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本資料の目的
• 本資料は2020年8月以降に発出された再審査・安全性定期報告、適合性
調査の通知の変更等のポイントを示すものです

• 数多くの通知が発出される中で、変更のポイントを整理し、よりよく確
認し理解を深めること、そして重要な変更点は漏れなく対応できる（役
立てる）ため本資料を作成しました

• 変更点の詳細は、発出された通知を必ず確認してください
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1. 省令、通知改正の経緯・背景
• 薬機法改正の施行（1年次）
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の一部を改正する法律（令和元年法律第63号）

• 条件付き承認された医薬品（中間評価）
• 規制改革実施計画（規制改革推進会議）

• 再審査申請資料の効率化
• 英⽂資料の受入れ（DB調査のプロトコール）

• 経済財政運営と改革の基本方針2020について
令和２年７月17日 閣議決定

• 書面・押印・対面主義からの脱却等
• デジタル時代に向けた規制改革の推進

• 社会環境の変化
• 新型コロナウイルス感染症の拡大への対応
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1. 省令、通知改正の経緯・背景（主な関連通知等①）
発出日 発出元 名称 備考

省
令

2020年8月31日 厚生労働大臣 施行規則 ・第五十九条（再審査申請書に添付すべき資料等）
・第六十三条（安全性定期報告等）
・第六十六条の二（医薬品の再評価に係る公示の方法） など

一部改正

再
審
査

2020年8月31日 局長通知 薬生発0831第11号「医療用医薬品の再審査期間について」 新規
2020年3月25日 医薬品審査管理課長通

知
薬生薬審発0325第10号「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

一部改正

2020年8月31日 医薬品審査管理課長通
知

薬生薬審発0831第3号「条件付き承認された医薬品における承認後の品質、有効性及
び安 全性に関する調査に際し添付すべき資料について」

新規

2020年8月31日 医薬品審査管理課長通
知

薬生薬審発0831第8号「医薬品再審査・再評価申請中に当該申請書記載事項等の 変
更が生じた場合の取扱いについて」

一部改正

2020年11月19日 医薬品審査管理課長通
知

薬生薬審発1119第3号「再審査品目に係る再審査データ入力ファイルの提出につい
て」

一部改正

2020年11月30日 医薬品審査管理課長通
知

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」

改訂

安
全
性
定
期
報
告

2020年8月31日 局長通知 薬生発0831第5号「新医療用医薬品に関する安全性定期報告制度について」 一部改正
2017年11月28日 医薬品審査管理課長･

医薬安全対策課長通知
「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 (改正なし)

2020年12月9日 医薬品審査管理課長･
医薬安全対策課長通知

安全性定期報告に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について 一部改正

2020年12月25日 PMDA通知 薬機審業発第0901001号「医薬品安全性定期報告の受付方法等について」（改正） 一部改正
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1. 省令、通知改正の経緯・背景（主な関連通知等②）
発出日 発出元 名称 備考

適
合
性
調
査

2020年8月31日 医薬品審査管理課長通
知

薬生薬審発0831第4号「新医薬品の承認申請資料適合性書面調査、医薬品のGCP実
地調査及び医薬品のGPSP実地調査等に係る実施要領について」

改正

2020年8月31日 PMDA理事長通知 薬機発第 0831001号「医薬品の承認申請資料に係る適合性書面調査及びＧＣＰ実地
調査の実施手続き並びに医薬品の中間評価、再審査及び再評価申請資料の適合性書
面調査及びＧＰＳＰ実地調査の実施手続きについて」

改正

2020年11月16日 PMDA審査センター長 薬機審長発第1116001号「医薬品及び再生医療等製品の適合性調査におけるEDC管
理状況の確認方法について」

改正

2020年11月16日 PMDA審査センター長 薬機審長発第1116002号「医薬品及び再生医療等製品の適合性調査におけるリモー
ト調査の実施方法について」

新規



再評価指定・申請・結果通知

承

認

再
審
査
申
請

再
審
査
結
果

製造販売後DB調査

適
合
性
調
査

照
会
対
応

販
売
開
始

再審査期間(新薬8年等)

使用成績調査

再
審
査
報
告
書

承
認
申
請

製造販売後の安全管理情報の収集・評価・措置実施

市販直後調査
安全性定期報告

製販後臨床試験

医薬品リスク管理計画（製造販売後調査等実施計画書）の作成・変更

医薬品再審査制度と医薬品安全性監視活動

再
審
査
期
間
満
了
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中
間
評
価
申
請

中
間
評
価
結
果

再審査申請の
別紙様式１６の
入力方法の変更

提出方法の変更

条件付き承認医薬品
の中間評価が新設

大幅な効率化を図った
手続き運用の変更

再
審
査
の
公
表

中間評価の
適合性調査

再審査申請を
最後の安定報に
代えることができる

調査単位期間の
変更手続きの変更

再審査資料概要が
PMDAホームページに
公開される
(2021.10以降再審査申請分）



2. 薬機法施行規則

 第59条（再審査申請書に添付すべき資料等）
• 条件付き承認医薬品の中間評価の規定（「3.1 再審査関連」参照）
• 既に評価済みの中間評価資料は、再審査申請時の再提出不要

 第63条（安全性定期報告等）
• 調査単位期間と報告期限日の規定変更（「4.2.安全性定期報告関連」参照）
• 再審査申請で最後の安全性定期報告の提出不要 （「4.1.安全性定期報告関連」参照）
• 条件付き承認医薬品の中間評価の調査申請資料の添付は不要
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発出日 発出元 名称 備考
2020年8月31日 厚生労働大臣 施行規則

・第五十九条（再審査申請書に添付すべき資料等）
・第六十三条（安全性定期報告等）

一部改正



発出日 発出元 名称 備考
2020年8月31日 医薬品審査管

理課長通知
薬生薬審発0831第3号「条件付き承認された医薬品に
おける承認後の品質、有効性及び安全性に関する調査
に際し添付すべき資料について」

3.1. 再審査関連（条件付き承認医薬品の中間評価）（新設）

 中間評価の申請書類
• 再審査申請資料と同様の構成（副作用の発現状況（自発）、研究報告を除く）
• 「承認時に付された条件に係る調査」以外にも中間評価申請時点で終了している

調査結果等も含める
 適合性調査

• 再審査申請資料の信頼性の基準に基づき実施
（「5. 適合性調査関連」参照）
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発出日 発出元 名称 備考
2020年11月30日 医薬品審査管

理課長通知
薬食審査発1019第3号2009年10月19日（2020年11月
30日改訂）「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」

改訂

3.2. 再審査関連（再審査資料の公表）（改訂）

 資料概要は、2021(令和３)年10月１日以降に申請した品目が対象
• 再審査の資料概要*が公表対象であり、添付資料は含まれない

* 別紙様式１～10及び12～15を含む
（別紙様式11「副作用・感染症症例報告の目次」は公表対象外）

• 「承認時に付された条件」が解除された場合、再審査申請時点
で公表されているRMPを資料概要とともに公表

参考：「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）

• 資料概要のマスキングは企業責任
10

公表の対象
（1）再審査報告書（審議結果報告書があれば含む。）
（2）資料概要

資料概要の表紙には「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。



3.2. 再審査関連（再審査資料の公表）（改訂）
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 ﾌｧｰﾏｺﾋﾞｼﾞﾗﾝｽ部会通信 (No.12;臨時) 2020年12月11日発行より



発出日 発出元 名称 備考
2020年11月19日 医薬品審査管

理課長通知
薬生薬審発1119第3号「再審査品目に係る再審査デー
タ入力ファイルの提出について」

3.3. 再審査関連（再審査データ入力ファイル（別紙様式16）①）（改正）

 再審査申請の別紙様式16のフォーマット変更
• データ入力仕様の変更
• CSVに加えてExcelでの提出も可能
• 脱落理由等の詳細を入力することで適合性調査の「脱落症例一覧」が提出不要

 2021（令和３）年４月１日以降の再審査申請品目が対象
・上記に該当する場合でも、既に旧課長通知に基づき別紙様式16の作成

に着手している場合には、旧課長通知に従った作成でよい

12

別紙様式16の作成は、CROに委託している企業も多いことから、CRO協会を通じて本改
正内容を案内しています。
本通知以降に、着手される場合には改正内容をCROとともに十分にご確認ください。
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“（有脱落 1）”等の理由別に付番しファイルの最後に脱落理由等
を記載すれば、適合性調査の除外症例一覧表*は提出不要になる
*「Ⅰ．申請時提出資料」「1.医薬品GPSP実地調査に係る資料」
⑪使用成績調査の完全除外症例、安全性除外症例、有効性除外症
例一覧表（除外理由を含むこと。)これまでの記号＋数字から

生年月日は西暦8桁（YYYYMMDD)
年齢は実数、「歳代」等は日本語で入力

国際共同試験等でWHO-DD等により管
理している場合も「再審査用医薬品名
コード表」にて入力する

3.3. 再審査関連（再審査データ入力ファイル（別紙様式16）②）（改正）



発出日 発出元 名称 備考
2020年8月31日 医薬品審査管

理課長通知
薬生薬審発0831第8号「医薬品再審査・再評価申請中
に当該申請書記載事項等の 変更が生じた場合の取扱
いについて」

3.4. 再審査関連（再審査申請書の変更届）（改正）

• 再審査申請後に再審査申請書の記載事項の変更があった場合の対応
（承継による申請者の変更、社名・住所等の変更等）

• 申請時期別の対応を明確化
• （申請者の）押印等不要
• 再評価資料も同様の対応
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4.1. 安全性定期報告関連（最後の安全性定期報告）（改正）

 再審査申請で最後の安全性定期報告の代わりとすることができる
• 安全性定期報告にPBRERを添付している品目では、再審査申請時に未提出のPBRER

を添付*する（再審査期間満了日までのPBRERである必要はない）
*2020年3月25日付け「再審査資料通知」(2.7.引用文献)参照

• 再審査申請後に再審査満了日までの期間を含むPBRERを入手した場合は、必要に応
じPMDAの再審査担当に相談する（Q&A18)

• 2020年9月1日以降に提出する最後の安全性定期報告が対象（Q&A6、7)
（安全性定期報告の報告期限（DLP）、報告期限日又は再審査申請の満了日、申請
日ではなく、最後の安全性定期報告の提出予定（提出期限）日が2020年9月1日以降
が対象）
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発出日 発出元 名称 備考
2020年8月31日 施行規則 第63条（安全性定期報告等）
2020年8月31日 局長通知 薬生発0831第5号「新医療用医薬品に関する安全性定

期報告制度について」
2020年12月9日 二課事務連絡 安全性定期報告に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について Q＆A6、7、18



4.2. 安全性定期報告関連（指定日と報告期限）（改正）

 調査単位期間の任意の変更が可能となる
報告期限日は「厚生労働大臣が指定する日」から「2年間は半年“以内” 」ごと、
「その後は1年“以内” 」ごとに変更
• 従来、厚生労働大臣が指定する日から2年間は半年ごと、その後は1年ごとに提出することとなって

いたため、 PBRERの作成期間の変更があった場合は安全性定期報告のDLPを変更するために「厚
生労働大臣が指定する日」の変更が必要であった（第5回の提出を除く）

• 今後は「厚生労働大臣が指定する日」を変更することなく、企業が半年以内ごと又は1年以内ごと
にDLPを変更し安全性定期報告を提出できる）

• 報告期限日を変更する場合は、別紙様式第１の備考欄に変更理由を記載する。
（安全対策第一部又は第二部への事前相談は不要）（Q&A2)
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発出日 発出元 名称 備考
2020年8月31日 施行規則 第63条（安全性定期報告等）
2020年8月31日 局長通知 薬生発0831第5号「新医療用医薬品に関する安全性定

期報告制度について」
2020年12月9日 二課事務連絡 安全性定期報告に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について Q＆A2



4.3. 安全性定期報告関連（提出方法①）（改正）

• 提出物は紙の「別紙様式第1」と電子ファイルの「添付資料等」（Q&A24）
 添付資料等となる「別紙様式第1」、「別紙様式1～4」、「添付文書」、「(PBRER を添付する場合

は)PBRER」の電子ファイルをCD-R/DVD-Rに入れる
 従来通り別紙様式4は電子的報告（紙媒体に電子媒体を添えて報告を行っている場合も含む）を行っていれば

作成不要
 別紙様式第1などで別添･別表としているものも電子ファイル（CD-R/DVD-R ）へ
 PMDA受領印を押した企業控えが必要な場合には、提出資料とは別に

(紙)「別紙様式第1」を1部（提出資料と合わせて計２部）と返信用封筒を同封（Q＆A26）
• 「安全性定期報告 事前連絡票」を上記提出物とともに同封

 「安全性定期報告 事前連絡票」は提出前日までにPMDA審査業務部業務第一課宛へメール等にて送信
• 電子ファイルのファイル名、CD-R/DVD-Rの印字方法の詳細を確認（Q&A23）
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発出日 発出元 名称 備考
2020年12月9日 二課事務連絡 安全性定期報告に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について Q＆A23､24､26
2020年12月25日 PMDA通知 薬機審業発第0901001号「医薬品安全性定期報告の受付

方法等について」（改正）



4.3. 安全性定期報告関連（提出方法②）（改正）

• 提出部数は1部（Q&A23）
 平成25年5月17日付け二課長通知（平成29年11月28日改正）の記3.（2）「提出

部数」及び（3）「電子媒体」は、局長通知の記の7.（2）に読み替え
• 別紙様式第1には報告者の押印は不要

 従来は押印した別紙様式第1を正本副本各1部を提出していた
→正本副本とも押印不要になった

• 提出はPMDA審査業務部業務第一課に「郵送」する。
 従来は「持参又は郵送」であった。
 持参での提出も可能であるが、提出の際にPMDAホームページ

「受付業務について」を適時確認する。
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発出日 発出元 名称 備考
2020年12月9日 二課事務連絡 安全性定期報告に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について Q＆A23､24､26
2020年12月25日 PMDA通知 薬機審業発第0901001号「医薬品安全性定期報告の受付

方法等について」（改正）

旧通知ではあった
「印」がなくなり

ました



19

№ 提出物 内容 備考
① 報告書（紙） 別紙様式第1 紙押印不要
② 報告書（電子）*1

CD-R又はDVD-R
別紙様式第1
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3
別紙様式4 *2
PBRER *3
添付文書

③ 事前連絡票（紙） 安全性定期報告 事前連絡票 紙
④ 企業控え

(必要な場合)
別紙様式第1 紙
返信用封筒 切手等貼付

4.3. 安全性定期報告関連（提出方法③）（改正）
• 提出内容一覧

*1 別添･別表としているものあればそれらも含む
*2 電子的報告（紙媒体に電子媒体を添えて報告を行っている場合も含む）を行っていれば作成不要
*3 PBRER を添付する場合

 ﾌｧｰﾏｺﾋﾞｼﾞﾗﾝｽ部会通信 (No.12;臨時)
2020年12月11日発行より



郵送

従前

4.3.安全性定期報告関連（提出方法 図解）（改正）

20

押印用の別紙様式第1
に受領印を押した企
業控えが送付される



4.4. 安全性定期報告関連（RMP対象外品目）

• RMPの対象でない品目（基本計画書の品目）は従前の通知に基づく別紙様式第1の作成・
提出でよい

• 従前の通知に基づく対応でも押印は不要
• 今回の改正では記載箇所が変更
（旧通知では「６．適用時期等について」に記載）

21

発出日 発出元 名称 備考
2020年8月31日 局長通知 薬生発0831第5号「新医療用医薬品に関する安全性定

期報告制度について」

４．報告の様式について
本通知別添１又は２の別紙様式第１により報告すること。ただし、医薬品リスク管理計画が提出され
ていない医薬品又は平成26年10月1日より前に医薬品リスク管理計画が提出された医薬品については、
なお従前の例によることができること。なお、（省略）



4.5. 安全性定期報告関連（安全性定期報告に関するＱ＆Ａの変更概要①）

22

質疑項目 項目要旨 区分 旧事務連絡
１．全般的事項
（問1） 指定日 承認時指定日申告 変更なし （問1）
（問2） 報告期限日 報告期限日の変更 改正 （問2）
（問3） 安全性定期報告書の提出時期 調査等開始前の報告 変更なし （問3）
（問4） 〃 別紙様式2～4に記載情報がない場合 変更なし （問4）
（問5） 〃 発売遅延時の対応 変更なし （問5）
（問6） 〃 最終報告の代替え 改正 （問6）
（問7） 〃 最終報告 新設
（問8） 調査結果を踏まえた対策 使用上の注意改訂手続き 変更なし （問7）
（問9） 〃 CCSIの取り扱い 記載整備 （問8）
２．二課長通知別紙様式の記載方法
（問10） 別紙様式１-２、２ 発現頻度算出時の分母 変更なし （問9）
（問11） 〃 主要臨床試験の併合記載 変更なし （問10）
（問12） 〃 二重盲検比較試験時のキーオープン 変更なし （問11）
（問13） 〃 対照群がある調査試験等 変更なし （問12）



4.5. 安全性定期報告関連（安全性定期報告に関するＱ＆Ａの変更概要②）

23

質疑項目 項目要旨 区分 旧事務連絡
２．二課長通知別紙様式の記載方法
（問14）別紙様式３、４ 適応追加時の治験副作用等 変更なし （問13）
（問15） 〃 別紙様式3の対象 変更なし （問14）
（問16） 〃 同一症例同一副作用追加報告 変更なし （問15）
（問17） 〃 PMDAフィードバック 変更なし （問16）
3．PBRER関連
（問18） 再審査申請後PBRER 新設
（問19） 入手不能時（海外MAH） 変更なし （問17）
（問20） 作成不能時（国内MAH） 変更なし （問18）
（問21） 国内開発・販売品目 変更なし （問19）
4．その他
（問22） 製造販売後調査等結果 記載整備 （問20）
（問23） 電子媒体での提出部数・媒体 改正 （問21）
（問24） 電子媒体に含める様式 新設
（問25） 市販直後調査結果 変更なし （問22）
（問26） 企業控え 新設



5.1. 適合性調査関連（改正概要）

24

発出日 発出元 名称 備考
2020年8月31日 医薬品審査管理課

長通知
新医薬品の承認申請資料適合性書面調査、医
薬品のGCP実地調査及び医薬品のGPSP実地
調査等に係る実施要領について（薬生薬審発
０８３１第４号）

別添1：新薬の書面調査
別添2：GCP実地調査
別添3：GPSP実地調査

2020年8月31日 PMDA理事長通知 医薬品の承認申請資料に係る適合性書面調査
及びＧＣＰ実地調査の実施手続き並びに医薬
品の中間評価、再審査及び再評価申請資料の
適合性書面調査及びＧＰＳＰ実地調査の実施
手続きについて（薬機発第 0831001号）

別添１：新薬の書面調査、GCP実地
調査
別添２：中間評価、再審査、再評価
の書面調査、GPSP実地調査

• 書面調査、GCP実地調査、GPSP実地調査、GLP実施調査を一つの通知に統合
• 電子媒体にてCD-Rで1部を提出（鑑となる「別紙様式13（申請時提出資料）」
及び「別紙様式16（調査直前提出資料）」は紙媒体も必要）

• （申請者の）押印不要
• GPSPをGCPに寄せる方向で改正
• 条件付き承認された医薬品の中間評価を導入
• 2020年9月1日より適用（2020年10月31日提出分迄は従前の通知対応可）



5.2. 適合性調査関連（課長通知の立て付け①）（改正）
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改正後

統合

（通称：実施要領）

新医薬品の承認申請資料適合性書面調
査、医薬品のＧＣＰ実地調査及び医薬
品のＧＰＳＰ実地調査等に係る実施要
領について（薬生薬審発０８３１第４
号）

改正前

書面 「新医薬品の承認申請資料適合性書面調査の実施要領について」（平成26年11
月21日付け薬食審査発1121第５号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）

GCP
実地

「医薬品ＧＣＰ実地調査の実施要領について」(平成26年11月21日付け薬食審
査発1121第１号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）

GPSP
実地

「医薬品のＧＰＳＰ実地調査に係る実施要領について」（平成17年３月30日付
け薬食審査発0330003号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）

GLP 「ＧＬＰ適用試験施設票の提出について」（平成17年８月５日付け薬食審査発
第0805005号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）

中間
評価

（新設）
条件付き承認された医薬品に係る中間評価

• 書面調査、各実地調査の通知の統合、条件付き承認の中間評価の新設を含め
て1つの通知にした

• 2020年9月1日施行



5.2. 適合性調査関連（課長通知の立て付け②）（改正）
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発出日 発出元 名称 備考
2020年8月31日 医薬品審査管理課

長通知
新医薬品の承認申請資料適合性書面調査、医
薬品のGCP実地調査及び医薬品のGPSP実地
調査等に係る実施要領について（薬生薬審発
０８３１第４号）

別添1：新薬の書面調査
別添2：GCP実地調査
別添3：GPSP実地調査

• 別添は対象範囲ごとに整理
• 別添は現状の調査の手続きに合わせて、各手続きごとに詳細な記載となった
• 別紙様式に厚生労働省が行う立入検査の様式を追加

別添１ • 新薬（治験）の書面調査（GLP適用試験含む）
• 中間評価の調査、再審査及び再評価の書面調査は準用

として対象
別添２ • GCPの実地調査（製造販売後臨床試験も対象）
別添３ • GPSPの実地調査
別紙様式1～8



5.3. 適合性調査関連（PMDA理事長通知の立て付け①）（改正）
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改正後

統合

（通称：手続き通知）

医薬品の承認申請資料に係る適合性書
面調査及びＧＣＰ実地調査の実施手続
き並びに 医薬品の中間評価、再審査及
び再評価申請資料の適合性書面調査及
びＧＰＳＰ実地調査の実施手続きにつ
いて（薬機発第 0831001号）

改正前
書面･

GCP実地
「医薬品の承認申請資料に係る適合性書面調査及びＧＣＰ実地調査の実施手続
きについて」（平成 28年５月 11日付け薬機発第 0511005号独立行政法人医
薬品医療機器総合機構理事長通知）

書面･
GPSP実地

「医薬品の再審査及び再評価申請資料の適合性書面調査及びＧＰＳＰ実地調査
の実施手続きについて」（平成 26年 11月 21日付け薬機発第 1121007号独
立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長通知）

• 課長通知（実施要領）に合せ、PMDA理事長通知（手続き通知）についても
統合された

• 2020年9月1日施行（2020年10月31日提出分迄は従前の通知対応可）



5.3. 適合性調査関連（PMDA理事長通知の立て付け②）（改正）
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発出日 発出元 名称 備考
2020年8月31日 PMDA理事長通知 医薬品の承認申請資料に係る適合性書面調査

及びＧＣＰ実地調査の実施手続き並びに 医薬
品の中間評価、再審査及び再評価申請資料の
適合性書面調査及びＧＰＳＰ実地調査の実施
手続きについて（薬機発第 0831001号）

別添１：
新薬の書面調査、GCP実地調査
別添２：
中間評価、再審査、再評価の書面調
査、GPSP実地調査

別添は対象範囲ごとに整理
• 別添1：新薬（治験）の書面調査、GCP実地調査
• 別添2：中間評価、再審査、再評価の書面調査、GPSP実地調査

通知統合により提出資料の別紙様式が変更（様式番号の変更を含む）
中間評価、再審査、再評価関係の別紙様式及び別紙

• 別紙様式13*、14、15、16*、17、18、19、20（*資料提出時の鑑）
• 別紙5、6、7



（参考）5.2.及び5.3. 適合性調査関連
（課長通知・理事長通知の立て付け）（改正）

29
 2020年11月16日医薬品医療機器等法改正説明会「再審査適合性調査の最近の動向」を一部改変

リモート
調査通知

PMDA審査
センター長

EDC通知

PMDA審査
センター長



5.4. 適合性調査関連（PMDA理事長通知の変更点 概要）（改正）
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リモート調査の導入
• 電磁的記録を閲覧するための環境を申請者が準備
• 「搬入・搬出責任者連絡票」､「搬出確認書」､「立会者一覧」の廃止
• 適合性調査の延期又は中断の規定追加

適合性調査の効率化
• 適合性調査の日程調整

• 再審査申請日から15労働日以内に調査実施時期の目安を申請者に連絡
• 連絡方法をメールに統一（FAX､電話､メール ⇒ メールに統一）

• 提出資料と提出時期の整理
• 適合性書面調査の結果通知を新設（従来は実地調査の結果通知のみ）



5.4.1. 適合性調査関連（日程調整）（改正）
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• 適合性調査の日程調整
1．申請者：申請日から5労働日以内にPMDAに再審査申請した旨をメール

にて送信する（同時に適合性調査を受けたい品目がある場合は
その旨も記載する）

2．PMDA：メール受理後 10労働日以内に、調査実施時期（目安）を申請者
に返信する。

3．PMDA：調査が実施できる目処がついた段階で申請者と打ち合わせを行
い、調査日程の調整を申請者に依頼する。

4．申請者：原則として依頼日から1週間以内に回答する
5．PMDA：申請者へ適合性書面調査日程等を通知する（別紙様式14）

 再審査申請直後に調査予定の伝達を1ヵ月以内（目安）
 適合性調査の実施は申請から５～7ヵ月以内（目処）
 複数品目の同時実施は申請日差異が3ヵ月（目途）

【 2021年1月15日「GPSP説明会2021」より】



5.4.2. 適合性調査関連（提出書類）（改正）
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• 提出資料の書類を「申請時提出資料」と「調査直前提出資料」に整理
• 資料提出の鑑を別紙様式に新設
• 詳細は通知の別紙6（又はバックアップスライド）参照のこと（提出時期にも注意）
• 提出先：医療機関調査に係る資料を郵送で提出する場合を除き、信頼性保証部から審査業務部に変更
（概要）
新規に追加される資料

• 資料提出の鑑
• 申請時提出資料は別紙様式13、調査直前提出資料は別紙様式16
• EDC調査を実施した場合は全症例の電子症例報告書（写）とユーザー一覧

廃止される資料（簡略名）
• 社内各部門の業務分掌
• 管理部門の業務分担一覧
• 管理部門の担当者の略歴
• 実施部門の人数及び業務分担一覧
• 手順書の配布一覧

変更される資料
• 調査等の除外症例一覧（再審査申請資料の別紙様式16に記載の場合、提出不要）
• 再審査資料適合性調査における事前情報（旧 事前提出資料（FAX））



5.4.3. 適合性調査関連（提出時期①）（改正）
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これまで五月雨式に提出していた事前提出資料、当日の準備資料等があった
が、基本的に資料は電子媒体での事前提出となる
概ね資料の提出時期は以下に分類される

• 申請時提出資料（再審査申請と同日に提出）
① すべて又は部分的に提出

申請日に提出が困難な資料は一部遅延が認められている。
遅延する資料がある場合、申請日に提出する別紙様式13の｢７)
その他」欄に遅延する資料及び提出時期を記載する。

② 遅延する提出資料（申請時に提出できなかった）は申請日から1カ月以
内に新たに別紙様式13（鑑）を作成し提出

• 調査直前提出資料
（製造販売後臨床試験及び受託者の実地調査に関連した資料）
③ 原則として、PMDAからの提出依頼日から3週間以内に提出



5.4.3. 適合性調査関連（提出時期②）（改正）
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これまでの提出タイミングと提出資料
①再審査申請時

②提出依頼時

③日程調整時

④調査担当者からの
連絡時

⑤医療機関調査に係
る資料提出依頼時

事前提出資料(1)～(7)

実施施設等一覧
＋事前情報（FAX)

事前提出資料(1)～(7)、
(18)(22)(23)以外

事前提出資料(18)(22)(23)

医療機関調査に係る資料

これからの提出タイミングと提出資料
①再審査申請時
※下記②にて追加提出する場合に
は「遅延する資料名･提出時期」を
別紙様式13「7）その他」欄に記載

②再審査申請日から
1か月以内
※上記①で追加提出可のもの

③直前提出資料
依頼から3週間以内

別紙様式13
・資料目録〔別紙5参照〕
・事前提出資料〔別紙6のⅠ.〕

GPSP：1.①～⑲
製販後臨床：2.①～③

・医薬品GCP適用治験報告票
・外国GCP調査(査察)結果
・GLP適用試験施設票 等

別紙様式13
・事前提出資料〔別紙6のⅠ.〕

GPSP：1.⑤～⑲
製販後臨床：2.②

別紙様式16
・ 事前提出資料〔別紙6のⅡ.〕

製販後臨床：1.①～⑪
受託者：2.①～②
医療機関調査：3.①～⑧



5.5. 適合性調査関連（リモート調査通知）
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発出日 発出元 名称 備考
2020年11月16日 PMDA審査セン

ター長
適合性調査おけるリモート調査の実施方法に
ついて（薬機審長発第1116002号）

適合性調査の実施手続きについては、PMDA理事長通知にて、平時にお
いてもリモート調査を実施できるよう明文化されたことから、その具体
的な実施方法等（リモート調査の実施方針、リモート調査の実施手順、
根拠資料を準備する際の留意事項、クラウド等システムおよびweb会議
システムに関する留意事項等）を提示
本通知はリモート調査実施の可否を定めるものではない
効率的かつ効果的な実施ができるようPMDAホームページに抽出条件や

範囲を指定する根拠資料の例示等が掲載
本通知は2020年11月16日より適用



5.6. 適合性調査関連（EDC通知）
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発出日 発出元 名称 備考
2020年11月16日 PMDA審査セン

ター長
適合性調査おけるEDC管理状況の確認につい
て（薬機審長発第1116002号）

Electronic Data Capture（EDC）を利用した治験、製造販売後臨床試験
及び使用成績調査に関する適合性調査の実施手続きについては、薬機審
長発第0327001号（平成25年３月27日付）により示されてきたが、適合
性調査をより効果的かつ効率的に実施するため、本通知を発出
適合性調査におけるEDC管理状況の確認について、趣旨、適用の範囲、

調査方法等を記載
本通知は2021年１月1日より適用



5.7. 適合性調査関連（参照①）

37

リモート調査に関する事項等についてはPMDAホームページ1、各種通知2

や説明会資料3なども含めて最新の情報をご確認ください。
1：PMDAホームページ「当面の適合性書面調査及びGCP/GPSP実地調査実施方針」

https://www.pmda.go.jp/review-services/inspections/gcp/0004.html
［1］ 当面の適合性調査の実施方針について（医薬品及び再生医療等製品）
［2］「医薬品及び再生医療等製品の適合性調査におけるリモート調査の実施方法について」
［3］「医薬品及び再生医療等製品の適合性調査におけるリモート調査の実施方法について」第5項に規定する資料
［4］「医薬品及び再生医療等製品の適合性調査におけるEDC管理状況の確認方法について」第4項に規定する資料

2：「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う当面の適合性書面調査及び GCP 実地調査の実施
要領に関する取扱いについて」（令和2年5月12日付け事務連絡）
https://www.pmda.go.jp/files/000235011.pdf

3：2020年11月16日(月)医薬品医療機器等法改正(添付文書電子化等)説明会
「再審査適合性調査の最近の動向について（手続き通知の改正内容／リモート調査の実施状況／製造販売後データ

ベース調査の信頼性に関する留意点等）」

2021年1月15日(金) GPSP説明会2021

https://www.pmda.go.jp/review-services/inspections/gcp/0004.html
https://www.pmda.go.jp/files/000235011.pdf


5.7. 適合性調査関連（参照②）

38

• 最新の情報をご確認ください。
PMDAホーム>審査関連業務>信頼性保証業務（GLP/GCP/GPSP）>GCP実地調査/適合性書面調査

https://www.pmda.go.jp/review-services/inspections/gcp/0004.html

https://www.pmda.go.jp/review-services/inspections/gcp/0004.html


6. その他（新設・改正）

39

• 再評価の公示を明⽂化（施行規則）

• 中間評価の適合性調査は、再審査と同様に運用される

• 改正省令により押印等が不要

【新設】（医薬品の再評価に係る公示の方法）
第六十六条の二 法第十四条の六第一項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。

【改正】実施要領通知（薬生薬審発0831第4号）、手続き通知（薬機発第 0831001号）にて規定

【改正】改正省令（厚生労働省令第208号）にて押印等（記名押印又は署名）が不要になった。
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6.1.押印等廃止（関連通知）
発出日 発出元 名称 備考

省
令

2020年12月25日 厚生労働大臣 厚生労働省令第208号 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改
正する省令

一部改正

通
知

2020年12月25日 厚生労働省 医薬・生活衛局
長

薬生発1225第4号 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正す
る省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて

新規

2020年12月25日 PMDA理事長 薬機発第1225054号 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する
省令の公布及び施行に伴う独立行政法人医薬品医療機器総合機構における押印の取扱いについて

新規

2020年12月25日 PMDA審査業務部長 薬機審業発第1223001号 医薬品安全性定期報告の受付方法等について（改正） 一部改正
2020年12月25日 PMDA理事長 薬機発第1225002号「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う対面助言、証明確認調査

等の実施要綱等について」の一部改正について
一部改正

2020年12月25日 PMDAレギュラトリーサイエ
ンスセンター長

薬機レギ長発第1225001号 MID-NETの利活用に係る申出等の事務処理手続の取扱いについて 一部改正

2020年12月25日 PMDA審査マネジメント部長､
安全性情報･企画管理部長､医薬
品安全対策第一部長､医薬品安
全対策第二部長､医療機器品質
管理･安全対策部長

薬機審マ発第1225001号･薬機安企発第1225001号･薬機安対一発第1225001号･薬機安対二発
第1225001号･薬機品安発第1225001号「E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告
及び治験副作用等報告の留意点について」の一部改正について

一部改正

2020年12月25日 PMDA審査マネジメント部安
全性情報・企画管理部

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応において押印省略した副作用等報告の差替えの
取扱い変更について（依頼）
（市販後副作用等報告､市販後副作用等報告､医薬品未知･非重篤副作用定期報告､再生医療等製品不具合報告､感染症定期報告）

2020年12月25日 PMDA安全性情報･企画管理部
長､医薬品安全対策第二部長

薬機安企発第1225002号･薬機安対二発第1225002号「再生医療等製品の不具合等報告の留意
点について」の一部改正について

一部改正

2020年12月25日 PMDA医療機器品質管理・安
全対策部長

薬機品安発第1225002号「医療機器の不具合等報告の留意点について」の一部改正について 一部改正



6.1.押印等廃止（薬生発1225第4号）

押印等廃止の個別通知が発出されていないものでの対応

• 局長通知のとおり押印等は不要
• 様式に㊞があるものを削って作成・提出しても差し支えない

41

【局長通知抜粋】
第５ 医薬・生活衛生局（旧生活衛生・食品安全部を除く。）が発出した通知における押印等の取扱いについて

本省令の趣旨を踏まえ、施行日前に厚生労働省医薬・ 生活衛生局（旧生活衛生・食品安全部を除く。）が発
出した通知であって、申請等の際に押印等を求めているものについては、押印等が無かったとしても、特段の定
めのない限り、正当に申請等があったものとして受け付けることとする。ただし、＜省略＞

平成24年4月26日付け薬食審査発0426第2号･薬食安発0426第1号「医薬品リスク管理計画の策定について 」、
平成25年12月20日付け薬食安発1220第14号「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」、
平成18年3月24日付け薬食安発第0324001号「医療用医薬品の市販直後調査の実施方法等について」、
平成10年12月1日付き医薬審第1058号「新医薬品等の申請資料の信頼性の基準の遵守について」など



6.1.押印等廃止（参考）

42平成25年12月20日付け薬食安発1220第14号「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」

平成24年4月26日付け薬食審査発0426第2号･薬食安発
0426第1号「医薬品リスク管理計画の策定について」

RMP関連 再審査
期間中の
新医薬品

以外

押印不要
㊞削ってよい



6.1.押印等廃止（参考）

43平成10年12月1日付き医薬審第1058号「新医薬品等の申
請資料の信頼性の基準の遵守について」

平成18年3月24日付け薬食安発第0324001号「医療用医薬
品の市販直後調査の実施方法等について」

直後調査
関連 再審査等

陳述書

GB「再審査申請の手引き-平成30年改訂-」より

押印不要
㊞削ってよい



6.2. 各種手引き（GB）について

44

安全性定期報告の手引き（仮称）

再審査申請の手引き（仮称）

再審査適合性調査の手引き（仮称）
（2021年度発行予定）



継続課題対応チーム3
「再審査・再評価制度、信頼性保証に関する課題対応」（2020年度～）

田渕 裕美 アステラス製薬㈱ ○ 小山 貴彦 大鵬薬品工業㈱
築部 尚子 エーザイ㈱ 堀川 靖 帝國製薬㈱

◎ 小泉 一馬 MSD㈱ 中野 聖子 鳥居薬品㈱
○ 徳山 年美 大塚製薬㈱ ○ 長谷部 健 日本新薬㈱
◎ 斎藤 武 小野薬品工業㈱ 相川 由紀 ノボ ノルディスク ファーマ㈱
木下 隆之 科研製薬㈱ 飯沼 有紀 久光製薬㈱

○ 浅井 直子 協和キリン㈱ 田中 悦子 富士フイルム富山化学㈱
仁科 哲史 サノフィ㈱ 中尾 智佳子 藤本製薬㈱
堀内 華絵 生化学工業㈱ 東馬場 貴弘 扶桑薬品工業㈱

○ 松本 利彦 ゼリア新薬工業㈱ ● 田中 雅也 丸石製薬㈱
茂手木 洋子 セルジーン㈱ ○ 足立 勇博 持田製薬㈱
坂本 祐一郎 千寿製薬㈱ 徳増 孝樹 ユーシービージャパン㈱

○ 佐藤 有紀 第一三共㈱
○ 笠井 良樹 大正製薬㈱ ☆ 西嶌 一訓 大正製薬㈱
笹 洋明 大日本住友製薬㈱ ★ 花輪 正明 塩野義製薬㈱

●リーダー ◎サブリーダー ○拡大幹事 ☆担当副部会長 ★医薬品評価委員会副委員長 45



7.資料（Back up）
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Back up



適合性調査関連（提出資料：Ⅰ.申請時提出資料1）（改正）

47

別紙6 改正後(申請時提出資料)
① 製造販売後調査等の概要

② 製造販売後調査等の委託業務の概要

③ 自己点検の概要

④ 再審査資料適合性調査における事前情報
※参考記載例を参考に作成し、提出してください。

⑤ 承認時及び再審査申請時の製造販売後調査等業務手順書及
び細則（以下「製造販売後調査等業務手順書等」とい
う。）の写し

⑥ 製造販売後調査等業務手順書等の改訂履歴及び改訂理由等
の一覧（承認時から再審査申請時に提出した版まで）

別紙2 改正前(事前提出資料)

1.(1) 製造販売後調査等の概要

1.(2) 委託業務の概要

1.(3) 自己点検の概要

1.(4) 承認時及び再審査申請時の製造販売後調査等業務手順書及び
細則（以下「製造販売後調査等業務手順書等」という。）の
写し

1.(5) 製造販売後調査等業務手順書等の改訂履歴及び改訂理由等の
一覧

1.(6) ＧＣＰ適合性調査資料

1.(7) ＧＬＰ適合性調査資料
場所移動
（不要になった訳ではご
ざいません。

資料

従前はFAXであった資料

１. 医薬品ＧＰＳＰ実地調査に係る資料

Back up



適合性調査関連（提出資料： Ⅰ.申請時提出資料2）（改正）
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別紙6 改正後(申請時提出資料)
⑦ 組織図：承認から再審査申請までの期間における、会社組

織全体の中における製造販売後調査等業務を管理する部門、
製造販売後調査等を実施する部門（製造販売後臨床試験の
実施に係る部門、医薬情報担当者等が所属する支店又は営
業所等）及びその他の関連する部門（安全確保業務の統括
に係る部門等）の位置付けが確認できるもの又は営業所
等）及びその他の関連する部門（安全確保業務の統括に係
る部門等）の位置付けが確認できるもの

別紙2 改正前(事前提出資料)
1.(8) 組織図

1.(9) 社内各部門の業務分掌

1.(10) 製造販売後調査等業務を管理する部門に属する者の製造販
売後調査等業務及びその他の関連する部門に属する者の業
務分担一覧

1.(11) 製造販売後調査等業務を管理する部門に属する者及びその
他の関連する部門に属する者の略歴（在社年数、製造販売
後調査等業務従事年数）及び人員等

1.(12) 製造販売後調査等を実施する部門ごとに、各部門に属する
者の人数及び業務分担一覧

1.(13) 製造販売後調査等業務手順書等の配布先及び配布一覧

提出不要に！

１. 医薬品ＧＰＳＰ実地調査に係る資料

資料 Back up



適合性調査関連（提出資料： Ⅰ.申請時提出資料2）（改正）

49

別紙6 改正後(申請時提出資料)

⑧ 登録・調査票回収（製造販売後データベース調査において
は、医療情報データベース取扱事業者から提供された範囲
の医療データの受領）・データマネジメント・症例検討
会・解析～再審査（又は再評価）申請資料作成のフロー図
（必要に応じて安全管理統括部門との連携含む）、製造販
売後調査等業務受託者の関与等の説明資料

⑨ 安全性データベース利用状況（安全性データベース移行状
況に関する記録を含む）の説明資料

⑩ 実地調査場所（製造販売後調査等業務を管理する部門の設
置場所）の最寄りの交通機関からの地図

別紙2 改正前(事前提出資料)

1.(14) 登録・調査票回収（製造販売後データベース調査において
は、医療情報データベース取扱事業者から提供された範囲
の医療データの受領）・データマネジメント・症例検討
会・解析～再審査（又は再評価）申請資料作成のフロー図
（必要に応じて安全管理統括部門との連携含む）、製造販
売後調査等業務受託者の関与等の説明資料

1.(15) 安全性データベース利用状況（安全性データベース移行状
況に関する記録を含む）の説明資料

1.(16) 実地調査場所（製造販売後調査等業務を管理する部門の設
置場所）の最寄りの交通機関からの地図

１. 医薬品ＧＰＳＰ実地調査に係る資料

資料 Back up



適合性調査関連（提出資料： Ⅰ.申請時提出資料3）（改正）
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別紙6 改正後(申請時提出資料)

⑪ 使用成績調査の完全除外症例、安全性除外症例、有効性除
外症例一覧表除外理由を含むこと。（「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」（平成29 年11 
月28 日付け薬生薬審発1128 第2 号）に示される別紙様式
16 に除外理由が記載されている場合には提出不要）

⑫ 副作用等の報告（使用成績調査由来を含む。）一覧表及び
文献・学会報告一覧表（厚生労働省への報告対象以外の副
作用及び有害事象に関するものを含む。）

⑬ 文献・学会報告の情報源・検索条件等

⑭ 当該製造販売後調査等に係わる事項を記入した「医薬品Ｇ
ＰＳＰ適合性調査チェックリスト」（チェックリストは機
構ホームページから入手してください。）

別紙2 改正前(事前提出資料)

1.(17) 使用成績調査の完全除外症例、安全性除外症例、有効性除
外症例一覧表（除外理由を含む）

1.(18) 副作用等の報告（使用成績調査由来を含む）一覧表及び文
献・学会報告一覧表（厚生労働省への報告対象以外の副作
用及び有害事象に関するものを含む）

1.(19) 文献・学会報告の情報源・検索条件等

1.(20) 受託者（機構より連絡を受けた者）における、受託された
製造販売後調査等業務の手順を示す資料（再審査申請時の
受託者の製造販売後調査等業務手順書等）を２部

1.(21) 受託者（機構より連絡を受けた者）の実地調査場所の最寄
りの交通機関からの地図

1.(22) 当該製造販売後調査等に係わる事項を記入した「医薬品Ｇ
ＰＳＰ適合性調査チェックリスト」（チェックリストは機
構ホームページから入手してください。）

調査直前提出資料に！

１. 医薬品ＧＰＳＰ実地調査に係る資料
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別紙6 改正後(申請時提出資料)

⑮ 安全性情報管理シート（任意）（安全性情報管理シートは
機構ホームページから入手してください。提出する場合は、
指定された期日までに電子媒体での提出をお願いしま
す。）

⑯ ・ＥＤＣ（Electronic Data Capture）管理シート（製造販
売後調査等（製造販売後臨床試験を除く。）で電子症例報
告書が使用されている場合のみ）注１

・インシデント関連資料（試験の結果に影響を与えるイン
シデントに限る。）
・ユーザーアカウント（ＩＤ）発行関連資料（企業側担当
者が直接医療機関担当者にアカウントを発行している場合
に限る。）
・盲検性の維持を確認するための資料（ＥＤＣに格納され
る情報を閲覧することで盲検性の維持が困難になる場合に
限る。）

⑰ 電子症例報告書（写）（製造販売後調査等（製造販売後臨
床試験を除く。）で電子症例報告書が使用されている場合
のみ）

⑱ ユーザー一覧（製造販売後調査等（製造販売後臨床試験を
除く。）で電子症例報告書が使用されている場合のみ）

別紙2 改正前(事前提出資料)

1.(23) 安全性情報管理シート（任意）（安全性情報管理シートは
機構ホームページから入手して下さい。）

1.(24) EDC（Electronic Data Capture）管理シート（製造販売後
調査等で使用された場合に提出すること。）

１. 医薬品ＧＰＳＰ実地調査に係る資料

提出必要に！

注１：別に定めるＥＤＣを利用した治験、製造販売後臨床試験及び使用成績調査に係る適合性調査等の実施手続きに関する通知を参考にしてください。
ＥＤＣ管理シートを提出することができない場合には、電子症例報告書の作成に係るシステムの概略と運用手順に関する説明資料を提出してください。
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別紙6 改正後(申請時提出資料)

⑲ 製造販売後データベース調査に関する資料
①. 医療情報データベース取扱事業者が外部に委託している
業務の概要
②. 医療情報データベースに保存されている医療データのう
ち、申請者が閲覧できる範囲及び取得可能な範囲
③. 申請者が医療情報データベース取扱事業者に委託又は依
頼する業務内容の範囲

別紙2 改正前(事前提出資料)

1.(25) 製造販売後データベース調査に関する資料
① 医療情報データベース取扱事業者が外部に委託している
業務の概要
② 医療情報データベースに保存されている医療データのう
ち、申請者が閲覧できる範囲及び取得可能な範囲
③ 申請者が医療情報データベース取扱事業者に委託又は依
頼する業務内容の範囲

１. 医薬品ＧＰＳＰ実地調査に係る資料
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別紙6 改正後(申請時提出資料)

① 総括報告書（付録資料も含む。）の写し（製造販売後臨床
試験実施計画書からの逸脱例及び有効性の解析から除外さ
れた症例の一覧を含む。申請書に添付されている場合を除
く。）

② 製造販売後臨床試験実施計画書（最新版を提出する。申請
書に添付されている場合を除く。）

③ ＣＲＯに業務の一部を委託（いわゆる製造販売後臨床試験
の本来業務に係わるものとし、統計解析業務等は除く。）
している場合は、その業務内容

別紙2 改正前(事前提出資料)

2.(14) 総括報告書（付録資料も含む。）の写し（製造販売後臨床
試験実施計画書からの逸脱例及び有効性の解析から除外さ
れた症例の一覧を含む。）

2.(5) 製造販売後臨床試験実施計画書の写し

2.(16) ＣＲＯに業務の一部を委託（いわゆる製造販売後臨床試験
の本来業務に係わるものとし、統計解析業務等は除く。）
している場合は、その業務内容及び契約書の写し

２. 製造販売後臨床試験に係る資料
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適合性調査関連（提出資料：Ⅱ.調査直前提出資料1）（改正）
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別紙2 改正前(事前提出資料)

2.(1) 製造販売後臨床試験担当部門の組織、体制

2.(2) 製造販売後臨床試験に係る業務に関する手順書（製造販売
後調査等業務手順書に含まれ、別途提出されている場合は
不要）

2.(3) 社内の製造販売後臨床試験に係わる倫理的及び科学的観点
から審議を行う組織の名称及び委員の氏名、職名

2.(4) 監査部門の組織及び監査担当者の氏名

2.(6) 製造販売後臨床試験実施計画書毎の作成経過表
（検討段階から終了までの経過・日程を時系列に記したも
の）

2.(15) 症例検討会等の記録

2.(16) ＣＲＯに業務の一部を委託（いわゆる製造販売後臨床試験
の本来業務に係わるものとし、統計解析業務等は除く。）
している場合は、その業務内容及び契約書の写し

１．製造販売後臨床試験に係る資料（調査対象に選定された場合のみ）

別紙6 改正後(申請時提出資料)

① 製造販売後臨床試験担当部門の組織、体制

② 製造販売後臨床試験の準備及び管理に関する業務の手順書
の写し（Ⅰ．申請時提出資料 １．医薬品ＧＰＳＰ実地調査
に係る資料④により、提出されている資料は除く。）

③ 社内の製造販売後臨床試験に係わる倫理的及び科学的観点
から審議を行う組織の名称及び委員の氏名、職名

④ 監査部門の組織

⑤ 製造販売後臨床試験実施計画書毎の作成経過表
（検討段階から終了までの経過・日程を時系列に記したも
の）

⑥ 症例検討会等の記録

⑦ ＣＲＯに業務の一部を委託（いわゆる製造販売後臨床試験
の本来業務に係わるものとし、統計解析業務等は除く。）
している場合は、契約書の写し
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適合性調査関連（提出資料： Ⅱ.調査直前提出資料2）（改正）
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別紙2 改正前(事前提出資料)

1.(24) EDC（Electronic Data Capture）管理シート（製造販売後
調査等で使用された場合に提出すること。）

2.(18) 当該製造販売後臨床試験に係わる事項を記入した「製造販
売後臨床試験ＧＣＰ適合性調査チェックリスト（試験依頼
者）」（チェックリストは機構ホームページから入手
して下さい。）

１．製造販売後臨床試験に係る資料（調査対象に選定された場合のみ）

別紙6 改正後(申請時提出資料)

⑧ ・ＥＤＣ（Electronic Data Capture）管理シート（製造販売
後臨床試験で電子症例報告書が使用されている場合のみ）注
１

・インシデント関連資料（試験の結果に影響を与えるインシ
デントに限る。）
・ユーザーアカウント（ＩＤ）発行関連資料（企業側担当者
が直接医療機関担当者にアカウントを発行している場合に限
る。）
・盲検性の維持を確認するための資料（ＥＤＣに格納される
情報を閲覧することで盲検性の維持が困難になる場合に限
る。）

⑨ 電子症例報告書（写）（製造販売後臨床試験で電子症例報告
書が使用されている場合のみ）

⑩ ユーザー一覧（製造販売後調査等で電子症例報告書が使用さ
れている場合のみ）

⑪ 当該製造販売後臨床試験に係わる事項を記入した「製造販売
後臨床試験ＧＣＰ適合性調査チェックリスト（試験依頼
者）」（チェックリストは機構ホームページから入手して下
さい。）

提出必要に！

注１：別に定めるＥＤＣを利用した治験、製造販売後臨床試験及び使用成績調査に係る適合性調査等の実施手続きに関する通知を参考にしてください。
ＥＤＣ管理シートを提出することができない場合には、電子症例報告書の作成に係るシステムの概略と運用手順に関する説明資料を提出してください。
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別紙2 改正前(事前提出資料)

1.(20) 受託者（機構より連絡を受けた者）における、受託された
製造販売後調査等業務の手順を示す資料（再審査申請時の
受託者の製造販売後調査等業務手順書等）を２部

1.(21) 受託者（機構より連絡を受けた者）の実地調査場所の最寄
りの交通機関からの地図

２．受託者に関する資料（機構から指示された場合に限る。）

別紙6 改正後(申請時提出資料)

① 受託者における、受託された製造販売後調査等業務の手順を
示す資料（再審査申請時の受託者の製造販売後調査等業務手
順書等）

② 受託者の実地調査場所の最寄りの交通機関からの地図
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別紙2 改正前(事前提出資料)
2.(7) 製造販売後臨床試験責任医師及び医療機関の選定に関する記録（調査

対象医療機関のみ）
2.(10) 調査対象医療機関における製造販売後臨床試験の依頼から終了報告ま

での製造販売後臨床試験手続き関係書類の写し〔製造販売後臨床試験
責任医師及び製造販売後臨床試験分担医師の履歴書等、製造販売後臨
床試験分担医師及び製造販売後臨床試験協力者のリスト及び業務分担
表、医療機関の長の指示・決定（試験の継続も含む。）に関する文書
（製造販売後臨床試験審査委員会の通知文書の写しも含む。）、製造
販売後臨床試験実施計画書からの逸脱記録、製造販売後臨床試験責任
医師からの有害事象報告、製造販売後臨床試験薬の交付・受領等の書
類等を含む〕

2.(17) 「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。以下「ＧＣＰ」という。）第２０条第２項に規定する副作
用等に関する情報の入手から調査対象医療機関への情報提供までの経
過一覧〔副作用名、情報入手日、規制当局への報告日、医療機関の長
及び製造販売後臨床試験責任医師への通知日、製造販売後臨床試験審
査委員会開催日、医療機関の長から製造販売後臨床試験依頼者への文
書通知日〕

2.(13) 症例報告書の写し（調査対象医療機関のみ）

３．医療機関調査に係る資料※１（医療機関調査を実施する場合に限る。）

別紙6 改正後(申請時提出資料)
① 製造販売後臨床試験責任医師及び医療機関の選定に関する記録（調査

対象医療機関のみ）
② 調査対象医療機関における製造販売後臨床試験の依頼から終了報告ま

での製造販売後臨床試験手続き関係書類の写し〔製造販売後臨床試験
責任医師及び製造販売後臨床試験分担医師の履歴書等、製造販売後臨
床試験分担医師及び製造販売後臨床試験協力者のリスト及び業務分担
表、医療機関の長の指示・決定（試験の継続も含む。）に関する文書
（製造販売後臨床試験審査委員会の通知文書の写しも含む。）、製造
販売後臨床試験実施計画書からの逸脱記録、製造販売後臨床試験責任
医師からの有害事象報告、製造販売後臨床試験薬の交付・受領等の書
類等を含む〕

③ 「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。以下「ＧＣＰ」という。）第20条第２項に規定する副作用等
に関する情報の入手から調査対象医療機関への情報提供までの経過一
覧〔副作用名、情報入手日、規制当局への報告日、医療機関の長及び
製造販売後臨床試験責任医師への通知日、製造販売後臨床試験審査委
員会開催日、医療機関の長から製造販売後臨床試験依頼者への文書通
知日〕

④ 症例報告書（写）（調査対象医療機関のみ、Ⅱ．調査直前提出資料 １．
製造販売後臨床試験に係る資料⑨で提出するものを除く）

注３：製造販売後臨床試験実施医療機関を訪問せず、製造販売後臨床試験依頼者等による製造販売後臨床試験実施医療機関の管理状況を重点的に確認すること
により調査を実施する場合には、追加資料の提出を依頼することがあります。
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適合性調査関連（提出資料： Ⅱ.調査直前提出資料5）（改正）
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別紙2 改正前(事前提出資料)
2.(9) 調査対象医療機関における製造販売後臨床試験実施体制（当該製造販

売後臨床試験実施当時に係わるもの）
①. 製造販売後臨床試験に係わる業務の手順書
②. 製造販売後臨床試験審査委員会運営に関する手順書及び委員名簿
③. 製造販売後臨床試験審査委員会の名称と所在地が記載された文書
④. 製造販売後臨床試験事務局の設置日（当該手順書の作成・改訂
日）並びに担当者の氏名及び職名
⑤. 記録保存責任者、製造販売後臨床試験薬管理者の氏名及び職名

2.(12) 調査対象医療機関で被験者に交付された当該製造販売後臨床試験の説
明文書（改訂版を含む。）

2.(8) 調査対象医療機関の概要（当該製造販売後臨床試験実施当時の医療機
関状況）〔標榜診療科数、病床数、入院患者数、外来患者数、医師数、
歯科医師数、薬剤師数、看護職員数、臨床検査技師数、診療放射線技
師数、当該製造販売後臨床試験担当診療科における入院患者数、外来
患者数、医師数、治験及び製造販売後臨床試験の受託数、CRC（所属、
人数の変遷、職種、当該製造販売後臨床試験でのCRC関与の有無）
等〕

2.(11) 調査対象医療機関で実施された臨床検査等の基準値及びその範囲（改
訂版を含む。）

３．医療機関調査に係る資料※１（医療機関調査を実施する場合に限る。）
⑤については、すでに入手されている範囲内での提出をお願いします。

別紙6 改正後(申請時提出資料)
⑤ 調査対象医療機関における製造販売後臨床試験実施体制（当該製造販

売後臨床試験実施当時に係わるもの）
①. 製造販売後臨床試験に係わる業務の手順書②. 製造販売後臨床試験
審査委員会運営に関する手順書及び委員名簿
③. 製造販売後臨床試験審査委員会の名称と所在地が記載された文書
④. 製造販売後臨床試験事務局の名称並びに担当者の氏名及び職名
⑤. 記録保存責任者、製造販売後臨床試験薬管理者の氏名及び職名

⑥ 調査対象医療機関で被験者に交付された当該製造販売後臨床試験の説
明文書（改訂版を含む。）

⑦ 調査対象医療機関の概要（当該製造販売後臨床試験実施当時の医療機
関状況）〔標榜診療科数、病床数、入院患者数（平均）、外来患者数
（平均）、医師数、歯科医師数、薬剤師数、看護職員数、臨床検査技
師数、診療放射線技師数〕
※当該治験実施当時から著しく変更がなければ現在の情報を提出して
ください。
※ホームページ等で確認できる情報については、当該ホームページア
ドレスをお知らせいただくことで差し支えありません。

⑧ 調査対象医療機関で実施された臨床検査等の基準値及びその範囲（改
訂版を含む。）
※製造販売後臨床試験依頼者が契約した中央検査期間を活用する場合
を除く。

注３：製造販売後臨床試験実施医療機関を訪問せず、製造販売後臨床試験依頼者等による製造販売後臨床試験実施医療機関の管理状況を重点的に確認すること
により調査を実施する場合には、追加資料の提出を依頼することがあります。

資料 Back up
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（参考） 省令、通知改正の経緯・背景（主な関連通知等：URL ①）
発出日 発出元 名称 備考

省
令

2020年8月31日 厚生労働大臣 厚生労働省令第百五十五号
施行規則 ・第五十九条（再審査申請書に添付すべき資料等）

・第六十三条（安全性定期報告等）
・第六十六条の二（医薬品の再評価に係る公示の方法）など

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665687.pdf

一部改正

再
審
査

2020年8月31日 局長通知 薬生発0831第11号「医療用医薬品の再審査期間について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665702.pdf

新規

2020年3月25日 医薬品審査管理課長通
知

薬生薬審発0325第10号「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/000235248.pdf

一部改正

2020年8月31日 医薬品審査管理課長通
知

薬生薬審発0831第3号「条件付き承認された医薬品における承認後の品質、有効性及
び安 全性に関する調査に際し添付すべき資料について」
https://www.pmda.go.jp/files/000236364.pdf

新規

2020年8月31日 医薬品審査管理課長通
知

薬生薬審発0831第8号「医薬品再審査・再評価申請中に当該申請書記載事項等の 変
更が生じた場合の取扱いについて」
https://www.pmda.go.jp/files/000236604.pdf

一部改正

2020年11月19日 医薬品審査管理課長通
知

薬生薬審発1119第3号「再審査品目に係る再審査データ入力ファイルの提出につい
て」
https://www.pmda.go.jp/files/000237839.pdf

一部改正

2020年11月30日 医薬品審査管理課長通
知

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」
https://www.praise-net.jp/pn/m/p.asp?i=p/20201765.pdf

改訂
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（参考） 省令、通知改正の経緯・背景（主な関連通知等：URL ②）
発出日 発出元 名称 備考

安
全
性
定
期
報
告

2020年8月31日 局長通知 薬生発0831第5号「新医療用医薬品に関する安全性定期報告制度について」
https://www.pmda.go.jp/files/000236891.pdf

一部改正

2017年11月28日 医薬品審査管理課長･
医薬安全対策課長通知

「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
https://www.pmda.go.jp/files/000221992.pdf

(改正なし)

2020年12月9日 医薬品審査管理課長･
医薬安全対策課長通知

安全性定期報告に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について
https://www.praise-net.jp/pn/m/p.asp?i=p/20201815.pdf

改訂

2020年9月1日
(2020年12月25日
改正)

PMDA通知 薬機審業発第1223001号「医薬品安全性定期報告の受付方法等について」
https://www.pmda.go.jp/files/000236496.pdf

新規
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発出日 発出元 名称 備考

適
合
性
調
査

2020年8月31日 医薬品審査管理課長通
知

薬生薬審発0831第4号「新医薬品の承認申請資料適合性書面調査、医薬品のGCP実
地調査及び医薬品のGPSP実地調査等に係る実施要領について」
https://www.pmda.go.jp/files/000236362.pdf

改正

2020年8月31日 PMDA理事長通知 薬機発第 0831001号「医薬品の承認申請資料に係る適合性書面調査及びＧＣＰ実地
調査の実施手続き並びに医薬品の中間評価、再審査及び再評価申請資料の適合性書
面調査及びＧＰＳＰ実地調査の実施手続きについて」
https://www.pmda.go.jp/files/000236363.pdf

改正

2020年11月16日 PMDA審査センター長 薬機審長発第1116001号「医薬品及び再生医療等製品の適合性調査におけるEDC管
理状況の確認方法について」
https://www.pmda.go.jp/files/000237601.pdf

改正

2020年11月16日 PMDA審査センター長 薬機審長発第1116002号「医薬品及び再生医療等製品の適合性調査におけるリモー
ト調査の実施方法について」
https://www.pmda.go.jp/files/000237602.pdf

新規

（参考） 省令、通知改正の経緯・背景（主な関連通知等：URL ③）
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（参考）押印等廃止（関連通知：URL①）
発出日 発出元 名称 備考

省
令

2020年12月25日 厚生労働大臣 厚生労働省令第208号 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一
部を改正する省令
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/jyouhouseisaku/ind
ex_00001.html

一部改正

通
知

2020年12月25日 厚生労働省 医薬・生
活衛局長

薬生発1225第4号 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を
改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて
https://www.pmda.go.jp/files/000238291.pdf

新規

2020年12月25日 PMDA理事長 薬機発第1225054号 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改
正する省令の公布及び施行に伴う独立行政法人医薬品医療機器総合機構における押印の取
扱いについて
https://www.pmda.go.jp/files/000238290.pdf

新規

2020年12月25日 PMDA審査業務部長 薬機審業発第1223001号 医薬品安全性定期報告の受付方法等について（改正）
https://www.pmda.go.jp/files/000238181.pdf

一部改正

2020年12月25日 PMDA理事長 薬機発第1225002号「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う対面助言、証明確
認調査等の実施要綱等について」の一部改正について
https://www.pmda.go.jp/files/000219237.pdf
（https://www.praise-net.jp/pn/m/p.asp?i=p/20201915.pdf）

一部改正

2020年12月25日 PMDAレギュラトリー
サイエンスセンター長

薬機レギ長発第1225001号 MID-NETの利活用に係る申出等の事務処理手続の取扱いに
ついて
https://www.pmda.go.jp/files/000222795.pdf

一部改正
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（参考）押印等廃止（関連通知：URL②）
発出日 発出元 名称 備考
2020年12月25日 PMDA審査マネジメント

部長､安全性情報･企画管
理部長､医薬品安全対策
第一部長､医薬品安全対
策第二部長､医療機器品
質管理･安全対策部長

薬機審マ発第1225001号･薬機安企発第1225001号･薬機安対一発第1225001号･薬機安
対二発第1225001号･薬機品安発第1225001号「E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後
副作用等報告及び治験副作用等報告の留意点について」の一部改正について
https://www.pmda.go.jp/files/000238219.pdf

一部改正

2020年12月25日 PMDA審査マネジメン
ト部安全性情報・企画
管理部

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応において押印省略した副作用等報告の差
替えの取扱い変更について（依頼）
（市販後副作用等報告､医薬品未知･非重篤副作用定期報告､再生医療等製品不具合報告､感
染症定期報告）
https://www.pmda.go.jp/files/000238327.pdf

2020年12月25日 PMDA安全性情報･企画
管理部長､医薬品安全対
策第二部長

薬機安企発第1225002号･薬機安対二発第1225002号「再生医療等製品の不具合等報告
の留意点について」の一部改正について
https://www.pmda.go.jp/files/000238220.pdf

一部改正

2020年12月25日 PMDA医療機器品質管
理・安全対策部長

薬機品安発第1225002号「医療機器の不具合等報告の留意点について」の一部改正に
ついて
https://www.pmda.go.jp/files/000238249.pdf

一部改正
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