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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、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・見直しの実施が本邦にお
いても平成 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ホームページ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。
医薬品リスク管理計画の作成については記載要領に特化した手引書として、医薬品評価委員会
PV 部会により「医薬品リスク管理計画書（J-RMP）作成の手引き（平成 30 年 5 月版）」が発行さ
れているところです。
これまでに国内外でリスク最小化に関する文書が作成、公開されていますが、J-RMP の追加の
リスク最小化活動の策定については現在までに設定方法や活動の有効性評価の手段に関する留意
点がまとめられた参考資料がなく、J-RMP 策定/改訂時に判断に迷う経験があり、既承認医薬品の
事例を参考にせざるを得ない場合もありました。そこで、すでに公表されている RMP に関連する
ガイダンス等から追加のリスク最小化活動の策定の際に参考となりそうな部分をまとめた資料を
作成することとしました。
なお、各ガイダンス等からの引用部分については、元の資料から抜粋し一部要約して記載した
ものであり、実際の策定で参考にする際には、引用元の資料の確認をお願いします。
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。
令和元年 10 月
医薬品評価委員会
ファーマコビジランス部会
継続課題対応チーム 1
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2 J-RMP における追加のリスク最小化活動の記載要領と記載事例
追加のリスク最小化活動は、医薬品の承認時までに得られた情報及び当該医薬品の製造販売後
に医薬品安全性監視活動により収集された安全性等に関する情報並びにそれらの情報の評価に基
づき、当該医薬品のリスクを最小に抑え、ベネフィット・リスクバランスを適切に維持するため
に実施されるもののうち、全ての医薬品において通常行われる添付文書情報の提供に加えて、当
該医薬品の特性等を踏まえ、特に安全性検討事項について行われる医療従事者への情報提供、当
該医薬品の投与対象となる患者への情報提供、当該医薬品の使用条件の設定等があげられる。
2.1 追加のリスク最小化活動の記載要領
本項では、医薬品評価委員会 PV 部会により平成 30 年 5 月に発行した「医薬品リスク管理計画
書（J-RMP）作成の手引き」（グリーンブック）にて解説されている J-RMP の記載要領について
紹介する。
1) 「リスク最小化活動」の記載要領 1)
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。
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。
2) 「追加のリスク最小化活動」の記載要領 2)
「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。


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



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。
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
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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、製造販売
業者が実施するものを、医薬品リスク管理計画書に記載すること。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。
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計画を策定する 2), 3)。
（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



製造販売後の医薬品安全性監視活動により得られた情報の迅速な公表


製造販売業者等の特定の利用者のみを対象としたものではないホームページでの公
表による医療従事者への周知



その他


安全性検討事項に関連する関連学会等の第三者の作成する適正使用を目的としたガ
イドライン等の活用（連携）

（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


総合機構との協議のうえ、医薬品の特性等に応じた患者手帳等の個別の注意点等を
記載した患者向け資材の作成・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・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


ヒューマンエラー防止等の観点からの医薬品の表示、容器・包装等に特別の措置
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【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：患者向け資材→「○○錠を服用する患者さんへ」
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2.2 追加のリスク最小化活動の記載事例
総合機構のホームページにおいて、医薬品リスク管理計画書の記載事例が公開されている。
https://www.pmda.go.jp/files/000221872.pdf
その中で、「リスク最小化計画の概要」の記載箇所について、以下に抜粋を記載する。

記載事例．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
市販直後調査による情報提供
実施期間：販売開始後 6 ヵ月間
評価、報告の予定時期：調査終了から 2 ヵ月以内
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）
【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。
【具体的な方法】
・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。
【節目となる予定の時期、実施した結果に基づき採択される可能性がある更なる措置】
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。
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）
【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。
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【具体的な方法】
・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。
【節目となる予定の時期及び実施した結果に基づき採択される可能性がある更なる措置】
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。
報告の予定時期：安全性定期報告時
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3 国内外における追加のリスク最小化活動策定の留意事項
本項では、医薬品の投与に伴う特定された重要なリスクを管理するために必要なリスク最小化
活動を選択、適応する場合に検討すべき留意点を国内外で発行されている手引き、ガイダンス、
規制等ごとに解説する。
3.1 一般原則
臨床評価部会と PMS 部会の共同作成により平成 26 年 8 月に発行した「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）－」において、「V.5 リスク最小化計画
の策定に関する考慮点」として、以下の通り提案されている。
特定した安全性検討事項に応じて最適なリスク最小化活動を策定する。
重要な特定されたリスクについては、いかにそのリスクを最小化するかが重要であること
から、通常のリスク最小化活動である使用上の注意での注意喚起はもとより、適正使用のた
めの資材の配布や専門医による処方に限定する等の追加のリスク最小化活動が必要かどうか
検討する。
【リスク最小化計画の策定の判断手順例】
1. 安全性検討事項の特定
2. 重要なリスクのうち、医療従事者に提供しなければならない情報は何か？
3. リスク最小化活動の方法論として何が適切か？
4. 実行可能性の検討
5. 追加のリスク最小化計画の策定
追加のリスク最小化活動の有効性については評価を行っていく必要があり、 EU GVP
Module XVI などを参考にリスク最小化活動の効果検証手段（プロセス指標、アウトカム指標）
についても、あらかじめ検討しておく必要がある。

今回、効果検証手段に関する詳細は割愛するが、欧米等の各種ガイドラインで提案されている
追加のリスク最小化活動の留意点を紹介するとともに、リスク最小化計画の策定の判断手順例を
改めて提案する。
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3.2 CIOMS IX
CIOMS Working Group IX より、「医薬品リスク最小化のための実践的アプローチ」との表題の
報告書が、2014 年 5 月に発行された 4)。
その報告書の第 3 章「追加のリスク最小化ツールの同定と適用の原則」から、追加のリスク最
小化ツールを選択する場合に検討すべき重要な原則と手引きに関する記載について抜粋する。
3.2.1 リスク管理の一般原則


リスク管理（リスク最小化を含む）は、医薬品使用システム全体の責任であり、多数の
利害関係者間の相互関係を理解することが、最も効果的なリスク最小化プログラムの実
施には不可欠である。



リスク最小化は、ベネフィット・リスクの最適化、リスク防止と緩和及び必要とされる
医薬品へのアクセスの維持とのバランスをとるべきである。



リスク最小化計画で、通常のリスク最小化手段以上のものを求める場合は、リスクを注
意深く抽出すべきである。さらなる追加手段を含む計画の必要性を決定する際には、処
方者または患者向けの製品情報の従来からあるツールを用いて最小化することができな
いリスクがあるかどうかの決定が必要である。



基本的に考慮すべきことは、製品情報が、確実にベネフィットがリスクを上回るように
医薬品が使用されることを保証するのに十分かどうかということである。



追加のリスク最小化計画の開発においては、最初に計画の目標を明確に定義することが
必要である。



リスク最小化活動の実施に当たっては、理想的には医療機関が通常実施しているシステ
ムの中に組み込まれて動くものが良い。



リスク最小化活動を成功させるためには、慎重な普及計画が必要である。リスク最小化
活動の普及には、対象者に情報及び活動を意識させ、実施させる積極的なアプローチが
必要である。

3.2.2 リスク最小化ツール選択の検討事項
ステップ 1

リスクの同定：
リスク最小化が必要となる重要なリスクを正確に認識し、特徴づける。

ステップ 2

リスク最小化のゴールの設定：
重要な特定されたリスクまたは潜在的なリスクの防止や緩和に焦点を当てて、リ
スク最小化の全体的なゴールを設定する。（例：催奇形性を有する医薬品での妊
娠防止）

ステップ 3

リスク最小化活動の目標の設定：
種々の活動に焦点を当て、医療従事者や患者の行動の変化などにより、ゴールが
達成できるように具体的な目標を設定する。（例：催奇形性を有する医薬品での
妊娠を防止するための、医療従事者及び患者への避妊薬等の必要性の教育）
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ステップ 4

対象の設定：
リスク最小化の介入に関する利害関係者を定義する。

ステップ 5

エビデンスの確認：
どのようなツールや最小化プログラムがあるのかを包括的な文献や当局のサイ
ト等で確認する。

ステップ 6

ツールの選択：
追加のリスク最小化が必要と決定された場合、多くの要因を考慮して検討する。

ステップ 7



リスクの程度



リスク最小化の目標



リスク最小化の介入に関する対象



処方医師の特徴（専門医／開業医）



患者の特徴



対象となる地域

負担の検討：
リスク最小化ツールが患者や HCP とヘルスケアシステムにとって実施可能かど
うか、過度の負担となっているかどうか検討する。

3.2.3 追加のリスク最小化ツールの長所／短所
①コミュニケーション（追加情報の提供及び教育）
ツールの種類

長所

Dear Health Care



速やかな情報伝播

Provider Letter



広範囲な支援

短所


ラベル表示を変更しない場合、効
果は減弱



処方への影響は変化する



患者への周知状況は不明

医療従事者向けの



処方医師の知識を増加させる



定期的な再評価と更新が必要

処方ガイド／調剤



臨床的に役に立つ可能性がある



処方医師に対して負担となる

ガイド



医療教育に統合可能



ラベル表示との一致が必要



リマインダーとして保持／使用



全ての国には適さない場合があ

可能

る


販促資材として認められること
がある

患者向けパンフレ



ット


適切な指示により、患者に能力を



定期的な再評価と更新が必要

与える



全ての国には適さない場合があ

有害事象を早期に認識し、結果的

る


に早期に治療する

患者への影響が確立されていな
い
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ヘルスリテラシーに依存



調剤者には服薬指導の際の負担
となることがある



販促資材として認められること
がある

②アクセス制限（注意喚起システム）
ツールの種類
患者の同意／合意

長所

短所



患者への説明と同意



処方医師や調剤者への負担



患者開始時に受け取る情報の標



一部の患者には意欲を失わせる

準化



利用可能性と利用しやすさが制



同意と説明の文書化が可能

限される


他の選択肢への変更という予想
外の結果

卸売業者と小売業



者の登録プログラ



標準化


ム

限定された卸売業者への情報の



卸売業者または小売業者には負
担

HCP への認可された情報の配布



処方医師／調剤者による患者へ

が増加する可能性の上昇

の薬物使用の過剰制限の可能性

処方／調剤のコンプライアンス

がある

を育成する
医療従事者の認証



製品使用の標準化／組織化

プログラム



処方者には負担



製品を使用する意欲を失わせる
可能性あり

投与量／処方数の



制限

使用可能性を減少させ、適量投与



利用可能性を減少させる

事故と企図的過量投与を減少さ



反復投与を必要とする患者では

せることがある


利便性が低下

副作用発現リスクのある患者の



費用の増加

通常の経過観察を促進する

③アクセス制限（条件つき使用許可システム）
ツールの種類

長所

短所

臨床検査に関連し



予想外の暴露の防止



医療機関には負担

た製品へのアクセ



ベネフィット・リスクバランスに



HCP の自主性を制限

取り組む



経済的影響やベネフィットとリ

ス


他のリスク管理システムが無効
であることが明らかな場合に有
効

スクへの影響は評価されない


結果的に処方レベルが低減し、患
者が投与を中止することがある
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処方する専門医の



認定制度

専門知識を有する処方医師を必
要とすることによる使用の最適



誤用の減少を促進



特定適応症への限定が製品使用

処方

ゲノムプロファイ

特定の医療機関にアクセスが限
定



きわめて限定された特定の適応

の最適化を促進

症では、一部の患者の使用が妨げ



適応外使用の減少を促進

られる



ベネフィットを最適化し、リスク

ル適合患者に限定
した処方

特定の地域では専門医へのアク
セスが限定される



化

適応症に限定した





を最小化するための患者選択


個別化治療



ベネフィットとリスクが常に負

が無い


となるノンレスポンダーを除外

遺伝子検査の利用可能性に依存
する



できる


特定の遺伝子型での使用データ

検査の感度／特異度のデータは
常に入手できるとは限らない

製品の毒性を認識しつつ販売可



費用の増加

能な製品とする



検査のベネフィット・リスク評価
は入手できていないことが多い

④製造上の制限
ツールの種類
低用量製剤

長所




短所

過量投与事故や企図的過量投与



調剤回数の増加

の抑制



生産方法の変更、生産ラインの追

濃度低下による製品の誤使用減

加による製造コストの増加

少の可能性



包装コストの増加



生産方法の変更、生産ラインの追

色／形状のコード



患者製品認知度の改善

化製剤



意図しない摂取の減少

包装の制限



小児の誤摂取の減少

加による製造コストの増加


製造・包装コストの増加



高齢者や身体障害者では問題と
なる可能性あり

3.2.4 結論
追加のリスク最小化活動を必要とする重要なリスクを管理する場合、リスク最小化は、患者の
安全性と公衆衛生に顕著な影響を及ぼすため、リソース、時間及び更なる開発を必要とする領域
になっている。
報告書では、追加のリスク最小化ツールの同定と適応の原則として、以下のように提言されて
いる。
 リスク最小化ツールの選択は、組織化されたプロセスに基づいて行うべきである。
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 リスクは、ベネフィット・リスクバランスへの影響（潜在的も含む）を評価すると同時に、
具体的な副作用の防止と緩和に関するリスク最小化戦略の効力を評価すべきである。
 提案するリスク最小化ツールと戦略は、リスクの程度に比例すべきである。
 リスク最小化ツールの選択では、適切で、期待される効果を有し、目標に適応する一方で、
重要な利害関係者やヘルスケアシステムに過度の負担をかけないことが重要である。
 リスク最小化ツールは、できる限り、既存の適用可能な規制の枠組みや患者ケアの環境、
ヘルスケアシステムの中で適応するようデザインされるべきである。
 ツール適用の初めの段階では、リスク最小化ツール（介入）はヘルスケアシステムにおけ
る「標準治療」の一部であるべきであり、そのツールが標準治療でない場合、または低い
レベルの介入が無効と評価された場合に、リスク最小化のレベルを高めるべきである。
 リスク最小化プログラムの地域的または国による変更は、そのプログラムの適応や導入
に影響を与えるため、早期にこれらの面から検討することが重要である。
 全ての追加のリスク最小化プログラムに関する患者やヘルスケアシステムにかかる負担
の要因を検討する必要がある。負担の要因は、医薬品へのアクセスと同時に、プログラム
の有用性に影響を及ぼす可能性があるためである。
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3.3 EU GVP Module XVI
欧州医薬品庁（EMA）から 2014 年 4 月に公表された「Guideline on good pharmacovigilance practice
Module XVI - Risk minimisation measures: selection of tools and effectiveness indicators (GVP Module
XVI、以下、本 Module)」は、2017 年 3 月末に Rev.2 に改訂されている 5)。この改訂において、こ
れまで言及されていた通常のリスク最小化策に関する事項の詳細を GVP Module V に集約させ、
本 Module は追加のリスク最小化策に特化した内容となった。
本 Module では、医薬品のリスク最小化策は、医薬品曝露による副作用の防止及び低減のための
介入であり、リスク最小化策の計画、実行、評価は医薬品リスク管理の重要な点として位置付け
ており、特に、① 追加のリスク最小化策の計画と実施（リスク最小化ツールを含む）及び②リス
ク最小化策の効果測定ならびに評価の重要性について言及している。
3.3.1 本 Module における追加のリスク最小化策の枠組み
本 Module では、追加のリスク最小化策は、リスク最小化策のためのツールならびに「実行」か
ら「効果測定」に至る一連の戦略と共に開発される”プログラム”であると説明している。医薬品
リスク管理計画におけるリスク最小化活動は不可欠な要素であり､表 1 に示す点を考慮するべき
である.
表 1．追加のリスク最小化策の枠組み（GVP Module XVI）
Rationale（正当性）:

追加のリスク最小化策の実施の正当性

Description（医薬品リスク
管理計画での説明）:

どの安全性検討事項に対する追加のリスク最小化策であるかの明
確な目的や説明
決定された追加のリスク最小化策の明記（選択されたツールや要
点も含む）

Implementation（実行）:

追加のリスク最小化策を実行するための適切な提案

Evaluation（評価）:

追加のリスク最小化策の効果測定（例えば懸念されるリスクの減
少ができたか等）のための計画や評価手法の決定

Objectives（目的）:

GVP Module XVI より抜粋改変

3.3.2 追加のリスク最小化策が必要な場面
医薬品のリスク最小化策は、医薬品の処方、調剤並びに使用の段階でそれらに関わる人々のリ
スク最小化（低減）のための判断の一助になり得る。通常のリスク最小化策は GVP Module V や
国内の関連通知でもすでに知られている通り、全ての医薬品で実施されている安全で適正な使用
のための情報提供が主であるが、追加のリスク最小化策は目的やターゲットとする集団等が異な
る。
表 2 に示す事項は、本 Module において通常のリスク最小化活動に加えて行うべき追加のリス
ク最小化策として考え得る例である。それぞれのリスク最小化策における要点を示す。
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表 2．考え得る追加のリスク最小化策の例（GVP Module XVI）


教育プログラム（Educational program）


教育用ツール（Educational Tools）



医薬品へのアクセス管理（Controlled Access Program）



その他のリスク最小化策（Other Risk Minimisation measures）
※日本語と英語で内容に齟齬がある場合は原文である英文を優先

3.3.2.1 教育プログラム（Educational Program）
【目的】添付文書に記載されている情報の補填であり、リスクを最小化するため、医薬品の使用に
おける医療従事者及び患者の行動を変化させる。
【留意点】


明確な行動推奨によりリスクを最小化することができるという前提での作成が不可欠。



最小化すべきリスクに対する行動（措置）を明確かつ簡潔に発信する。



様々なツール（紙媒体、オーディオ、ビデオ、ウェブ、対面トレーニング）の組合せが可
能であり、ツール毎に異なる対象受講者を設定できる。



プロモーション的要素は含めてはならない。

3.3.2.2 教育用ツール（資材）（Educational Tools）
【目的】教育プログラムの項参照。教育用ツールにて医療従事者向けと患者及びその介護者向けに
よって視点が異なる（表 3）。
表 3．対象集団が異なる教育用ツールの例
教育用ツール
医療従事者向け

患者及びその介護者向け

【目的】医薬品の使用、禁忌又は警告に関する具体的 【目的】


な行動推奨に関する教育


患者選択の目安



用量、検査、観察等の管理



特殊な投与方法や調製方法



医療従事者から患者へ提供すべき情報の詳細

患者の注目すべき副作用の初期症状や徴候に
対する意識を高める



正しい服薬方法、服薬日誌や検査手順等で必
要な行動を記憶づける

【媒体】


【媒体】ツールで伝えるべき内容や目的によって最適
なものを選択する。

投与日誌や患者自身で実施あるいは記録する必
要の検査、医療関係者との情報共有



患者用アラートカード


患者の現在の治療や重要なリスク（生命を
脅かす状態を引き起こし得る他の治療
等）、緊急時を含む患者に必要な処置等の
最低限不可欠な情報が記載されたツール
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【留意点】


当該ツールによって対処されるリスクやそれら最小化すべきリスクに対して医療従事者
及び患者が取るべき具体的な行動を明確に記載すること。



医薬品の重要なリスクに適切に対処し、安全かつ有効に使用するために必要なツールで
ある旨を明記すると共に、以下の情報も併せて提供すること：


処方（患者選択、モニタリング等含む）に対するガイダンス



医療従事者、患者またはその介護者へのリスクのマネジメントに対するガイダンス



注目している副作用が発生した場合の連絡先（どのように、どこに）に関するガイ
ダンス

3.3.2.3 医薬品へのアクセス管理（Controlled Access Program）
【目的】通常のリスク最小化活動の範囲を超えて、医薬品へのアクセスを制御する。
【留意点】


アクセス制御プログラムは、すべての利害関係者に大きな影響を与えることから、明確
に裏付けられたベネフィットと医薬品使用の必要性のいずれもが重要である。
表 4．アクセス管理

特定の検査や測定の実施
医薬品の使用管理の記録
体系的なフォローアップ
の手順（患者登録など）
その他

厳しい制限のかかった適格基準を満たす患者集団への使用のため
処方者、調剤者あるいは患者の医薬品の受領や医薬品の重篤なリスクに関
する理解度を記録する
特定のデータを収集するための体系的なシステム（例：患者登録）
あらかじめ登録された薬剤師により調剤される医薬品
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3.4 REMS GUIDANCE
FDA より 2019 年 4 月に Guidance for Industry として「REMS: FDA’s Application of Statutory Factors
in Determining When a REMS Is Necessary」が公開されており、FDA が REMS (Risk Evaluation and
Mitigation Strategy)を必要とする要件等がまとめられている。2005 年に公表された「Development
and Use of Risk Minimization Action Plans (RiskMAP Guidance)」において、リスク最小化のための必
要な方策（モニタリングツール、コミュニケーション等）の内容などがまとめられているが、当
Guidance はその改訂版となる 6)。
REMS は全ての製品に対して作成されているわけではなく、通常、FDA からの要請により作成
される。
3.4.1 REMS の作成時期
 承認前：FDA が医薬品のベネフィットがリスクを上回ることを確保することが必要と判
断した場合、承認申請資料の一部として REMS の提出を求める。
 承認後：FDA が市販後の新たな安全性懸念事項に対し REMS によって医薬品のベネフィ
ットがリスクを上回ることを確保することが必要と判断した場合
3.4.2 REMS のコンテンツ
 Medication Guide または Patient package insert：患者用説明文書
 Communication Plan：医療従事者へのレター等
 ETASU（Elements to assure safe use）


処方医師等に対する教育プログラムと資格



薬剤師、看護師等への調剤取扱い資格



特別な施設でのみ調剤できるアクセス制限



臨床検査結果などによって安全が確保され得る患者のみに対する処方制限



患者モニタリングの実施、使用患者の登録等

 Implementation system：企業が REMS 実施状況の監視・評価を確認できるシステム
3.4.3 REMS 作成の考慮点
FDA は以下の点を考慮し、REMS の作成の必要性について判断する。
医薬品のベネフィットとリスクのバランスを確保するために、有害事象に関する科学的根拠と
なるデータとそのリスクの特性（治療される疾患または状態の重篤度、有害事象の重症度、頻度、
一過性かどうか、可逆性/不可逆性か、予防の可能性があるか、リスクの発現時期、疾患の罹患率、
製剤特性（新しい分子構造をもつ医薬品かどうか）、等）を考慮し REMS を要求するかどうかを
判断する。
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表 5．REMS の作成が求められる事例
安全性上の懸念点等

REMS で求められるリスク最小化策の例

肝障害を引き起こす可能性のある医薬品

投与期間中の臨床検査のモニタリング

コンプライアンスの遵守の改善が期待できる新

半減期の延長等による新たなリスクに対するモ

剤型医薬品（1 日 1 回の経口剤から月 1 回の経口

ニタリング

剤への変更、等）
無痛性、無症候性、あるいは長期治療を適応とさ

投与期間中のモニタリング

れる医薬品で、投与早期に重篤で致命的な有害事

処方医への教育

象が発現するリスクがある場合
新しい分子構造を有する医薬品（開発段階で得ら

当該医薬品のベネフィットがリスクを上回るか

れている情報が限定的な場合）

どうかを承認後に確認

市販後に承認適応外の使用が拡大するリスクが

承認された適応症に限定されているかどうかを

考えられる場合

確認
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3.5 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）研究報告書
AMED の医薬品等規制緩和・評価研究事業（平成 27～29 年度）で実施された「医薬品リスク管
理計画制度の効果的な実施と一層の充実のための基板研究」では、リスク最小化活動の最適化と
効果の評価、医療機関における RMP の利活用、市販後における医薬品のベネフィット・リスクバ
ランスの評価、RMP 改訂のための手順及び考え方を主な課題と設定していた。研究報告書には、
本邦における今後の RMP 制度の効果的な運用に向けての提案と共に、追加のリスク最小化活動
の作成における留意点として、以下の内容が提起されている 7)。

リスク最小化戦略
（ゴールと目的）
リスク最小化ツールの選択

リスク最小化プラン

リスク最小化ツールの適合

リスク最小化プログラム

リスク最小化プログラム

（成川ら

リスク最小化プログラム

医薬品リスク管理計画制度の効果的な実施と一層の充実のための基盤研究
（平成 27～29 年度）研究報告書より作図）

図 1．リスク最小化活動の概要
3.5.1 リスクの分類
① 科学的なリスクの同定：当該薬のエビデンスに基づき患者集団に対するリスクを選定
② 選定されたリスクを重要性の観点で 2 種類に分類する。
(ア)「重要なもの」：ベネフィット・リスクバランスを保つために必須
(イ)「現段階で重要とは言えないが気にしておかないといけない」
（例：注目すべき有害事象）
③ 選定された重要なリスクをリスク因子が想定されているかどうかの観点で予防可能性を 2
種類に分類する。
(ア) 予防可能なリスク：リスクに特化した最小化策の対象
例：妊娠回避プログラム、相互作用
(イ) 予防困難なリスク：情報提供の対象
例：皮膚粘膜眼症候群
④ 重要なリスクをエビデンスレベルにより分類する。
⑤ リスクのレベル
(ア) Probability（発現確率）×Severity（重症度）を考え分類する
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図 2．リスクレベルの概要
（成川ら

医薬品リスク管理計画制度の効果的な実施と一層の充実のための基盤研究
（平成 27～29 年度）研究報告書より作図）

■：リスク最小化策の策定のための検討事項 □：具体的なリスク最小化策
*患者個々ではないことに注意.
図 3．追加のリスク最小化策の策定のための検討フロー
（成川ら

医薬品リスク管理計画制度の効果的な実施と一層の充実のための基盤研究
（平成 27～29 年度）研究報告書より作図）
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3.5.2 各最小化策の実施の優先順位付け
① 発現確率と重症度・重篤性のいずれも高い特定されたリスクが優先的に最小化の対象とな
る。
② 最小化すべきリスク分類（特定、潜在）、医薬品の特性と社会的位置付け、治療オプショ
ンの有無、要する社会的リソース等を総合的に判断し最小化策の実施の優先順位を決定す
る。重要な特定されたリスクの場合、安全性監視計画よりもリスク最小化策を優先して考
えることとなる。同程度のリスクでも、治療薬が限られる疾患領域と代替治療のある疾患
領域では優先順位は異なる。
3.5.3 最終判断
① 上記の優先順位決定後、リスク最小化活動を実装する。その際、計画した最小化策と実施
にあたり要する社会的リソース（コストパフォーマンス）、更には予想される結果の重要
性の観点より実施の必要性を再度検討し、最終的に実施の必要性を判断する。
② 追加の活動を必要と考えた根拠として上記をまとめておくこと。

図 4．リスク最小化策選択の判定の概要
（成川ら

医薬品リスク管理計画制度の効果的な実施と一層の充実のための基盤研究
（平成 27～29 年度）研究報告書より作図）

3.5.4 まとめ


医薬品の安全性を管理する上で、リスクを適切に同定することが重要である。



追加のリスク最小化策を検討・実施する際には、必要な知識（発現理由）の習得や行動
（例：定期的な検査等）を求めることになるため、医療従事者や患者等の関係者の協力が
必須である。


協力を求める際には、可能な限り現行の医療システムに組み入れるようにした上で
最小化すべきリスクに焦点をあて、協力に要する負担や労力は最小限となるような
工夫をすべきである。
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教育資材などはわかりやすく簡潔に記載する。また、安全性担保のための資材はプロモ
ーション資材と明確に区別して作成・公開されるべきである。



当該製品へのアクセスに対して制限を加えるような、医療従事者や患者に多大な負担を
しいるリスク最小化策を策定する場合は、その効果についてプロセスとアウトカムの 2
つの指標に基づき慎重に検討されるべきである。
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3.6 J-RMP における追加のリスク最小化活動の策定の留意事項（提案）
従来からも個々の医薬品については、各医薬品の特性に応じたリスク最小化活動が策定され、
各企業でリスク最小化活動が実施されていた。しかしながら、リスク最小化活動の策定において
は、これまで明確な指針等が無かったことから、その多くは各医薬品固有のリスクに応じた検討
に加え、類薬や前例に基づくものも含まれていた状況であった。
平成 24 年 4 月の医薬品リスク管理計画の指針導入により、追加のリスク最小化活動の策定にあ
たっては、エビデンスに基づき設定された医薬品毎の安全性検討事項に対して、最小化したいリ
スク毎に科学的な観点からより適切なリスク最小化活動の方策を検討していく必要がある。
このような追加のリスク最小化活動の策定にあたって、基本となる検討の進め方と、各検討の
ステップでの留意点を下記に取りまとめた。
各ステップでの検討にあたっては、前述の各種ガイダンス等を参考に検討を実施すること。
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ステップ

１：重要なリスクの同定

 科学的なエビデンスに基づき、個別の医薬品毎にリスクを選定する。
 医薬品としての特徴だけでなく、投与対象となる患者集団の特性を考慮してリ
スクを特定する。

ステップ

２：重要なリスクの分類

 選定されたリスクの中から、最小化すべきリスクを分類する。
 リスクの特性（重要性、発現頻度、一過性、不可逆性等）から、優先順位を検
討する。
 リスク因子の観点から、予防可能なリスクかどうか検討する。

ステップ

３：追加のリスク最小化活動の必要性の検討

 従来からあるリスク最小化活動で、最小化できないリスクがあるか検討する。
 重要な特定されたリスクの中で優先順位の高いリスクについては、安全監視計
画よりも追加のリスク最小化活動を優先して検討する。
 基本的に潜在的なリスクや、不足情報については安全監視が優先であり、医薬
品との関連性も踏まえてリスク最小化がどこまで必要かを検討する。
 予防可能なリスクは、通常の情報提供だけでなく、追加のリスク防止策を検討
する。

ステップ

４：追加のリスク最小化活動のツールの選択

 リスク最小化の目標と対象を設定し、それらに対して最適なツールを選択す
る。
① 医療従事者への追加の情報提供：特定されたリスクの防止や緩和のため、通
常の情報提供では不十分であり、医療従事者へ積極的に情報提供する必要が
ある場合に設定を考慮する。
② 患者への情報提供：特定されたリスクの防止や緩和のため、通常の医療従事
者による患者への指導では不十分であり、患者へ積極的に情報提供する必要
がある場合に設定を考慮する。
③ 医薬品の使用条件の設定：副作用が発現する可能性の高い患者が特定されて
おり、医薬品の使用を制限することでリスクの防止が可能な場合に設定を考
慮する。

ステップ





５：追加のリスク最小化活動の実施の必要性の再確認

現状の医療システムにおいて、実際に実施可能かどうか確認する。
医療従事者及び患者に過度の負担をかけることにならないか確認する。
必要な患者への医薬品のアクセスが制限されることがないか確認する。
予想される結果を推測し、期待する効果を有するか確認する。

図 5．追加のリスク最小化活動策定の検討の進め方（提案）
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4 J-RMP における追加のリスク最小化活動の策定事例
4.1 主な追加のリスク最小化活動
国内の医薬品リスク管理計画で、追加のリスク最小化活動として実施されているものは、大き
く以下の 5 つのツールに分類される。
① 医療従事者、患者への情報提供
② 医療従事者、患者への教育プログラム
③ 医薬品の使用条件の設定
④ 流通管理
⑤ 表示、容器・包装等の工夫
4.2 追加のリスク最小化活動の実際（公表文献及び企業へのアンケート結果に基づく）
井澤和俊らの調査から 2017 年 11 月までに公表された RMP の「追加のリスク最小化活動」ツー
ルは以下の表 6 に示すとおりであり、50%以上の医薬品で医療従事者向け資材及び患者向け資材
が作成されていた。また、それ以外の追加のリスク最小化活動としては、医師及び患者教育プロ
グラム、医薬品の使用条件の設定、流通管理等があった 8)。
表 6．具体的な「追加のリスク最小化計画」の記載内容
追加のリ

追加のリスク最小化活動

スク最小
RMP 数

全体
腫瘍用
薬
抗ウイ

296

化総数

医療従事

患者向け
(EPPV 除 者向け資 資材
材
く)
193

167

123

HP で
公開
21

（100％） （65％） （56％） （42％） （7％）
50

47

46

21

7

（100％） （94％） （92％） （42％） （14％）
23

7

6

3

1

ルス剤 （100％） （30％） （26％） （13％） （4％）
糖尿病
用剤

20

17

14

15

0

（100％） （85％） （70％） （75％） （0％）

医師教育 医薬品の
プログラ 使用条件
ム

の設定
16

（5％）
4
（8％）
0
（0％）
0
（0％）

14

流通
管理
9

患者教

表示、容

育プロ

器・包装

グラム

等の工夫

3

5

（5％） （3％） （1％） （2％）
6

4

2

0

（12％） （8％） （4％） （0％）
0

0

0

0

（0％） （0％） （0％） （0％）
0

0

0

2

（0％） （0％） （0％） （10％）

また、2018 年 8 月に実施した製薬協 PV 部会 KT1 に所属する 18 社にアンケートを行った結果
を表 7 に示す。
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表 7．追加のリスク最小化計画に関する企業アンケート結果
No.

質問

1

「追加のリスク最小化策」を初版の RMP 公

結果
Yes：3 社

開以降（販売後）に、新たに追加した経験が

① 安全性検討事項追加による：3 社（自主改

ありますか？

訂 3 社）
② 安全性検討事項の追加はないが、リスク最
小化策を追加：2 社（当局指示 2 社）

2

3

医療従事者向け・患者向け資材、医師・患者

Yes：6 社

教育プログラム、流通管理以外に「追加のリ

① 医薬品使用条件の設定：3 社

スク最小化策」を設定している薬剤はあり

② 表示・容器・包装等の工夫：3 社

ますか？

③ その他・特別なリスク最小化策：3 社

MI（重要な不足情報）に対して「追加のリス

Yes：5 社

ク最小化策」を設定している薬剤はありま
すか？

表 6 及び表 7 から、追加のリスク最小化活動について、具体例を次に示す。なお、追加のリス
ク最小化活動として多くの医薬品で実施している「医療従事者向け資材」及び「患者向け資材」
の事例は割愛する。
4.3 具体的な追加のリスク最小化活動事例
4.3.1 流通管理
サブリル錠は、米国での審査の過程で永続的な視野障害リスクが大きく取り上げられた結果、
REMS として患者登録と視力・視野のモニタリングを目的とした安全管理プログラム（SHARE）
の遂行が求められた。これと同様に、日本でもサブリル処方登録システム（SRSP）による流通管
理が求められ、承認条件となっている（平成 28 年 3 月 3 日付サブリル散分包 500mg 審議結果報
告書）。
また、レブラミドカプセル及びポマリストカプセルも、サリドマイドの誘導体であることから、
催奇形性のリスクに対し、米国で REMS として患者登録及び流通管理が求められ、日本のでも同
様に流通管理等が求められている（RevMate○R ）。
各医薬品の流通管理の概要を図 6 及び図 7 に、また、流通管理を行っている RMP 記載事例（6
製品）を表 8 に示す。
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平成 28 年薬生審査発 0328 第 1 号薬生安発 0328 第 2 号より抜粋

図 6．サブリル適正使用管理体制全体図

平成 30 年度第３回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会資料より抜粋

図 7．RevMate○R （レブラミド○R ・ポマリスト○R 適正管理手順）の概要（v5.2）
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表 8．RMP における流通管理の記載事例
※2019 年 7 月 11 日時点の各 RMP より抜粋して作成
薬剤名・薬効分類
会社名
適応症
サブリル散分包 500mg
871139
サノフィ（株）
点頭てんかん

安全性
検討事項
視野障害・視力障害

追加の
リスク最小化活動
サブリル処方登録システム
（SRSP）による流通管理

内容
【目的】
本剤の投与により視野障害･視力障害の発現が報告されており、当該リスクを低減するために、点
頭てんかんの診断、治療に精通し、本剤の安全性及び有効性についての十分な知識を有する処方
医及び薬剤師、網膜電図検査などの眼科検査に精通した眼科専門医及び当該眼科専門医と連携可
能な医療機関、並びに患者を登録し、本剤の適正使用を図るために適切な流通管理を行うことを
目的とする。
【具体的な方法】
1. 本剤を処方する医師、眼科検査を実施する眼科医、本剤を調剤する薬剤師等を対象に、点頭て
んかん治療と本剤の有効性及び安全性に関する講習を行い、その内容を理解していることを確
認する。
2. 講習を受け、その内容を理解したことが確認された処方医師、眼科医、薬剤師等の医療従事者、
処方を行う医療機関、保険薬局等の施設を登録する。
3. 登録された医療機関、薬局にのみ本剤を納入する。
4. 本剤投与開始前には、患者又は代諾者に対して文書で本剤のリスクについて説明を行い、文書
で同意を取得した上で患者を登録し、投与を開始する。
5. 本剤投与開始時及び本剤投与期間中は定期的に眼科検査を実施し、処方医は眼科検査に基づき
投与継続の可否を判断し、本剤の処方を行う。視野障害の発現が疑われた場合、又は視野障害
のリスクが高まったと考えられる時期には、患者又は代諾者に対して再度本剤のリスクについ
て説明を行い、本剤の投与を継続する場合には文書で再同意を取得する。
6. 薬剤師は、処方医及びその所属医療機関が SRSP に登録されていること、眼科検査結果を処方
医が確認し、必要に応じて患者又は代諾者の同意を取得した上で、本剤の処方が行われている
ことが確認された後に、調剤を行う。
7. 有識者からなる第三者委員会を設置し、処方登録システムによる流通管理が適切に実施されて
いるかを定期的に確認する。適切に眼科検査が実施されていない等の問題が認められた場合に
は、第三者委員会は処方医等に対して警告を行う。不適正使用が改善されない場合には、処方
医等の登録を抹消する。
薬剤名・薬効分類
会社名
適応症
タイサブリ点滴静注 300mg
87119
バイオジェン・ジャパン（株）
多発性硬化症の再発予防及び身体
的障害の進行抑制

安全性
検討事項
進行性多巣性白質脳症
(PML)・小脳顆粒細胞障害
(GCN) 、 急 性 網 膜 壊 死
(ARN)、PML・GCN・ARN 以
外の感染症、過敏症

追加の
リスク最小化活動
・医師教育プログラム
・流通管理
・患者教育プログラム

医師教育プログラム
【目的】
本剤の適正使用に関する理解を促すため、医師に対し、以下の内容の教育を確実に行うことを目
的としている。
 本剤のベネフィット-リスクプロファイル
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PML 発症に関する潜在的なリスク因子
PML の診断と治療、及び可能性のある後遺症（例：免疫再構築炎症反応症候群（IRIS））の診
断と管理等
【具体的な方法】
 適正使用ガイド等の医療従事者向け資材の作成・配布、医師との面談や医師向けの説明会の開
催による医師への教育を行う。
 本剤を使用可能な医師の要件は以下とする。
1. 本剤に関する医師教育プログラムの履修が完了していること。
2. 原則として日本神経学会専門医の資格を有している、又は、それと同等の資質を有し、日本
神経学会、日本神経免疫学会又は日本神経治療学会のいずれかに属していること。
流通管理
【目的】
本剤の適正使用を確実にするため、医師教育プログラムの履修を完了した医師が在籍する施設の
みに本剤の出荷を制限することを目的とする。
【具体的な方法】
 本剤に関する医師教育プログラムの履修を完了した医師に教育履修証明を発行し、その教育履
修証明に基づき当該施設への本剤の出荷を行う。
 本剤使用のための施設要件は以下のとおりとする。
1. 本剤の使用が可能な登録された医師が在籍している施設であること。
2. 本剤の重篤な副作用（PML 等）へ対応できる診療体制が取られている、又は中核病院と連携
している施設であること。
3. 全例調査及び全例登録への理解と協力が得られる施設であること。
 本剤出荷に関わる卸業者を限定する。
患者教育プログラム
【目的】
本剤の投与を受ける上で特に考慮すべき安全性に関する情報を患者に伝達することを目的とす
る。早期に医師の助言を求めることができるよう、PML・GCN・ARN の早い段階にみられる徴候・
症状について患者への教育を行う。また、患者自身及び担当医師が、本剤の投与開始時又は継続
時にベネフィット-リスク評価を実施できるよう、必要な情報を提供する。
【具体的な方法】
 患者向け教育資材の作成・配布
 本剤投与開始前及び投与開始後 24 ヵ月時に、医師より本剤投与のメリット及び PML を含む
本剤のリスクについて説明を行い、患者同意を取得する。
 PML の初期症状等を記載した患者向けアラートカードを配布する。

薬剤名・薬効分類
会社名
適応症
ザーコリカプセル 200mg、250mg
874291
ファイザー（株）
(1)ALK 融合遺伝子陽性の切除不
能な進行・再発の非小細胞肺癌
(2)ROS1 融合遺伝子陽性の切除不
能な進行・再発の非小細胞肺癌

安全性
検討事項
肝毒性、間質性肺疾患、QTc
延長、徐脈、視覚障害、腎嚢
胞、血液毒性、ニューロパチ
ー、心不全、生殖毒性、光線
過敏症、血栓塞栓症

追加の
リスク最小化活動
医薬品の使用条件の設定

内容
【目的】
製造販売後における安全性を確保するため、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化
学療法について十分な知識と経験を有する医師のもとで、本剤による治療が適切と判断される症
例に投与されるよう設定する。

30

【具体的な方法】
1) 施設要件
本剤納入前に以下の要件を確認し、協力依頼を行う。
 大学病院（分院含む）・地域がん診療連携拠点病院・全国がん（成人病）センター協議会加
盟病院もしくは肺癌関連学会の所属医師が在籍している施設
 上記に加えて以下の 3 つの要件を満たすこと
₋ 当該施設または提携施設にて、胸部 CT 検査、胸部 X 線検査、動脈血酸素分圧（PaO2）、動
脈血酸素飽和度（SpO2）、肺胞気動脈血酸素分圧較差（A-aDO2）、肺拡散能力（DLco）な
どの検査が実施可能であること
₋ 間質性肺疾患に対するステロイド治療など適切な処置が可能であること
₋ 24 時間患者からの連絡を受け付け、当該施設または提携施設にて、状況に応じて入院治療
するなど、緊急対応が可能であること
2) 医師要件
本剤納入前に以下の要件を確認し、協力依頼を行う。
 肺癌化学療法に十分な経験があり、肺癌関連学会（日本臨床腫瘍学会、日本肺癌学会または
日本呼吸器学会等）に所属している。
 MR の定期的な訪問が可能である。
 投与対象患者の慎重な選定等、弊社が依頼する本剤の安全対策に協力が可能である。
3) 医療従事者への事前説明
納品前に、医師、薬剤師、看護師等の医療従事者を対象とした製品説明および安全対策説明を
実施し、必要な資材を提供する。
提供資材：・適正使用ガイド
・患者向け資材（ザーコリカプセルを服用される方へ）
・治療確認シート
また、治療開始に先立ち、患者またはその家族に本剤の有効性および安全性について資材を用
いて十分に説明し、本剤服用中に何らかの異常を感じた場合、速やかに担当医師に連絡できる
よう治療確認シートに緊急連絡先を記載して案内することおよび初回以降も処方時に治療確認
シートの所持および緊急連絡先を把握しているか確認することを依頼する。
また、薬局での本剤交付に際して、治療確認シートを常に携帯し、担当医師の緊急連絡先を把
握しているかの確認が必要になることの説明も依頼する。
4) 薬局への協力依頼
本剤は病院薬局だけでなく、調剤薬局でも調剤されることが想定されることから納品までに製
品および安全対策の説明を実施し、以下の資材を提供する。
提供資材：・適正使用ガイド
・患者向け資材（ザーコリカプセルを服用される方へ）
・治療確認シート
保険調剤薬局の薬剤師は、本剤の投与患者またはその家族が処方せんを持参した際に治療確認
シートの提示を求め、処方医師による説明が理解されていることを確認した後に薬剤を交付す
ることを依頼する。
5) 流通管理
卸の協力を得て、製品および安全対策の事前説明が完了し、施設要件および医師要件を満たし
ている施設・薬局への納品を可能とする。なお、2 回目以降の納品は制限しない。
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薬剤名・薬効分類
会社名
適応症
フェントステープ 0.5mg、1mg、
2mg、4mg、6mg、8mg
87821
久光製薬（株）
 非オピオイド鎮痛剤及び弱オピ
オイド鎮痛剤で治療困難な下記
における鎮痛（ただし、他のオピ
オイド鎮痛剤から切り替えて使
用する場合に限る。）
 中等度から高度の疼痛を伴う各
種癌
 中等度から高度の慢性疼痛

安全性
検討事項

追加の
リスク最小化活動

呼吸抑制 、意識障害、依存 適正使用推進のための流通管理
性、傾眠、痙攣、ショック、 体制の構築（慢性疼痛）
アナフィラキシー、セロト
ニン作用薬併用によるセロ
トニン症候群

内容
【目的】
慢性疼痛患者は癌性疼痛患者と比べて活動性が高く、かつ長期的な使用が予想されること、また
慢性疼痛は癌性疼痛と比べてより身近な疾患であるため、本剤の容易な他人への譲渡、乱用のお
それがある。本剤は依存性を有し、これに伴う乱用の危険性があるため、本剤の適正使用情報を
正しく理解した医師によって本剤の投与が必要と判断された患者本人に対してのみ処方されなけ
ればならない。適正に使用されなかった場合、呼吸抑制等の重篤な有害事象が発現する可能性が
ある。そのため、患者に対しては医師から十分な説明を行い、本剤が医療用麻薬であることを周
知し、また医師が本剤を慢性疼痛の患者に処方する際には、患者を適切に選択し、副作用や依存
等に対する十分な知識を備える必要がある。
そこで、本剤を慢性疼痛へ処方する医師がオピオイド鎮痛剤の治療対象となる患者を適切に選択
できること、また本剤のリスク等を患者に対して適切に指導できることが重要であることから、
トレーニングを受けた医師のみが処方を可能とすることにより、適正な使用を促すため。
【具体的な方法】
1. 医師が本剤に関するトレーニングを受講
2. 確認テストを合格した医師へ確認書を発行
3. 医師が本剤を処方する際に確認書を交付
4. 患者による確認書の提示
5. 薬剤師による確認書の確認後、調剤を行う（確認書がなくトレーニングの受講が確認できない
場合は調剤しない）
なお、トレーニングの内容としては、以下を実施する。
 慢性疼痛について
 オピオイド治療
 薬物乱用・依存
 フェントステープの適正使用
 管理体制
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薬剤名・薬効分類
会社名
適応症
ポマリストカプセル 1mg、2mg、
3mg、4mg
87429
セルジーン（株）
再発又は難治性の多発性骨髄腫
レブラミドカプセル 2.5mg、5mg
87429
セルジーン（株）
(1) 多発性骨髄腫
(2) 5 番染色体長腕部欠失を伴う骨
髄異形成症候群
(3) 再発又は難治性の成人 T 細胞
白血病リンパ腫

安全性
検討事項
催奇形性

追加の
リスク最小化活動
薬剤配布プログラム： RevMate
（レブラミド・ポマリスト適正管
理手順）の実施

内容
【目的】
本剤による胎児への薬剤曝露の防止を目的とし、本剤が投与された全患者を登録、状況の確認を
し、妊娠状況を含めた患者情報を把握できるようにするため。
【具体的な方法】
 本剤を使用できる医療機関を制限する。
 流通管理（教育を実施した特約店のみに制限）を行う。
 処方医師、責任薬剤師への教育を実施し、RevMate センターへ登録、状況の確認をする。
 本剤を使用する全患者へ投与前教育を実施し、RevMate センターへ登録、状況の確認をする。
 本剤を使用中の全患者へ定期的な教育を実施し、遵守状況の確認を行う。
 妊娠可能な女性における定期的な妊娠反応検査を実施する。
 薬剤の管理（処方数量の確認、不要な薬剤の返却・廃棄、薬剤紛失の連絡等）を行う。
 以下の RevMate に関する資材を作成し処方医師・薬剤師及び患者に適切に提供することによ
り、RevMate に関する十分な理解と重要性の徹底を図る。
- RevMate ガイダンス（RevMate 総合説明書）
- RevMate 患者説明用資料
- 患者教育用資材
-ポマリスト/レブラミドを服用される方へ（治療と RevMate、避妊法に関する患者用解説書）
- 服薬日誌
- 患者関係者用説明文書（家族等患者関係者用説明文書）
- レブメイトキット（薬剤保管用キット）
- レブメイトカード（患者用ＩＤカード）
- 服薬指導せん（レブラミド、ポマリストの毎処方時の服薬指導補助文書）
- タブレット端末操作ガイド
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4.3.2 医薬品の使用条件の設定
4.3.2.1 「適正使用に関する納入前の確実な情報提供」
表 6 で示した流通管理が実施されている医薬品は、適正使用に関する納入前の情報提供を医薬
品の使用条件として設定しているものがあり、その RMP 事例（2 製品）を表 9 に示す。
表 9．RMP における「適正使用に関する納入前の確実な情報提供」の具体的な記載事例
※2019 年 7 月 11 日時点の各 RMP より抜粋して作成
薬剤名・薬効分類
安全性
追加の
会社名
検討事項
リスク最小化活動
適応症
アクテムラ皮下注162mgシリン 重篤な感染症、腸管穿孔、アナ 適正使用に関する納入前の確
ジ
フィラキシー等の重篤な過敏 実な情報提供
アクテムラ皮下注 162mg オー 症（投与時反応を含む）、好中
トインジェクター
球減少・白血球減少・無顆粒球
876399
症、血小板減少、間質性肺炎、
中外製薬（株）
B型肝炎ウイルスの再活性化、
・既存治療で効果不十分な下記 肝機能異常、悪性腫瘍、脱髄関
疾患
連疾患、Immunogenicity（免疫原
関節リウマチ（関節の構造的損 性）、心障害・心不全、胸膜炎
傷の防止を含む）
高安動脈炎、巨細胞性動脈炎
アクテムラ点滴静注用80mg
アクテムラ点滴静注用200mg
アクテムラ点滴静注用 400mg
876399
中外製薬（株）
・既存治療で効果不十分な下記疾患
関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、
全身型若年性特発性関節炎、成人スチル病
・キャッスルマン病に伴う諸症状及び検査所見（C反応性タンパク高値、フィブリノーゲン高値、赤
血球沈降速度亢進、ヘモグロビン低値、アルブミン低値、全身倦怠感）の改善。
ただし、リンパ節の摘除が適応とならない患者に限る。
・腫瘍特異的 T 細胞輸注療法に伴うサイトカイン放出症候群
内容
【目的】
本剤についての十分な知識と適応疾患の治療の知識・経験をもつ医師のもとで本剤が適正に使用
され、本剤の使用患者が急な状態悪化等により緊急処置を必要とした場合に、適切な処置を行う
ことができるよう、本剤の適正使用を促進し、安全性を確保する。
【具体的な方法】
医療機関より卸が本剤の初回発注を受けたら、発注元の医療機関に対して、添付文書等の適正使
用に関する情報を提供した後に、卸に本剤納品を指示する。
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薬剤名・薬効分類
会社名
適応症
ルミセフ皮下注 210 ㎎シリンジ
873999
協和キリン（株）
既存治療で効果不十分な下記
疾患
尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿
疱性乾癬、乾癬性紅皮症

安全性
検討事項

追加の
リスク最小化活動

• 重要な特定されたリスク：
好中球数減少、重篤な感染
症、重篤な過敏症、活動性ク
ローン病患者におけるクロー
ン病の増悪
• 重要な潜在的リスク：悪性腫
瘍、免疫原性、炎症性腸疾患、
自殺／自傷行為に関連する事
象

適正使用に関する納入前の確
実な情報提供

内容
【目的】
本剤の作用機序等から懸念される安全性について、各施設での本剤使用前に情報提供を行い、有
害事象の発現又は重篤化回避のための理解を促すため。また、適正使用情報として本剤の投与対
象に関する注意についても情報提供を行う。
【具体的な方法】
本剤は、乾癬の主な診療科である皮膚科と、重篤な感染症の診断・治療が可能な専門科との協力
の下で、重篤な感染症の予防・早期発見等が図れるよう、徹底した対策を講じることが重要であ
ることから、以下の対応を行う。
 本剤の納入前に、納入予定施設を訪問し、処方予定医師に対し、本剤の使用にあたっては、
尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬及び乾癬性紅皮症の治療及び本剤の安全性プロファ
イルや副作用発現時の対応について、十分な知識を持つことの重要性を説明し、理解を得
る。
 重篤な感染症等に対する迅速な対応や定期的な検査が可能な施設で使用すること又は前記を
満たす施設と協力体制を構築した上で使用することの重要性を説明し、理解を得る。
 協力体制を構築する場合は、具体的な協力先や医師名を確認し、協力先医師に対しても訪問し、
本剤の安全性情報と副作用発現時の対処法を説明し、理解を得る。
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4.3.2.2 「医師要件の設定」
「医師要件の設定」に関しては、「講習・教育プログラムを履修し、その内容を理解したことが
確認された医師」、「本剤及び疾患に十分な知識・経験を有する医師」又は「○○学会に所属・○
○学会認定の専門医」として RMP に定められているものがあり、RMP 記載事例（1 製品）を表 10
に示す。
表 10．RMP における「医師要件の設定」の記載事例
※2019 年 7 月 11 日時点の RMP より抜粋して作成
薬剤名・薬効分類
会社名
適応症
へムライブラ皮下注 30mg
へムライブラ皮下注 60mg
へムライブラ皮下注 90mg
へムライブラ皮下注 105mg
へムライブラ皮下注 150mg
876349
中外製薬（株）
先天性血液凝固第VIII因子欠乏患
者における出血傾向の抑制

安全性
検討事項
血栓塞栓症（aPCCとの併
用時）、血栓性微小血管症
（aPCCとの併用時）、血
栓塞栓症（FVIIa/FXとの併
用時）、血栓性微小血管症
（FVIIa/FXとの併用時）、
FVIII製剤との併用時の安
全性

追加の
リスク最小化活動
使用条件の設定

内容
【目的】
本剤に関する十分な知識及び血友病治療に十分な知識・経験を有する医師のもと、緊急時に十分
対応できる医療機関で本剤が適正に投与開始されるよう、使用条件の設定を行う。
【具体的な方法】
1. インヒビター保有血友病A患者に本剤を使用する医療機関
 施設要件
以下の要件を満たす施設に使用を制限する。
＜本剤を投与開始する施設（以下、導入施設）＞
・医師要件を満たす医師が在籍する施設
・本剤の安全対策に協力可能な施設
・rFVIIaが使用可能な施設
・本剤とaPCC又はFVIIa/FXとの併用投与にあたって必要な血液凝固検査等が実施可能な施設
・血栓塞栓症、血栓性微小血管症に対する適切な処置を行うことが可能な施設、又はこれらの
施設と連携可能な施設
＜導入施設で本剤開始後に本剤を投与する施設（以下、フォロー施設）＞
・医師要件を満たす医師が在籍する施設
・本剤の安全対策に協力可能な施設
・rFVIIaが使用可能な施設
・通常診療時及び本剤投与中の出血に対してrFVIIaで止血が困難な場合に導入施設と連携する
ことが可能な施設
 医師要件
以下の要件を満たす医師に使用を制限する。
＜導入施設＞
・本剤に関する十分な知識を有する医師
・血友病治療に十分な知識・経験を有する医師
＜フォロー施設＞
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・本剤に関する十分な知識を有する医師
2. インヒビター非保有血友病A患者に本剤を使用する医療機関
 施設要件
以下の要件を満たす施設に使用を制限する。
・医師要件を満たす医師が在籍する施設
・本剤の安全対策に協力可能な施設
・通常診療時及び重大な出血・手術時に適切な処置を行うことが可能な施設、又はこれらの施
設と連携可能な施設
 医師要件
以下の要件を満たす医師に使用を制限する。
・本剤に関する十分な知識を有する医師
・血友病治療に知識・経験を有する医師
 医薬情報担当者（MR）による医師及び医療関係者への事前説明
MRが納品前に必ず施設を訪問の上、医師、薬剤師、看護師等の医療関係者を対象とした製品説
明及び安全対策説明を実施する。
使用条件を満たす医師からの処方であることを確認するため、薬局にて「連絡カード」を提示す
るよう患者に指導することを依頼する。
 流通管理
以下の条件を満たしている場合のみ施設への納品可能とし、本剤の適正使用を担保する。なお、
初回納入制限を解除した後は通常の受発注を可能とする。
・施設及び医師要件が確認されている。
・MRによる事前説明がなされている。
 卸店への協力依頼
本剤納入前に十分な情報提供を確実に行うため、本剤初回納入について卸店の協力を得て流通管
理を実施する。
・施設要件の確認、医師要件の確認、医師などへの事前説明を実施した後に制限を解除して本
剤を納入する。
 薬局への協力依頼
本剤は自己注射可能な薬剤であり、病院薬局だけでなく、調剤薬局でも調剤されることが想定さ
れる。本剤の安全対策が徹底される体制を構築するため、本剤の調剤を予定している調剤薬局
に対しても、納入前に事前説明を実施した後に制限を解除して本剤を納入する。また、患者が
所持する「連絡カード」の種類と処方された止血製剤との整合性及び使用条件を満たす医師か
らの処方であることを確認したうえで、本剤を交付するよう依頼する。

※本文中，以下のとおり略字を使用している。
血液凝固第 VIII 因子：FVIII，血液凝固第 IX 因子：FIX，血液凝固第 X 因子：FX，活性型
プロトロンビン複合体（乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体）製剤：aPCC，遺伝子組
換え活性型血液凝固第 VII 因子（エプタコグアルファ（活性型）（遺伝子組換え））製
剤：rFVIIa，乾燥濃縮人血液凝固第 X 因子加活性化第 VII 因子製剤：FVIIa/FX，活性化部
分トロンボプラスチン時間：APTT
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4.3.3 企業ホームページにおける公表
「企業ホームページにおける公表」事例（2 製品）を表 11 に示す。なお、インフリキシマブは後
発品の RMP からの抜粋である。
表 11．RMP における「企業ホームページにおける公表」の具体的な記載事例
※2019 年 7 月 11 日時点の RMP より抜粋して作成
薬剤名・薬効分類
会社名
適応症

安全性
検討事項

追加の
リスク最小化活動

悪性症候群、錐体外路症
企業ホームページにおけるアリ
エビリファイ錠
状、麻痺性イレウス、アナ
ピプラゾールの副作用発現頻度
1mg/3mg/6mg/12mg
フィラキシー、横紋筋融解 の公表
エビリファイ散1%
症、高血糖、糖尿病性ケト
エビリファイ内用液0.1%
アシドーシス、糖尿病性昏
エビリファイ OD 錠
睡、低血糖、痙攣、無顆粒
3mg/6mg/12mg/24mg
エビリファイ持続性水懸筋注用 球症、白血球減少、肺塞栓
300mg/400mg
症、深部静脈血栓症、肝機
エビリファイ持続性水懸筋注用 能障害、衝動制御障害、自
300mg/400mgシリンジ
殺行動、自殺念慮
87117
大塚製薬（株）
エビリファイ錠1mg、3mg、 6mg、12mg、エビリファイ散1％、エビリファイ内用液0.1％、エビリ
ファイOD錠3mg、6mg、12mg：
･ 統合失調症
･ 双極性障害における躁症状の改善
･ うつ病･うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限る）
･ 小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
エビリファイOD錠24mg：
･ 統合失調症
･ 双極性障害における躁症状の改善
エビリファイ持続性水懸筋注用 300mg、400mg、エビリファイ持続性水懸筋注用300mg/400mg
シリンジ：
･ 統合失調症
内容
【目的】
即時性のある情報提供のため
【具体的な方法】
企業ホームページにおいて、収集された副作用件数、本剤の情報や適正使用に係る注意喚起、副
作用発現状況を踏まえた注意喚起等を公表する。
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薬剤名・薬効分類
会社名
適応症
インフリキシマブBS点滴静注用
100mg「CTH」（インフリキシ
マブ「NK」と同成分）
セルトリオン・ヘルスケア・ジ
ャパン（株）
87239

安全性
検討事項

追加の
リスク最小化活動

重篤な感染症（肺炎、ニューモ 企業ホームページにおける本
システィスジロヴェシ肺炎、敗 剤の副作用発現状況の公表
血症、日和見感染等）、Infusion
reaction、間質性肺炎、結核、肝
機能障害、抗体産生、重篤な血
液障害（汎血球減少、血小板減
少、白血球減少、顆粒球減少、
血球貪食症候群）、悪性腫瘍

･ 既存治療で効果不十分な下記疾患
関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性
紅皮症
･
･ 次のいずれかの状態を示すクローン病の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）
･ 中等度から重度の活動期にある患者
外瘻を有する患者
･ 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）
内容
【目的】
製造販売後における自発報告及び調査における副作用発現状況の最新情報を提供する。
【具体的な方法】
 本剤専用のWebページを作成する。
 実施期間：販売開始から2019年10月まで
 更新頻度：2ヵ月に1回

4.3.4 表示、容器・包装等の工夫
表示、容器・包装等の工夫は過量投与・投与量不足の防止等の誤用の防止を目的として定めら
れる。製薬協 KT1 のアンケートで得られた RMP 記載事例（2 製品）を表 12 に示す。
また、記載事例のほかに、アンケートの回答として以下の具体例が提供された。
例1） 週 1 回服用であること、飲み忘れた場合、同じ日に 2 錠飲まないことの注意などを錠剤
のシートに明記し、また、曜日を記入できるように工夫。さらにカレンダーシールや疾
患情報の QR コードの表示を行った。
例2） 1 錠と 2 錠を 1 日毎に交互に服用する必要のある患者用に PTP シートフォルダーを作成
し、PTP シートフォルダーに PTP シートをセットすることで、誤りなく交互に服用でき
るように工夫した。
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表 12．RMP における「表示、容器・包装等の工夫」の具体的な記載事例
※RMP 作成時点の記載
！本活動は既に終了しており、現在行っていない内容である。他の事例が少ないため、参考として掲載した。
20mg、40mg 製剤は発売終了したため下記 20mg、40mg 製剤は現在存在しない。

薬剤名・薬効分類
会社名
適応症
アレセンサカプセル 20mg、40mg
（RMP 作成当時）
874291
中外製薬（株）
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な
進行・再発の非小細胞肺癌

安全性
検討事項
過量投与・投与量不足の
リスク

追加の
リスク最小化活動
表示、容器・包装等の工夫

内容
【目的】
本剤は，カプセルサイズは同じであるが含量が異なる 2 製剤を組み合わせて服用することから，カ
プセルの取り違いにより生じる過量投与・投与量不足を防止することを目的として行う。
【具体的な方法】
 表示，容器・包装の工夫
 カプセルは含量ごとに色を変え，更にカプセル識別コードの一部である含量表示（「20 mg」
「40mg」）を大きく印字することにより，識別性の向上を図り，調剤時の過誤や患者自身の服
用時の取り違いの防止を促す。
 容器（本体及び蓋）に含量を明記し，また含量ごとに容器の大きさと容器（本体及び蓋）に貼付
するラベルの色を変えることにより，識別性の向上を図り，調剤時の過誤や患者自身の服用時
の取り違いの防止を促す。
 1包装単位を1週間分の処方時に必要なカプセル数（40 mg カプセル：98カプセル，20 mg カプセ
ル：14カプセル）とすることにより，処方時の指示ミスや調剤時の取り違いの防止を促す。
 カプセルの取り違いにより生じる過量投与・投与量不足の防止を目的とした資材の作成と提供
 医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の作成と提供
納入時に提供，説明し，処方時・調剤時における過誤防止の徹底や服用毎に1回の服用量を確認
するよう患者への指導を依頼する。
 患者向け資材の作成と提供
納入時に服用時の注意事項を記載した資材を提供，説明し，資材の活用を依頼する。

図 8．アレセンサ 服薬指導箋（RMP 作成当時）
※20mg、40mg 製剤は販売終了したことで、上記対応が不要となったため、本資材の活用は既に終了
している。

40

※2019 年 7 月 11 日時点の RMP より抜粋して作成
薬剤名・薬効分類
会社名
適応症
マリゼブ錠12.5mg
マリゼブ錠 25mg
873969
MSD（株）
2型糖尿病

安全性
検討事項
過量投与・過量服用のリ
スク

追加の
リスク最小化活動
本剤の包装形態の工夫

内容
【目的】
包装形態を工夫し、パッケージには服薬に関する注意事項を記載して適正使用の徹底を図る。
【具体的な方法】
MR が提供し、説明する。

4.3.5 その他
4.3.5.1 専用コールセンターの設置
「自己投与」が必要な医薬品について、患者向けに、専用コールセンターを設置した。製薬協 KT1
のアンケートで得られた RMP 記載事例（1 製品）を表 13 に示す。
表 13．自己投与に関する情報提供方法として「専用コールセンターの設置」
※2019 年 7 月 11 日時点の RMP より抜粋して作成
薬剤名・薬効分類
安全性
追加の
会社名
検討事項
リスク最小化活動
適応症
アクテムラ皮下注162mgシリンジ
過量投与・過量服用のリ
自己投与に関する情報提供（SC）
アクテムラ皮下注 162mg オートイ スク
ンジェクター
876399
中外製薬（株）
・既存治療で効果不十分な下記疾
患
関節リウマチ（関節の構造的損傷
の防止を含む）
高安動脈炎、巨細胞性動脈炎
アクテムラ点滴静注用 80mg
アクテムラ点滴静注用 200mg
アクテムラ点滴静注用 400mg
876399
中外製薬（株）
・既存治療で効果不十分な下記疾患
関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、
全身型若年性特発性関節炎、成人スチル病
・キャッスルマン病に伴う諸症状及び検査所見（C 反応性タンパク高値、フィブリノーゲン高値、
赤血球沈降速度亢進、ヘモグロビン低値、アルブミン低値、全身倦怠感）の改善。
ただし、リンパ節の摘除が適応とならない患者に限る。
・腫瘍特異的 T 細胞輸注療法に伴うサイトカイン放出症候群
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内容
【目的】
皮下注製剤において、医療従事者による自己投与に関する適切な指導を可能とし、自己投与が妥
当と判断された患者やその家族が自己投与する場合の手技について正しく理解するとともに、投
与時の質問に対して回答できる体制を構築することを目的とする。
【具体的な方法】
以下の自己投与に関する資材を提供し，専用コールセンターを設置する。
−医療関係者向け資材
・アクテムラ自己注射/患者指導のための手引き
−患者向け資材
・アクテムラ自己注射ガイドブック

4.3.5.2 専門的知識・経験のある医師による使用
「専門的知識・経験のある医師による使用」が必要な医薬品について、専門医の確保のた
め、講習・実技セミナーを受講した医師を、薬剤講習・実技セミナー受講認定医師として登録
した。製薬協 KT1 のアンケートで得られた RMP 記載事例（1 製品）を表 14 に示す。
表 14．専門的知識・経験のある医師による使用の具体的な記載事例
※2019 年 7 月 11 日時点の RMP より抜粋して作成
薬剤名・薬効分類
会社名
適応症
ボトックス注用50単位
ボトックス注用100単位
87122
グラクソ・スミスクライン（株）
眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜
頸、上肢痙縮、下肢痙縮、2 歳以上
の小児脳性麻痺患者における下肢
痙縮に伴う尖足、重度の原発性腋
窩多汗症、斜視、痙攣性発声障害

安全性
検討事項

追加の
リスク最小化活動

専門的知識・経験のある医師に
よる使用の確保

内容
専門的知識・経験のある医師による使用の確保を図るため、本剤WEB講習・実技セミナー（随時）
又は本剤講習・実技セミナー（定期）の受講後、本剤講習・実技セミナー受講認定医師として登録
を行う。
各適応症に対して用いる資材は以下のとおりである。
 重度の原発性腋窩多汗症
講習・実技セミナー教材スライド（製剤基礎編）、講習・実技セミナー教材スライド（重度の原
発性腋窩多汗症）、講習・実技セミナー教材テキスト（重度の原発性腋窩多汗症）
 斜視
講習・実技セミナー教材スライド（製剤基礎編）、講習・実技セミナー教材スライド（斜視）、
講習・実技セミナー教材テキスト（斜視）、注射法解説動画（斜視）
 痙攣性発声障害
講習・実技セミナー教材スライド（製剤基礎編）、講習・実技セミナー教材スライド（痙攣性発
声障害）、講習・実技セミナー教材テキスト（痙攣性発声障害）、注射法解説動画（痙攣性発声
障害）
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4.3.5.3 失活・廃棄の管理
活性の高い医薬品の「失活・廃棄の管理」として、医薬品の使用後に失活・廃棄が安全・確実
に行われるよう設定した。製薬協 KT1 のアンケートで得られた RMP 記載事例（1 製品）を表 15
に示す。
表 15．失活・廃棄の管理の具体的な記載事例
※2019 年 7 月 11 日時点の RMP より抜粋して作成
薬剤名・薬効分類
会社名
適応症
ボトックス注用50単位
ボトックス注用100単位
87122
グラクソ・スミスクライン（株）
眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜
頸、上肢痙縮、下肢痙縮、2 歳以上
の小児脳性麻痺患者における下肢
痙縮に伴う尖足、重度の原発性腋
窩多汗症、斜視、痙攣性発声障害

安全性
検討事項

追加の
リスク最小化活動
失活・廃棄の管理

内容
本剤の使用後に失活・廃棄が安全・確実に行われるよう、「治療までの流れ」を参照しつつ、管理
の記録ノート（「管理の記録」）等を用いて失活・廃棄の記録ができる体制を整え、管理の記録の
回収又は確認を行う。

4.3.5.4 MI（重要な不足情報）に対する「追加のリスク最小化策」を設定した事例
製薬協 KT1 のアンケートで得られた回答として、以下の具体例が提供された。
例 1）肝代謝を受けることから、肝機能障害の程度によっては血漿中濃度の上昇や有害事象の発
現が懸念されることを医療従事者及び患者に情報提供し、適正使用に関する理解を促すこ
とにより、副作用等の健康被害を最小化するために「追加のリスク最小化策」として、1.
医療従事者向け資材の作成と提供、2.患者向け資材の作成と提供を行った。
例 2）臨床試験において、少数例でリスクが認められたため「低体重患者等への安全性」を重要
な不足情報に設定し、追加のリスク最小化活動として「医療従事者向け資材の作成・配布」
を行った。
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