 活動終了時には、報告書提出後に J-RMP を速やかに改訂する（なお、承認条件に係る全例調査の場

合は、本項末尾の【参考事項】参照）。 

• 実施状況欄は、J-RMP の改訂時に、その時点の RMP の実施状況について記載する。 
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2) 各項目の記載要領 

① 節目となる予定の時期 1) 

RMP の策定に当たっては、各医薬品安全性監視活動及びリスク最小化活動について、その結果の

評価又は総合機構への報告を行う節目となる予定の時期を、活動ごとに設定して記載する。 

節目となる予定の時期は、各医薬品安全性監視活動及びリスク最小化活動ごとに設定するが、例

えば、一つの活動で複数の安全性検討事項に関する検討を行う場合には、それぞれの安全性検討事

項に関する目標を適切な時期に達成することができるように、各安全性検討事項に対応した節目と

なる評価又は報告の予定の時期を設定し、活動全体の進捗状況及び個別の安全性検討事項に係る進

捗状況を管理できるようにする。 

節目となる予定の時期を設定するに当たって考慮する点として、例えば以下の事項が挙げられる。 

• 当該安全性検討事項（例えば副作用）について、事前に想定した発現例数あるいは発現頻度が  

確認できると考えられる時期はいつか 

• 有害事象の発現に影響を及ぼすリスク因子を一定の精度で評価できるようになる時期はいつか 

• 実施中又は実施を計画している医薬品安全性監視活動の結果（総括報告書又は同等の報告書）を

利用することができるようになる時期はいつか 

• リスク最小化活動の対象としている安全性検討事項に関する臨床上及び保健衛生上の重要性が

評価できるようになる時期はいつか（安全性検討事項が非常に重要なものである場合には、リス

ク最小化活動の効果について、その評価をより早期に、かつ、頻繁に行うこと） 

【参考事項】 

• 緊急安全性情報（YL）、安全性速報（BL）について 

YL/BL 発出は追加のリスク最小化活動となる。一方で、本活動については患者の健康被害を最小限

とするべく迅速な対応が必要であるため J-RMP の改訂より活動を優先する。このため、「5.3 リス

ク最小化計画の一覧」には YL/BL による情報提供終了後に、終了した追加のリスク最小化活動と

して記載し、「4. リスク最小化計画の概要」のリスク最小化活動に実施中の活動としては記載しな

い（活動終了後、速やかに J-RMP を改訂する）。 

 

＜YL/BL 発出時の流れ＞ 

1. YL/BL 発出・添付文書改訂、情報伝達・提供開始 

2. YL/BL 配布終了 

3.  J-RMP 改訂（「5.3 リスク最小化計画の一覧」に YL/BL による情報提供を記載） 

 

YL/BL の情報に基づく継続的な体制については、通常の活動に加えて、追加のリスク最小化活動と

して患者向け資材、医療従事者向け資材などにて、YL/BL の注意喚起の内容を含めていくことにな

る。 

 

② 実施状況 

• 「計画中」「実施中」「終了」など適宜状況を表す用語を用いる。 

• 終了の場合、「医薬品安全性監視計画の一覧」の「実施状況」に「終了」と記載し、活動内容は削

除せずそのまま残す。 
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③ 報告書の作成予定日 7） 

医薬品安全性監視活動としての個々の調査・試験等は、結果が得られた時点で速やかに総括報告書

又は同等の報告書を作成し、その評価結果を踏まえて、さらに必要な措置がないか検討を行う必要が

ある。 

報告書作成予定日は、再審査申請日に関係なく、個々の調査・試験等ごとに結果を製造販売業者が

とりまとめる日を予定として記載する 7）。 

報告書を総合機構へ提出した時期を明記し、「作成済み（●年●月提出）」と記載する。 

【参考事項】 

実施状況と報告書作成予定日を終了とするタイミングについては、総合機構に報告書を提出したのち、

速やかにJ-RMPの記載を更新・提出する。 

ただし、承認条件に係る全例調査の場合においては、報告書を総合機構へ提出した時点では当該調査

に関するJ-RMPの記載は更新せず、総合機構の了承が得られた後に更新・提出する。この際、報告書を

提出した時期については、総合機構への初回提出日ではなく、総合機構が了承した最終版の提出日とす

る。 
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5.9.1  J-RMP における記載箇所と記載方法 
J-RMP の製造販売後の調査・試験について記載する箇所がいくつか存在するため、それぞれで整合性

を取る必要がある。以下の関連図を参考に記載する。 

 
 

 

図 J-RMP における調査・試験に関する記載箇所 
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5.10  医薬品リスク管理計画のための組織体制 
 

６．医薬品リスク管理計画のための組織体制 

６．１ 責任者 

責任者 所属 氏名 

安全管理責任者 
  

製造販売後調査等 

管理責任者 

  

 

６．２ 安全管理業務のための組織体制 

 

６．３ 製造販売後調査等業務のための組織体制 

 

７．添付資料 

 

 

1) 記載要領 8) 

• 「責任者」については、安全管理責任者及び製造販売後調査等管理責任者を記載し、兼務の場合は

その旨を記載する。 

• 「安全管理業務のための組織体制」及び「製造販売後調査等業務のための組織体制」については、

製造販売業者におけるそれぞれの業務の全般を概説し、関連する部門について、会社組織全体の中

における位置付け及び RMP の実施における連携を確認できる組織図等の資料を別紙とする（組織

図の事例については、付録 1.11 「医薬品リスク管理計画のための組織体制」を参照）。 

• 「6.2 安全管理業務のための組織体制」において、J-RMP の作成者として総括製造販売責任者又は

安全管理責任者を明記する。 
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5.11  添付資料 
1) 記載要領 

• 本計画書に添付する添付資料については一覧を作成する 8)。 

• 添付資料として、以下を添付すること 8）。 

− 追加の医薬品安全性監視活動に係る製造販売後調査等実施計画書 

 使用成績調査実施計画書（一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査）： 

実施要綱 、登録票 、調査票（いずれも案） 

 製造販売後データベース調査実施計画書： 

調査結果の確からしさを説明する資料 

 製造販売後臨床試験実施計画書： 

被験者に対して行う説明文書及び同意文書、症例報告書（いずれも案） 

− 追加のリスク最小化活動に用いる資材等 

• 添付資料に変更がなければ J-RMP の届出の度に提出する必要はなく、本項において「提出済み」と

記載する 7)。 

【参考事項】 

• 追加のリスク最小化活動に関する資材、追加の医薬品安全性監視活動又は有効性に関する調査・試

験に関する実施計画書は、申請時に添付することが望ましい。 
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6  J-RMP（案）の策定から承認までのプロセス 
ここでは、J-RMP（案）の策定から承認までのプロセスで留意する点を簡潔に示す。 

 

6.1  J-RMP（案）の策定と承認申請（CTD M1.11） 
1) J-RMP（案）の承認申請資料としての提出 7),8) 

• J-RMP は承認審査の過程で確認を行うものであり、再審査期間の付与の有無にかかわらず、新医薬

品の承認申請時には J-RMP の提出が必要である。なお、「医薬品リスク管理計画指針について」1)

の「1.2 適用範囲」でいう新医薬品は、原則として「医薬品の承認申請について」※でいう新有効成

分含有医薬品、新医療用配合剤、新投与経路医薬品、新効能医薬品、新剤形医薬品及び新用量医薬

品が該当するが、必要に応じて事前に総合機構に相談する。 
※平成 17 年 3 月 31 日付薬食発第 0331015 号厚生労働省医薬食品局長 通知 

• バイオ後続品の承認申請においては、「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針」

に基づき提出することとされている製造販売後調査とリスク管理計画の具体的な方法や計画に代

えて、承認申請書に添付する資料として J-RMP（案）を提出する※。 
※平成 21 年 3 月 4 日付薬食審査発第 0304007 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）の別添の 9 

• J-RMP 未作成品目について、審査の結果、追加の活動が不要と判断された場合に最終版の CTD 

M1.11 からは J-RMP を削除する。 

• 既に J-RMP が作成されている品目について、審査の結果、追加の活動が不要と判断された場合、品

目の概要及びその他の該当箇所を変更したものを CTD M1.11 の最終版として添付する。 

 

2) J-RMP（案）を提出する上での考慮する事項 

• 原則、J-RMP（案）の検討対象は承認の範囲内である。しかし、適応外での使用等によるリスクに

ついても特に着目すべき状況にあるなど、J-RMP の対象に含めるか検討が必要な場合もある 7）。 

 

3) RMP 策定の際の留意すべきポイント 

• 具体的な策定に関しては「医薬品リスク管理計画の策定 入門編 -企業と PMDA とのコミュニケ

ーションのための、必要最低限の準備（平成 28 年 12 月）」を参照のこと。 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/rmp_3.html 

 

6.2  照会対応（初回面談から専門協議前） 
【参考事項】 

• 承認申請資料として J-RMP（案）を当局へ提出し、承認審査過程で内容の妥当性を協議され、照会

事項が発出される場合もある。 

• リスク最小化活動に使用する資材案及び実施計画案も同様に審議され、内容が大筋合意に至る。 

• EU-RMP や REMS が既にある場合は、J-RMP（案）との比較を求められる場合があるため、異同表

などを準備しておくことが望ましい。 

• 専門協議前後における添付文書の修正に伴い、J-RMP（案）の各安全性検討事項の通常のリスク最

小化活動の項への修正が必要となる場合があるため、添付文書の修正に伴う J-RMP（案）の修正に

ついても対応する。 

• 専門協議の結果、調査・試験の実施計画書案にも修正が入った場合は、それに伴う J-RMP（案）の

修正についても対応する。 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/rmp_3.html
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6.3  J-RMP（案）から承認後までのタイムライン 
承認申請時の J-RMP（案）から承認後の提出までのタイムラインを以下に示した。適宜参照し、J-RMP

の速やかな提出に留意する。 

 
 

図 J-RMP の改訂について 

 

6.4  公知申請を行う場合 
当該申請に係る効能又は効果等が医学薬学上公知であることから、原則、申請時の提出は不要であ

り、申請時の CTD M.1.11 にはその旨を簡潔に記載すること。ただし、承認審査の過程において追加

の措置が必要と判断され、J-RMP の提出が必要となる場合もある。なお、J-RMP を公表している品目

及び申請時において追加の措置が必要と申請者が判断する場合においては、申請時に J-RMP の案を

提出する 7）。 

 

6.5  配合剤の申請を行う場合に考慮する事項 
1) 配合剤の申請を行う場合、有効成分ごとに複数の J-RMP を提出する必要はなく、配合剤として一つ

の J-RMP（案）を提出する 7)）。 

2) 安全性検討事項の特定に当たっては、配合又は併用によるリスクのみでなく、各有効成分のリスク

についても考慮する 7)。 

 

6.6  治験から製造販売後臨床試験へ移行する場合に考慮する事項 
1) 承認後に、治験から製造販売後臨床試験へ移行する場合は、治験届の備考欄にその旨記載すること

で、承認前の J-RMP（案）及び製販後臨床試験実施計画書の提出は不要である。その場合、事後的
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に販売の 1 か月前（一変承認の場合は、承認の日から 2 週間以内）に J-RMP を提出する際、当該試

験に係る製造販売後臨床試験実施計画書を提出する。その際、J-RMP には追加の安全性監視活動と

して製造販売後臨床試験を記載する 7）。 
2) GCP 省令※等に基づき、引き続き、製造販売後臨床試験実施計画書の作成・保存等は必要である。 

※「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」（平成 9 年厚生省令第 28 号） 

 

6.7  製造販売承認事項一部変更申請（一変申請）時に考慮する事項 
1) 新医薬品の一変申請を行う場合、J-RMP（案）の提出が必要となる（公知申請は除く）。 

2) 一変申請中に新たな一変申請を行う場合にも、最終的には一つの J-RMP として取りまとめる必要が

あるので、申請時には、申請中の効能・効果等に関する内容も反映した J-RMP（案）を提出すること

が望ましい 7)。 

3) 原則、J-RMP（案）は一つの有効成分毎に作成されるものであることから、J-RMP を提出していない

既承認の医薬品について一変申請時に RMP の策定が必要になった場合は、既承認の効能・効果等に

関する内容についても必要な内容を記載する 7)。 

4) RMP の策定・実施に係る承認条件が付与されている品目について、効能・効果 A の追加に係る一変

承認時であって、効能・効果 A に係る追加の医薬品安全性監視活動や追加のリスク最小化活動は不

要とされた場合、品目の概要及びその他の該当箇所を変更した J-RMP を提出する 7)。 

5) 医薬品安全性監視活動、有効性に関する調査・試験及びリスク最小化活動については、RMP 策定時

点で実施中及び計画中の活動のみ記載する（本手引きの 6.8 項の 1）参照）。 

 

6.8  製造販売後における新たな J-RMP の作成について 
J-RMP を提出していない品目で、製造販売後に新たな安全性の懸念が判明し、追加の医薬品安全性監

視計画や追加のリスク最小化活動が必要とされた場合は、総合機構と相談の上、J-RMP の提出が必要と

なる 8)。 

1) 新たに策定する J-RMP への記載について 7) 

• 安全性検討事項は、既承認の承認事項に係る審査報告書、最新の添付文書等をふまえ設定する。 

• 医薬品安全性監視活動、有効性に関する調査・試験及びリスク最小化活動については、J-RMP の「1．

医薬品リスク管理計画の概要」、「2．医薬品安全性監視計画の概要」、「3．有効性に関する調査・

試験の計画の概要」、「4．リスク最小化計画の概要」及び「5．医薬品安全性監視計画、有効性に

関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画の一覧」の項に、RMP 策定時点で実施中及び計画中

の活動のみ記載すること。このとき、実施中の医薬品安全性監視活動、有効性に関する調査・試験

の概要は、既に提出済みの製造販売後調査等基本計画書を基に、節目となる予定の時期も含め、必

要な内容を記載する。 

 

2) 新たに実施する追加の措置（YL/BL の発出に伴う場合も含む） 

• 医薬品安全性監視活動又は有効性に関する調査・試験を新たに追加する場合、当該活動の開始予定

時期の 1 か月前までに、変更を加えた最新の J-RMP を総合機構に提出する 7)。 

• リスク最小化活動を新たに追加する場合（緊急安全性情報/安全性速報：YL/BL の発出に伴う場合

も含む）、実施時期及び J-RMP の提出時期や内容については、事前に総合機構に相談する 7)。 

• YL/BL の配布については、「5.3 リスク最小化計画の一覧」に記載する（本手引きの 5.9 項の 2）

【参考事項】参照）。 
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3) 製造販売後の新たな J-RMP 作成において考慮する点 

• 原則、J-RMP は一つの有効成分毎に作成されるものであることから、既承認部分についても必要な

内容を記載する 7)。 

• 安全性検討事項は既承認の承認事項に係る審査報告書及び最新の添付文書等を基に特定する。ただ

し、使用上の注意に記載されている内容を全て安全性検討事項に含める必要はなく、逆に重要な潜

在的リスク等の安全性検討事項を必ずしも全て使用上の注意に記載する必要はないので、個別に判

断する 7)。 

• J-RMP を提出していない品目で、「従来の製造販売後調査等基本計画書」を変更・追加する場合は、

製造販売後に新たな安全性の懸念が判明する等の理由で新たに J-RMP を作成するような場合を除

いては、従来のとおり「従来の製造販売後調査等基本計画書」の変更届・追加届の様式を提出する

取扱いで差支えない。ただし、製造販売後に新たな安全性の懸念が判明し、追加の活動を実施する

等、J-RMP を新たに提出する必要があると考える場合には、新たに実施する追加の活動の実施時期

および J-RMP の提出時期について、事前に総合機構に相談する 7)。 

• RMP の策定時点で実施中の活動については、J-RMP の「5．医薬品安全性監視計画、有効性に関す

る調査・試験の計画及びリスク最小化計画の一覧」に記載する各活動の「実施状況」に注釈を付し、

欄外に「医薬品リスク管理計画策定以前より開始」の旨を記載する 7）。 

• 提出された J-RMP のうち、新たに実施する追加の活動に関する記載以外の部分については、提出

から 3 か月以内に総合機構から問題点の有無について連絡がある 7)。 

 

6.9  後発医薬品の J-RMP について 
後発品についても J-RMP の提出が求められていることがある。 

1) 後発医薬品 J-RMP の提出時期 4) 7) 

(1) 後発医薬品の承認申請時に、先発品の J-RMP が公表されている場合は、申請時に J-RMP（案）の

提出が必要である。 

(2) 後発医薬品の承認申請時に先発医薬品の J-RMP が公表されておらず、承認審査中に、承認申請を

行っている「効能又は効果」等に係る J-RMP が公表された場合は、後発医薬品の J-RMP（案）の提

出が必要である。先発医薬品の J-RMP が公表された後、1 か月以内に提出する。 

(3) 先発医薬品の J-RMP が更新された場合は、後発医薬品の J-RMP を更新し、更新した先発医薬品の

J-RMP が公表された後、1 か月以内に提出する。 

• なお、総合機構ウェブサイトの医薬品製造販売業者向けサイト（SKW サイト）に「1 ヶ月以内

に更新された医薬品リスク管理計画書の一覧」が掲載され、概ね毎日更新されていることから、

SKW サイトを適時確認の上、先発医薬品のリスク管理計画の公表後、遅滞なく後発医薬品の J-

RMP を総合機構に提出する。 

 

2) 後発医薬品の J-RMP 案作成にあたり考慮する事項 4) 7) 
• 後発医薬品の J-RMP 案の作成は、公表されている先発医薬品の J-RMP のみならず、添付文書及び

審査報告書等を確認した上で、適切に作成する。 

• 医薬品安全性監視活動、有効性に関する調査・試験及びリスク最小化活動については、公表されて

いる先発医薬品の J-RMP の「5．医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリ

スク最小化計画の一覧」における「節目となる予定の時期」及び「実施状況」を参照の上で計画す
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る。 

• 後発医薬品の安全性検討事項及び有効性に関する検討事項の選定理由、並びに医薬品安全性監視活

動及びリスク最小化活動の選択理由の記載にあたっては、最新の情報を踏まえ記載する。 

 

3) 後発医薬品の承認申請時における J-RMP 案の提出要否の事例 7) 

例 1）先発医薬品に効能・効果 A 及び B の二つがあり、J-RMP の公表が効能・効果 B の追加に係る一

変承認時に行われており、後発医薬品では効能・効果 B は再審査期間中等の理由で、効能・効

果 A のみで承認申請を行う場合： 

→J-RMP の案の提出は不要と考えてよい。効能・効果 A 及び B での承認申請、若しくは効能・

効果 B の追加に係る一変申請の際には、J-RMP の案を提出する。 

 

例 2）先発医薬品に効能・効果 A、B 及び C の三つがあり、J-RMP の公表が効能・効果 B の追加に係

る一変承認時に行われており、効能・効果 C の追加に係る一変承認時には、効能・効果 C に係

る追加の医薬品安全性監視活動や追加のリスク最小化活動を実施していない。後発医薬品で効

能・効果 B は再審査期間中等の理由で、効能・効果 A 及び C の承認申請を行う場合： 

→J-RMP の案の提出は不要と考えてよい。効能・効果Ｂを含む承認申請、若しくは効能・効果

B の追加に係る一変申請の際には、J-RMP の案を提出する。 

 

例 3）先発医薬品に用法・用量（投与経路）等が異なる剤形 A 及び B の二つがあり、J-RMP の公表が

剤形 B の承認に伴い公表された場合に剤形 A の後発医薬品の承認申請を行う場合： 

→J-RMP の案の提出は不要と考えてよい。剤形 B の承認申請の際に、J-RMP の案を提出する。 

 

例 4）先発医薬品の J-RMP の公表が効能・効果 A 及び B の承認時に行われており、後発医薬品では

効能・効果 B は再審査期間中等の理由で、効能・効果 A のみで承認申請を行う場合： 

→先発医薬品の J-RMP において、効能・効果 A を含めた医薬品安全性監視活動、有効性に関す

る調査・試験又はリスク最小化活動が計画されているため、効能・効果Ａに係る後発医薬品

の承認申請を行おうとする場合には、効能・効果 A に係る事項を記載した J-RMP の案を提出

する必要がある。 

 

表 後発品の承認申請時における J-RMP 案の提出要否一覧 

 例 1 例 2 例 3 例 4 

先

発

医

薬

品 

初回 
（J-RMP） 

効能 A 
（無し） 

効能 A 
（無し） 

剤形 A 
（無し） 

効能 A、効能 B 
（作成・公表） 

一変 
（J-RMP） 

効能 B 
（作成・公表） 

効能 B 
（作成・公表） 

剤形 B 
（作成・公表） － 

一変 
（J-RMP） － 効能 C 

（追加の活動なし） － － 

後発医薬品 

効能 A 効能 A、効能 C 剤形 A 効能 A 

J-RMP 提出不要 J-RMP 提出要 
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6.10  総合機構の相談窓口について 7） 
RMP に関する相談は、承認審査中は各担当審査チーム、承認後は医薬品安全対策第一部・第二部で対

応する。ただし、承認後であっても、一変申請中の場合、審査内容にかかる計画については、各担当審

査チームで対応する。 

承認申請前の相談については、従来の製造販売後調査等に関する相談と同様に治験相談を利用して、

担当審査チームに相談すること。 

必要に応じて本手引きの 10.1 項も参照する。 
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7  J-RMP の提出 
7.1  提出方法と提出先 
1) 提出方法 8） 

J-RMP の宛先は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長」とし、「正」「副」「副」各 1 部

に最新の資料を添付し、総合機構審査業務部業務第一課に原則郵送で提出する。提出書類を郵送する

場合は、当該提出書類名を封筒に朱書きで明記する。 

なお、直接持参する場合には、総合機構ウェブサイトから受付業務に関する最新の状況を確認する

こと。 

https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/procedures/0021.html 

 

提出の装丁は以下のとおりとする。 

(1) ファイル等に綴り、背表紙（書ききれない場合は主要項目を記載する）及び表紙に a）品目名、

b）医薬品リスク管理計画書、c）会社名、d）提出日を記載する。 

(2) 当局からの電話等による問い合わせに円滑に対応するため、ページ等を特定できるように工夫

して報告書を作成する。 

(3) 総合機構への提出にあたっての留意点 

・提出時の連絡 

総合機構送付日までに、電子メール（ann-madoguchi@pmda.go.jp）又は FAX（03-3506-9442）

により、「品目名、総合機構到着日（直接持参の場合は来訪日時）、提出量（冊数（正・副・

副それぞれの冊数）、箱数等）」を審査業務部業務第一課に連絡すること。なお、提出の事前

連絡は、記載例を参考とすること。 

・提出時間 

午前便の配送指定をすること（直接持参する場合は窓口業務を行う時間に来訪すること）。 

・提出形態 

ファイルは、ドッヂファイル又は紙ファイルとする（クリアファイルでの提出は不可）。 

差換えを提出する場合も同様とする。 

・差換え対応 

差換えが必要な場合は、差換え願の鑑（正・副・副それぞれに必要）を作成し、差換え資料

とともにファイルに綴じて提出すること。なお、差換え願の鑑の記載内容は、差換え願の記

載例を参考とすること。 

・企業控え 

企業控えに捺印が必要な場合は、持ち込む冊数と表紙のみかどうか連絡すること。特に郵送

で提出する場合は、企業控えの返送をするため、必ず記載すること。 

 

2) 提出部数 8) 

正本 1 部及び副本 2 部を提出する。差換えを提出する際も同様とする。 

企業控えを希望する場合は、3 部の他に 1 部追加となる（控えはコピー可）。 

 

【参考事項】 

• 提出に際し、付録「3 医薬品リスク管理計画書のチェックリストの事例」を参照する。 

• 新製品に関して、承認後早期に資材の配布を予定している場合は（例えば、一変承認後すぐに資材

https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/procedures/0021.html
mailto:ann-madoguchi@pmda.go.jp
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の配布を予定している場合）、審査中に資材の内容を総合機構と合意できるように、社内での作業

を速やかに行い対応すること（一変承認時は本手引きの 7.2.3 項を参照）。 

• J-RMP 及び追加のリスク最小化活動に用いる資材に関しては、総合機構に J-RMP を提出し、総合

機構ウェブサイトへの公開を指示されるまでに一定期間を要する。承認後には、各医療機関におけ

る医薬品採用のヒアリング資料、薬事審議委員会への提出資料に J-RMPが必要となる場合が多く、

また、一変承認時には特に追加のリスク最小化活動に用いる資材に関して、既に販売されているこ

とから、速やかに資材を活用する必要がある場合が多い。こうした状況を踏まえ、承認時より医療

現場への情報提供が必要であると想定される場合は、一変承認申請時に限らず、機構における確認

期間を考慮して、薬事・食品衛生審議会医薬品部会終了後速やかに総合機構に J-RMP を提出し、正

式版を早めに確定して、総合機構ウェブサイトに公表できるよう、総合機構と協議を行うこと。や

むを得ない場合は、事前に総合機構と合意済みである J-RMP 及び追加のリスク最小化活動に用い

る資材上に当該資料がドラフトである旨を記載して、製造販売業者の責任の下、医療従事者への配

布、企業ウェブサイトへの公表等を実施することを検討する。その場合、総合機構の確認が完了し、

総合機構ウェブサイトへ公表した後には、当該資料の差換えを実施するなど最新の情報が医療機関

に周知されるよう手配すること。 
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（事前連絡 記載例） 

 

発信日 2021年 4月 1日 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 

審査業務部業務第一課 御中 
（ＦＡＸ：０３－３５０６－９４４２） 

 

リスク管理計画書提出について（事前連絡） 

書類 

○ リスク管理計画書 新規 

 リスク管理計画書 差換え 

 リスク管理計画書 改訂 

上記以外の

場合記載 
 

会社名、所属部署名 医薬品製薬（株） 医薬品部 

担当者名 医薬品 太郎 

ＴＥＬ番号 
03-××××-×××× 

※必ず連絡の取れる番号を記載 

ＦＡＸ番号 03-××××-×××× 

提出方法 〇 郵送  窓口 

提出日時 
（窓口の場合）  月   日（  ）   時  分 

到着日時 
（郵送の場合） ４月  ５日（ 月 ）   午前便着 

販売名 
（承認書の販売名） 医薬品錠 10mg 

Ｊ－ＲＭＰ差換え対象の提出
日 

（差換えの場合のみ記載） 
年  月  日付提出分 

提出量 
正 1冊 副１ 1冊 副２ 1冊 

郵送の場合 1 箱 

企業控え 有 

1 冊 

 無 
〇 

表紙のみ 

1 枚 

備考  
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7.2  新医薬品の承認時 
7.2.1  販売開始時 
1) J-RMP 提出時期 7) 

原則として販売開始予定時期の 1 か月前までに、添付資料とともに J-RMP を提出する。 

2) J-RMP 添付資料 

• 追加の医薬品安全性監視活動及び有効性に関する調査・試験に係る製造販売後調査等実施計画書 

• 追加のリスク最小化活動に用いる資材等 

 

7.2.2  使用成績調査、製造販売後データベース調査又は製造販売後臨床試験の開始時 
1) 追加の医薬品安全性監視活動及び有効性に関する調査・試験 8) 

使用成績調査、製造販売後データベース調査又は製造販売後臨床試験等の「製造販売後調査等実施

計画書」は、原則として調査又は試験の開始予定時期の 1 か月前までに提出する。なお、総合機構は、

最新の J-RMP の提出から１か月以内に問題点の有無について連絡する。 

 

2) 製造販売後調査等実施計画書の添付資料 8)  

• 使用成績調査実施計画書（一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査）： 

実施要綱、登録票、調査票（いずれも案） 

• 製造販売後データベース調査実施計画書※： 

「調査結果の確からしさを説明する資料」として、例えば、以下のような資料に関して添付資料と

して掲載することが望ましい。作成ができていない場合には、実施計画書に内容を掲載するなどの

検討を行う。 

 調査を行う医薬品、傷病、診療行為等に関するコードや名称の一覧表 

 統計解析計画書を別途策定する場合には統計解析計画書 

 フィージビリティスタディ実施計画書又は結果報告書、もしくは医療情報データベースから取

得可能な調査の対象となる患者人数等に関する情報 

 バリデーションスタディ実施計画書又は結果報告書、もしくはアウトカム定義等の妥当性に関

する資料、関連文献等 

• 製造販売後臨床試験実施計画書： 

被験者に対して行う説明文書及び同意文書、症例報告書（いずれも案） 
 

※製造販売後データベース調査実施計画書の記載要領（平成 30 年 1 月 23 日付け HP 公表） 
https://www.pmda.go.jp/files/000222302.pdf 

 

【参考事項】 

• 製造販売後データベース調査実施計画書の添付資料については、「製造販売後データベース調査実

施計画書の記載要領」の「付録」を参考に添付する資料一覧を示す。なお、本文中で参照する順に

番号を付ける。 

 

7.2.3  製造販売承認事項一部変更申請（一変申請）承認時 
1) J-RMP の提出時期 

• 当該一変承認の日から 2 週間以内に、J-RMP を提出する 7)。 

• ただし、当該一変承認の日より開始すべき追加の活動がある場合は、総合機構における確認期間を

https://www.pmda.go.jp/files/000222302.pdf
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考慮して、薬事・食品衛生審議会医薬品部会終了後速やかに提出する 7)。なお、追加の医薬品安全

性監視活動が市販直後調査のみの場合は承認前の提出は不要である。 

 

【参考事項】 

一変承認の日より前に J-RMP を提出する場合は、次の点に留意する。 

• J-RMP の 1 頁目の届出日に記載する日付は、提出日とする。 

• 「品目の概要」の備考への一変承認取得に関する記載は、次の例を参考に記載する。 

（例）202X 年 8 月（あるいは 9 月）に○○の効能又は効果にて製造販売承認事項一部変更承認取

得（予定）。 

• 再審査期間の記載については「（予定）」の記載は無くて構わない。承認時に修正が必要になった

場合は、総合機構への提出が必要な他の変更がなければ、軽微な変更にて対応する。 

• 承認日が確定した時点で、一変承認取得日情報の更新、備考の「承認取得（予定）」の「（予定）」

の削除を行う軽微な変更を実施する。この軽微な変更については、本手引きの 8.3.2 項の通常の軽

微な変更の場合とは異なり、一変承認直後の公表版 J-RMP に一変承認の変更の経緯を残す必要が

あるため、「J-RMP の本体表紙の届出日に記載する日付」及び「変更の履歴」は下記の通りとする。 

 一変承認の日より前に 

提出する J-RMP 

一変承認直後に行う軽微な変更（※） 

を反映した J-RMP 

J-RMP の本体表紙の届

出日に記載する日付 
提出日 一変承認の日 

変更の履歴 一変承認取得に関する記載 

   （※）一変承認取得日情報の更新、備考の承認取得（予定）の「（予定）」の削除 

 

7.3  差換え願 
• J-RMP 提出後に総合機構からの指示等で修正が発生した場合、「差換え願」により J-RMP の差換

えを提出する。 

• 差換え願には以下の項目を記載し、総合機構審査業務部業務第一課へ提出する。なお、提出の事前

連絡の電子メール（ann-madoguchi@pmda.go.jp）又は FAX（03-3506-9442）も総合機構審査業務部

業務第一課へ行うこと。 

−  対象医薬品名 

−  差換え対象の J-RMP（提出日） 

−  差換え箇所 

−  差換え理由 

【参考事項】 

• J-RMP を差換えとして提出する際の J-RMP 本体表紙の日付は、差換え前の J-RMP の提出日付のま

まとする。 

• J-RMP 本体に修正がなくても（添付資料等の修正）、J-RMP 本体は必ず差換え願とともに提出する。 

• 差換えとして提出するドッヂファイル又は紙ファイルの表紙及び背表紙に、「差換え願」と記載す

る。 

mailto:ann-madoguchi@pmda.go.jp
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（RMP 差換え願 記載例） 

 

 

                          令和○○年 ○○月 ○○日 

 

差 換 え 願 
 

書類  医薬品リスク管理計画書 

販売名   （※品目名を記載） 

提出年月日   （※差換え対象の J-RMPの提出日） 

差換え箇所  

差換え理由  

 

 上記書類の差換えをお願い致します。 

 

 

 社名   

 住所   

 代表者名  

  

   

 例）安全管理責任者（※RMP 作成責任者） 

 所属    

 氏名   

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿   

      

 連絡先 

 担当者名 

 ＴＥＬ 

 ＦＡＸ 
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8  J-RMP の改訂 
8.1  リスク等の評価と報告 
1) 評価のタイミング 1) ,8) 

各医薬品安全性監視活動、有効性に関する調査・試験及びリスク最小化活動については、RMP に基

づき、実施状況及び得られた結果についての評価を、その節目となる時期に適切に行う。評価の際に

は、RMP に基づいて実施された各活動から得られた情報を踏まえて、医薬品のベネフィット・リスク

バランスに関する評価及び考察も行う。 

リスク最小化活動の結果の評価は、安全対策の前後でのリスク最小化活動の実施状況や副作用症例

の発生状況を評価するなど、医薬品、副作用の特性に応じ、可能な範囲の評価方法で評価する。 

製造販売後の医薬品安全性監視活動等の結果として、新たな安全性の懸念が判明したときは、速や

かに安全性検討事項の内容を見直す。安全性検討事項を変更するときは、RMP の見直しを行い、J-RMP

をはじめとした関連する文書を整備する等、必要な措置を行う。 

追加のリスク最小化活動が実施された場合には、そのリスク最小化活動の効果の評価のために追加

の医薬品安全性監視活動の必要性も検討する。 

安全性情報の評価は、定期的な安全性情報の評価（安全性定期報告作成のタイミングあるいは別途

定めた定期的なタイミング等、各社の実情に応じて検討されるが、主に個別症例の集積状況に基づく

安全性情報の評価）、もしくは随時の安全性情報の評価（患者の安全性、ベネフィット・リスクバラ

ンスに直ちに影響を及ぼす可能性がある情報を入手した場合などに行う評価）において行われる。 

 

8.2  評価結果の報告 
RMP に基づく活動・調査等の実施状況及び得られた結果については、総合機構に報告する。再審査期

間中の新医薬品であるか否かにより、報告方法が異なる。 

1) 再審査期間中の新医薬品の報告 1),8)  

① 安全性定期報告 

安全性定期報告※の際に、RMP の実施状況には、J-RMP に定める医薬品安全性監視活動及びリスク

最小化活動について、その進捗状況及び今後の実施予定等について記載する。なお、その詳細につい

ては「医薬品リスク管理計画の実施状況の概要」（別紙様式１）を作成し添付する 22)。 

また、使用成績調査及び製造販売後データベース調査 21）に関しては、節目となる時期に調査目的

ごとに副作用・感染症の発現状況、安全性等に影響を与えると考えられる要因等について検討し、検

討後初めての提出となる安全性定期報告にその結果を記載する 22）。 

リスク最小化計画実施結果の概要欄には、リスク最小化活動の内容を記載する。実施状況及び得ら

れた結果についての評価を節目となる時期に行った場合は、リスク最小化活動ごとにその結果を記載

する 22)。 

 

② 再審査申請資料 

再審査申請の際には、上記安全性定期報告の内容に加え、安全性検討事項、安全性検討事項以外に

考察が必要と考えられる安全性に関する事項及び追加のリスク最小化活動、有効性に関する検討事項

及び有効性に関する検討事項以外に考察が必要と考えられる有効性に関する事項それぞれについて

十分に考察し、考察を踏まえて、J-RMP の変更、追加又は終了の要否について記載する 23）。 

 
※法第 14 条の 4 第 6 項の規定又は法第 14 条の 5 第 2 項前段の規定による報告に係る医薬品医療機器等法施行規則

（昭和 36 年厚生省令第 1 号）第 63 条に規定 
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2) 再審査期間終了後及び再審査対象外医薬品の報告 9)（後発医薬品の評価報告を含む 4）） 

再審査期間中の新医薬品以外のものは、所定の報告様式を用いて総合機構に報告する。 

• 報告時期： 

追加の措置の内容に応じて J-RMP に規定した節目となる予定の時期に報告を行う。 

• 報告の様式： 

「医薬品リスク管理計画に関する評価報告書」を用いて報告する。 

• 評価報告書の提出方法： 

総合機構安全第一部への直接持参又は郵送による。  

• 評価報告書の提出部数： 

正本１部及び副本１部を提出すること。また、参考として、報告の様式（別紙がある場合にはそ

れらを含む。）及び最新の添付文書を含む電子媒体も提出すること。電子媒体は、CD-R 又はDVD-

R とし、原則 1 枚とすること。その他の媒体による提出を希望する場合には、事前に総合機構

に相談すること。 

 

この報告の際には、RMP の見直しに関する検討結果も報告することとし、計画の変更を行う場合は必

要に応じ事前に総合機構と相談を行う。また、提出した報告の内容については総合機構において確認さ

れ、何らかの対策が必要と判断された場合には、製造販売業者に対する指示が行われる 1)。（承認条件

の取り扱いについては本手引きの 10.2 項を参照のこと。） 

 

8.3  改訂 J-RMP の提出 
8.3.1  改訂 J-RMP 提出時の留意事項 

RMP の見直しに基づき J-RMP の改訂が生じた場合、軽微な変更（本手引きの 8.3.2 項を参照）を除

き、最新の J-RMP を総合機構に提出する 8)。提出に当たっては、変更の履歴欄に変更内容の概略（該

当する項目名と変更内容の概要、変更の理由等）を記載した上で、変更部分に下線を引くとともに、

参考として変更内容の詳細を明記した資料（変更前後の内容を含む新旧対照表や修正履歴等）を併せ

て提出する 8)。J-RMP 及び添付資料の軽微な変更を行った場合は、本手引きの 8.3.2 項を参照する。 

提出は、変更する項目により以下に従う。いずれの場合においても、必要に応じ、事前に総合機構に

相談する。なお、総合機構は、最新の J-RMP の提出から１か月以内に問題点の有無について連絡する

7）。改訂時の提出資料については本手引きの 5.11 項を参照する。 

 

1) 安全性検討事項又は有効性に関する検討事項の追加・削除・変更が生じたとき 7)：  
 変更した最新の J-RMP を速やかに総合機構に提出する。 

 

2) 医薬品安全性監視活動又は有効性に関する調査・試験に関する項目 7) 

(1) 医薬品安全性監視活動又は有効性に関する調査・試験を新たに追加するとき： 

当該活動又は調査・試験の開始予定時期の１か月前までに、変更を加えた最新の J-RMP を提出

する。 

 

【参考事項】 

• 使用成績調査、製造販売後データベース調査又は製造販売後臨床試験を実施する場合、開始予定時
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期の 1 か月前までに実施計画書を J-RMP の添付資料として提出する。 

 

(2) 実施中の医薬品安全性監視活動又は有効性に関する調査・試験の内容を変更するとき 

 （製造販売後調査等実施計画書を変更する場合を含む。ただし、軽微な変更を除く。）： 

当該活動又は調査・試験の内容に変更が生じる時期の 1 か月前までに、変更を加えた最新の J-

RMP を提出する。なお、追加の医薬品安全性監視活動について、個別の「製造販売後調査等実

施計画書」のみの変更を行う場合も、「変更の履歴」欄にその旨を追記した最新の J-RMP と共

に提出する 7) （変更の履歴の記載例については本手引きの 5.4 項を参照）。 

 

(3) 医薬品安全性監視活動又は有効性に関する調査・試験が終了したとき： 

当該活動又は調査・試験に係る結果を取り纏めた報告書を、安全性定期報告書又は RMP に関す

る評価報告書として総合機構に提出した後、速やかに変更した最新 J-RMPを総合機構に提出する。

ただし、承認条件に係る全例調査の場合においては、報告書を総合機構へ提出した時点では当該

調査に関する J-RMP の記載は更新せず、総合機構の了承が得られた後に更新・提出する。 

なお、改訂箇所は以下の通りである。 

− 「1.1 安全性検討事項」の項より調査・試験の実施に関する記載は削除する。 

− 「1.2 有効性に関する検討事項」の項は、「有効性に関する調査・試験の名称」及び「調査・試

験の目的、内容及び手法の概要並びに選択理由」を「該当なし」に変更する。なお、「1.2 有

効性に関する検討事項」における項目の削除の要否は、再審査において検討する。ただし、以

下の場合には、再審査での検討を待たずに「1.2 有効性に関する検討事項」を項目ごと削除す

ることを検討する。 

 「1.2 有効性に関する検討事項」の該当する調査・試験として設定されている製造販売後臨

床試験について、添付文書改訂相談において評価し、添付文書への記載が可とされた場合 

 「1.2 有効性に関する検討事項」の該当活動として設定されている全例調査について、承認

条件に係る評価がなされた結果、厚生労働省より承認条件に係る記載を添付文書から削除

して差し支えないとの結果が通知された場合 

− 「2. 医薬品安全性監視計画の概要」及び「3. 有効性に関する調査・試験の計画の概要」の項から

は調査・試験の終了したものは削除する。 

− 「5. 医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画の一覧」

も適切に修正する。（本手引きの 5.9 項を参照） 

 

3) リスク最小化活動に関する項目 7) 

(1) リスク最小化活動を新たに追加するとき：  

J-RMP を変更する前に、総合機構に相談する。 

(2) 実施中のリスク最小化活動の内容を変更するとき（ただし、軽微な変更を除く）： 

重要な変更については J-RMP を変更する前に、総合機構に相談する。それ以外については、変更

を加えた最新の J-RMP を速やかに提出する。 

(3) リスク最小化活動が終了したとき： 

変更した最新の J-RMP を速やかに総合機構に提出する。 
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【参考事項】 

• 追加のリスク最小化活動に記載している情報提供資料を改訂する際、専門医からの校閲等で改訂に

時間を要する場合の対応については事前に総合機構へ相談する。 

 

4) 市販直後調査の終了に伴う改訂 

市販直後調査が終了し、市販直後調査実施報告書等を総合機構へ提出した後、速やかに変更した最

新 J-RMP を総合機構に提出する。 

なお、改訂箇所は以下の通りである。 

• 「2. 医薬品安全性監視計画の概要」の項、「4. リスク最小化計画の概要」の項の市販直後調査に

よる情報提供に関する記載を削除し、「5.1 医薬品安全性監視計画の一覧」の項及び「5.3 リスク最

小化計画の一覧」の項の市販直後調査の実施状況については、実施状況を「終了」へ変更する。 

• 「5.1 医薬品安全性監視計画の一覧」の報告書の作成予定日を「作成済み（○年○月提出）」と修

正する。 

 

8.3.2  軽微な変更について 
1) 軽微な変更の範囲 

最新の J-RMP の提出を要さない「軽微な変更」とは、RMP の内容に実質的な影響を伴わない場合に

のみ該当する。「軽微な変更」に該当する事例について、代表的な事例を以下に示す。「軽微な変更」

の範囲について判断に迷う場合は、必要に応じ総合機構に相談すること。 

 

＜軽微な変更の例＞ 

(1) J-RMP に係る変更 

• 意味の変更を伴わない、誤記の修正又は用語の変更 7) 

• 製造販売後の調査等の開始による、「5. 医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画

及びリスク最小化計画の一覧」の「実施状況」欄の変更（例：「○○実施予定」から「実施中」へ

の変更等）7) 

• 安全管理業務又は製造販売後調査等業務のための組織体制について、業務の実態の変更を伴わない

変更（例：部署名の名称のみの変更、安全管理責任者又は製造販売後調査等管理責任者の変更、代

表取締役社長の交代、住所変更等）7) 

• J-RMP の「品目の概要」欄における販売名のみの追加又は変更（例：剤形追加に伴う販売名の追加）

7) 

• 添付文書の新記載要領（※）に基づく変更のうち、添付文書の記載項目の変更（例：「慎重投与」か

ら「9. 特定の背景を有する患者に関する注意」に項目を変更）11) 

• 承認整理に伴う「品目概要」欄における販売名のみの削除。 

• （一変承認の日より開始すべき追加の活動があり、一変承認の日より前に総合機構へ J-RMP を提

出した場合）一変承認の日が確定した時点で行う、承認日情報の更新、備考欄の承認取得（予定）

の「（予定）」の削除、及び再審査期間の修正（必要時）。なお、一変承認の日より前に総合機構

へ J-RMP を提出する場合の届出日は届出を行う日とするが、一変承認の日の確定後に J-RMP を公

表する場合には、届出日を一変承認の日に軽微変更した上で公表する。（本手引きの 7.2.3 項の【参

考事項】を参照） 
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（※）「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」（平成 29 年 6 月 8 日付け薬生発 0608 第 1 号厚生労働省

医薬・生活衛生局長通知）及び「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項について」（同日付け薬生安発

0608 第 1 号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知） 

 

(2) 追加の医薬品安全性監視活動及び有効性に関する調査・試験に係る製造販売後調査等の実施計

画書に係る変更 7) 

• 意味の変更を伴わない、誤記の修正又は用語の変更 

• 実施予定期間について、販売開始の延期による調査開始日の変更 

• 予定する施設数の変更 

• 調査票、実施要綱、登録票のレイアウトの変更（例：記載項目の位置の移動、記入欄の大きさの変

更等） 

• 業務を受託する者の氏名、住所及び委託する業務範囲の変更、追加及び削除 

• 実施計画書における調査対象薬剤の販売名のみの追加又は変更（例：剤形追加に伴う販売名の追加） 

 

(3) 追加のリスク最小化活動に用いる資材等に係る変更 7) 

• 意味の変更を伴わない、誤記の修正又は用語の変更 

• 内容及び強調の変更を伴わないデザインの変更（資材の大きさ、色調（文字色を除く）、挿絵の変

更等） 

• 資材における対象薬剤の販売名のみの追加又は変更（例：剤形追加に伴う販売名の追加） 
 

2) 軽微な変更のみの J-RMP の作成・提出 

軽微な変更があった場合には、J-RMP 及び資材を総合機構に提出する必要はないが、公表資料にあ

っては速やかに総合機構ウェブサイトの専用ページに掲載する 2)。 

その際の J-RMP 改訂にあたっては以下の点に留意する。 

• J-RMP の変更の履歴欄の「変更内容の概要」には、軽微変更である旨及び変更内容を記載する。

また、J-RMP の今回軽微変更した箇所に下線を付す 11)。 

• 表紙右上の日付としては、軽微変更した J-RMP を総合機構ウェブサイトに掲載した日を記載す

る 11)。 

• J-RMP 本体に変更がなく、添付資料である資材のみの軽微変更を行う場合であっても、J-RMP 本

体の変更も必要である。「変更の履歴」欄に資材を軽微変更した旨及び資材の変更内容を記載す

る 11)。 
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9  再審査と RMP 
9.1  再審査に係る手続き 7) 9) 
再審査申請の対象となる効能・効果等以外の剤形及び効能・効果等に係る再審査が終了している（再

審査結果通知が出た）か否かにより、以下に従って対応する。 

 

1) 今回の再審査の対象となる効能・効果等以外、他の全ての剤形及び効能・効果等に係る再審査が終了

している場合又は今回の再審査の対象となる効能・効果等以外に承認されている効能・効果等がない

場合 

(1) 再審査申請時： 

再審査申請中である旨を J-RMP に反映するための提出は不要である。 

再審査申請資料については、以下のとおりとすること。 

・再審査期間中に収集された情報に基づき、追加の活動を継続する又は新たな追加の活動を実施す

る必要がある、と申請者が判断する場合には、当該活動を含む J-RMP の変更案を、再審査申請資

料に含めること。 

・再審査期間中に収集された情報に基づき、追加の活動を継続する又は新たな追加の活動を実施す

る必要がない、と申請者が判断する場合には、再審査申請資料に J-RMP の変更案を含める必要は

ない。 

・J-RMP に記載した安全性検討事項について、自発報告等及び製造販売後調査等を実施している

場合にはそれらにより収集された副作用・感染症症例に基づき、副作用等の発現状況及び特記す

べき事項等について記載する。 

(2) 再審査終了後（再審査結果通知後）： 

・RMP の策定・実施に係る承認条件は満たされたと判断された場合（追加の活動を継続する又は新

たな追加の活動を実施する必要はないと判断された場合）、J-RMP の変更は不要である。 

・再審査終了後も引き続き RMP の策定・実施に係る承認条件として、追加の活動を継続する又は

新たな追加の活動を実施する必要があると判断された場合、J-RMP の変更が必要である。再審査

結果通知発出後に当該変更を加えた J-RMP の提出を速やかに行うこと。なお、変更にあたり、再

審査において評価が完了した追加の活動については、J-RMP から削除して差し支えない。 

 

2) 今回の再審査の対象となる効能・効果等以外に、再審査が終了していない効能・効果等がある場合 

(1) 再審査申請時： 

再審査申請中である旨を J-RMP に反映するための提出は不要である。 

再審査申請資料については、今回の再審査の対象となる効能・効果等について、再審査期間中に

収集された情報に基づき、追加の活動を継続する又は新たな追加の活動を実施する必要があるか否

かを判断した上で、その結果を反映した内容を含む J-RMP の変更案を、再審査申請資料に含めるこ

と。 

(2) 再審査終了後（再審査結果通知後）： 

再審査結果を踏まえた J-RMP の変更が必要である。 

再審査結果通知発出後に変更を加えた J-RMP の提出を速やかに行うこと。なお、変更にあたり、

再審査において評価が完了した追加の活動については、J-RMP から削除して差し支えない。また、

品目の概要の備考欄に再審査結果通知日を記載すること。 
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9.2  再審査終了後の J-RMP 掲載について 7)  
全ての剤形及び効能・効果等に係る再審査が終了し、J-RMP の策定・実施に係る承認条件は満たされ

たと判断された場合、再審査結果通知発出後、総合機構ウェブサイトに掲載されている RMP 提出品目

一覧から J-RMP を削除する。また、再審査時に公表されている J-RMP（以下、再審査 RMP）は、再審

査報告書とともに再審査申請の資料概要の一部として公表される。 

なお、令和 3 年 9 月 30 日以前に再審査申請行う品目に関しては、「再審査終了時点における RMP 掲

載のための資料提出について（暫定対応のお願い）」（令和 2 年 1 月 23 日事務連絡）の手順に従って再

審査時 RMP を提出すること。 

 

9.2.1  J-RMP の掲載削除 
総合機構における評価の結果、全ての追加の活動が終了し、RMP の策定・実施に係る承認条件は満た

されたと判断された場合、製造販売業者は、当該判断を踏まえた厚生労働省の評価結果の通知日より原

則 5 営業日以内に総合機構ウェブサイトから公表資料の削除を行う。削除にあたっては総合機構ウェブ

サイトの専用ページから製造販売業者が実施する 2,10)。なお、公表版 RMP を削除すると、システム上で

当該公表版 RMP に紐尽く資材も全て削除される 10)。 

 

9.2.2  再審査申請時点の J-RMP の公表 
再審査 RMP の公表に際して、再審査 RMP のファイルを以下の要領にて再審査申請の資料概要の一部

として提出する 12)。提出した再審査 RMP は、再審査申請の資料概要の一部として公表される。 

 

9.2.2.1  再審査申請関連資料に関する公表の対象 
1)  再審査報告書（審議結果報告書が作成される場合はそれを含む。） 

2)  資料概要 

① 再審査申請の資料概要のうち「『新医療用医薬品の再審査申請に際し添付すべき資料について』

の一部改正について」（令和 2 年 3 月 25 日付け薬生薬審発 0325 第 10 号厚生労働省医薬・生活

衛生局医薬品審査管理課長通知）の第 1 再審査資料の構成及び作成上の注意事項で示す 1.資料

概要（以下「資料概要」という。） 

② 別紙様式 1～10 及び 12～15 も公表の対象とする。 

③ J-RMP に係る承認条件が満たされ、総合機構ホームページから削除される予定である場合には、

再審査申請時点で公表されている J-RMP を資料概要とともに公表する。ただし、再審査申請後、

承認条件が満たされたことが確認されるまでの間に J-RMP が改訂された場合には、その改訂版

のうち最新版のものを公表する。 

 

9.2.2.2  再審査報告書及び資料概要の公表手順 
再審査報告書及び資料概要は、次の手順に従って公表することとする。 

1)  再審査報告書 

① 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課（以下、審査管理課）は、対象となる品目の薬

事・食品衛生審議会医薬品部会における審議又は報告と同時期に、再審査申請者に対し、再審

査報告書のマスキング案を作成し、2 週間以内に総合機構へ提出するよう依頼する。（再審査

結果の伝達日以降速やかに公表できるよう協力を再審査申請者に依頼する。） 
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② ①に従い、マスキング案が総合機構に提出された後、総合機構と再審査申請者との間でマスキ

ング案の調整が行われる。調整状況をみて、公表用のテストファイルの提出が総合機構より再

審査申請者に依頼される。 

③ 再審査申請者より提出されたテストファイルは、総合機構によりテストサイト（非公開）に掲

載される。総合機構より掲載の旨がテストサイトの URL、ユーザー名及びパスワード等ととも

に再審査申請者に連絡されるので、連絡を受けた再審査申請者はテストサイトに掲載されたテ

ストファイルの内容を確認し、総合機構に確認した旨を連絡する。 

④ 再審査申請者からの連絡後、総合機構はファイルを公開サイトに移行し、公表した旨を再審査

申請者に連絡する。 

⑤ 再審査報告書の公表時期が再審査結果の通知日から著しく遅延する場合には、その旨を総合機

構のホームページ上に表示する。 

 

2)  資料概要 

① 審査管理課は、対象となる品目の薬事・食品衛生審議会医薬品部会における審議又は報告と同

時期に、再審査申請者に対し、必要なマスキングを行った資料概要の公表用テストファイルを

作成し、5 週間以内に総合機構に送付するよう依頼する。なお、再審査申請者において、マス

キング箇所の適否に関して相談したい場合は、総合機構に連絡する。また、個人を特定されな

い形でのマスキングの適切性について、総合機構から再審査申請者に確認の連絡をする場合が

ある。 

② 総合機構は、1) 再審査報告書の③と同様にテストサイトへの掲載を経て、資料概要を総合機構

ウェブサイトの医療用医薬品情報検索（https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/）から検

索される個々の医薬品の情報ページにて公開し、公表した旨を再審査申請者に連絡する。 

 

9.2.2.3  再審査報告書及び資料概要のマスキング案 
1)  「医薬食品局の保有する情報の公開に係る事務処理の手引きについて（平成 19 年 3 月 30 日付け薬

食発第 0330022 号厚生労働省医薬食品局長通知）」（以下「手引き」という。）に沿ってマスキン

グを行うことができるが、必要最小限の妥当な範囲内のマスキングにとどめる。また、マスキング

案提出の際は、マスキングを施した理由を手引きに基づき説明した文書を添付する。 

2)  複数の者が共同して再審査申請を行った場合は、当該複数の者において一つの再審査報告書及び資

料概要のマスキング案等を作成することでよい。 

3)  マスキング案は、マスキング箇所の内容がわかるように見え消しにし、文書を原則として電子媒体

で総合機構に提出する。 

4)  マスキング箇所がない場合は、マスキング箇所がない文書を総合機構に提出する。電子媒体で提出

する場合、別添に従ってファイル名を付けることで、公表用のテストファイルの提出を省略するこ

とができる。 

 

9.2.2.4  資料概要の公表資料作成における基本的な考え方 
1)  資料概要は、再審査申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある事項及び

個人を特定するおそれがある情報を除き原則として公表する。 

2)  マスキングを行う箇所は、印影又は署名、非公開の部署名、個人の氏名及び連絡先、医薬品の使用

状況、出荷数量並びに推定患者使用数及びその算出根拠に関する記述、添付文書改訂案、その他再

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/
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審査申請者の責任においてノウハウ等の機密情報に当たるものと判断した記載とする。また、患者

に関する年齢・性別・身長・体重等の情報については個人を特定されない形で適切にマスキングす

る。 

3)  資料概要は再審査申請者において作成されることから、再審査申請者の責任において適切にマスキ

ングを行うとともに、資料概要の表紙に、当該資料に記載された情報に係る権利並びに記載内容及

びマスキング箇所の責任は再審査申請者に帰属するものである旨を記載する。表紙の表題は、「○

○○（販売名）に関する資料」とする。 

4)  J-RMP の表紙の右上に、枠囲みで「〇年〇月〇日（申請日）再審査申請時点」と明記する。 

 

【参考事項】 

• 再審査申請後から承認条件が満たされたことが確認される前に改訂があった場合には、その改訂版

のうち最新のものを提出する。その際、日付は改訂版を総合機構に提出した日付とし、和暦にて表

示の上、「再審査時」と表記する。 

例１ 2022/1/1 に J-RMP を掲載し、2022/3/1 に再審査を申請。再審査中に J-RMP の改訂がなかっ

た場合。 

→「令和 4 年 3 月 1 日再審査申請時点」と記載し、2022/3/1 付けの版を再審査 RMP として

提出する。 

 

例２ 2022/5/1 に再審査申請し、2022/9/1 に J-RMP の改訂版（軽微な変更含む）を提出。その後、

再審査終了まで J-RMP の改訂がなかった場合。 

→「令和 4 年 9 月 1 日再審査時」と記載し、2022/9/1 に提出した再審査 RMP を提出する。 

 

9.2.2.5  再審査報告書及び資料概要の公表用のテストファイル 
公表用のテストファイルは、以下のような電子媒体とする。 

1)  提出用電子媒体については、以下のいずれかであること。なお、電子メールによる提出を希望する

場合は、事前に総合機構に連絡すること。再審査申請者は、電子メールによる提出を行う場合、再

審査申請者の責任において十分なセキュリティを講じることとし、誤送信等の再審査申請者の責め

に帰すべき事由によって情報が漏洩したときはその責を負うものとする。 

① CD-ROM：JISX0606（ISO9660）Format 

② DVD-ROM：JISX0611（ISO/IEC13346）Format 

 

2)  文書等の様式は、原則として以下によること。 

① 文書は PDF 形式とする。PDF ファイルについては、テキストベースのファイル、スキャナか

らのイメージファイルのいずれでも差し支えないこと。なお、ダウンロード、印刷機能を制限

するような設定はしないこと。 

② 特殊な図表等については画像情報として取り扱い、GIF、JPEG、TIFF 又は BMP 形式とするこ

と。 

3)  各ファイルの容量が大きくなる場合には、10MB 以下になるようファイルを分割すること。 

4)  提出する電子媒体には、再審査申請者名、再審査の確認を受けた医薬品の販売名及び有効成分名並

びに再審査結果通知日を記載するか又は当該情報を記したラベルを貼付すること。 
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5)  電子媒体の提出の際、前項の内容の他、担当者の連絡先（部署名、氏名、電子メールアドレス、電

話及び FAX 番号）、及び提出資料の内容の一覧表（ファイル名、当該ファイルに記載した情報の

内容、ファイル数）を示した文書を添付すること。 

6)  ファイルの差換えの必要が生じた場合には、差し換えファイルを含む全てのファイルを記録した電

子媒体を再提出し、全体のファイル構成を説明した用紙に変更点を明記すること。 

 

9.2.2.6  ファイル名の付け方 
ファイル名の付け方は、以下のとおりとする。 

1)  ファイル名 

業者コード  承認番号  枝番号  バージョン No. .pdf 

8 桁  13 桁  アルファベット 1 文字 

＋数字 3 桁 

 1 桁  

ファイル名の例：「12345678_2100AMY00123_A100_1.pdf」 

 

2)  全般的な留意事項 

文字は全て半角を用いる。ファイル名のアルファベットは大文字、拡張子は小文字を用いる。また、

「 _ 」はアンダーバー（半角）を用いる。 

 

3)  業者コード 

承認申請書に記載した業者コードを用いる。共同開発の場合には、代表会社のコードとする。 

 

4)  承認番号 

承認番号の冒頭 13 桁を用いる。複数の品目がある場合には、それらのうち、承認番号の一番小さ

いものを用いる。共同開発で複数の品目がある場合には、代表会社の承認取得品目のうち、承認番

号の一番小さいものを用いる。 

 

5)  枝番号 

資料のセクション 枝番号 
セクション内でファイル 

を分割する場合 

再審査報告書 A100 A100,A101,A102,・・ 

資料概要 B100 B100,B101,B102,・・ 

RMP C100 C100,C101,C102,・・ 

 

6)  バージョン番号 

初回提出時には「 1 」を設定し、差し替えるごとに番号を１ずつ大きくすること。 

例：初回時「A100_1」、2 回目「A100_2」 
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＜再審査 RMP の表紙例＞ 

 
令和 XX 年 XX 月 XX 日 再審査申請時点 

 

 

 

 

 

 

〇〇〇錠 100mg, 同錠 200mg に係る 

医薬品リスク管理計画書 

 

 

 

 

 

 

 

△△△株式会社 
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10  その他 
10.1  総合機構への事前相談 

RMP の新規作成、改訂のいずれの場合においても、必要に応じ、事前に申込様式「相談申込票（医薬

品の添付文書改訂等）」に必要事項を記入の上、FAX または電子メールにて総合機構医薬品安全対策第

一部・第二部に相談する。 

相談申込票は、総合機構ウェブサイトに掲載されている最新の様式を確認する。 

http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0006.html  *2020 年 10 月 1 日時点 

 

 
相談申込票（医薬品（体外診断用医薬品を除く）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 医薬品安全対策第一部、医薬品安全対策第二部 宛 
〔FAX :03-3506-9441〕〔e-mail: anzen2-menkai@pmda.go.jp〕 
会社名  担当者名  
販売名  TEL  
一般名  FAX  
 

 
e-mail 

 

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      □効能・効果に関連する注意 

□用法・用量に関連する注意    □重要な基本的注意 

□特定の背景を有する患者に関する注意［                   ］ 

□相互作用［         ］   □副作用［              ］ 

□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：    年  月  日 AM or PM 
第2希望：    年  月  日 AM or PM 
第3希望：    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〔    年  月  日  時  分〕   □その他（相談不要） 
2. 相談結果等 
〔                                     〕 

 

 

http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0006.html
mailto:anzen2-menkai@pmda.go.jp
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• 承認審査中における RMP に関する相談、もしくは一変申請中の場合で審査内容にかかる計画に関

する相談については、総合機構の各担当審査チームへ行うこと。 

• 承認申請前の相談については、従来の製造販売後調査等に関する相談と同様に対面助言を利用して、

総合機構の担当審査チームに相談する。 

【参考事項】 

• 変更内容の相談の際には、改訂箇所を明示した新旧対照表を作成する。 

• 追加のリスク最小化活動に記載している情報提供資料を改訂する際、専門医からの校閲等により改

訂に時間を要する場合、対応については事前に総合機構へ相談する。 

 

10.2  承認条件の取り扱いについて 7) 
RMP の策定・実施に係る承認条件は、追加の医薬品安全性監視計画または追加のリスク最小化活動の

全てについて、通常の措置も含めて、再審査の際に総合機構による評価を受け、取扱いが検討される。 

再審査終了後又は再審査が付与されない品目で RMP が承認条件として付与された場合、その承認条

件を解除するための手続きについては総合機構に相談すること。総合機構は「医薬品リスク管理計画の

実施に基づく再審査期間終了後の評価報告について」9）に基づき提出される報告書の記載内容等に基づ

き、承認条件の解除を検討することが適切であるか判断する。総合機構での評価及び協議に際しては、

当該承認条件に関連する企業に対して必要な情報等の整理及び提出を求められることがある。総合機構

における評価及び協議を経て、薬事・食品衛生審議会の了承のうえ、厚生労働省において承認条件の解

除の可否が決定される。 

 

10.3  追加のリスク最小化活動の資材 
J-RMP とともに提出された添付資料のうち、追加のリスク最小化活動として医療従事者及び患者向け

に作成・提供する資材は、追加のリスク最小化活動の資材であることを明確にすることで医療現場へ

RMP と関連付けた情報提供を行う目的で、RMP マーク等を付する。さらに、総合機構ウェブサイトに

公表される。 

 

10.3.1  RMP マーク 6） 
該当資材（適正使用ガイド等）が RMP における医薬品リスク最小化活動に基づくものであることを、

医療従事者が認識しやすくするために、下記 医薬品リスク管理計画（RMP）のマークを医療従事者向

け資材や患者向け資材等に表示する。 

 

＜RMP マーク＞ 

   
 
 
なお、例えば患者向け資材のような小さな資材の場合は、資材の大きさに応じ、RMP マークを用いた

表示に代えて、「RMP」の頭字語のみ、又は「医薬品リスク管理計画に基づくものである」ことを文章

で示すことでもよいが、可能な限り、上記のマークを用いる。 
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10.3.2  RMP マークの表示を行う資材の範囲 6） 
1) 表示を行う資材の範囲は、J-RMP の追加のリスク最小化活動の項において規定された、企業が作成す

る資材で、J-RMP を総合機構に提出した際に「7. 添付資料」として添付されたものとする。 

2) J-RMP が存在しない、または総合機構ウェブサイトにて J-RMP が公開されていない製品の資材には

RMP マークを表示しない。 

3) 「YL」や「BL」には表示しない。 

4) 「使用上の注意改訂のお知らせ文書」は追加の医薬品リスク最小化活動には該当しないため、表示し

ない 7)。 

5) 既に使用中の資材については、直ちに RMP マークを表示する必要はなく、そのまま使用可能とする。

増刷や改訂、資材の定期見直しのタイミングに合わせて、RMP マークを表示する。RMP マークの追

加のみの変更の場合、J-RMP の変更は要しない。 

6) 追加のリスク最小化活動を終了するが、引き続き規定していた資材を使用する場合は、増刷や改訂、

資材の定期見直しのタイミングに合わせて、RMP マークの表示を削除する。 

7) 承認審査過程で当局に資料案を提出する際には、RMP マークを表示する必要はない。なお、最終的

に公表されるものには RMP マークを表示することになるので、表示位置を確保しておくことが望ま

しい。 

8) 新製品にて、承認後発売前の期間に資材を配布する場合や、効能効果追加による一部変更承認後すぐ

に資材の配布を予定している場合、審査中に資材の内容を当局に相談し、内容を合意したうえで、

RMP マークを表示した資材を作成すること。なお、J-RMP 本体の提出については当局の指示に従う

こと。 

 

表 RMP マークが表示不要な資材の事例 

 RMP マーク不要 

医療従事者向け資材 • 添付文書 

• その他、通常のリスク最小化活動の資材（該当がある場合。取扱説明書等） 

• インタビューフォーム 

• 医療用医薬品製品情報概要 

• 新医薬品の「使用上の注意」の解説 

• 使用上の注意改訂のお知らせ 

• YL/BL 

• 市販直後調査の中間報告書、最終報告書 

• 製造販売後調査（一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調

査）の中間報告書、最終報告書 

患者向け資材 • 患者向医薬品ガイド 

• その他、通常のリスク最小化活動の資材（該当がある場合。取扱説明書等） 

• くすりのしおり 

• 安全性速報（患者向け） 
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10.3.3  RMP マークを表示する際の留意事項 6） 
＜医療従事者向け資材＞ 

1) 位置：表紙の左上にマークを表示する。既に作成・使用中の資材においては、デザインに応じて左上

に限らず、上部に表示することでもよい。 

2) 色：多色刷りの場合には、青色（色指定：C100M40BL10）を使用する。また、単色（黒等）刷りや 2

色刷り（黒と赤等）の場合には、その印刷色（黒等）で構わない。なお、2 色刷りで、他に青系統の

色を使用している場合は、必ずしも色指定（C100M40BL10）と同色でなくても構わない。当該資材

での使用色を考慮のうえ、判別しやすいようマークの使用色を選択する。 

3) フォント：MS ゴシックを推奨する。なお、資材のデザイン上、必ずしも推奨フォントでなくてもよ

い。 

4) サイズ：医療従事者が見やすいサイズを考慮すること。なお、マーク外に、各社判断で註釈を付して

もよい（記載事例を参照）。 

5) 資材の大きさに応じ、RMP マークを用いた表示に代えて、「RMP」の頭字語のみ、または「医薬品

リスク管理計画に基づくものである」ことを文章で示すことでもよいが、可能な限り、RMP マーク

を用いる。 

6) 当該資材が、J-RMP の「7．添付資料」に記載されていること、かつ、J-RMP 提出時や改訂時に「添

付資料」として総合機構に提出していることを確認する。 

 
＜患者向け資材＞ 

1) 位置：位置は指定しない。表示位置は表紙に限定せず、医薬品リスク最小化活動に基づく資材である

ことを医療従事者が認識できるように考慮する。 

2) 色：多色刷りの場合には、青色（色指定：C100M40BL10）を使用する。また、単色（黒等）刷りや 2

色刷り（黒と赤等）の場合には、その印刷色（黒等）で構わない。なお、2 色刷りで、他に青系統の

色を使用している場合は、必ずしも記載事例と同色でなくても構わない。当該資材での使用色を考慮

のうえ、判別しやすいようマークの使用色を選択する。 

3) フォント：MS ゴシックを推奨する。なお、資材のデザイン上、必ずしも推奨フォントでなくてもよ

い。 

4) サイズ：医療従事者が見やすいサイズを考慮すること。なお、マーク外に、各社判断で註釈を付して

もよい（記載事例を参照）。 

5) 十分な空きスペースのない小さな資材の場合は、その大きさに応じ、RMP マークを用いた表示に代

えて、「RMP」の頭字語のみ、または「医薬品リスク管理計画に基づくものである」ことを文章で示

すことでもよい。 

6) 当該資材が、J-RMP の「7．添付資料」に記載されていること、かつ、J-RMP 提出時や改訂時に「添

付資料」として総合機構に提出していることを確認する。 

 
＜RMP マークのロゴセット＞ 

印刷物用の RMP マークの各種ロゴセットを下記製薬協の WEB サイトにて公開しており、適宜活用

されたい。下記リンクまたは検索エンジンより、「RMP マーク」で検索。 

（本書に添付 CD-ROM の電子ファイルからも参照可。） 
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製薬協 WEB サイト： 
RMP マークのご案内 ―追加のリスク最小化活動に基づく資材の識別に向けて―   
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/rmp5.html 

 

 
 
 
＜RMPマークの記載事例＞ 

例①  
 

 

 

 

 

 

 

 

例②  
 

 

 

 

 

 

 

 

▲▲▲注の適正使用について 

 

 

▲▲▲注の適正使用について 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/rmp5.html
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10.3.4  追加のリスク最小化活動の資材の公表について 
J-RMP に基づき作成された医療従事者向け資材及び患者向け資材の医療現場における利活用を促進

するため、これらの資材を総合機構ウェブサイトに掲載する。なお、総合機構ウェブサイトへの掲載

は、総合機構ウェブサイトの専用ページから製造販売業者自ら行う 2)。 

公表資料ファイル作成における留意事項やファイル名等については、本手引きの 11 項を参照のこ

と。 

省略記載例① 

●●株式会社 

病医院・薬局名 

 

●●株式会社 

省略記載例② 

病医院・薬局名 
 

○○・○○を受診される際は、 

このカードを提示してください。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

本資材は医薬品リスク管理計画に基づき作成された資材です。 
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11  J-RMP の公表 
医薬品の安全対策について医療従事者の一層の理解を得て、適正使用の推進を図るとともに、製造販

売後の調査及び試験の円滑な実施に向け、J-RMP は総合機構ウェブサイトに公表される 2） 

 

RMP 提出品目一覧（総合機構ウェブサイト） 

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

 

 

11.1  公表の対象 
1) 平成 25 年 4 月 1 日以降に製造販売承認申請を行った新医療用医薬品及びバイオ後続品について、総

合機構に提出された J-RMP とその後に提出された最新の改訂版 J-RMP2） 

2) 後発医薬品について、「医薬品リスク管理計画指針の後発医薬品への適用等について」4)の２．（２）

アに基づき総合機構に提出された J-RMP とその後に提出された最新の改訂版 J-RMP2） 

3) 平成 25 年 4 月 1 日以降に製造販売後に新たな安全性の懸念が判明し、製造販売業者により総合機構

に提出された J-RMP とその後に提出された最新の改訂版 J-RMP2） 

4) 総合機構に提出された J-RMP について変更を行い、製造販売業者により総合機構に提出された最新

の J-RMP 

 

11.2  公表資料の内容 
総合機構に提出した J-RMP のうち、品目の概要及び変更の履歴を含む表紙（提出者の印影、担当者の

氏名及び連絡先を除く）並びに「1．医薬品リスク管理計画の概要」から「5.3 リスク最小化計画の一覧」

まで（以下「公表版 RMP」）、ならびに J-RMP とともに提出された添付資料のうち、追加のリスク最

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html
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小化活動として医療従事者及び患者向けに作成・提供する資材（以下「資材」）を公表資料とする 4)。

なお、「変更の履歴」には、「5.3 リスク最小化計画の一覧」の後の部分等の公表の対象となっていない

内容について記載していないことを確認すること。 

 

11.3  公表資料の作成 
11.3.1  公表資料の作成における基本事項 
1) 公表版 RMP は、表題を「○○○（販売名）に係る医薬品リスク管理計画書」とし、資料に記載され

た情報に係る権利及び内容についての責任は製造販売業者にある旨を明記した表紙を付す。なお、医

薬品の販売名が複数となる場合は、公表版 RMP の表紙の表題は、「○○○（販売名）/△△△（販

売名）に係る医薬品リスク管理計画書」とする等、それぞれの販売名を確認できるようにする 2)。 

2) 複数の者が連名で一つの J-RMP を総合機構に提出した場合は、公表版 RMP についても、同様に連

名で作成する 2)。 

3) 公表資料は、テキストベースの PDF ファイルとし、コピープロテクトは施さないこと。 
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11.3.2  公表版 RMP の概要の作成 
公表版RMPの概要とは、J-RMPの各検討事項及び活動に対応する頁及びリンクを付したものである。 

 

（別紙様式） 

○○○○○○（販売名）に係る 
医薬品リスク管理計画書（RMP）の概要 

  ○○○○○○ 有効成分 ○○○○○○ 
製造販売業者 ○○○○○株式会社 薬効分類 ○○○○○○ 

提出年月  令和○年○月 
 
1.1. 安全性検討事項    
【重要な特定されたリス

ク】 
頁 【重要な潜在的リス

ク】 
頁 【重要な不足情報】 頁 

（重要な特定されたリス

クの名称） 
● （重要な潜在的リス

クの名称） 
● （重要な不足情報の名

称） 
● 

      
      
      
      
1.2. 有効性に関する検討事項   
（有効性に関する検討事項の名称） ●頁  ●

頁 
 
↓上記に基づく安全性監視のための活動 
2. 医薬品安全性監視計画の概要 頁 
通常の医薬品安全性監視活動 ● 
  
追加の医薬品安全性監視活動  
（医薬品安全性監視活動の名称） ● 
  
  
  
  
  
  
3.有効性に関する調査･試験の計画の

概要 
頁 

（有効性に関する調査・試験の名称） ● 
  

↓上記に基づくリスク最小化のための活動 
4. リスク最小化計画の概要 頁 
通常のリスク最小化活動 ● 
  
追加のリスク最小化活動  
（リスク最小化活動の名称） ● 
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1) 概要の作成は別紙様式に従い、以下の通りとする 5)。 

(1) 販売名、有効成分、製造販売業者、薬効分類及び提出年月については、J-RMP の１頁目から抜粋

して記載する。 

(2) 「1.1 安全性検討事項」、「1.2 有効性に関する検討事項」、「2. 医薬品安全性監視計画の概

要」、「3. 有効性に関する調査・試験の計画の概要」及び「4. リスク最小化計画の概要」につい

ては、それぞれ J-RMP に記載された全ての検討事項及び活動の名称を抜粋して記載する。 

(3) 上記(2)の全ての検討事項及び活動の名称に、Adobe Acrobat のリンクツールを利用し、クリックに

より J-RMP の該当箇所に移動するようにリンクを設定する。 

 

2) 概要作成時は以下に留意する 5)。 

(1) 公表版 RMP の前、かつ公表通知の３．（１）による公表版 RMP の表紙の後に添付する。 

(2) 原則として A4 サイズ 1 枚に収まるよう作成し、レイアウトは変更することができる。公表版

RMP 概要のイメージは次のとおり。 

(3) 項目が設定されていない場合は、「なし」と記入する。 

 

 
 

 

11.3.3  公表資料ファイル作成における留意事項 
公表資料ファイルは、SKW サイトの医療用医薬品添付文書情報画面に掲載されているマニュアル

（PKW マニュアル（※））の更新情報を適宜参照のうえ作成すること 10)。 

（※）PKW マニュアルの URL（SKW サイトへ要ログイン） 2021 年 4 月現在 
https://skw.info.pmda.go.jp/iryo/file/pdf/PKW_manual.pdf 

 

1) 公表版 RMP 及び資材の各ファイルあたりの容量は 15MB を超えないこと。 

2) 資材は PDF 形式での掲載を原則とするが、動画等の PDF 化できない資材については下記リス

トを作成し、これを PDF 化したものを掲載する。なお、ウェブサイト掲載時の表示名はそれぞ

れ「PDF 以外の資材一覧（医療従事者向け）」「PDF 以外の資材一覧（患者向け）」とするこ

https://skw.info.pmda.go.jp/iryo/file/pdf/PKW_manual.pdf
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と。 

＜PDF 以外の資材一覧（医療従事者向け）＞ 10 別紙１） 

資材の名称 
資材の形態（動画、DVD 等）、

ファイル形式（例：.avi、.mov 
等）や具体的な内容 

入手の際の問い合わせ先 

   

   

   

 

＜PDF 以外の資材一覧（患者向け）＞ 10 別紙２） 

資材の名称 
資材の形態（動画、DVD 等）、

ファイル形式（例：.avi、.mov 
等）や具体的な内容 

入手の際の問い合わせ先 

   

   

   

 

3) 資材公表の要否について資材の特性等から判断に迷う場合又は公表版 RMP 及び資材について特定

の更新情報が含まれるかの判断に迷う場合等は総合機構医薬品安全対策第一部又は医薬品安全対

策第二部に相談すること。 

 

【参考事項】 

• 公表版 RMP ファイルは、以下の各事項に問題がないかを掲載前に確認すること。 

・公表資料が「5.3 リスク最小化計画の一覧」までとなっている。 

・公表資料に表紙がある。 

・備考欄などに個人名の記載がない。 

・「変更の履歴」に「5.3 リスク最小化計画の一覧」の後の部分等の公
表の対象となっていない内容について記載していない。 

・テキストベースの PDF ファイルにて作成されている。 

・電子ファイルのプロパティの作成者情報が削除されている。 

・概要通知の別紙様式を用いて作成された概要が付いている。 

・概要の各項目から該当する各ページへ正しくリンクが飛ぶ。 

 

• 電子ファイルのプロパティの作成者情報とは、文書プロパティ内の概要タブとカスタムタブ内にあ

る情報を削除する。詳細は以下の図を参照。 

• 削除は、PDF ファイル＞ツール＞保護＞「非表示情報を検索して削除」を選択で削除する。 

• 概要付の RMP 公表資料（PDF ファイル）の作成方法の詳細については、付録「4．RMP 概要付 J-

RMP（PDF ファイル）作成方法（一例）」を参照。 
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11.4  公表資料の提出 
11.4.1  基本事項 
1) 総合機構ウェブサイトへのアップロードは、SKW サイトに掲載されているマニュアル（PKW マニ

ュアル）に従って実施する 2,10)。 
2) 提出された J-RMP について、総合機構は、製造販売業者に公表資料の電子ファイルを提出（公表）

するよう連絡する。製造販売業者は、総合機構から連絡を受けた後、原則 5 営業日以内に、作成した

公表版 RMP および資材を提出者が総合機構ウェブサイトの専用ページにアップロードすることに

より、総合機構ウェブサイトへの掲載を行う 2,10)。新規に公表版 RMP を掲載する場合には、掲載種

別を「新規掲載」として掲載作業を行い、また、掲載すべき資材が存在する場合には公表版 RMP と

ともに掲載を行う 10)。 
3) 既に掲載されている公表版 RMP を更新の上掲載する場合には、掲載種別を「更新掲載」として掲載

作業を行う。その際、軽微な変更の場合を除き、総合機構から公表資料を提出するよう連絡を受けた

ことを確認の上、連絡を受けてから原則 5 営業日以内に掲載する 10)。なお、軽微な変更があった場

合、J-RMP 及び資材については総合機構への提出は要さないが、公表資料は速やかに総合機構ウェ

ブサイトの専用ページに掲載を行う 11)。軽微な変更のみである場合は、掲載種別を「更新掲載（軽微

のみ）」として掲載作業を行う 10)。 
公表版 RMP の更新にあたり、資材を追加、更新あるいは削除する必要がある場合は公表版 RMP の

更新作業とともに作業を行う。資材の追加、更新時には資材の掲載種別（「新規掲載」「更新掲載」

「更新掲載（軽微のみ）」）についても適切なものを選択する 10)。 
公表版 RMP 及び資材について掲載種別「更新掲載」にて掲載を行う際に、公表版 RMP においては、

例えば安全性検討事項や追加のリスク最小化活動の新設等、資材においては、例えば使用上の注意の

改訂指示通知発出に伴う追加のリスク最小化活動の資材の更新等、特定の更新情報が含まれる場合

には、掲載画面にて「特定の更新情報が含まれる」のチェックボックスにチェックをいれること 10)。

なお、チェックを付けた公表版 RMP 及び資材は PMDA メディナビ（PMDA のメール配信サービ

ス）配信対象となるので、同じ改訂内容で公表版 RMP 本体と資材の更新がある場合には、本体と資

材の公表時期がずれないようにすること。特定の更新情報の定義については、SKW サイトに掲載の

PKW マニュアルに記載されている以下の通りである。 
＜公表版 RMP 本体の特定の更新情報＞ 
 安全性検討事項の新設・削除・名称変更 
 安全性検討事項のリスク区分の変更 
 追加のリスク最小化活動の新設・削除 
 その他の重要な更新（PMDA から指示を受けた場合のみ） 
＜資材の特定の更新情報＞ 
 改訂指示通知に基づく添付文書改訂を伴う変更 
 安全性検討事項の新設・削除・名称変更・リスク区分の変更に伴う変更 
 その他の重要な更新（PMDA から指示を受けた場合のみ） 

4) 追加のリスク最小化活動の一部が終了する場合、対応する資材については、公表版 RMP の更新に併

せて削除を行う。削除は総合機構ウェブサイトの専用ページから製造販売業者が実施する 2)。（全て

の活動が終了し J-RMP を削除する場合は、本手引きの 9.2.1 項を参照のこと） 
5) 承認整理に伴い「品目概要」欄における販売名のみを削除した場合は、公表資料であることに鑑み、
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最後に製造販売したロットの有効期限内は当該削除は行わず、有効期限後に速やかに削除すること

が望ましい。 
 

11.4.2  公表資料のファイル名 
総合機構ウェブサイトに掲載する公表資料のファイル名は以下とする。 

最新の PKW マニュアルを参照すること。 

https://skw.info.pmda.go.jp/iryo/file/pdf/PKW_manual.pdf （SKW サイトへ要ログイン） 

（令和 3 年 3 月 18 日 Ver.1.95 より） 

 ファイル名 

公 表 版

RMP 

（企業コード(数字 6 桁)）_（YJ コード(英数字 12 桁)）_（バージョン番号(数字 3 桁)）

RMP.pdf 

（例；117117_9999100S1234_001RMP.pdf） 

資材 （企業コード(数字 6 桁)）_（YJ コード(英数字 12 桁)）_（2 桁の整数）_（バージョ

ン番号(数字 3 桁)）RMPm.pdf 

（例；117117_9999100S1234_21_001RMP.pdf） 

・「更新掲載（軽微のみ）」を除き、１度使用したファイル名を再度使用することはできない。 

・「YJ コード」は当該 RMP に含まれる製品の代表的な YJ コードを 1 つ記載する。 

「YJ コード」の付与がまだの場合は、暫定コードを入れる。 

・「新規掲載」の場合、「バージョン番号」は 3 桁で「001」から開始する。 

・「更新掲載」の 場合、バージョン番号を 1 つあげて掲載する。 

・「更新掲載（軽微のみ）」の場合、ファイル名は前回掲載時のまま変更せずに掲載する。 

・「2 桁の整数」は資材ごとに異なる番号とする。 

 

11.4.3  承継時の取扱いについて 
1) 承継先企業は、承継品目の公表版 RMP 及び資材について、総合機構から公表資料を提出するよう連

絡を受けたことを確認の上、承継後速やかに、掲載種別を「新規掲載」として公表作業を行うこと。

公表完了後、速やかに承継元企業に連絡すること 10)。 

2) 承継元企業は、承継先企業から公表が完了した旨の連絡を受けた後、速やかに当該品目の公表版 RMP

について総合機構ウェブサイトの専用ページより総合機構ウェブサイトからの削除を行うこと。な

お、公表版 RMP を削除すると、システム上で当該公表版 RMP に紐尽く資材も全て削除される 10)。 

 

https://skw.info.pmda.go.jp/iryo/file/pdf/PKW_manual.pdf
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12  参考 
12.1  J-RMP のバージョン管理 

軽微な変更を含む改訂や公表版 J-RMP（PDF ファイル）について、架空事例を使って版数管理等の「ポ

イント/考え方」を以下に示す。 

 

事例

番号 

事例 
J-RMP本体 
（紙） 

総合機構サイト掲載用： 
公表版 J-RMP（PDF）／資材（PDF） 

提出年月日 

内容 

総合

機構 

提出 

・作成(改訂)年月日 

・変更の履歴欄の記載 

<前回提出日> 

<変更概要・理由> 

公表版

J-RMP

掲載 

PDF ファイル名

のバージョン番号 

・作成(改訂)年月日 

・変更の履歴欄の記載 

<前回提出日> 

<変更概要・理由> 

① 年月日：A 
 
新医薬品承認 
リスク最小化資材（医
療関係者向け／患者
向け）を作成 

○ －（新規） ○ 公表版 J-
RMP：001 
新規掲載 

 
資材：001 
新規掲載 

 

【ポイント/考え方】 
・販売開始予定時期の 1 ｶ月前までに提出する。 
・公表版 J-RMPは「5.3 リスク最小化計画の一覧」までを掲載する。 

② 年月日：B 
 
組織体制の変更 
※総合機構提出を要
する範囲 

○ 作成(改訂)年月日：②B の年
月日 
 
変更の履歴欄： 
<前回提出日>①Aの年月日 
<変更概要/理由> 
・6.組織体制変更 

○ 
または 
－  

【更新する場合】 
公表版 J-

RMP：002 
更新掲載 

 
資材：001 
（更新なし） 

【更新する場合】 
表紙の日付：②Bの年月
日 
変更の履歴欄： 
＜前回提出日＞①A の年
月日 
<変更概要・理由> 
・公表内容に変更なし 

【ポイント/考え方】 
・総合機構提出を要する組織体制の変更の範囲の例： J-RMP作成業務実態の変更を伴う体制変更の場合、など。 
・J-RMP本体の変更箇所が公表版 J-RMP に含まれない場合、公表版 J-RMP の更新掲載は必須ではない。 
・J-RMP 本体の変更箇所が含まれない公表版 J-RMP を更新する場合、公表版 J-RMP の変更概要は「公表内容に変更なし」、
変更理由は空欄とする。 

③ 年月日：C 
 
市販直後調査(適応
症△△)を終了し、報
告書提出 
 
リスク最小化資材の変
更（市販直後調査中
の表示を削除） 

○ 作成(改訂)年月日：③C の年
月日 
 
変更の履歴欄： 
＜前回提出日＞②Bの年月日 
<変更概要/理由> 
・○年○月○日  
 市販直後調査(適応症△△)
終了 
・医療関係者向け資材の改訂 
・患者向け資材の改訂 

○ 公表版 J-
RMP：003 
更新掲載 

 
資材：002 
更新掲載 

 
 

※公表版 J-
RMP のバージョ
ン番号は②で更
新した場合を示
す。 
（以下同じ） 

表紙の日付：③Cの年月
日 
 
変更の履歴欄： 
＜前回提出日＞②Bの年
月日 
<変更概要・理由> 
・○年○月○日  
 市販直後調査(適応症△
△)終了 
・医療関係者向け資材の改
訂（軽微変更） 
・患者向け資材の改訂（軽
微変更） 

 【ポイント/考え方】 
・公表版 J-RMP に含まれない変更箇所は、公表版 J-RMPの<変更概要/理由>への記載不要。 
・医薬品安全性監視活動または有効性に関する調査・試験の終了後は、変更を加えた最新の J-RMP を速やかに総合機構に提出
する。 
・「5.医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画の一覧」の該当項目について、実施状況
を「終了」、報告書の作成予定日を「作成済(○年○月提出)」など、J-RMP提出時の最新の状況について記載する。 

  



 

74 
 

 

事

例

番

号 

事例 
J-RMP本体 
（紙） 

総合機構サイト掲載用： 
公表版 J-RMP（PDF）／資材（PDF） 

提出年月日 

内容 

総合

機構 

提出 

・作成(改訂)年月日 

・変更の履歴欄の記載 

<前回提出日> 

<変更概要・理由> 

公表版

J-RMP

掲載 

PDF ファイル名

のバージョン番号 

・作成(改訂)年月日 

・変更の履歴欄の記載 

<前回提出日> 

<変更概要・理由> 

④ 年月日：D 
 
軽微な変更 
 
-組織体制の変更（委託
会社の変更） 
-特定使用成績調査の実
施計画書を一部変更 
※総合機構提出不要の
軽微変更と判断できた
範囲 

― 提出不要 
 
変更の履歴欄： 
＜前回提出日＞③Cの年月日 
 
・特定使用成績調査の実施計
画書及び実施要綱を変更 
 
・6.組織体制変更 

－ （更新なし）  （掲載不要） 

【ポイント/考え方】 
・公表版 J-RMP に含まれない軽微な変更については、次回の J-RMP改訂時にまとめて反映させる形でも良い。 
・8.3.2軽微な変更について を参照のこと 
・J-RMP に添付して総合機構に提出していない資料（実施計画書別紙等）に生じた変更に伴う J-RMP改訂は不要。 

⑤ 年月日：E 
 
特定使用成績調査を開
始 

－ 提出不要 
 
変更の履歴欄： 
＜前回提出日＞③Cの年月日 
・実施状況を「○○から実施予
定」から「実施中」への変更 

○ 公表版 J-
RMP：003 
更新掲載 

（軽微のみ） 
 

資材：002 
（更新なし） 

 

表紙の日付：公表版 J-
RMP の⑤掲載年月日 
 
変更の履歴欄： 
＜前回提出日＞③Cの年
月日 
 
<変更概要・理由> 
・実施状況を「○○から実
施予定」から「実施中」への
変更（軽微変更） 

【ポイント/考え方】 
・軽微変更（J-RMP 本体の提出不要）の場合、公表版 J-RMP の表紙の右上の日付は軽微変更した J-RMP を総合機構ウェブサ
イトに掲載した日を記載する。 
・軽微変更の場合、変更の履歴欄の「変更内容の概要」には、軽微変更である旨及び変更内容を記載する。また、今回軽微変更した
箇所に下線を付す。 
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事

例

番

号 

事例 
J-RMP本体 
（紙） 

総合機構サイト掲載用： 
公表版 J-RMP（PDF）／資材（PDF） 

提出年月日 

内容 

総合

機構 

提出 

・作成(改訂)年月日 

・変更の履歴欄の記載 

<前回提出日> 

<変更概要・理由> 

公表版

J-RMP

掲載 

PDF ファイル名

のバージョン番号 

・作成(改訂)年月日 

・変更の履歴欄の記載 

<前回提出日> 

<変更概要・理由> 

⑥ 年月日：F 
 
- 安全性検討事項を追
加 
- 添付資料の変更 
- 特定使用成績調査の
調査期間を変更 
- 医療関係者向け／患
者向け資材の改訂  

○ 作成(改訂)年月日：⑥F の年
月日 
 
変更の履歴欄： 
<前回提出日>⑤掲載年月日 
 
<変更概要/理由> 
・安全性検討事項の追加 
・特定使用成績調査の実施計
画書及び実施要綱の変更（→
④の変更を指す） 
・特定使用成績調査の調査期
間変更／節目となる予定時期と
報告書の作成予定日を変更 
・医療関係者向け資材の改訂 
・患者向け資材の改訂 

○ 公表版 J-
RMP：004 
更新掲載 

 
資材：002 
更新掲載 

  

作成年月日：⑥F の年月日 
 
変更の履歴欄： 
＜前回提出日＞⑤掲載年月
日 
 
<変更概要/理由> 
・安全性検討事項の追加 
・特定使用成績調査の調査期
間変更／節目となる予定時期
と報告書の作成予定日を変更 
・医療関係者向け資材の改訂 
・患者向け資材の改訂 
  

【ポイント/考え方】 
・前回の提出から今回の提出までの間に軽微変更を行った場合には、参考として当該提出時の変更内容に加えて、それらの軽微変更の内
容の詳細が確認できる資料（変更前後の内容を含む新旧対照表や修正履歴等）を提出する。この際、変更の履歴欄において前回の提
出から今回の提出までに行った軽微変更に該当する内容を記載する必要はない。 
・調査/試験の時期が変更された場合は、節目となる予定時期や報告書の作成予定日についても合わせて変更する。 

⑦ 年月日：G 
 
軽微な変更 
 
-患者向け資材の修正 
（監修医の所属変更） 

－ 提出不要 
 
変更の履歴欄： 
＜前回提出日＞⑥F の年月日 
 
<変更概要/理由> 
・患者向け資材の改訂。監修医
の所属変更のため（軽微変
更） 

○ 公表版 J-
RMP：004 
更新掲載 

（軽微のみ） 
 

医療関係者向
け資材：002 
（更新なし） 

 
患者向け資
材：003 
更新掲載 

作成年月日：公表版 J-RMP
の⑦掲載年月日 
 
変更の履歴欄： 
＜前回提出日＞⑥F の年月日 
 
<変更概要/理由> 
・患者向け資材の改訂。監修
医の所属変更のため（軽微変
更） 
 

・資材のみの軽微変更を行う場合であっても、J-RMP 本体の変更も必要である。J-RMP の変更履歴欄に、資材を軽微変更した旨及び資
材の変更内容を記載すること。 

⑧ 年月日：H 
 
新たな調査を追加 
 
-製造販売後データベース
調査を追加 
 

○ 作成(改訂)年月：⑧H の年月
日 
 
変更の履歴欄： 
<前回提出日>⑦掲載年月日 
 
<変更概要/理由> 
・製造販売後データベース調査
実施計画を追加 
 

○ 公表版 J-
RMP：005 
更新掲載 

 
医療関係者向
け資材：002 
（更新なし） 

 
患者向け資
材：003 

（更新なし） 

作成年月日：⑧Hの年月日 

 

変更の履歴欄： 

＜前回提出日＞⑦掲載年月

日 

 

<変更概要/理由> 

・製造販売後データベース調査

実施計画を追加 

・調査/試験を新たに追加する場合、開始予定時期の 1 ｶ月前までに、変更を加えた最新の J-RMP を提出する。 
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12.2  変更履歴の記載の考え方 
J-RMP 本体および公表版 RMP の変更の履歴記載の考え方を以下に示す。 

なお、以下は基本的な考え方であり、各社の J-RMP 版管理は J-RMP 本体提出不要の場合を含め各社

の管理方針の下で対応すること。 

 

パターン①：J-RMP 本体の改訂（前回の改訂時も総合機構に提出した場合） 

 J-RMP本体 公表版 RMP 

前回提出日 直近の公表版 RMP の表紙の右上の日付 
（総合機構への提出日） 

J-RMP本体に同じ 

変更内容の概要 今回の変更内容の全てを記載 5.3項までの今回の変更内容を記載 
 
・改訂箇所が6項以降の場合は「公表内容に
変更なし」と記載 
 

変更理由 今回の全ての変更理由を記載 5.3項までの今回の変更内容の理由を記載 
 
・公表内容に変更がない場合は空欄 
 

 

パターン②： J-RMP 本体の改訂（直近の公表版 RMP が軽微変更の場合） 

 J-RMP本体 公表版 RMP 

前回提出日 直近の公表版 RMP の表紙の右上の日付 
 

J-RMP本体に同じ 

変更内容の概要 今回の変更内容全て 
 
・前回の提出から今回の提出までに行った軽
微変更に該当する内容を記載する必要はな
い。 
 
・参考として、当該提出時の変更内容に加え
て、前回の提出から今回の提出までの間に行
った軽微変更の内容の詳細が確認できる資料
（変更前後の内容を含む新旧対照表や修正
履歴等）を提出する。 
 

5.3項までの今回の変更内容を記載 
 
・改訂箇所が6項以降の場合は「公表内容に
変更なし」と記載 

変更理由 今回の変更内容全ての理由を記載 5.3項までの今回の変更内容の理由を記載 
（公表内容に変更がない場合は空欄） 
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パターン③：軽微変更のみの J-RMP 本体の改訂（前回の改訂時に総合機構に提出した場合） 

 J-RMP本体（提出不要） 公表版 RMP 

前回提出日 直近の公表版 RMP の表紙の右上の日付 
（総合機構への提出日） 
 

J-RMP本体に同じ 

変更内容の概要 今回の変更内容について、軽微変更である旨
及び変更内容を記載 

5.3項までの変更内容を記載 
 
・改訂箇所が6項以降の場合は「軽微変更の
ため公表内容に変更なし」と記載 
 

変更理由 今回の変更内容の理由を記載 5.3項までの今回の変更内容の理由を記載 
 
・公表内容に変更がない場合は空欄 
 

 

パターン④：軽微変更のみの J-RMP 本体の改訂（直近の公表版 RMP が軽微変更の場合） 

 J-RMP本体（提出不要） 公表版 RMP 

前回提出日 直近の公表版 RMP の表紙の右上の日付 
 

J-RMP本体に同じ 

変更内容の概要 今回の変更内容について、軽微変更である旨
及び変更内容を記載 
 
・直近の公表版 RMP からの変更点のみ及び
軽微変更である旨を記載すればよく、総合機
構への J-RMP 本体提出以降の軽微変更の
履歴を網羅的に記載する必要はない。 
 

5.3 項までの今回の変更内容について、軽微
変更である旨及び変更内容を記載 
 
・改訂箇所が6項以降の場合は「軽微変更の
ため公表内容に変更なし」と記載 

変更理由 今回の変更内容の理由を記載 5.3項までの今回の変更内容の理由を記載 
（公表内容に変更がない場合は空欄） 
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1 記載例 
1.1 本記載例に使用した薬剤の医薬品リスク管理計画全体像 

ここでは、J-RMP の記載例を示す。本記載例は、効能 A、効能 B の初回承認取得時に J-RMP を作

成し、その後効能 C の効能・効果の追加に関わる一変承認取得時に J-RMP を改訂した薬剤を想定し

て作成している。記載例は、様式の記載方法の参考であり、実際の策定の際には効能、使用患者群な

ど医薬品の特徴に応じて特定される安全性検討事項に基づいて策定すること。 

 

 

図 本記載例に使用した薬剤の医薬品リスク管理計画全体像 
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1.2 RMP 記載例の概要 
 

（別紙様式） 

ABC 錠、ABC OD 錠に係る 
医薬品リスク管理計画書（RMP）の概要 

販売名 ABC 錠、ABC OD 錠 有効成分 DEF 塩酸塩 
製造販売業者 ○○○○○株式会社 薬効分類 87*** 

提出年月 令和○年○月 
 
1.1. 安全性検討事項    

【重要な特定されたリス

ク】 
頁 【重要な潜在的リスク】 頁 【重要な不足情報】 頁 

過敏症関連事象 ● 悪性腫瘍 ● 該当なし ● 

感染症 ● 白血球減少 ●   
高血圧 ●     
肝障害 ●     
1.2. 有効性に関する検討事項   
××の改善に対する有効性 ●頁 

 
↓上記に基づく安全性監視のための活動 
2. 医薬品安全性監視計画の概要 頁 
通常の医薬品安全性監視活動 ● 

追加の医薬品安全性監視活動  
市販直後調査 ● 

一般使用成績調査 ● 

製造販売後データベース調査 
〔白血球減少〕 

● 

3.有効性に関する調査･試験の計画の概

要 
頁 

製造販売後臨床試験 ● 

各項目の内容は RMP の本文でご確認下さい。 

↓上記に基づくリスク最小化のための活動 
4. リスク最小化計画の概要 頁 
通常のリスク最小化活動 ● 

追加のリスク最小化活動  
市販直後調査による情報提供 ● 

医療従事者向け資材（適正使用ガイ

ド）の作成と提供（効能 A、効能 B） 
● 

患者向け資材（ABC 錠による治療を

受ける患者さんへ）の作成と提供 
（効能 A、効能 B） 

● 
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1.3 品目の概要 

 
記載例（承認申請時） 

（別紙様式） 
医薬品リスク管理計画書（案） 

令和○年○月○日 

（承認申請時日付は空欄とする） 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 
住 所 ：東京都○○区○○○△丁目△番△ 
氏 名 ：○○○○○株式会社 

代表取締役社長 □□ □□   

標記について次のとおり提出します。 

品目の概要 

承 認 年 月 日 （承認申請時は空欄とする） 薬 効 分 類 87***（予定） 

再 審 査 期 間 （承認申請時は空欄とする） 承 認 番 号 
（承認申請時は空欄

とする） 

国 際 誕 生 日 
20**年*月*日 

（国内承認が国際誕生日になる場合、承認申請時は空欄とする） 

販 売 名 
①ABC 錠 

②ABC OD 錠 

有 効 成 分 DEF 塩酸塩 

含量及び剤形 ABC：・・・・・・・・（予定） 

用法及び用量 ・・・・・・・（予定） 

効能又は効果 効能 A、効能 B（予定） 

承 認 条 件 （承認申請時は空欄とする） 

備 考 

担当者：（所属、氏名） 

連絡先： 
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記載例（効能・効果の追加に関わる一変承認に伴う改訂時） 

（別紙様式） 
医薬品リスク管理計画書 

令和○年○月○日 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 
住 所 ：東京都○○区○○○△丁目△番△ 
氏 名 ：○○○○○株式会社 

代表取締役社長 □□ □□   

標記について次のとおり提出します。 

品目の概要 

承 認 年 月 日 ①②○年○月○日 薬 効 分 類 87*** 

再 審 査 期 間 
＜効能 A、B＞○年（20○○年○月○日まで） 

＜効能 C＞  ○年（20○○年○月○日まで） 
承 認 番 号 

①00000・・・・ 

②00000・・・・ 

国 際 誕 生 日 ○年○月○日 

販 売 名 
①ABC 錠 

②ABC OD 錠  

有 効 成 分 DEF 塩酸塩 

含量及び剤形 
①1 錠中 DEF 塩酸塩を 1mg 含有する白色のフィルムコーティング錠 

②1 錠中 DEF 塩酸塩を 1mg 含有する口腔内崩壊錠 

用法及び用量 ①②通常、成人には、DEF 塩酸塩として 1 日 1 回 1mg を・・・ 

効能又は効果 ①、②効能 A、効能 B 、効能 C 

承 認 条 件 ・・・・・・・ 

備 考 

担当者：（所属、氏名） 

連絡先： 

 
ABC 錠、ABC OD 錠：令和○年○月○日に効能 C の効能・効果を追加する承

認事項一部変更承認取得 

 

 
【参考事項】 

「総合機構」への提出日に関しては、前回からの変更部分を意味する下線は不要とする。 
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1.4 変更の履歴 
 

記載例（承認申請時） 

変更の履歴 

前回提出日： 

該当なし 

変更内容の概要： 

該当なし 

変更理由： 

該当なし 

 
記載例（効能・効果の追加に関わる一変承認に伴う改訂時） 

変更の履歴 
前回提出日： 
○年○月○日 
変更内容の概要： 
1．品目の概要：「再審査期間」及び「効能又は効果」 

再審査期間の追記及び効能又は効果の変更 
2．「2. 医薬品安全性監視計画の概要」製造販売後データベース調査〔白血球減少〕の名

称及びデータ期間の変更 
3．「4. リスク最小化計画の概要」追加のリスク最小化活動の医療従事者向け資材の作成

と提供、患者向け資材の作成と提供の名称を変更 
4．「5.1 医薬品安全性監視計画の一覧」追加の医薬品安全性監視活動の製造販売後データ

ベース調査の名称及び実施状況を変更 
5．「5.3 リスク最小化計画の一覧」追加のリスク最小化活動の医療従事者向け資材の作成

と提供、患者向け資材の作成と提供の名称を変更 
6．「2. 医薬品安全性監視計画の概要」及び「4. リスク最小化計画の概要」市販直後調査

に関する記載の削除 
7．「5.1 医薬品安全性監視計画の一覧」及び「5.3 リスク最小化計画の一覧」市販直後調

査（効能 A、効能 B）の実施状況及び報告書の作成予定日を変更 
8．「5.1 医薬品安全性監視計画の一覧」一般使用成績調査（効能 A、効能 B）の実施状況

を変更 
9．「5.2 有効性に関する調査・試験の計画の一覧」製造販売後臨床試験の実施状況を変更 
変更理由： 
1. ~5. 効能Cの効能・効果に関する承認事項一部変更承認取得に伴う変更 
6. ~7. 効能A、効能Bに対する市販直後調査終了のため 
8．一般使用成績調査（効能A、効能B）を開始したため 
9. 製造販売後臨床試験を開始したため  

【参考事項】 

「変更の履歴」に関しては、前回からの変更部分を意味する下線は不要とする。 
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1.5 医薬品リスク管理計画の概要 

 
記載例（承認時） 

１． 医薬品リスク管理計画の概要 
１．１ 安全性検討事項 
 

重要な特定されたリスク 

過敏症関連事象 

 

重要な特定されたリスクとした理由： 
国内第Ⅲ相試験（●×試験、▽□試験）の統合した成績において、過敏症関連の有害

事象の発現割合はプラセボ群▲%（■/■■例）に比べて本剤群△%（□/□□例）で高

く、アナフィラキシーショックなどの重篤な例も複数報告されている。 
医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 
【内容】 

・通常の医薬品安全性監視活動 
【選択理由】 

本剤による過敏症関連事象の発現状況は臨床試験において一定の情報が得られてお

り、通常の医薬品安全性監視活動で情報収集を行う。 
リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 
【内容】 

・通常のリスク最小化活動として、添付文書の「重要な基本的注意」及び「重大な副

作用」の項、並びに患者向医薬品ガイドに記載して注意喚起する。 
・追加のリスク最小化活動として、患者向け資材の作成、配布を行う。 

【選択理由】 
過敏症関連事象の発現をより早期に発見し、重篤化を防ぐため、過敏症関連事象の初

期症状及び具体的な処置内容を患者に対し確実に情報提供し、適正使用に関する理解

を促す。  

感染症 

 

重要な特定されたリスクとした理由： 
 国際共同第Ⅱ相試験（××試験）及び海外第Ⅲ相試験（○○試験）の本剤群におい

て、敗血症等を含む重篤な感染症の有害事象の発現割合は、それぞれ▼%（◆/●●

例）及び◆%（▼/▲▲例）であり、本剤の免疫抑制作用からも発症が予測される。

また、海外製造販売後においても重篤な感染症の報告がある。 
医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 
【内容】 

・通常の医薬品安全性監視活動 
【選択理由】 

本剤による感染症の発現状況は臨床試験において一定の情報が得られており、通常の

医薬品安全性監視活動で情報収集を行う。 
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 リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 
【内容】 
・通常のリスク最小化活動として、添付文書の「警告」及び「重要な基本的注意」

の項、並びに患者向医薬品ガイドに記載して注意喚起する。 
・追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 
１．医療従事者向け資材の作成、配布 
２．患者向け資材の作成、配布 

【選択理由】 
感染症の発現をより早期に発見し、重篤化を防止するため、臨床試験における感染

症の発現状況に関する情報及び臨床試験において実施されていた具体的な処置内容

を医療従事者及び患者に対し確実に情報提供し、適正な使用に関する理解を促す。 

高血圧 

 

重要な特定されたリスクとした理由： 
国内第Ⅲ相試験（●×試験、▽□試験）の統合した成績において、高血圧の有害事

象の発現割合はプラセボ群▲%（■/■■例）に比べて本剤群△%（□/□□例）で高

く、高血圧クリーゼにより投与中止に至った重篤例も報告されているため。 
医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 
【内容】 

・通常の医薬品安全性監視活動 
【選択理由】 

本剤による高血圧の発現状況は臨床試験において一定の情報が得られており、通常の

医薬品安全性監視活動で情報収集を行う。 
リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 
【内容】 

・通常のリスク最小化活動として、添付文書の「重要な基本的注意」及び「重大な

副作用」の項、並びに患者向医薬品ガイドに記載して注意喚起する。 
・追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 
１．医療従事者向け資材の作成、配布 
２．患者向け資材の作成、配布 

【選択理由】 
臨床試験における有害事象の発現状況及び処置状況を医療従事者に対し情報提供す

ることで、早期に適切な処置の実施を促す。また、患者向け資材にて患者自身による

具体的な血圧管理方法を情報提供することで、副作用の早期発見を図る。 

肝障害 

 重要な特定されたリスクとした理由： 
国際共同第Ⅱ相試験（××試験）及び国内第Ⅲ相試験（●×試験、▽□試験）の統合

した成績において、肝障害の有害事象の発現割合は全体集団で、プラセボ群■%（▲/
■■例）に比較して、本剤群□%（△/□□例）で高く、また、肝障害により投与中止

に至った重篤例が複数認められている。さらに、類薬である▲▲において肝障害の発

現リスクが知られているため。 
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医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 
【内容】 

・通常の医薬品安全性監視活動 
・追加の医薬品安全性監視活動として、一般使用成績調査を実施する。 

【選択理由】 
本剤による肝障害の発現状況は臨床試験において一定の情報が得られているが、臨

床試験では ALT 又は AST が施設基準値の●倍以上の患者が除外されている等、選

択・除外基準の影響により、肝障害発現のリスク因子については不明な点が残るこ

とから、本剤投与による肝障害発現のリスク因子を検討するために、本剤の使用状

況、患者背景及び当該事象の発現状況に関する情報の取得可能性を考慮し、一般使

用成績調査を実施する。 
リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 
【内容】 

・通常のリスク最小化活動として、添付文書の「重大な副作用」の項に記載して注

意喚起する。 
・追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 
１．医療従事者向け資材の作成、配布 
２．患者向け資材の作成、配布 

【選択理由】 
臨床試験における有害事象の発現状況及び処置状況を医療従事者に対し情報提供す

ることで、早期に適切な処置の実施を促す。また、患者向け資材にて、肝障害の自覚

症状を情報提供することで、副作用の早期発見を図る。 
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重要な潜在的リスク 

悪性腫瘍 

 
 

重要な潜在的リスクとした理由： 
ラットを用いたがん原性試験において、××等の悪性腫瘍発現が示唆されている。ま

た、本剤の臨床試験（投与期間：1 年まで）では悪性腫瘍の発現は認められていない

が、類薬である▲▲において悪性腫瘍の発現リスクが示唆されているため。 
医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 
【内容】 
・通常の医薬品安全性監視活動 

【選択理由】 
悪性腫瘍の発現頻度は極めて低いと考えられることから、通常の安全性監視活動によ

り悪性腫瘍の発現状況等について国内外での知見の収集に努め、定期的な評価を行

う。また、これらの情報を基に、必要に応じて新たな安全性監視活動の実施を検討す

る。 
リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 
【内容】 

・通常のリスク最小化活動として、添付文書の「その他の注意」の項に記載して注意

喚起する。 
【選択理由】 

現時点において、臨床試験成績からは本剤投与による悪性腫瘍の発現リスクについて

は明確ではないものの、悪性腫瘍の重篤性を踏まえ、ラットを用いたがん原性試験に

おける悪性腫瘍に関する所見を、医療従事者に情報提供する。 

白血球減少 

 
 

重要な潜在的リスクとした理由： 
本剤は造血幹細胞に作用するため、白血球減少を引き起こす可能性があり、ラットを

用いた非臨床試験（◇◇試験）では白血球減少が認められている。一方、国内第Ⅲ相

試験（●×試験、▽□試験）の統合した成績において、白血球減少の有害事象の発現

割合はプラセボ群▲%（■/■■例）、本剤群△%（□/□□例）であり、プラセボ群と

比較して明らかな差異はないものの、本剤群で重篤な白血球減少が認められている。

本剤投与による白血球減少の発現リスクについては明確ではないものの、臨床試験に

おける発現状況に加え、本剤の薬理作用及び非臨床試験における発現状況を考慮し、

重要な潜在的リスクとした。 
医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 
【内容】 

・通常の医薬品安全性監視活動 
・追加の医薬品安全性監視活動として、製造販売後データベース調査を実施する。 

【選択理由】 
本剤投与と白血球減少発現との関連性を検討するために、比較対照を設定した調査を

行う。また、本剤及び対照薬の使用、患者背景、並びに当該事象の発現に関する情報

を取得可能と想定されるデータベースが存在することから、製造販売後データベース

調査とする。 
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リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 
【内容】 

・通常のリスク最小化活動：なし 
【選択理由】 

現時点において、本剤投与による白血球減少の発現リスクについては明確ではないた

め、添付文書での注意喚起は行わない。製造販売後の白血球減少の発現状況に応じて、

注意喚起の必要性を検討する。 

重要な不足情報 

該当なし 
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【調査・試験に関する J-RMPにおける記載箇所と記載方法】 

J-RMP では製造販売後の調査・試験について記載する箇所がいくつか存在し、それぞれで整合

性を取る必要があり、記載方法としては調査・試験の目的により下図の A - C の記載パターンが

考えられる。それぞれの記載例を表 A - C に示す。 

 
図 目的に応じた調査・試験に関する記載箇所 

 
 

 
表 A. 調査・試験の目的に有効性を含まず安全性のみの場合 

（例：製造販売後データベース調査、一般使用成績調査 上記 A） 

1.2.有効性に関する検討事項 2.医薬品安全性監視計画 3.有効性に関する試験・調査

の概要 

― 製造販売後データベース調査 ― 

― 【目的】  
 … 

【実施計画】  
 … 

【実施計画の根拠】  
 … 
 
＜詳細は本項に記載＞ 
 

― 

  

A. 目的が安全性のみの場合 

1.2. 有効性に関する 
検討事項 

2. 医薬品安全性監視 
計画の概要（追加） 

3. 有効性に関する 
調査・試験の概要 

B. 目的が安全性、有効性をともに含む場合 

 

C.目的が有効性のみの場合（追跡調査など。非常にレアケース） 

1.1. 安全性検討事項 

1.2. 有効性に関する 
検討事項 

2. 医薬品安全性監視 
計画の概要（追加） 

3. 有効性に関する 
調査・試験の概要 

1.1. 安全性検討事項 

1.2. 有効性に関する 
検討事項 

2. 医薬品安全性監視 
計画の概要（追加） 

3. 有効性に関する 
調査・試験の概要 

1.1. 安全性検討事項 

2.に詳細を記載 
（1.1.からは 2への引用） 

3.に詳細を記載 
（1.2.からは 3への引用） 

 
製造販売後 

データベース調査 製造販売後 
 

製造販売後臨床試験 製造販売後臨床試験 製造販売後臨床試験 製造販売後臨床試験 

特定使用成績調査 特定使用成績調査 
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表 B. 調査・試験の目的が安全性、有効性をともに含む場合 
（例：製造販売後臨床試験、一般使用成績調査など。上記 B） 

1.2.有効性に関する検討事項 2.医薬品安全性監視計画 3.有効性に関する試験・調査

の概要 

××の改善に対する有効性 製造販売後臨床試験 製造販売後臨床試験 

【有効性に関する検討事項と

した理由】… 

【有効性に関する調査・試験の

名称】製造販売後臨床試験 

【調査・試験の目的、内容及び

手法の概要並びに選択理由】 
 … 
内容及び手法の概要並びに選

択理由については後述の 3.有
効性に関する試験・調査の概

要の項に記載した。 
 
＜2. 医薬品安全性監視計画の 
項で詳細を記載＞ 

【安全性検討事項】  
… 

【目的】  
… 

【実施計画】  
… 

＜有効性及び安全性に関する 
 計画概要を記載する＞ 
 

【実施計画の根拠】  
… 

 
＜詳細は本項に記載＞ 
 

― 
 
 
 
＜内容が重複するので、 

2 項を参照＞ 

 
 
 
表 C. 調査・試験の目的が有効性のみの場合 

（投与終了後の追跡により有効性のみを確認する調査・試験等：非常に稀。上記 C） 

1.2.有効性に関する検討事項 2.医薬品安全性監視計画 3.有効性に関する試験・調査

の概要 

●●患者における有効性 ― 特定使用成績調査（追跡調査） 

【有効性に関する検討事項と

した理由】… 

【有効性に関する調査・試験の

名称】特定使用成績調査（追跡

調査） 

【調査・試験の目的、内容及び

手法の概要並びに選択理由】 
 … 
内容及び手法の概要並びに選

択理由については後述の 3.有
効性に関する試験・調査の概

要の項に記載した。 
 

＜3.有効性に関する試験・調査
の概要の項で詳細を記載＞ 

 

― 【目的】  
 … 

【実施計画】  
 … 

【実施計画の根拠】  
 … 
 
 
 
 
＜詳細は本項に記載＞ 
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1.6 有効性に関する検討事項 

 
記載例（承認時） 

１．２ 有効性に関する検討事項 

××の改善に対する有効性  

 

有効性に関する検討事項とした理由： 
これまでに実施された臨床試験から、探索的なエンドポイントである○○の改善に対

する本剤の有効性は示されているが、真のエンドポイントである××の改善に対する

有効性を検討することが重要であると考えられるため。 
有効性に関する調査・試験の名称： 
・製造販売後臨床試験 

調査・試験の目的、内容及び手法の概要並びに選択理由： 
本剤のベネフィット・リスクをより明確にするため、本剤における××の改善作用を

検討するための製造販売後臨床試験を実施する。 
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1.7 医薬品安全性監視計画の概要 

 
記載例（効能・効果の追加に関わる一変承認に伴う改訂時） 

２．医薬品安全性監視計画の概要 

通常の医薬品安全性監視活動 

通常の医薬品安全性監視活動の概要： 
副作用、文献・学会情報及び外国措置報告等の収集・確認・分析に基づく安全対策の検討（及

び実行） 

追加の医薬品安全性監視活動 

一般使用成績調査 （効能A、効能B） 

 

【安全性検討事項】 
肝障害 

【目的】 
本剤投与による肝障害の発現のリスク因子を検討する。 

【実施計画】 
実施期間：調査期間：■年□月～○年●月（登録期間：■年□月～○年●月） 
目標症例数：本剤群○例 
実施方法：中央登録方式にて実施する。観察期間は○ヵ月間。  

【実施計画の根拠】 
・観察期間： 
国内第Ⅲ相試験（●×試験、▽□試験）の統合した成績における肝障害の多くは、投

与開始後○ヵ月以内に発現していることを踏まえ、肝障害が認められた症例を確実に

収集し、本剤による肝障害発現のリスク因子を検討するため、観察期間を○ヵ月と設

定した。 
・目標症例数： 
国内第Ⅲ相試験（●×試験、▽□試験）の統合した成績より、肝障害発現に関して、

リスク因子の低リスク集団における肝障害の発現割合は●%未満とはならないこと

が想定される。検討するリスク因子の低リスク集団と高リスク集団の患者数の比が

▲:△、低リスク集団の肝障害発現割合がおよそ●%、低リスク集団に対する高リスク

集団のオッズ比が■であるとした場合、有意水準両側○%の検定において、検出力□%
を担保するために必要な症例数は約■■■例となる。検討するリスク因子に応じて、

低リスク集団と高リスク集団における患者数の比が異なる可能性が高いこと等を考

慮し、○例と設定した。 

【節目となる予定の時期及びその根拠】 
・最終報告書作成時：調査対象症例のデータ固定が終わった段階で最終報告書を作成・

提出する。 
・安全性定期報告時：安全性情報について包括的な検討を行うため。 
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【当該医薬品安全性監視活動の結果に基づいて実施される可能性のある追加の措置及び

その開始の決定基準】 
節目となる時期に、以下の内容を含めた、RMP の見直しを行う。 

・本剤投与による肝障害発現のリスク因子が明らかになった場合には、リスク最小化策

の変更要否を検討する。 
・得られた結果を踏まえ、更なる検討が必要と判断する場合には、新たな安全性監視活

動の実施要否を検討する。 
 

製造販売後データベース調査〔白血球減少〕（効能A、効能B、効能C） 

 

【安全性検討事項】 
白血球減少 

【目的】 
本剤処方後の白血球減少の発現頻度と、類薬処方後の白血球減少の発現頻度を比較す

ることで、使用実態下における本剤の使用と白血球減少の発現との関連性を評価す

る。 

【実施計画】 
データベース：MID-NET 
データ期間：■年○月～■年○月 
調査デザイン:コホートデザイン 
対象集団：△△△患者 
曝露群：本剤処方患者 
対照群：▼▼処方患者 
想定症例数：曝露群▽例、対照群▲例 
アウトカム定義に用いるデータ項目： 
・白血球減少： 

①傷病名 
②医薬品処方 
③臨床検査値（白血球数、白血球分画） 

【実施計画の根拠】 
・調査の方法： 
十分な数の本剤処方患者、かつ、白血球減少を評価する上で必要なデータの取得が

可能なデータベースとして MID-NET が存在するため、MID-NET を用いた製造販

売後データベース調査を実施する。 
・調査デザイン： 
本剤の使用と白血球減少の発現との関連を比較対照をおいて評価するため、本剤と

臨床的位置付けが同様で、かつ、白血球減少の発現の可能性が低い類薬である▼▼

を対照群としたコホートデザインを用いる。 
・想定症例数： 
データ期間から想定される取得可能な曝露群は約▽例、対照群は▲例である。効果

指標をリスク比とし、曝露群と対照群の人数の比を○、曝露群における白血球減少
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の発現割合を▽、対照群における白血球減少の発現割合を◇と仮定した場合、有意

水準両側 5%、検出力 80%で統計学的に有意に推定するために最低限必要な症例

数は曝露群●例、対照群▲例である。 

【節目となる予定の時期及びその根拠】 
・安全性定期報告時：調査進捗状況の確認のために、承認後○年及び△年に集積状況

を確認し、安全性定期報告にて結果を報告する。 
・報告書作成時：安全性情報について最終的な検討を行うため、承認後□年に解析を

実施し、報告書を作成する。 

【当該医薬品安全性監視活動の結果に基づいて実施される可能性のある追加の措置及び

その開始の決定基準】 
節目となる時期に、以下の内容を含めた、RMP の見直しを行う。 
・白血球減少について、本剤の重要な特定されたリスクと判断された場合には、リス

ク最小化策の策定要否を検討する。 
・得られた結果を踏まえ、更なる検討が必要と判断する場合には、新たな安全性監視

活動の実施要否を検討する。 
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1.8 有効性に関する調査・試験の計画の概要 

 
記載例(承認時) 

３．有効性に関する調査・試験の計画の概要 

製造販売後臨床試験 

 

【有効性に関する検討事項】 
××の改善に対する有効性 

【目的】 
××の改善作用に対する本剤の有効性の検討 

【実施計画】 
実施期間：■年□月～○年●月（登録期間：■年□月～○年●月、観察期間：■年□

月～○年●月） 
試験デザイン：多施設共同非盲検無作為化比較臨床試験 
対象：○○の患者 
投与期間：△ヵ月 
主要評価項目：◇◇のベースラインからの変化量 
目標症例数：本剤群●例、××群○例 

【実施計画の根拠】 
（試験デザインの設定根拠） 

【節目となる予定の時期及びその根拠】 
報告書作成時 

【当該臨床試験の結果に基づいて実施される可能性のある追加の措置及びその開始の 
決定基準】 
試験終了時に、以下の内容を含めた、RMP の見直しを行う。 
・試験結果に基づいて添付文書や資材の改訂要否を検討する。 
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1.9 リスク最小化計画の概要 
 
記載例（効能・効果の追加に関わる一変承認に伴う改訂時） 

４．リスク最小化計画の概要 

通常のリスク最小化活動 

通常のリスク最小化活動の概要： 
添付文書及び患者向医薬品ガイドによる情報提供。 

追加のリスク最小化活動 

医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の作成と提供（効能A、効能B、効能C）  

 

【安全性検討事項】 
感染症、高血圧、肝障害 

【目的】 
本剤の感染症・高血圧・肝障害の発現状況、早期検出と適切な診断・治療のための情報

を提供する。 

【具体的内容】 
・納入時に MR が提供、説明し、資材の活用を依頼する。 
・企業ホームページに掲載する。 

【結果に基づいて実施される可能性のある追加の措置及びその開始の決定基準】 
販売開始後 1 年間は 1 ヵ月毎に、それ以降は半年毎及び調査・試験結果が得られた

各時点において、資材配付状況及び感染症・高血圧・肝障害の関連事象発現状況と販売

量の推移を確認する。この結果から、リスク最小化策の更なる強化が必要と判断される

場合、又は新たな安全性検討事項や現在の安全性検討事項において新たに注意すべき

内容が認められた場合には資材の改訂、配布方法等の実施方法の改訂、追加の資材作成

等を検討する。 

【実施状況及び得られた結果の評価、又は総合機構への報告を行う節目となる予定の時期

及び根拠】 
報告の予定時期：安全性定期報告時 

患者向け資材（ABC 錠による治療を受ける患者さんへ）の作成と提供（効能 A、効能 B、効能

C） 

 

【安全性検討事項】 
過敏症関連事象、感染症、高血圧、肝障害 

【目的】 
本剤による副作用の早期発見につながる自覚症状について、患者の確実な理解を促す

ため。特に、高血圧については、血圧手帳を用いたセルフチェックを促すため。 

【具体的内容】 
・納入時に MR が医療従事者に対して提供、説明し、資材の活用を依頼する。 
・企業ホームページに掲載する。 
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【結果に基づいて実施される可能性のある追加の措置及びその開始の決定基準】 
販売開始後 1 年間は 1 ヵ月毎に、それ以降は半年毎及び調査・試験結果が得られた各

時点において、過敏症関連事象・感染症・高血圧・肝障害の発現件数と販売量の推移を

確認する。本結果から、リスク最小化策の更なる強化が必要と判断される場合、また新

たな安全性検討事項や現在の安全性検討事項において新たに注意すべき内容が認めら

れた場合には資材の改訂、実施方法の改訂、追加の資材作成等を検討する。 

【実施状況及び得られた結果の評価、又は総合機構への報告を行う節目となる予定の時期

及び根拠】 
報告の予定時期：安全性定期報告時 
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1.10 医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画の一覧 

 
記載例（効能・効果の追加に関わる一変承認に伴う改訂時） 

５．医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画の一覧 

５．１ 医薬品安全性監視計画の一覧 

通常の医薬品安全性監視活動 

副作用、文献・学会情報及び外国措置報告等の収集・確認・分析に基づく安全対策の検討（及び

実行） 

追加の医薬品安全性監視活動 

追加の医薬品安全性 
監視活動の名称 

節目となる症例数 
／目標症例数 

節目となる 
予定の時期 

実施状況 
報告書の 
作成予定日 

市販直後調査 

（効能 A、効能 B） 

該当なし 販売開始から 6
ヵ月後 

終了 作成済み

（○年○月提

出） 

一般使用成績調査 

（効能 A、効能 B） 

○例／○例 ・安全性定期報

告時 

・報告書作成時 

実施中 ○年○月予

定 

製造販売後データベー

ス調査〔白血球減少〕 

（効能 A、効能 B、効能

C） 

曝露群▽例、対照

群▲例 

 

・安全性定期報

告時（承認後

○年及び△年

の集積状況確

認時） 

・報告書作成時 

○年○月

開始予定 
○年○月予

定 
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５．２ 有効性に関する調査・試験の計画の一覧 

有効性に関する調査・ 
試験の名称 

節目となる症例数 
／目標症例数 

節目となる 
予定の時期 

実施状況 
報告書の 
作成予定日 

製造販売後臨床試験 

 

◇例 報告書作成時 実施中 △年△月予

定 

 

 
５．３ リスク最小化計画の一覧 

通常のリスク最小化活動 

添付文書及び患者向医薬品ガイドによる情報提供 

追加のリスク最小化活動 

追加のリスク最小化活動 
の名称 

節目となる 
予定の時期 

実施状況 

市販直後調査による情報提供 
（効能 A、効能 B） 

販売開始から 6 ヵ月後 終了 

医療従事者向け資材（適正使用ガ

イド）の作成と提供（効能 A、

効能 B、効能 C） 

販売開始後 1 年間は 1 ヵ月

毎、それ以降は半年毎及び調

査・試験結果が得られた各時点

報告の予定時期：安全性定期報

告時 

実施中 

患者向け資材（ABC錠による治療

を受ける患者さんへ）の作成と提

供（効能A、効能B、効能C） 
 

販売開始後 1 年間は 1 ヵ月

毎、それ以降は半年毎及び調

査・試験結果が得られた各時点

報告の予定時期：安全性定期報

告時 

実施中 
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1.11  医薬品リスク管理計画のための組織体制 

 
記載例 

６．医薬品リスク管理計画のための組織体制 

６．１ 責任者 

責任者 所属 氏名 

安全管理責任者 医薬品安全性保証部 ○○ ○○ 

製造販売後調査等 

管理責任者 
市販後調査部 ○○ ○○ 

 

６．２ 安全管理業務のための組織体制 

別紙①のとおり 

 
６．３ 製造販売後調査等業務のための組織体制 

別紙②のとおり 
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【安全管理業務のための組織体制の記載事例】 

 

記載例 1 

別紙① 

安全管理業務のための組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あん 

 

 

 

さちこ１１！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊：医薬品リスク管理計画書の作成・改訂は総括製造販売責任者／安全管理責任者が行う 

  

安全管理統括部門 

（○○部） 

医療機関 厚生労働省/ 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

製造販売業者 

代表取締役社長 

総括製造販売責任者 

指示     報告・具申 

研究部門 

開発部門 

その他関連部門 

品質保証部門 

（○○部） 

品質保証責任者 

安全管理責任者＊ 

製造販売後調査等管理部門 

（○○部） 

製造販売後調査等管理責任者 

安全管理実施部門 

（○○部） 

安全管理実施責任者 

報告・具申 指示     

報告     

依頼 

情報収集 情報提供 報告 指示・指導 

連携 

連携 

連携 

担当責任者 
（手順書管理、収集評価、措置立案、 

措置実施、医薬品リスク管理計画作成、 

自己点検、教育訓練、 

記録保存、業務委託等） 

報告 指示     
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記載例 2（営業部門を社外に委託している場合） 

別紙① 

安全管理業務のための組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あん 

 

 

 

さちこ１１！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊：医薬品リスク管理計画書の作成・改訂は総括製造販売責任者／安全管理責任者が行う 

  

安全管理統括部門 

（○○部） 

医療機関 

厚生労働省/ 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

製造販売業者 

代表取締役社長 

総括製造販売責任者 

指示     報告・具申 

研究部門 

開発部門 

その他関連部門 

品質保証部門 

（○○部） 

品質保証責任者 

安全管理責任者＊ 

製造販売後調査等管理部門 

（○○部） 

製造販売後調査等管理責任者 

販売委託会社 

（安全管理統括部門） 

受託安全管理実施責任者 

報告・具申 指示     

情報収集 情報提供 

報告 指示・指導 

連携 

連携 

連携 

担当責任者 
（手順書管理、収集評価、措置立案、 

措置実施、医薬品リスク管理計画作成、 

自己点検、教育訓練、 

記録保存、業務委託等） 

報告 指示     

委受託 

営業部門 

報告 指示     
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【製造販売後調査等業務のための組織体制の記載事例】 

 

記載例 1 

別紙② 

製造販売後調査等業務のための組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

等 

 

 

 

あん 

 

 

 

さちこ１１！ 

 

 

 

 

 

 

 

＊：試験・調査の結果を、総括製造販売責任者に報告する。 

  

製造販売後調査等管理部門 

（○○部） 

医療機関 
厚生労働省/ 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

製造販売業者 

社長 

指示     報告・具申 

安全管理統括部門 

（○○部） 

安全管理責任者＊ 
（医薬品リスク管理計画書の作成、改訂） 

製造販売後調査等管理責任者 

製造販売後調査等実施部門 

○○部 

製造販売後調査等実施責任者 
（一般使用成績調査等の実施） 

報告     

指示 

調査・試験等実施 調査・試験等依頼 報告     指示・指導 

連携 

担当責任者 
（実施計画書作成、調査等進捗管理、 

自己点検、教育訓練、記録保存、 

業務委託等） 

報告 指示     

○○部 

製造販売後調査等実施責任者 
（製造販売後臨床試験の計画作成、実施、 

データマネジメント業務、解析業務等） 

業務委託会社 
（データマネジメント業務等） 

委受託 
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記載例 2（営業部門を社外に委託している場合） 

別紙② 

製造販売後調査等業務のための組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

等 

 

 

 

あん 

 

 

 

さちこ１１！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊：試験・調査の結果を、総括製造販売責任者に報告する。 

 

製造販売後調査等管理部門 

（○○部） 

医療機関 

厚生労働省/ 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

製造販売業者 

社長 

指示     報告・具申 

安全管理統括部門 

（○○部） 

安全管理責任者＊ 
（医薬品リスク管理計画書の作成、改訂） 

製造販売後調査等管理責任者 

製造販売後調査等実施部門 

報告     

指示 

調査等実施 調査等依頼 

報告 指示・指導 

連携 

担当責任者 
（実施計画書作成、調査等進捗管理、 

自己点検、教育訓練、記録保存、 

業務委託等） 

報告 指示     
○○部 

製造販売後調査等実施責任者 
（製造販売後臨床試験の計画作成、実施、 

データマネジメント業務、解析業務等） 

業務委託会社 
（データマネジメント業務等） 

委受託 

製造販売後調査等委託先 

製造販売後調査等実施責任者 
（一般使用成績調査等の実施） 

委受託 
試験実施 試験依頼 
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1.12  添付資料 

 
記載例（承認申請時） 

７．添付資料 

資料の名称 資料番号 

一般使用成績調査実施計画書（案） 添付資料 1 

製造販売後データベース調査〔白血球減少〕実施計画書（案） 添付資料 2 

製造販売後臨床試験実施計画書（案） 添付資料 3 

医療従事者向け資材（適正使用ガイド）（効能 A）（案） 添付資料 4 

医療従事者向け資材（適正使用ガイド）（効能 B）（案） 添付資料 5 

患者向け資材（ABC 錠による治療を受ける患者さんへ）（効能 A）（案） 添付資料 6 

患者向け資材（ABC 錠による治療を受ける患者さんへ）（効能 B）（案） 添付資料 7 

 

記載例（承認時） 

７．添付資料 

資料の名称 資料番号 

一般使用成績調査実施計画書 添付資料 1 

製造販売後データベース調査〔白血球減少〕実施計画書 添付資料 2 

製造販売後臨床試験実施計画書 添付資料 3 

医療従事者向け資材（適正使用ガイド）（効能 A） 添付資料 4 

医療従事者向け資材（適正使用ガイド）（効能 B） 添付資料 5 

患者向け資材（ABC 錠による治療を受ける患者さんへ）（効能 A） 添付資料 6 

患者向け資材（ABC 錠による治療を受ける患者さんへ）（効能 B） 添付資料 7 
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記載例（効能・効果の追加に関わる一変承認に伴う改訂時） 

７．添付資料 

資料の名称 資料番号 

一般使用成績調査実施計画書 提出済み 

製造販売後データベース調査〔白血球減少〕実施計画書 添付資料 1 

製造販売後臨床試験実施計画書 提出済み 

医療従事者向け資材（適正使用ガイド）（効能 A） 提出済み 

医療従事者向け資材（適正使用ガイド）（効能 B） 提出済み 

医療従事者向け資材（適正使用ガイド）（効能 C） 添付資料 2 

患者向け資材（ABC 錠による治療を受ける患者さんへ）（効能 A） 提出済み 

患者向け資材（ABC 錠による治療を受ける患者さんへ）（効能 B） 提出済み 

患者向け資材（ABC 錠による治療を受ける患者さんへ）（効能 C） 添付資料 3 
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2 添付文書と J-RMP の関連 
J-RMP の安全性検討事項と添付文書の使用上の注意との関係について、以下に解説する。 

 

臨床試験や動物試験などの情報をふまえて医薬品の安全性プロファイルを明らかにしていく中

で、医薬品投与による副作用や相互作用などを安全性検討事項として特定していきますが、その中

の重要なリスクを J-RMP の安全性検討事項として設定します。 

J-RMP の重要な特定されたリスクの場合、医薬品によるリスクであると判明しているので、添付

文書の使用上の注意に記載して、安全性プロファイルのひとつとして情報提供する必要があります。

そこで、添付文書を通して医療従事者や患者さんがリスクを理解することにより、リスクを適切に

予防・軽減してもらいます。つまり添付文書に記載するということは、リスク最小化を図るという

ことです。 

では、重要な潜在的リスクについては添付文書に記載する必要があるのか、それとも記載しない

のか。それは個々の事案に応じて検討する必要があります。例えば、動物試験で見られた毒性所見

が薬理作用に基づくと推測されたが、臨床試験では本剤群とプラセボ群で有害事象の発現頻度や重

症度などに差が認められない場合、種特異性なども考慮した上で、添付文書には記載しないと判断

するケースもあります。また、類薬で市販後に確認されている副作用が本剤の臨床試験では認めら

れていない、あるいは発現しているが治験薬投与との因果の関係が明確でない場合や、その副作用

が薬理作用によるものではなく、特発性に発現するものである場合（タイプ B の副作用）、臨床試

験の規模が当該副作用を検出するのに十分であったかどうかなどを評価した上で、添付文書に記載

するケースもあれば、記載せずに市販後の発現状況をモニタリングしていくケースもあります。 

よくある質問として、添付文書の重大な副作用の項に記載している副作用はJ-RMPの安全性

検討事項に必ずしなければいけないのか、というものがありますが、上述のとおり、発想が逆

です。医薬品ごとに安全性プロファイルをよく把握してCTD M1.8（添付文書案）やM1.11

（RMP）に明文化した上で、添付文書への記載の要否や記載内容を検討していく必要がありま

す。 
 

 

記載例 

（重要な潜在的リスクの設定理由） 

○○については、類薬でも報告があり、本剤の作用機序を考えると発現する可能性が考

えられる。一方で、プラセボ対照比較試験において対照群と発現割合に差が認められず

（本剤群○% ▽／□例、プラセボ群○% ▽／□例）、本剤との関連性が明確ではないと

考えられることから、重要な潜在的なリスクに設定した。 
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CTD M1.8. 
1.8.2 使用上の注意の設定の根拠 

○○については、プラセボ対照比較試験において対照群と発現割合に差が認められず

（本剤群○% ▽／□例、プラセボ群○% ▽／□例）本剤との関連性が明確ではないが、本

剤の作用機序より発現する可能性が考えられ、また類薬でも報告があるため「重大な副作

用」に設定した。 

 

 
添付文書における「重大な副作用」の定義 

 
［警告］ 

致死的又は極めて重篤かつ非可逆的な副作用が発現する場合、又は副作用が発現する結果極め

て重大な事故につながる可能性があって、特に注意を喚起する必要がある場合に記載するこ

と。 

（中略） 

 
［副作用］ 

（1） 医薬品の使用に伴って生じる副作用を記載すること。 

（2） 副作用の発現頻度を、精密かつ客観的に行われた臨床試験等の結果に基づいて記載する

こと。 

（3） 「11.1 重大な副作用」の記載に当たっては次の点に注意すること 

（4） 副作用の転帰や重篤性を考慮し、特に注意を要するものを記載すること。 

① 副作用の事象名を項目名とし、初期症状（臨床検査値の異常を含む。）、発現機序、

発生までの期間、リスク要因、防止策、特別な処置方法等が判明している場合には、

必要に応じて記載すること。 

② 海外のみで知られている重大な副作用についても、必要に応じて記載すること。 

③ 類薬で知られている重大な副作用については、同様の注意が必要と考えられる場合に

限り記載すること。 

（5） 「11.2 その他の副作用」の記載に当たっては次の点に注意すること。 

① 発現部位別、投与方法別、薬理学的作用機序、発現機序別等に分類し、発現頻度の区

分とともに記載すること。 

② 海外のみで知られているその他の副作用についても、必要に応じて記載すること。 

 
〔平成29年6月8日付 薬生発0608第1号〕 
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3 医薬品リスク管理計画書のチェックリストの事例 
J-RMP の提出前などに特にチェックが必要な個所を以降に示す。各社の QC の参考にしていた

だきたい。 
 

□「品目の概要／変更の履歴」チェック項目 

項 目 チェック内容 確 認 

標題名 □ 誤記なく記載されている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

提出日 □ 記載欄がある、年月等に間違いがない 

宛先 
□ 正しく記載されている 

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長」 

住所・氏名 □ 住所、社名、代表取締役社長名が正しく記載されている 

品 

目 

の 

概 

要 

承認年月日 □ 承認書と整合性が取れている／申請時空欄 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

薬効分類 

□ 承認（申請）書と整合性が取れている／申請時（予定）として記載 

□ 日本標準商品分類番号に準拠し、中分類（87）以下 4桁（計 6桁） 
が正しく記載されている 

□ 最新の添付文書（案）と整合性が取れている 
※確認した添付文書 Ver：             

再審査期間 □ 正しく記載されている／申請時空欄 

承認番号 □ 承認書と整合性が取れている／申請時空欄 

国際誕生日 □ 正しく記載されている 

販売名 □ 承認（申請）書と整合性が取れている 

有効成分 □ 承認（申請）書に記載されている有効成分と整合性が取れている 

含量及び剤形 □ 承認（申請）書に記載されている含量及び剤形と整合性が取れている 

用法及び用量 
□ 承認（申請）書と整合性が取れている／申請時（予定）として記載 
（承認申請書に記載されている内容をすべて正しく記載している） 

効能又は効果 
□ 承認（申請）書と整合性が取れている／申請時（予定）として記載 
（承認申請書に記載されている内容をすべて正しく記載している） 

承認条件 □ 承認書と整合性が取れている／申請時空欄 

品 
目 
の 
概 
要 

備 考 

□ 後発医薬品の別が記載されている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

□ 担当者の氏名、所属及び連絡先の電話番号が正しく記載されている 

□ 共同開発品目がある場合には、当該医薬品の品目名及び会社名が 
記載されている （ただし連名で提出する場合には共同開発品目に 
ついての記載は必要ない） 

変 

更 

の 

履 

歴 

前回提出日 
□ 変更の場合、前回提出の RMP 提出日が記載されている／前回が軽微変更
で総合機構に提出していない場合、総合機構ウェブサイトに掲載した日が記載
されている／申請時・初回提出時 「該当なし」 □ 有 

□ 無 
□ N/A 

変更内容の概要 □ 変更の場合、記載されている／申請時・初回提出時 「該当なし」 

変更理由 
□ 変更の場合、記載されている／申請時・初回提出時 「該当なし」 

□ 変更の場合、本文の該当する変更箇所に下線が引かれている 
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□「1.医薬品リスク管理計画の概要」チェック項目 
 

□「1.1 安全性検討事項」チェック項目 

 

項 目 チェック内容 確 認 

全 般 
□ 重要な特定されたリスク、重要な潜在的リスク、重要な不足情報が洩れなく 
記載されている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

 

□ 重要な特定されたリスク 

項 目 チェック内容 確 認 

重要な特定されたリスク 
の名称 

□ 記載されている（該当なしのときは該当なしと記載） 
□ 有 
□ 無 
□ N/A 

重要な特定されたリスク 
とした理由 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 
□ 関連資料、文献等を引用している場合は正しく該当資料が引用されている 
（CTD の引用箇所との整合が取れている） 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

医薬品安全性監視活動
の内容及びその選択理由 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 
□ 市販直後調査の場合は、本項目に記載せず、「2.医薬品安全性監視計画の
概要」以降の項目のみへの記載になっている 

□ 治験から製造販売後臨床試験に切り替える場合、その試験が安全性検討事
項に紐づかない場合は、本項目に記載せず、「2.医薬品安全性監視計画の
概要」以降の項目のみへの記載になっている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

リスク最小化活動の 
内容及びその選択理由 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 
□ 市販直後調査の場合は、本項目に記載せず、「2.医薬品安全性監視計画の
概要」以降の項目のみへの記載になっている 

□ 治験から製造販売後臨床試験に切り替える場合、その試験が安全性検討事
項に紐づかない場合は、本項目に記載せず、「2.医薬品安全性監視計画の
概要」以降の項目のみへの記載になっている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 
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□ 重要な潜在的リスク 

項 目 チェック内容 確 認 

重要な潜在的リスク 
の名称 

□ 記載されている（該当なしのときは該当なしと記載） 
□ 有 
□ 無 
□ N/A 

重要な潜在的リスク 
とした理由 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 
□ 関連資料、文献等を引用している場合は正しく該当資料が引用されている 
（CTD の引用箇所との整合が取れている） 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

医薬品安全性監視活動
の内容及びその選択理由 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 
□ 市販直後調査の場合は、本項目に記載せず、「2.医薬品安全性監視計画の
概要」以降の項目のみへの記載になっている 

□ 治験から製造販売後臨床試験に切り替える場合、その試験が安全性検討事
項に紐づかない場合は、本項目に記載せず、「2.医薬品安全性監視計画の概
要」以降の項目のみへの記載になっている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

リスク最小化活動の 
内容及びその選択理由 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 
□ 市販直後調査の場合は、本項目に記載せず、「2.医薬品安全性監視計画の
概要」以降の項目のみへの記載になっている 

□ 治験から製造販売後臨床試験に切り替える場合、その試験が安全性検討事
項に紐づかない場合は、本項目に記載せず、「2.医薬品安全性監視計画の概
要」以降の項目のみへの記載になっている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 
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□ 重要な不足情報 

項 目 チェック内容 確 認 

重要な不足情報の名称 □ 記載されている（該当なしのときは該当なしと記載） 
□ 有 
□ 無 
□ N/A 

重要な不足情報とした 
理由 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 
□ 関連資料、文献等を引用している場合は正しく該当資料が引用されている
（CTD の引用箇所との整合が取れている） 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

医薬品安全性監視活動
の内容及びその選択理由 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 
□ 市販直後調査の場合は、本項目に記載せず、「2.医薬品安全性監視計画の
概要」以降の項目のみへの記載になっている 

□ 治験から製造販売後臨床試験に切り替える場合、その試験が安全性検討事
項に紐づかない場合は、本項目に記載せず、「2.医薬品安全性監視計画の概
要」以降の項目のみへの記載になっている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

リスク最小化活動の 
内容及びその選択理由 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 
□ 市販直後調査の場合は、本項目に記載せず、「2.医薬品安全性監視計画の
概要」以降の項目のみへの記載になっている 

□ 治験から製造販売後臨床試験に切り替える場合、その試験が安全性検討事
項に紐づかない場合は、本項目に記載せず、「2.医薬品安全性監視計画の概
要」以降の項目のみへの記載になっている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

 

 

□「1.2 有効性に関する検討事項」チェック項目 

 

□ 有効性に関する検討事項 

項 目 チェック内容 確 認 

有効性に関する 
検討事項の名称 

□ 記載されている（該当なしのときは該当なしと記載） 
□ 有 
□ 無 
□ N/A 

有効性に関する 
検討事項とした理由 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 
□ 関連資料、文献等を引用している場合は正しく該当資料が引用されている
（CTD の引用箇所との整合が取れている） 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

有効性に関する 
調査・試験の名称 

□ 項目名が記載されている 
□ 調査・試験の名称が正しく記載されている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

調査・試験の目的、内容
及び手法の概要並びに 
選択理由 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

 



 

付録 35 
 

□「2.医薬品安全性監視計画の概要」チェック項目 

 

□ 通常の医薬品安全性監視活動 

項 目 チェック内容 確 認 

通常の医薬品安全性 
監視活動の概要 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 
□ 副作用、文献・学会情報及び外国措置報告等の収集・確認・分析に基づく 
安全対策の検討（及び実行）について記載されている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

 

□ 追加の医薬品安全性監視活動 

項 目 チェック内容 確 認 

医薬品安全性監視活動
の名称 

□ 調査・試験の名称が正しく記載されている（該当なしのときは該当なしと記載） 
□ 有 
□ 無 
□ N/A 

内容 

□ 誤記なく記載されている 
□ 市販直後調査の場合は、実施期間と評価、報告の予定時期を記載 
□ 製造販売後調査・試験の場合はこれに係る安全性検討事項、目的、根拠等 
について 1.の概要の記載と整合性が取れている 

□ 製造販売後調査・試験の場合は添付の実施計画書と整合性が取れている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

 

 

 

□「3.有効性に関する調査・試験の計画の概要」チェック項目 

 

項 目 チェック内容 確 認 

有効性に関する 
調査・試験の名称 

□ 調査・試験の名称が正しく記載されている（該当なしのときは該当なしと記載） 
□ 有 
□ 無 
□ N/A 

内容 

□ 誤記なく記載されている 
□ 製造販売後調査・試験の場合はこれに係る有効性に関する検討事項、目的、
根拠等について 1.の概要の記載と整合性が取れている。 

□ 製造販売後調査・試験の場合は添付の実施計画書と整合性が取れている。 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 
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□「4.リスク最小化計画の概要」チェック項目 

 

□ 通常のリスク最小化活動 

項 目 チェック内容 確 認 

通常のリスク最小化活動 
の概要 

□ 項目名が記載されている 
□ 誤記なく記載されている 
□ 添付文書（及び患者向医薬品ガイド※）による情報提供について 
記載されている 

 （※：「患者向け医薬品ガイド」と誤記されていたら「患者向医薬品ガイド」 
に修正する（「け」が入らないよう注意）） 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

 

□ 追加のリスク最小化活動 

項 目 チェック内容 確 認 

リスク最小化活動の名称 □記載されている（該当なしのときは該当なしと記載） 
□ 有 
□ 無 
□ N/A 

内容 

□ 誤記なく記載されている 
□ 市販直後調査の場合は、実施期間と評価、報告の予定時期を記載 
□ 各活動に係る安全性検討事項、目的、等について 1.の概要の記載と 
整合性が取れている 

□ 資材の場合、正式名称が記載されている 
 （例：患者さん向け資材→「○○錠を服用される患者さんへ」） 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 
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□「5.医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画の 

一覧」チェック項目 

 

□「5.1 医薬品安全性監視計画の一覧」チェック項目 

 

□ 通常の医薬品安全性監視活動 

項 目 チェック内容 確 認 

通常の医薬品安全性 
監視活動 

□ 2.の「通常の医薬品安全性監視活動」と矛盾しない 
□ 有 
□ 無 
□ N/A 

 

□ 追加の医薬品安全性監視活動 

項 目 チェック内容 確 認 
追加の医薬品安全性 
監視活動の名称 

□ 2.の「追加の医薬品安全性監視活動」の名称と一致している 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

節目となる症例数/ 
目標症例数 

□ 2.の「追加の医薬品安全性監視活動」と整合性が取れている 

節目となる予定の時期 □ 2.の「追加の医薬品安全性監視活動」と整合性が取れている 

実施状況 □ その時点での実施状況、開始予定時期等が記載されている 

報告書の作成予定日 
□ 正しく記載されている 
 （※「作成済」は総合機構の確認が終わった時点で記載する） 

記載内容の整合 
□ 5.2 の記載と整合性が取れている 
（例：同一調査の場合、症例数、実施状況等の記載内容が同じ） 

 

 

□「5.2 有効性に関する調査・試験の計画の一覧」チェック項目 

 

項 目 チェック内容 確 認 
有効性に関する調査・ 
試験の名称 

□ 3.の「有効性に関する調査・試験の計画の概要」の名称と一致している 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

節目となる症例数/ 
目標症例数 

□ 3.の「有効性に関する調査・試験の計画の概要」と整合性が取れている 

節目となる予定の時期 □ 3.の「有効性に関する調査・試験の計画の概要」と整合性が取れている 

実施状況 □ その時点での実施状況、開始予定時期等が記載されている 

報告書の作成予定日 
□ 正しく記載されている 
 （※「作成済」は総合機構の確認が終わった時点で記載する） 

記載内容の整合 
□ 5.1 の記載と整合性が取れている 
（例：同一調査の場合、症例数、実施状況等の記載内容が同じ） 
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□「5.3 リスク最小化計画の一覧」チェック項目 

 

□ 通常のリスク最小化活動 

項 目 チェック内容 確 認 

通常のリスク最小化活動 □ 4.の「通常のリスク最小化活動」と矛盾しない 
□ 有 
□ 無 
□ N/A 

 

□ 追加のリスク最小化活動 

項 目 チェック内容 確 認 
追加のリスク最小化活動 
の名称 

□ 4.の「追加のリスク最小化活動」の名称と一致している 
□ 有 
□ 無 
□ N/A 

節目となる予定の時期 □ 4.の「追加のリスク最小化活動」と整合性が取れている 

実施状況 □ その時点での実施状況、開始予定時期等が記載されている 

 

 

□「6.医薬品リスク管理計画のための組織体制」チェック項目 

 

項 目 チェック内容 確 認 

6.1 責任者 
□ 安全管理責任者 の所属と氏名が正しく記載されている 
□ 製造販売後調査等管理責任者 の所属と氏名が正しく記載されている 
 （兼務の場合はその旨が記載されている） 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

6.2 安全管理業務の 
ための組織体制 

□ 最新の GVP組織図を添付している 
 （業務全般の概説、組織中の位置づけ、医薬品リスク管理計画の実施における
連携を確認できる） 

□ 総括製造販売責任者/安全管理責任者が J-RMP の作成者として示されてい
る 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

6.3 製造販売後調査等 
業務のための組織体制 

□ 最新の GPSP組織図を添付している 
 （業務全般の概説、組織中の位置づけ、医薬品リスク管理計画の実施における
連携を確認できる） 

□ 組織図には、関連部署も含まれている。 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 
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□「7.添付資料」チェック項目 

 

項 目 チェック内容 確 認 

添付資料 

□ 追加の医薬品安全性監視活動及び有効性に関する調査・試験に係る製造 
販売後調査等実施計画書が記載されている 

□ リスク最小化活動として設定した資材（患者向け資材等）が記載されている 
□ その他、添付する資料が記載されている 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 

 

 
□ 提出時チェック項目 

 

項 目 チェック内容 確 認 

提出資料 
□ 最新の GVP組織図（別紙①）、最新の GPSP組織図（別紙②）、 
添付資料一覧に記載の資料が漏れなく添付されている 

□ 新旧対照表等改訂箇所がわかる資料が添付されている（改訂版提出時） 

□ 有 
□ 無 
□ N/A 
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4 公表用 RMP 概要付 J-RMP（PDF ファイル）作成方法（一例） 
公表用 RMP 概要付 J-RMP の PDF ファイルの作成方法の一例を紹介する。各社状況、システ

ム環境に応じて活用いただきたい。 
 

・下記の事例で使用しているプログラム 

☐ Microsoft word （下記の事例は、Professional Plus 2013） 
☐ Adobe Acrobat Standard 版  

 

・準備が必要なファイル 

☐ RMP 概要の WORD ファイル 
☐ 総合機構ウェブサイトに掲載する医薬品リスク管理計画書（J-RMP） 

（PDF ファイル） 

 

・RMP 概要と RMP 本文を結合した公開用ファイルのイメージ 

 

※下線部（リンク設定箇所）をクリックすると、RMP の本文の該当箇所へジャンプする。 
※ジャンプした後に、冒頭の RMP 概要（目次）に戻りやすくするために、PDF ファイルの 
「しおり」を設定している。 
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STEP1．RMP概要（Word）の事前準備 

 

 
 
 

STEP2．RMP概要へのページ記入、 リンク付け箇所のフォント変更 
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STEP3．RMP概要の PDF化 

 

 

 

 

STEP4．PMDA公開版 RMP との結合 
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STEP5．しおりの追加 
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STEP6．文書内リンク付 
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作成者情報の削除 

 

 
 
 
 
最後に下記の最終確認をする。 

☐しおりは 11 項目設定されているか 
☐ しおりの各名称は RMP と同じか 
☐ PDF を開いた際にしおりがデフォルトで表示される設定となっているか 
☐ リンクが張られている項目は青字・下線となっているか 
☐ リンクが正しく張られているか、ジャンプした先に余分な余白はないか 
☐ プロパティの作成者情報が 2 か所削除されているか 

 
 

 

 

以上 
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