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V.A. 序文
医薬品の安全性に関する情報は承認の時点で、相対的に限定されているということが認識されている。そ
の理由として、さまざまな要因があげられる。たとえば、治験の対象集団から相対的に被験者数が少なか
ったり、年齢、性別および民族、合併症、並行治療、投与条件の制限、相対的に短期間の投与および経過
観察、ならびに多重のアウトカムに関連した統計的問題がある。
医薬品は、承認時の特定の適応疾患においてリスクベネフィットバランスが対象集団に対して有効である
との評価にもとづき認可される。典型的に医薬品には関連する複数のリスクがあり、重症度患者や公衆衛
生への効果に対するそれぞれのリスクはちがう。しかしながら最初の承認段階では、実際にみられたもし
くは潜在的なすべてのリスクを特定することはできないので、医薬品の投与に関連する多くのリスクは承
認後にみつかったり、特徴づけられたりする。医薬品の安全性プロファイルを特徴づけるために必要なフ
ァーマコビジランスの活動計画は、承認前後のデータおよび医薬品の薬理学的な原理から、特定された特
異的な点により厳密にもとづくなら改善していくであろう。
リスクの特定と特徴づけという目的により、可能な限りリスクの最小化と軽減が見込まれる。したがって、
リスクマネジメントには 3 つの段階があり、それらは相関し相互的に作用する：
1. 既知および未知の医薬品の安全性プロファイルの特徴づけ;
2. リスクの特徴づけおよび新しいリスクの特定、ならびに医薬品の安全性プロファイルに関する一般的

な知識を向上させることを目的としたファーマコビジランス活動計画;
3. リスク最小化および軽減の計画と実施、およびそれら活動効果の評価

本ガイダンスに代わる Volume 9A のヒト用医薬品のリスクマネジメントシステムに関する章は、リスク
の管理に基づいている。しかし、リスクベネフィットバランスをどのように最大限に考え、もしくは評価
するかは、リスクおよびベネフィットの両方を照らし合わせて理解する必要がある。承認時にリスクベネ
フィットバランスを評価する際、リスクおよびベネフィットは対象集団全体にあてはめられるのが前提と
なる。しかし、対象集団全体のリスクより高いリスクが考えられる少数集団の患者、もしくはそれほどベ
ネフィットがない少数の患者が存在する可能性もある。さらに、臨床での有効性が、日常的に投与される
医薬品の真の効果として反映しない可能性があるため、承認時に評価された医薬品のリスクベネフィット
バランスは、必然的に承認後に変更されることになる。規則(EC) No 726/2004 並びに指令 2001/83/EC は、
ある特定の状況においては承認後安全性試験と有効性試験の両方を実施することが販売承認の条件となり
[規則第 9(4)条、第 10a(1)条、指令第 21a 条、第 22a(1)条]、それらの試験を RMP（リスクマネジメント
計画）に盛り込むことを条項規定されている。
リスクマネジメントはグローバルな活動である。しかしながら、適応疾患や医療制度の違いにより対象集
団が世界中で異なることが考えられるため、リスクの最小化活動は特定の国、もしくはグローバルな地域
で設定しているシステムに合わせる必要がある。さらに、疾患の流行や重症度の違いは、医薬品のベネフ
ィットが地域間で異なることが考えられる。したがって、根幹となる部分はすべて共通しているとしても、
医薬品の RMP は地域ごとにちがう型式であるかもしれない。医薬品の安全性検討事項は医薬品がどこで
使用されるかに関わらず同じである。例えば、アフリカとヨーロッパのような地域間における疫学はちが
う可能性があるが、対象集団、および適応疾患によっては、安全性懸念事項が追加されるかまたはより少
ないかもしれない。
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RMP のモジュール式フォーマットへの移行は、2012 年 7 月に施行された。これによりさまざまな規制当
局へ提出が容易になるべきである。RMP の様式および提出に関するガイダンスは当局のホームページで
随時更新される1 (Annex II のリンクを参照)。
リスクマネジメントは、医薬品のライフサイクルのどの時点においても適用が可能である。しかし、本モ
ジュールは承認前後のリスクマネジメントに特化しており、EU での販売承認に至る審査手順（中央審査
方式、分散審査方式、相互承認方式および国家承認方式）に関わらず、全ての製品に適用することができ
る。
本ガイダンスで扱われているリスクは、非臨床および臨床での安全性に関連するものである。さらに、そ
のリスクが製品の安全性もしくは/および有効性に影響を与える場合は、品質問題も関わる可能性がある。
製品の廃棄場所は、残留有効成分（貼付剤等）が原因で、特定のリスクを引き起こす可能性があるため、
これについても対処しなければならない。
本モジュールは、リスクマネジメントの原則および日常的なリスク最小化対策の詳細を記述しているが、
より詳細な他のリスクマネジメント手法およびリスクマネジメントの効果をはかることについては、モジ
ュール XVI に記述する。
V.B. 構造とプロセス
V.B.1. 用語
特定リスク
対象の医薬品との関連性が確実な根拠のある有害事象：
・非臨床試験で十分検証され、臨床データによって確認された副作用；
・対照薬グループとの差の値が因果関係を示唆する上で、適切に計画された臨床試験または疫学的試験で
みられた副作用；
・時間的な関連性、およびアナフィラキシー反応や投与部位反応といった生物学的妥当性により強固に裏
付けされた因果関係に関して、適切に記述された数々の自発報告による副作用
プラセボ、実薬または非曝露を対照群とする臨床試験
潜在的リスク
対象医薬品との関連性が疑わしいが確認できていない有害事象：
•

非臨床安全性試験でみられた毒性所見が臨床試験でみられなかったり、臨床試験で消失したもの；

•

臨床試験または疫学的試験でみとめられ、対照薬グループ（プラセボ、実薬、または非曝露群）との
数値差が関連性の疑いを示しているものの因果関係を示唆するには不十分な有害事象；

•

自発的有害事象報告システムより発生したシグナル；

•

他の同種同効薬との関連性が既知の、もしくは医薬品の特性により発現が予測される有害事象；

1
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不明情報
特定の患者集団に対して、臨床的に重要な医薬品の安全性または使用に関する知識の欠如。
不明情報の例としては、（例えば、妊娠中の女性や重度の腎機能障害患者など）臨床試験の対象から除外
されていた患者集団であるものの使用が想定される場合や、または多くの承認適応外使用が想定される場
合など、安全性を予測するにあたり不明な情報。
重要な特定リスクと重要な潜在リスク
特定リスクもしくは潜在リスクとは、製品のリスクベネフィットバランスに影響を及ぼす可能性のあるも
の、または公衆衛生への影響を示唆するものをいう。
重要なリスクは、個人への影響、リスクの重篤性、および公衆衛生への影響などいくつかの要因から成り
立つ。通常、製品情報の禁忌や警告、注意に該当するリスクは、考慮する必要がある。
リスクマネジメントシステム
活動と介入による効果を評価し、医薬品に関するリスクを認識、理解、予防および最小化するために計画
されたファーマコビジランス [DIR Art 1(28b)]
リスクマネジメント計画
リスクマネジメントシステムの詳細な内容 [DIR Art 1(28c)]
リスク最小化活動（リスク最小化策の同義語として使用される）
介入とは、医薬品への曝露による副作用の発生を予防すること、または軽減すること。もしくは、万が一
発生した場合、その重症度を軽減すること。
安全性懸念事項
重要な特定リスク、重要な潜在リスク、もしくは不明情報
対象集団（治療法）
認可された製品の用法と禁忌事項情報にしたがった医薬品を使用して治療を受ける可能性がある患者

V.B.2. リスクマネジメントの原則
リスクマネジメントの全体的な目的は、各患者および対象集団への特定の医薬品（または、一連の医薬品）
のベネフィットが最大差に達することにより、リスクを超えることである。これは、ベネフィットを増大
させるかリスクを軽減させるかによって行える。RMP の主な目的と中心は、リスクマネジメントそのも
のであるが、有効性試験（不明情報に関する安全性仕様セクションにつながるもの）の必要なものを評価
し必要に応じて統合することで、情報源をより効果的にリスクに関連づけて活用することが可能となる。
従って、RMP にはそのような試験の計画が盛り込まれており、また指令 2001/83/EC 第 108a 条の特定の
効果に関するガイダンスを侵害することがない。
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リスクマネジメントの原則は、利害関係や領域に関わらず同じとなる（下記参照）。
Figure V.1. リスクマネジメントサイクル

しかしながら利害関係者が、申請者／販売承認取得者、所轄官庁、医療従事者もしくは患者かによって、
サイクル内の各ステップの行動と責任はかわってくる。また患者組織、学会、医療経済学者、保健局、全
国安全組織、環境アドバイザー、医療専門者、製薬卸売業者などがリスクベネフィットマネジメントにか
かわることもあるが、おもな関係者に比べるとその役割は小さく補完的である。
EU の申請者／販売承認取得者、および所轄官庁については、法令にリスクマネジメントについて特記さ
れている。EU で法令を遵守するように、リスクマネジメントの主な記録と手順は、医薬品規制調和国際
会議（ICH）のファーマコビジランス計画に関するガイダンス E2E の原則に従うものとする。
EU 圏外の一部の地域では、一般的なリスクマネジメントを現地の法令として正式に採用しており、また
は特定の ICH－E2E ガイダンスを採用している場合もある。また、ある地域では、現地のガイダンスを
作成していることもある。販売承認取得者、所轄官庁もしくは保健局により作成された製品情報、治療ガ
イドラインおよび他の資料には、医療従事者への処方、調剤、治療およびベネフィットとリスクの管理指
示が記されている。患者にとって医薬品の大半は医師により処方され、薬剤師により調剤される。主にベ
ネフィットとリスク管理は、治療スケジュールと推奨事項の遵守、重大なリスクと取るべき措置の把握、
そしてあらゆる悪影響について医師、薬剤師また所轄官庁への報告である、しかし、一部の国では患者が
医療従事者の指導なしに直接、薬を購入することがあるため、患者自身が医薬品の潜在的なベネフィット
とリスクを理解し、かつ安全で効果的な使用方法を必要とすることを理解しなければならない。どのよう
な場合でも医薬品の潜在的なベネフィットとリスクを理解している患者は、治療を受けるかどうか、また
はリスク最小化活動の提案に従うかどうかを判断できる。
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V.B.3.

リスクマネジメントに関する組織内での責任

医薬品の RMP に直接関わりのある中心的組織は、申請者／販売承認取得者、およびその管轄当局である。
EU 内において医薬品の承認と管理の責任は、承認までの道筋に応じて、加盟国の所轄官庁、欧州委員会
および欧州医薬品庁間で担うものとする。
V.B.3.1. 販売承認取得者および申請者
医薬品のリスクマネジメントに関して、申請者／販売承認取得者は以下の責任を負う：
•

関連する法令に従い、医薬品のリスクをたえず監視、その結果を適宜かつ確実に所轄官庁に報告する
ことを確保する；

•

医薬品に関わる企業により提示されるすべての情報の正確性の確認、また新しい情報への積極的な更
新と迅速な伝達も考慮した医薬品リスクの最小化とベネフィットの最大化のため、すべての妥当な措
置を講じる；

上記の内容は GVP の他のモジュールにてあつかわれているので、本モジュールでは RMP とその内容の
みを記述する。その内容は以下の通り
ICH-E2E は、RMP の 2 つの基本である、安全性仕様とファーマコビジランス計画を定義しているが、リ
スク最小化ははいらない。しかし、ICH-E2E が開発された当時、リスク最小化は RMP には不可欠であ
ると認識されていた。安全性仕様とファーマコビジランス計画がどのように RMP に統合されているかの
詳細と構成および様式の詳しい内容は V.B.5 から V.B.7 で規定する。
RMP の作成には、組織内外からさまざまな専門家と部門を介入させることが必要である。安全性仕様に
は、毒性学者、臨床薬理学者、臨床研究医師、薬剤疫学者、ファーマコビジランスの専門家の参加が必要
かもしれない。ファーマコビジランス計画において、安全性仕様で規定されている懸念内容と、取り組む
ために計画された措置の種類に応じて、前述のいずれかの専門家が必要となる場合がある。リスク最小化
活動の計画には、コミュニケーション技術の専門家、また必要に応じて患者および／もしくは医療従事者
の参加が求められる。
RMP、まずファーマコビジランスの文書作成とし、その作成には会社組織に応じて、ファーマコビジラ
ンス部門もしくは規制部門のいずれかで、適切なトレーニングを受けた担当者によって管理されることが
望ましい。
RMP の内容と正確性についての責任は、適切な科学知識を有する社内の担当者が管理を行い、その管理
を確認する販売承認取得者／申請者とする。
各リスク最小化活動の詳細は、モジュール XVI で規定する。
V.B.3.2. 所轄官庁
所轄官庁の一般的責任はモジュール I で説明している。リスクマネジメントに関する所轄官庁のおもな責
任は以下の通り：
•

製薬会社、医療従事者、患者、また必要に応じてその他から提出される報告書の評価を含む医薬品の
リスクとベネフィットをつねにモニタリングする；
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•

医薬品リスクを最小化し、ベネフィットを最大化するために適切な規制措置を実施する。その実施に
は、企業が提供する医薬品関連情報のすべてが正しく、かつ完成されていることが望まれる；

•

全国レベルでリスク最小化活動が実施されていることを確認する；

•

新しい情報の入手次第、利害関係者と効率よく連絡をとる。連絡には、適した様式を用い患者、医師、
患者団体、学会等に情報を提供するものとする；

•

参照医薬品に何らかの変更を行った場合、必要に応じてジェネリックや類似する生物学的医薬品の販
売承認取得者は、リスク最小化策にも同様の変更を行うものとする；

•

他の規制当局に対し製品の情報を提供する。この情報には、先発および参照医薬品の変更等、医薬品
に関する安全活動に関する通知等がはいる。

関連する職務および活動内容の多くは、GVP または他の科学的ガイダンスに記載されている。リスクマ
ネジメントに関連した規制当局のおもな職務の一つに、RMP の評価がある。RMP のさまざまな内容に関
して、それぞれの専門家を必要とするため、理想的に RMP の評価を実施するには、それぞれの専門分野
からなる多職種のチームが行うことが望ましい。いかにこれを達成するかは所轄官庁の組織構造によるが、
提出済みの関係書類の各分野に対応した専門家の評価報告と一緒に RMP を再確認するための多職種での
ミーティングの実施、もしくはファーマコビジランス専門家をいれての実施も必要となる。
V.B.4. RMP（リスクマネジメント計画)の目的
欧州委員会実施規則(EU) No 520/2012 [IR]により、RMP には下記の構成要素をいれることが義務づけら
れている：
•

医薬品安全性プロファイルを認識または理解すること；

•

医薬品のさらなる安全性プロファイルを特徴づける方法を示すこと；

•

医薬品に関連するリスクの予防と最小化策、またその介入の効果評価の文書；

•

販売承認の条件として課された承認後の義務を表す文書 [IR Art 30]

これらの義務を満たすことに暗黙の RMP は、以下の要件をみたすものとする：
•

当該医薬品の安全性プロファイルに関して既知および未知の内容を記述する；

•

医薬品が日常診療で幅広い対象患者に使用される際、臨床試験の対象集団で示された有効性の確実性
の程度を示し、また承認後の有効性に関する検討（有効性試験）の必要性を記録する；

•

リスク最小化策の効果の評価方法。

RMP は、製品のライフサイクルを通して更新される流動的で独立した資料となる。定期的安全性最新報
告（PSURs）を必要とする製品には、両方の目的に対し特定のモジュール（の一部）を使用することが
できる。
（V.B.14 を参照）
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V.B.5. RMP の構成
RMP は 7 項目で構成されている。RMP のある部分、特に安全性仕様は、各モジュール[IR Annex 1]に細
かく分かれているため、その内容は他の文書（例：定期的安全最新報告書）の医薬品および追記／削除ま
たは再利用されたモジュールの詳細とあわせて変更することができる。RMP モジュールパート II は通常、
ICH-E2E の安全性仕様の見出しに準じているが、一方モジュールパート III はファーマコビジランス計画
に準じている。複数の医薬品が同じ有効成分である場合、適応疾患、剤型および対象患者ごとに RMP に
関連する項目をモジュールやセクションに分けて、同様に記述する。モジュール構成はまた RMP を容易
に更新できるものとする。製品が完成に近づくにつれて、RMP モジュールまたはセクションの更新が終
了する場合がある。例えば、臨床試験も同様、非臨床試験では一定の期間をもって終了することが考えら
れる。これらの RMP モジュールは、新しいデータの追加が必要となるまで、“使用不可”とすることが
できる。また、RMP モジュールは、特定の状況において省略出来る場合がある。（V.C.3.1.参照）
提出した RMP は、RMP のテンプレートに準ずるものとする（関連する Annex II 参照）
。提供できる情
報量、特に RMP パート II に記載される情報量は、医薬品の種類とその医薬品がライフサイクルのどの段
階にあるのかによって変わってくるが、本ガイダンスでは必要な情報のレベルとその様式に関する概要を
規定する。
リスクマネジメントシステムは、医薬品の特定リスクと潜在リスク、および承認後の安全性データの必要
性につりあったものとする[指令第 8(3)条]。これは、3 つの方法により実現できる：製品の状況（確立し
た製品／ジェネリックなど、V.3 を参照）のために提出する必要があるモジュール数を減らすこと、また
承認後の試験とリスク最小化活動の要件が、医薬品の重大なリスクと不確実性を反映しているかどうかを
確認すること。
RMP のモジュールとセクションの概要は下記に規定する[IR Annex I]：
Figure V.2. RMP のモジュールとパートの概要
パート I

製品概要

パート II

安全性検討事項
モジュール SI 適応疾患および対象集団の疫学
モジュール SII 安全性仕様の非臨床パート
モジュール SIII 臨床試験での曝露
モジュール SIV 臨床試験で検討されなかった集団
モジュール SV 承認後使用経験
モジュール SVI 安全性仕様の EU 追加要求事項
モジュール SVII 特定および潜在的リスク
モジュール SVIII 安全性懸念事項の要約

パート III

ファーマコビジランス計画

パート IV

承認後有効性試験計画

パート V

リスク最小化策（リスク最小化策の効果評価もいれる）

パート VI

RMP の要約

パート VII

付録
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RMP が１つあるいは複数の医薬品に関係する場合でも、リスクマネジメントパート VI を医薬品ごとに
規定しなければならない[IR 第 31 条]。
提示された問題点を評価員が理解できるよう十分な情報を提供することが望ましい。本ガイダンスで特別
な記述がない限り、他の関連書類と相互参照することは避けるべきである。これは、RMP は主に独立型
の文書で、臨床的な関連因子を重要視するためのものであり、関連文書の科学的な骨子となるものである。
CTD（コモンテクニカルドキュメント）と RMP で提供された情報の一貫性を示すため、RMP 用に CTD
内での情報のある箇所を下記の表に要約した。
表 V.1 RMP モジュールと CTD の目次
RMP
パート I 有効成分情報

CTD
モジュール 2.3 品質概要
モジュール 3

モジュール SI

対象集団の疫学

モジュール SII

安全性仕様の非臨床パート

品質

モジュール 2.5 臨床概要
モジュール 2.4 非臨床概要
モジュール 2.6 非臨床に関する文書および表の要約
モジュール４

非臨床試験報告

モジュール SIII

臨床試験曝露

モジュール 2.7 臨床要約（略記）

モジュール SIV

臨床試験未検討対象集団

モジュール 2.5 臨床概要

モジュール SV

承認後使用経験

モジュール SVII

特定および潜在的リスク

モジュール 2.5 臨床概要（略記）
モジュール 2.5

臨床概要（ベネフィット・リスクの
結論あり）

モジュール 2.7 臨床要約
モジュール SVIII

安全性懸念事項要約

モジュール 2.5 臨床概要
モジュール 2.7 臨床要約

パート III ファーマコビジランス活動

モジュール 2.5 臨床概要
モジュール 2.7 臨床要約

パート IV

承認後有効性試験計画（有効性データ提 モジュール 2.5 臨床概要
示あり）

パート V

リスク最小化策

モジュール 2.7 臨床要約
モジュール 2.5 臨床概要
モジュール 2.7 臨床要約

RMP で参照した文献の複写は、RMPannx12 にある。
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V.B.6. RMP の各パートの詳細論述
RMP の各パートおよびモジュールでの論述は、特定地域内で網羅される主要な話題のガイダンスである。
しかし、いくつかのセクションではすべての医薬品に関連しないこともあるし、またそのものが論述され
ていない、追加していれるべき話題である。RMP は製品の科学的文書の一つなので、そのものが科学的
である必要があり、販売促進的であってはならない。
規則(EC) No 1394/20072 のもと、ヒト用医薬品のいくつかは、EU 内で先進治療医薬品(ATMPs)として
分類されている。そのような医薬品は上記の規則によって完全に定義されているが、広範囲なものでしめ
られる；
•遺伝子治療薬製品；
•細胞療法薬製品；
•組織工学製品；
上記製品の特性により、他の医薬品では通常、考慮されないリスクが発生する可能性がある。それらは、
生体臓器提供者へのリスク、生殖細胞系変異およびベクターの伝達リスクがある。そのような理由から、
さらなるリスクを考慮し、より柔軟に対応するため先進治療医薬品に対する RMP は、モジュール VII 識
別および潜在的リスクに置き換えることが望ましい。
V.B.7. RMP パートⅠ“製品概要”
ここでは、RMP に関する管理情報と管理される製品の概要を提供する。
その情報には、以下のものがある：
有効成分情報:
•

有効成分;

•

薬物治療群（ATC コード）;

•

販売承認取得者および申請者名称;

•

世界最初の認可国名と日（該当する場合）;

•

世界最初の上市国名と日（該当する場合）;

•

RMP 関連医薬品数

RMP 管理情報:
•

現行 RMP データ固定ポイント;

•

提出データと改訂番号;

•

最終提出（更新）日と改訂番号記載全 RMP パートとモジュールリスト
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および
RMP の各医薬品:
•

承認手順（中央承認審査、相互認証、分散承認審査、国家審査）;

•

欧州経済領域内での発明品名;

•

以下の製品の簡単な説明:
− 科学的分類;
− 作用機序要約;
− 組成物に関する重要な情報（例：生物学的製剤の有効成分の起源、ワクチン関連する補助剤および
残留物）;

•

適応疾患:
− 欧州経済領域での現状 (該当する場合）
− 欧州経済領案（該当する場合）

•

用法・用量:
−欧州経済領域での現状（該当する場合）
；
−欧州経済領域案（該当する場合）
；

•

剤型および力価：
−欧州経済領域での現状（該当する場合）
；
−欧州経済領域案（該当する場合）
；

•

製品が EU 内で追加モニタリング対象であるかどうかについて

V.B.8. RMP パートⅡ“安全性仕様”
安全性仕様の目的は、医薬品の安全性プロファイルの概要を規定することであるため、その医薬品につ
いて何が既知で何が未知なのかを盛り込む必要がある。またそれは、医薬品の重要な特定リスク、潜在リ
スクおよび不明情報のまとめであることが望ましい。不明情報とは、次のように定義されている。“特定
の患者集団に対する医薬品の安全性および使用に関する知識のギャップで、臨床的に重大となる可能性が
あるもの”
（Annex I 参照）
。また、安全性仕様では、潜在的なリスクをともなう集団（製品が使用される
可能性がある場合。例：適応内外での使用）、および承認後期間中におけるリスクベネフィットバランス
に対する理解をより深めるためのさらなる調査の理由となるような顕著な安全性の問題も対処しなければ
ならない。RMP では、安全性仕様がファーマコビジランス計画とリスク最小化策の基準を形成すること
になる。
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安全性仕様は、RMP の８つのモジュールで構成されており、リスクマネジメントモジュール SI-SV、
SVII と SVIII は、ICH-E2E の安全性仕様の見出しに対応する。リスクマネジメントのモジュール SVI に
は、EU で提出が要求されている追加的な構成要素を含んでいる。

モジュール SI

適応疾患および対象集団の疫学

モジュール SII

安全性仕様の非臨床パート

モジュール SIII

臨床試験における曝露

モジュール SIV

臨床試験で検討されていない集団

モジュール SV

承認後の使用経験

モジュール SVI

安全性仕様に対する EU 追加要求事項

モジュール SVII

特定リスクと潜在的リスク

モジュール SVIII

安全性懸念事項の要約

RMP のモジュール SIII から SV は、ICH-E2E の安全性仕様の“限定的なヒト安全性データベース”を、
さらにこれとともに RMP モジュール SI と SVII は安全性仕様の臨床部分を構成する。リスクマネジメン
トモジュール SVI と ATMP 版の SVII は EU 固有ではあるが、各テーマは他の領域においても適用でき
る。
販売承認申請者および取得者は、安全性仕様をまとめる際、下記の構成要素に従うことが推奨されている。
安全性仕様にある構成要素は、単なる目安にすぎないため、安全性懸念事項には、医薬品の特性および開
発計画により他の構成要素をつけくわえることができる。採用することが推奨される構成要素は以下の通
り：
•

製品の安全性および有効性に関連するものであれば品質面に関するもの;

•

残留有効成分のため特定のリスクを引き起こす可能性のある製品の処分（貼付剤など）;

•

革新的な剤型；もしくは

•

医療機器としての使用
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V.B.8.1. RMP モジュール SI“適応疾患と対象集団の疫学”
適応疾患の疫学的特徴について議論する必要がある。それには、発生率、罹病率、死亡率および関連する
合併症があり、できる限り年齢、性別、人種あるいは民族的要因によって層別することが望ましい。また
可能であれば、それぞれの地域間における疫学の違いについても議論する必要があるが（それぞれの地域
間で疫学的特徴があるため）、EU で提案された適応疾患の疫学を重視するべきである。
対象集団における重大な合併症に関する情報を提供する必要がある。例：前立腺癌を治療する目的の医薬
品であれば、対象集団は 50 代以上の男性となるであろう。しかしその年代の男性であれば、心筋梗塞の
リスクもまた考えられる。その医薬品により心筋梗塞のリスクが上昇する可能性があるかどうかを特定す
ることは、（理想的には）前立腺癌患者、もしくは医薬品を投与されていない同じ年代の男性のうちどの
くらいの症例が予測されるかを知ることは重要である。疾病そのものがある特定の有害事象に関わるリス
クを増加させているのであれば、一般の同年齢、性別集団と比較しながら対象集団のリスク評価を行うこ
とが特に重要となる。
RMP は意図する目的および製品の影響についての記述しなければならない。例：疾患の予防、ある条件
下で重篤な症状を特に予防するため、あるいは慢性的な疾患の進行を遅らせるため等。
V.B.8.2. RMP モジュール SII“安全性仕様の非臨床パート”
RMP の本モジュールは、非臨床の安全性に関する重要な所見の要約を述べる。例えば：
•

毒性（特定された重要な問題点（例：反復投与毒性、生殖／発生毒性、腎毒性、肝毒性、遺伝毒性、
がん原性等））
；

•

安全性薬理（例：QT 間隔延長をいれた心血管系、神経系等）;

•

薬物相互作用；

•

他の毒性関連情報またはデータ

重要な安全性の所見を構成しているものは、同分類での類似する化合物や医薬品、対象集団また使用経験
によるものである。通常、重大な毒性所見の範囲（対象臓器系による）およびヒトへの使用に関連する所
見は議論する必要がある。また、品質面も安全性（例：有効成分あるいはその不純物に関する重要な情報、
遺伝毒性不純物等）に関するものであれば、議論することが望ましい。妊娠可能な女性へ製品の使用を意
図している場合は、生殖／発生毒性に関するデータが明確に記述されるべきであり、本集団での使用は議
論されなければならない。対象集団への重大なリスクをひきおこす可能性がある非臨床安全性所見がみら
れる場合は、RMP モジュール SVIII に安全性懸念事項として盛り込む必要がある。
適応疾患や対象集団によっては他の特別な集団において、特異的な非臨床データの必要性を考慮しなけれ
ばならない。
V.B.8.3. RMP モジュール SIII“臨床試験曝露”
ヒト用安全性データベースの限度を評価するため、臨床試験で検討された患者に関するデータは提供され
なければならない。そのデータは、最適な形式（表、グラフなど）で規定する。試験対象集団の大きさは、
患者数と、適切に患者が医薬品に曝露された期間（年または月ごとの患者数）の両方を用いて詳細に述べ
られるものとする。
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また、これは関連するカテゴリごとに試験の種類で層別することが望ましい（無作為盲検下の試験対象集
団のみ、およびすべての試験対象集団）。層別には通常、以下で行われる：
•

年齢および性別；

•

適応疾患；

•

用量；

•

民族的要因（V.B.8.4 を参照)

曝露時間はグラフを用いて時間ごとの患者数をプロットすることにより、あるいは表を用いて規定する。
特別な集団（妊婦、授乳中の女性、腎機能障害、肝障害、心不全、遺伝子多型に関連する集団、免疫不全）
への投与は、適切に行われることが望ましい。腎、肝、心不全の程度は、遺伝子多型とともに示されるべ
きである。上記のカテゴリはひとつの案であって、表およびグラフ等は製品ごとに調整することが望まし
い。例えば、あるひとつの適応疾患のみが検討された場合、適応疾患は医薬品にとって重要な層別因子で
はないかもしれない。よって、投与経路、接種ワクチンの数、あるいは反復投与数等が追加されるべき重
要なカテゴリになるかもしれない。
年齢のデータを示す際は、対象集団に関連するカテゴリを選択するべきである。65 歳以下や 65 歳以上な
どのように臨床的に関連なくおおまかに形式的に区切るのは避ける必要がある。小児データはカテゴリで
区別するべきである(例：ICH-E11)。つまり、高齢患者のデータも同じように、65-74, 75-84 や 85＜のよ
うなカテゴリの層別を考慮することが望ましい。しかし、年齢層は、対象集団の年齢を反映するべきであ
る。催奇形性薬剤については、妊娠適齢期で層別することが女性集団には適切かもしれない。
明らかに重要な場合を除き、個別に試験ごとのデータを公表することはないが、統合することは必要であ
る。すべてデータは表およびグラフごとに適切に示されなければならない。
一つ以上の臨床試験に患者を参加させた場合は（例：臨床試験に続く延長オープン試験）、その患者を一
度だけ年齢／性別／民族的要因の表に加える。表ごとに患者総数がちがった場合は、一致しない理由を追
記しなければならない。
新しい適応疾患のための申請書と共に RMP が提出された場合は、新しい剤型もしくは経路、ならびにそ
の申請書に特化した臨床試験データをモジュールの開始時に個別に提示しなければならない。またそれら
はすべての適応疾患にわたる統合データを示す要約表（上記で説明されているような）である。
V.B.8.4. RMP モジュール SIV “臨床試験で検討されていない対象集団”
RMP のモジュール SIV では、対象集団の一部の集団について検討がなされていない、もしくは臨床試験
集団の限られた部分までしか検討がされていないことについて議論する必要がある。対象集団に関連する
試験対象患者の選択／除外基準の必要性により臨床試験が制限されることについても述べられるべきであ
る。これはその薬の禁忌として除外基準がもうけられていない場合、特に重要となる。試験対象患者の選
択／除外基準のリストは試験ごとに規定されるべきではない。しかし、対象集団に関する開発プログラム
全体におけるその効果の要約は提示されるべきである。実際の対象集団と臨床試験で曝露された対象集団
のちがいを議論する場合、いくつかのちがいは試験対象患者の選択／除外基準ではなく、試験の条件
（例：入院、外来）によって生じる可能性もあることに注意する必要がある。
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市販医薬品の安全性を予測する事に関して、限られたもしくは全く検討されなかった集団に対する影響も
明確に議論されるべきである。さらに、副作用の検出に関するデータベースの限界（以下の理由による）
も議論されることが望ましい；
・検討された患者数の問題
・累積的曝露（例：特定臓器毒性）
；
・長期使用（例：悪性腫瘍）

不明情報が対象集団に対し重要なリスクを引き起こす恐れがある場合は、RMP のモジュール SVIII に安
全性懸念事項とする必要がある。議論で検討されるべき集団は以下もはいる（しかしそれに限定されるこ
とはない）
：
・小児集団
子供（生後から 18 歳までの子供で、ICH-E11 のような年齢別カテゴリが考慮されている。もし正当で
あるなら、発達上重要な集団、例えば特定の臓器成熟。）もし、小児薬の開発がある年齢のカテゴリに限
定されているなら、小児における他の年齢集団に対する影響もまた議論されるべきである。
）
・ 高齢者集団
年齢スペクトラムのより高齢者での使用に関して適切に考慮して 65 歳以上の患者での使用への影響は
議論されなければならない。例えば腎、肝機能障害、もしくは合併症、並行薬物治療などへの影響に関
しては、以下のセクションでおもに議論されるが、このセクションでの議論には高齢者の集団ではそれ
ら多くの要素が共存している可能性があるという事実が反映されなければならない。多重の機能障害お
よび多剤併用薬物療法の累積の影響についても議論がなされるべきである。高齢者へ医薬品を使用する
前に、特定の臨床検査でのスクリーニングを定期的に実施するべきかについても議論がなされることが
望ましい。特に高齢者が懸念している副作用、例えば眩暈、中枢神経系への影響等は調査する必要があ
る。
・ 妊婦または授乳中の女性
対象集団に妊娠適齢期の女性が含まれている場合、妊娠および／または授乳に与える影響を議論する
べきである。妊娠期間中の使用がはっきりしない医薬品は、開発計画中に妊娠とその転帰について議
論する必要がある。安全上の理由により妊娠を避けるべき医薬品については、妊娠に関する議論で臨
床試験期間中に避妊対策が実施されなかった理由、日常の医薬品の投与において管理があまりされて
いない条件下での使用による影響の理由を分析する必要がある。
・肝機能障害の患者
・腎機能障害の患者
・他の重大な合併症の患者（例：心臓血管、臓器移患者を含む免疫不全症、
）
・臨床試験での検討とは異なる重症度の患者
異なる重症度の疾病患者へ使用経験がある場合は議論すること。特に、適応疾患がある特定の重症度に
制限されている場合。
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・既知で重大な遺伝子多型を保因する部分集団
対象集団に対する薬理遺伝学的影響の範囲と遺伝的バイオマーカーの使用について議論されるべきであ
る。薬の適応疾患案が特定の遺伝的マーカーの有無の患者、もしくは特定の遺伝子変異の患者で臨床開
発が計画されている場合は、販売承認取得者は対象集団に対するこの影響を議論し、未知あるいは異な
る遺伝子型を持つ患者に使用した場合、安全性懸念事項をひきおこすことがないのかを議論すべきであ
る。
もし潜在的、臨床的に重要な遺伝子多型が特定されたが、臨床開発計画で十分な検討がされていない場
合は、不明情報もしくは潜在リスクとして考慮する必要がある。またそれらは安全性検討事項およびフ
ァーマコビジランス計画に反映されなければならない。リスク最小化を目的とし、安全性懸念事項とし
て盛り込むかどうかは、臨床上の意義の重要性によって決まる。
・異なる人種および民族の患者
遺伝子変異は、薬力学および薬物動態学を左右する可能性があり、結果的に薬物投与の有効性および／
あるいは安全性に影響を及ぼす。薬の有効性および安全性に関する民族間の差、例えば遺伝子多型が原
因となりちがう民族集団で検討されている。
そのような民族間差の一例として、HLA-B1502 対立遺伝子変異の頻度があげられる。この対立遺伝子
は、カルバマゼピンに重篤な皮膚の副作用をひきおこすことと強く関連しており、あるアジア人集団で
は約１０％が罹患するのに対し、ヨーロッパ系の血統にはその罹患率はごくわずかである。そのことか
ら、カルバマゼピンの使用が計画されている場合、アジア系の患者にはゲノム検査が勧められているが、
ヨーロッパ系の患者に対しては必要としない。

薬物動態におけるおもな民族間差は、薬物代謝酵素に対する遺伝子多型のタイプおよび／または頻度
により発現する可能性も考えられる。これら民族間差の結果は、有益な効果もしくは副作用の症例の
割合であり、これら民族集団のそれぞれのリスクベネフィットバランスによる具体的な勧告につなが
ることになるかもしれない。
さらに、患者への有効性は人種的起源による影響を受ける可能性がある。一例として、ACE 阻害剤は
白人患者よりはアフリカ系もしくはカリブ家系の黒人に効きにくい。したがって、有効性および安全
性の評価にとって人種的起源に関する情報は重要であり価値のあるものである。また、副作用を予防
し、対象集団への有益性を高めることにとっても同様である。
異なる人種および／または民族起源を持つ患者への薬の使用経験は、対象集団への薬力学および薬物
動態学にもとづいて、その有効性および安全性への影響も含めて議論される必要がある。もし薬の効
果および安全性が人種、民族による影響を受けている可能性がある場合は、安全性懸念事項あるいは
リスクマネジメントパート IV にいれ、テーマとして検討されるべきである。また、承認後の有効性
／安全性試験が必要かどうかもあわせて検討する必要がある。
V.B.8.5. RMP モジュール SV “承認後使用経験”
このモジュールの目的は、承認後に曝露された患者の数に関する情報を規定することである。実際に医薬
品がどのように使用されているか、また適応内外での使用、RMP モジュール SIV で述べている特別な集

Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) – Module V (Rev 1)
EMA/838713/2011 Rev 1

Page 18/57

団での使用もはいっている。また、安全性の問題を解明するため、もしくは薬の使用目的のために実施さ
れた観察研究での患者数に関する要約情報もある。医薬品の安全性情報を更新する際に取られる重要な措
置に関する詳細は、このモジュールで規定されている。
V.B.8.5.1. RMP モジュール SV のセクション “安全上の理由に基づき規制当局および／または販売承

認取得者により実施される措置”
安全性の懸念事項に関し実施されたあらゆる市場における重要な規制措置（販売承認取得者が始めたもの
もはいる）を一覧表にする。重要な規制措置には次を含む：承認された適応疾患に対する制限、新しい禁
忌事項、SPC（もしくは同等のもの）セクション 4.4 において新しくあるいは強化された警告、または販
売承認の一時停止あるいは取り消すための新しい措置。この一覧表は、累積されたもので国、措置および
日付を明らかにする必要がある。複数の国で発表された MHA による新しい安全声明もひとつの措置とし
て示される。
RMP を更新する際は、最後に提出された RMP の変更理由を簡単に説明するものとする。実施された規制
措置が EU で承認された医薬品／製剤に適用できない場合は、コメントの追加が求められる。
V.B.8.5.2. RMP モジュール SV のセクション “未検討の承認後の曝露”
医薬品が市販されると、申請者／販売承認取得者は市販後に曝露された患者に関する累積されたデータを
規定しなければならない。可能な場合は、情報を変数ごとに層別することが望ましい。その変数には、年
齢、性別、適応疾患、服用量および地域（EU また UE 以外）である。また医薬品によっては、接種ワク
チンの数、薬の投与経路、治療期間のような変数も重要である。もしデータを利用できるなら、EU で使
用されているデータを国または販売エリアごとに分類することが望ましい。
曝露データにどの評価基準を用いるかを決定する際、医薬品の使用目的を考慮することが重要となる。販
売された医薬品の重量（Kg）を平均服用量で割った値を基にした曝露データは、決められた期間中に一定
の服用量を摂取するために使用される医薬品にのみに有効であるが、ほとんどの医薬品でそのような状況
は当てはまらない。小児集団、もしくは異なる適応疾患および年齢が集まる混合集団で、この評価基準を
用いることは不適切であるので他の基準が求められる。例えば、慢性的に使用されている医薬品の評価基
準としては、患者の使用記録が適当かもしれない。しかし、使用が制限されていたり、包装サイズによっ
て決められている（例えば、抗生物質治療等）場合は、単純に販売された包装量を計算することが適当か
もしれない。
例えば、皮下、経口投与などちがう投与経路を持つ薬がある場合、可能であればそれぞれの曝露データを
示すことが望ましい。所轄官庁は、たとえば年齢ごとや適応疾患ごとの曝露データを追加して層別化する
ことを要求する可能性がある。しかし、それぞれの適応疾患で他の層別に適している規定因子で薬が使用
される場合、販売承認取得者は、可能であればその投与計画のデータを定期的に提供することを検討しな
ければならない。
市場調査を基にした薬の曝露に関する正確な内訳をできる限り提供するべきである。
補償またはその他の理由により薬物使用調査が実施された場合、実際での使用が反映されるような結果を
提供しなければならない。
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V.B.8.5.3. RMP モジュール SV のセクション “臨床試験で検討されていない集団での承認後の使用”
RMP モジュール SIV で曝露がないあるいは、曝露が限定的な特別な集団での承認後の使用に関するデー
タがある場合は、その使用が適応内か適応外かを確認するためには、曝露された概ねの例数およびその算
出方法を示すことが望ましい。小児への使用については、RMP モジュール SVI の“小児に特異的な問題
点”セクションに相互参照を作成することも可能である（V.B.8.6.6.参照）。またそれら特別集団の医薬品
安全性プロファイルに関する情報を残りの対象集団と比較して提示することが必要とされる。特定の安全
性の懸念事項に関するリスクの上昇または低下が見られる特別な集団については、リスクマネジメントモ
ジュール SVII の特定リスクの下で議論される必要がある。どのリスクおよび集団が影響を受けるかにつ
いてはこのセクションで言及されなければならない。
V.B.8.5.4. RMP モジュール SV のセクション “承認後の適応外使用”
市販後の安全性仕様の更新に関しては、EU での適応外使用に関する情報もはいる。たとえば承認された
製品情報にそったものではない医療目的とした使用等がある。適応外使用には、承認されていない小児の
年齢カテゴリでの使用がある。特別な要求がない場合、EU 内で承認されていない適応疾患を EU 外地域
で使用することについてはないものとする。販売承認取得者の開発計画のひとつとして実施された臨床試
験における EU での使用は、このセクションではなく RMP モジュール SIII に記述されるものとする。
薬物使用調査からの情報（適応疾患ごとの観察研究）も利用可能な場合がある。これには、リスクマネジ
メントの目的以外で所轄官庁からの要請を受けて実施される薬物使用調査も含まれる。適応外使用が安全
性の懸念事項である場合や適応外使用について所轄官庁から懸念が生じた場合、販売承認取得者はその使
用のために用いられた方法の詳細により定量を試みる必要がある。
V.B.8.5.5. RMP モジュール SV のセクション “疫学的試験での曝露”
販売承認取得者は、安全性もしくは有効性に関する問題を明らかにするために実施予定、または実施を行
った疫学的試験、薬物使用調査、またリスク最小化策の評価等の一覧表を規定する必要がある。この一覧
表には、販売承認取得者みずからが行った試験、または限定的、あるいは無条件に関わらず販売承認取得
者が資金的提供し実施した試験もはいる。また、販売提携者により実施された試験、あるいは第三者から
MAH に送られた結果もはいる。試験名、試験の種類（例：コホート、症例対照）、試験集団（国、他に重
要な集団に関する記述あり）、試験期間、各カテゴリ数（例：症例、対照、曝露）、罹病期間（適切な）、
および試験進捗状況（完了、継続中等）を示さなければならない。研究が公表されたなら、参考事項をリ
スクマネジメントの各セクションに盛り込む。リスクマネジメント Annex5 には骨子を、Annex12 には
公表文献を記載する。
V.B.8.6. RMP モジュール SVI “安全性仕様に対する追加的 EU 要件”
いくつかの安全性の課題は ICH-E2E にはいっておらず、それらは安全性問題に関する EU 法令または以
前の安全性の問題として特定の関心とされている。
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V.B.8.6.1. RMP モジュール SVI のセクション “過量投与による潜在的な毒性”
意図的または偶然に関わらず過量投与によるリスクの上昇がみられる医薬品には特別な注意を払う必要が
ある。事例には、治療域の狭い医薬品、または潜在的な用量依存的毒性、または意図的な過量投与の高い
治療集団（例:うつ病）がある。臨床試験中に過量投与による毒性が発現した場合は、明確に記述しなけ
ればならない。過量投与による潜在的な毒性については、このセクションで議論されるべきであり、必要
な場合は RMP のモジュール SVIII に安全性の懸念事項として、パート V にリスク最小化策を議論するも
のとする。
V.B.8.6.2. RMP モジュール SVI のセクション “感染性物質の感染の可能性”
申請者／販売承認取得者は、潜在的な感染性物質の感染について議論する必要がある。これについては、
関連する製造過程もしくは物質の特性によるものかもしれない。ワクチンについては、生ウイルスの感染
の可能性について議論されなければならない。また、ATMP については、RMP モジュール SVII (ATMP)
で、相互参照を記述する。
V.B.8.6.3. RMP モジュール SVI のセクション “違法目的における誤使用の可能性”
違法目的における誤使用の可能性について検討する必要がある。GVP モジュール VI で定義されている
“誤使用”とは、承認された製品の情報にしたがわず医薬品を意図的にまたは不適切に使用することと述
べられている。違法目的の誤使用は、他人への影響を引き起こす医薬品を誤って使用することという意味
もはいる。これは、快楽を目的とした医薬品の販売や攻撃性をます医薬品の使用もはいる。必要に応じ、
上記を規制する方法として、たとえば製剤に着色または味を加えたり、包装サイズの制限や流通の管理等
をリスク最小化計画において議論するものとする。
V.B.8.6.4. RMP モジュール SVI のセクション “誤薬の可能性”
RMP の目的として、誤薬とは、医療従事者、患者および消費者が管理する医薬品の処方、調剤、投薬に
おける思いがけないミスのことである。誤薬は、罹病率および死亡率の重大な要因となり、その多くは予
防または緩和できる。それらは大きく分けて 4 つのカテゴリに分類される：
1. 処方ミス;
2. 服用ミス(力価、剤型、濃度、量を含む);
3. 投薬経路ミス;
4. 患者ミス

申請者／販売承認取得者は、定期的に誤薬の可能性について考慮する必要がある。特に、医薬品発売前に
誤薬の原因を調査しなければならない。開発段階または発売のための製剤設計中は、申請者は誤薬の潜在
的な理由を考慮する必要がある。医薬品の名称（中央承認審査方式を経たヒト用医薬品の一般名称の妥当
性に関するガイダンスを考慮すること）、表示方法（例：製剤およびパッケージのサイズ、形、色）、使用
方法説明（例：再構成、主な投与経路、服用量の計算）、およびラベルについて、検討する必要がある。
また、ヒト用医薬品ラベルおよびパッケージの判読性に関するガイドラインに従うものとする。
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誤った経路で投与すると重篤な毒性をおよぼす可能性がある製品については、どのようにして誤った投与
を避けるかを考慮しなければならない。これは特に、危険な経路で投与される他の医薬品と一緒に投薬さ
れることが一般的な場合に重大となる。このような場合、誤薬は安全性懸念事項の一つとなる。
同じ医薬品の力価間の区別と、また同時に服用する別の医薬品との視覚的（物理的）に区別させる必要性
について議論する。また、生物学的同等性が証明できていない、同有効成分を含有する別の市販医薬品が
存在するなら、誤薬を回避する方法について議論し、適切なリスク最小化活動を提案する。
視覚障害者が医薬品を使用する場合は、潜在的な誤薬について特に検討するものとする。必要に応じ、誤
薬を安全性懸念事項に盛り込み、リスク最小化策を提案し、視覚障害が原因による誤薬の可能性に対応す
るものとする。
また、子供による誤飲または目的外使用の予防についても考慮しなければならない。
臨床試験もいれて製品開発中に判明した誤薬については議論し、誤薬とその潜在的原因および可能な救済
策情報をえた適応申請のところで最終製品設計にいかに考慮されているかが重要である。
誤薬の結果として副作用が発現していることが市販後調査期間中に判明した場合は、この話題について更
新された RMP と誤薬を制限する方法案で議論するものとする。
製品の剤型や力価が変更されている場合は、必要に応じて安全性懸念事項に誤薬をいれ、医薬品の旧製品
と新製品間での混乱を軽減するために販売承認取得者が実施する対策についてリスク最小化計画にて議論
する必要がある。また同様に、医薬品の表示、包装サイズ、投与経路もしくは放出特性の変更に関するリ
スク最小化活動も議論するものとする。
医薬品が医療機器（統合されたもの、そうでないもの）で投与される場合は、患者へのリスクを示す安全
性懸念事項に対し考慮しなければならない。
V.B.8.6.5. RMP モジュール SVI のセクション “適応外使用の可能性”
潜在的な適応外使用について議論しなければならない。承認された製品情報にしたがわず、意図的に医療
目的で使用される医薬品の適応外使用に関する状況等がある。これは、疾患領域の部分集団に対して制限
された適応疾患を持つ医薬品の使用やまたは、安全上の理由から決して処方してはならない状況に特に関
連がある。医薬品がその他の疾患領域で使用できる可能性がある場合は、議論する。
他の市場での実際の使用に対して承認された使用にもとづくデータによって使用が決まる場合があり、
EU での承認の意義について議論される。
V.B.8.6.6. RMP モジュール SVI のセクション “特定の小児での問題”
このセクションでは、RMP モジュール SIV でカバーされていない小児で使用する部分を取り扱う。
小児での検討計画で特定された問題
小児での検討計画で言及された小児への使用に関連した安全性および有効性の問題について、長期経過観
察に対するいくつかの提言をここでは詳細に述べている。このセクションでは、どのように RMP モジュ
ール SVII で考慮したかどうかを明確にする必要がある。もしその問題がさらに開発をすすめるなかで解
決された、もしくはもはや安全性懸念事項として項目にあげるほどではないと考えられた場合は、それに
ついて議論し正当化される。
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特定の長期間の小児での試験案は、小児適応症の申請時点で考えられるものであり、その必要性がなけれ
ばその理由を規定するものとする。もし小児使用の申請より先に大人での適応申請が行われる場合は、小
児集団での潜在的な適応外使用をいれて、通常診療における医薬品の使用データを提供するために、すべ
ての登録は年齢に関連した除外基準をのぞいていく。
状況次第では、小児での検討計画で特定された安全性懸念事項は治療がおこなわれる集団すべてに該当す
ることも考えられる。そのような場合は、小児での検討計画からのファーマコビジランス活動、および／
またはリスク最小化活動について妥当であるか考慮する必要があり、すべての集団を網羅するものとする。
そのような安全性懸念事項について、RMP の本セクションでは、特定の小児の部分における対応方法の
詳細をいれることが望ましく、すべての小児での計画提言を考慮するものとする。
RMP モジュール SIV 、SVII、SVII において相互参照される。
潜在的な小児適応外使用
小児集団において治療または予防されている疾患、もしくは疾患が発見され、医薬品がすべての小児年齢
集団で承認されていない場合は、承認されていない年齢集団での潜在的な適応外使用について検討するも
のとする。もし、治療方法が限られている場合、臨床医は、適応内使用にこだわることなく、潜在的な小
児の問題について検討することが重要である。RMP モジュール SV セクション“承認後未検討の曝露”
( V.B.8.5.2.参照)およびモジュール SV セクション“臨床試験で検討されていない集団における承認後の使
用” ( V.B.8.5.3.参照)で実際の使用について検討しなければならない。
V.B.8.7. RMP モジュール SVII “特定リスクと潜在リスク”
RMP のモジュールは、医薬品の使用に関する重要な特定リスクと潜在リスクに関する情報を提供する。
これには、特定された有害事象／副作用および潜在的な記述、またはその他の医薬品、食品および他の物
質との重要な相互作用、あるいは重要な薬理学分類での影響を規定するものとする。

先進治療医薬品でさまざまなリスクのカテゴリが追加されることの必要性が考慮されるのは、先進治療医
薬品として分類されている製品のさまざまなバージョンの RMP モジュール SVII が利用可能となってい
るからである。RMP では、モジュール SVII のうち、ひとつのバージョン（セクション V.B.8.7.1 V.B.8.7.5 もしくはセクション V.B.8.8.1 – V.B.8.8.3 のいずれか)のみを規定するものとする。
V.B.8.7.1. RMP モジュール SVII のセクション “新しく特定された安全性懸念事項”
前回提出して以来、新たに特定された RMP の安全性懸念事項（重大な特定リスクおよび潜在リスク）に
ついてはここに一覧表とし、下記の妥当なセクションにてさらに議論する。安全性懸念事項の原因は、重
要な特定リスクまたは潜在リスクであるのか、新たな検討であるのか、案であるリスク最小化活動かどう
か（適切な RMP パートにさらに詳細に）記載する。
V.B.8.7.2. RMP モジュール SVII のセクション “安全性懸念事項の意義の最新試験報告”
現状の安全性懸念事項に重大な影響を与えるという結果をいれた最終の RMP 以来の試験報告（試験様式
ごとの中間あるいは最終）はここで議論する。結論は、他の安全性仕様のセクションに適宜取り入れるこ
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とが望ましい（例：RMP モジュール SII；セクション V.B.8.7.3；V.B.8.7.4；V.B.8.7.5；RMP モジュール
SVI 、および RMP モジュール SVIII)
V.B.8.7.3. RMP モジュール SVII のセクション “臨床開発および承認後の重大な特定・潜在リスクの

詳細”
RMP の本セクションでは、特定リスクおよび潜在リスクに関し、より詳細な情報を規定する。本セクシ
ョンは簡潔にまとめる必要がある。また、本セクションでは、臨床試験の副作用に関する表あるいは一覧
表、および医薬品特性の要約であるセクション 4.8 の案もしくは実内容（SmPC)もダンプされたデータで
はないものとする。
重大なリスクの構成要素となるのは、それぞれの患者への影響、リスクの重篤性および公衆衛生に与える
影響など、さまざまな要因 による（ V.B.1 参照）。通常 、臨床上重大で、または医薬品 特性の要約
（SmPC)の禁忌事項、警告、注意事項のセクションにはいるであろうリスクがここにある。さらに、通
常は特別な警告および注意事項を必要なほど重篤ではないが、治療集団のかなりの割合に発現するリスク、
治療中の患者の生活の質に影響を与え治療されなければ重大な結果を招きかねないもの、例えば化学療法
での重度の悪心や嘔吐等も考慮する。
医薬品の中には、使用済製品の廃棄が安全性事項となることもある。たとえば、経皮吸収型パッチで、そ
の廃棄の時にかなりの量の有効成分が残留している可能性があるものなどである。その他にも環境への悪
影響を及ぼす恐れのある医薬品の廃棄に対し環境への影響が懸念される場合がある。たとえば、水生生物
に対しとりわけ有害であるため埋立地に廃棄してはならない成分等である。
リスクデータの提示：
利用可能な情報には、以下のリスクデータがある：
•

頻度；

•

公衆衛生への影響 (重度、重篤度／可逆性／結果)；

•

それぞれの患者への影響 (生活の質への影響)；

•

リスク因子(患者因子、用量、リスク期間、相加あるいは相乗因子を含む)；

•

予防可能性 (例えば、リスクの予測可能性、リスク因子が特定されているかどうか、もしくは重篤度
を緩和するかもしれない早期発見の可能性)；

•

潜在的メカニズム；

•

根拠の出典および頑強性

重大な特定リスクの頻度は、データの出典を考慮して示す。すでに市販製品については、有害事象／副作
用（分子で）の自発報告と販売データ（分母で）の数にもとづいた報告率は、曝露された集団における副
作用の発現率が過小評価されている傾向が強いため、それは回避する必要がある。重大な特定リスクの正
確な発現頻度に関する情報が不可欠である場合は、常に医薬品に曝露されている患者数とそれぞれの特定
リスクを経験した患者数が把握された体系的研究（臨床試験もしくは疫学的研究）にもとづいて実施する
必要がある。
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分母は適切な尺度を用いて述べる必要がある。例えば、患者数、罹病期間もしくは同等の単位（治療、処
方薬レジメン数、等）がある。どの頻度パラメータが使用されているかを明確にする。たとえば、発現割
合（分母に患者単位）もしくは発現率（分母に罹病期間単位）を用いる。また信頼区間も規定する。罹病
期間を使用する際、ハザード関数はフォローアップ時間に対してほぼ一定でなければならない、というこ
とが前提となる。そうでなければ、一定であるよう関連カテゴリに分ける。これは、治療期間がリスク因
子である場合、特に重大となる可能性がある。適切に、おもなリスク期間が特定される。特定リスクの発
現率はすべての集団と関連集団のカテゴリで示される。
重大な特定リスクについては、過剰なデータ（特定の比較対照集団と相対的な発現を比較したもの）が
ある。事象までの時間データは生存に関する統計手法を用いてまとめられなければならない。累積ハザー
ド関数は競合している事象がある中で副作用累積発現率を示す。
潜在リスクについては、対象集団における背景ごとの患者数に対する発現率で規定する。
ひとつの製品に関わる RMP について、適応疾患もしくは剤型に関するリスクは通常、それぞれの安全性
懸念事項として処理することができる。例えば、偶然静脈内投与をする場合は、一製品で経口と静脈２つ
の剤型があることに対して安全性懸念事項となる可能性がある。
複数の製品をカバーしている RMP で、製品ごとの特定リスクと潜在リスクに大きなちがいがあるものは、
リスクをカテゴリに分け、どのリスクがどの製品に関連するのかをより分かりやすくすることが必要と考
えられる。考慮される見出しは以下のとおり：
•

有効成分に関連するリスク
ここには、すべての剤型、投与経路、対象集団に共通する重要な特定リスクと潜在リスクがある。ほ
とんどの製品におけるリスクがこのカテゴリに分類されるらしい。

•

特定の剤型および投与経路に関連するリスク
例として、二つの製品に関する RMP がある：一つは、筋肉内投与デポ製剤ともう一つは経口製剤で
ある。偶然静脈内投与することについての追加的な懸念事項は、明らかに経口製剤製品にはあてはま
らない。

•

特定の対象集団に関連するリスク
小児集団は、成人のみを対象とした製品とは関連のない身体的、精神的、性的な発達に関する追加の
リスクがある対象集団の分かりやすい例である。

•

処方箋外の切り替えに関連するリスク
表題を使用して特定リスクと潜在リスクをわけることは、そのリスクが明らかに適用しない製品があ
る場合、または分類できていないため混乱を招く恐れがある場合にのみ考慮されるべきである。

V.B.8.7.4. RMP モジュール SVII のセクション “食品－医薬品間、医薬品-医薬品間にある特定され

た相互作用と潜在的相互作用 ”
薬物動態と薬力学の特定されたおよび潜在的相互作用は、治療に関することについて検討されなければな
らないが、対象集団がいつも使用する薬物治療に関することも検討するべきである。それぞれに、相互作
用および潜在的メカニズムを裏付ける根拠をまとめ、さまざまな適応疾患および対象集団にもたらす潜在
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的な健康リスクについて議論される。臨床的に重大な相互作用は、RMP モジュール SVIII“安全性懸念
事項要約”に安全性懸念事項としてあるものとする。
V.B.8.7.5. RMP モジュール SVII のセクション“薬理学的分類の影響”
薬理学的分類上は一般的であるが RMP モジュール SVII“臨床開発および承認後の特定・潜在リスクの詳
細”（上記）に入らないが、重大なリスクについては、このセクションにて議論することとする。議論に
は、そのメカニズム、影響度（重症度、期間）、同様もしくは類似する薬理学的分類群の他製品での発現
頻度もはいる。
RMP モジュール SVII“臨床開発および承認後の使用経験での特定・潜在リスクの詳細”（上記）にはい
るものについて、この RMP セクションで要求されるすべてのリスクは、同様もしくは類似の薬理学的分
類群の他の製品と発現頻度を比較したものである。
薬理学的分類が他の群では一般的に安全性懸念事項と考えられないリスクの根拠があるなら、その詳細と
支持する根拠をだし議論する。
V.B.8.8. RMP モジュール SVII “特定リスクと潜在リスク (ATMP バージョン)”
先進治療医薬品 (以下 ATMPs)そのものの特性ゆえに、非先進治療医薬品には該当しない特定のリスクが
存在する可能性がある（先進治療医薬品の安全性と有効性フォローアップ－リスクマネジメントのガイド
ライン参照）。従って、先進治療医薬品用バージョンとして通常の RMP モジュール SVII と置き換えられ
る。
セクション V.B.8.8.3.の一覧にあるすべてのリスクが、ATMPs に限られていない、もしくはすべての
ATMPs に適用はしていないが、それらは考慮しなければならない最も関連するリスクである。

V.B.8.8.1. RMP モジュール SVII セクション “新しく特定された安全性懸念事項 (ATMP)”
最終的に RMP が提出されてから、特定された安全性懸念事項（重大な特定リスクと潜在リスク）は、こ
のセクションで一覧とし、適切なセクションでさらに検討するものとする。その安全性懸念事項は、重大
な特定リスクあるいは潜在リスクなのか、新しい試験案あるいはリスク最小化活動案なのかについてのべ
ること。
（さらに詳細は RMP の適切なパート）
。
V.B.8.8.2. RMP モジュール SVII のセクション “安全性懸念事項の意義を伴う最新試験報告
(ATMP)”
現状の安全性懸念事項に重大な影響を与える結果であった最終的な RMP からの試験報告（中間もしくは
最終）は、このなかで議論することとなる。その結論は、安全性仕様の他のセクションに適宜取り入れる
こと（例えば、RMP モジュール SII；セクション V.B.8.8.3； RMP モジュール SVI 、モジュール SVII)。
V.B.8.8.3. RMP モジュール SVII のセクション “重大な特定リスクと潜在リスクの詳細 (ATMP)”
このセクションでは、最も重大な特定および潜在リスクに関する情報を規定する。このセクションは選択
的であることが望ましい。加えて、本セクションでは、臨床試験の副作用に関する表や一覧がダンプデー
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タではないものとし、およびセクション 4.8 の製品特性の要約案もしくは実内容もダンプデータではない
ものとする (SmPC)。
重大なリスクの構成要素は、個々の患者への影響、リスクの重篤度および公衆衛生に与える影響などさま
ざまな要因による（V.B.1 を参照）
。通常、ここには、臨床上、重大なリスク、または医薬品の要約の禁忌
事項、警告、注意事項のセクションに記載されることが考えられるリスクがはいる。さらに、通常は、特
別な警告および注意事項を必要としないが、患者およびドナーにおいてかなりの割合で発現しているリス
クや生活の質に影響を与えるリスクで治療しなければ重篤な結果につながるリスクもいれることを考慮す
る。検討する必要がある ATMP 特有の追加リスクは、以下のとおり：
•

生体ドナーへのリスク、例えば：
− 移植前の状態に関する生体ドナーへのリスク（免疫抑制剤、細胞毒性剤、増殖因子）；
− 組織採取の有無にかかわらず、移植中もしくは後に行われた外科的／医療的処置に関する生体ドナ
ーへのリスク;

•

製品の品質特性に関する患者へのリスク、 とくに：
− 製造過程で使用された細胞の起源と特性（体液、生体材料、生体分子関連）と実施された安全性試
験；
− 遺伝子治療医薬品用ベクターの特性；
− 製造に使用されている生物学的有効成分（酵素、抗体、サイトカイン、血清、増殖因子、抗生物
質）
；
− 組成の定量、安定性、生物活性、非生理的タンパク質およびそのフラグメントの純度における最終
製品の品質保証と特性；
− 感染性疾病に関するリスク （ウイルス性、バクテリア性、寄生虫感染および蔓延、また悪性疾
病）
；

•

製品の保管および配送に関する患者へのリスク、たとえば：
− 保存に関するリスク、冷凍および解凍；
− コールドチェーンおよびその他の管理された温度条件の故障に関するリスク;
− 製品の安定性に関するリスク；

•

投与手順に関する患者へのリスク、たとえば：
− 投与するに前に製品の調整に使用された生物有効成分（酵素、抗体、サイトカイン、血清、増殖因
子、抗生物質）
；
− 患者の健康状態に関するリスク；
− 医療および外科処置に関するリスク（麻酔、点滴、輸液、着床、移植、その他の施行法）；
− 臨床経過観察に関するリスク（補助治療もしくは合併症の治療として必要な免疫抑制、診断処置、
入院）；
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− 製品の投与に関し、標準的手順の間違いおよび違反に関するリスク（たとえば、それぞれの医療団
体／医療従事者によりちがう投与手順で施行し、ちがう結果）
；
•

製品と患者間のリスク、たとえば：
−

望まない免疫原性およびその結果（アナフィラキシー、移植片対宿主拒絶反応、過敏反応、免疫

不全)；
−

意図的な、またはそうではない患者の細胞遺伝子組み換えに関するリスク（アポトーシス、機能

転換、異常成長／細胞分化、悪性腫瘍)；
−

前期と後期のホーミング、移植、分化、遊走および増殖の影響；

− 遺伝子治療薬に使用されたベクター感染症に関するリスク（ベクター、標的細胞、持続性、潜伏
および再活性化の可能性、遺伝物質の宿主ゲノムへの同化、導入遺伝子の長期発現、宿主遺伝子の変
化した発現）；
•

骨格、マトリックス、生体物質に関するリスク（生物分解、機械的因子）；

•

患者における製品の使用継続に関するリスク、たとえば：
−

救援手順および解毒剤の有用性とそのリスク；

−

後天的な合併症、特に悪性腫瘍および自己免疫；

−

その製品が関わる各疾病の典型的な診断および治療に対し、過去、併用、またはこれからの治療

（免疫グロブリンの治療が後天的に抗体相互作用による導入遺伝子の発現に影響を与える可能性があ
る）
；
•

•

再投与に関連するリスク、たとえば：
−

免疫反応－アナフィラキシー、中和抗体；

−

反復外科あるいは投与手順に関するリスク；

密接な接触によるリスク、例えば：
−

•

環境リスク評価、ウイルス排出およびその結果にもとづいたもの；

特定の親子関係のリスク、たとえば：
−

導入細胞の生殖細胞系統合、もしくは生殖細胞系の他の遺伝形質転換；

−

母子感染（ベクター、生物有効成分、細胞、感染物質）；

−

授乳中の女性による子供への母乳曝露（ベクター、生物有効成分、細胞、感染物質）

V.B.8.9. RMP モジュール SVIII “安全性懸念事項のまとめ”
RMP パートの最後に“安全性仕様”の要約を記載し、安全性懸念事項を規定する。
安全性懸念事項とは：
•

重大な特定リスク；

•

重大な潜在リスク；
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•

不明情報 (Annex I 参照)

ICH が定義する安全性懸念事項とは、次のように述べられている：重大な特定リスク、重大な潜在リスク、
重大な不明情報、すなわち不明情報に関しては“重大”という修飾語を含む (ICH-E2E(R2)ガイドライン
の Annex IV 参照)。ICH-E2C(R2)ガイドラインで定義している安全性懸念事項を同じ定義とし ICH-E2E
ガイドライン(Annex IV 参照）では、安全性問題と安全性懸念事項を交互に使用している。
“重大な不明情報”よりむしろ“不明情報”とこの概念を命名する EU での用語の変更は、情報の隔たり
が許容できない場合、販売承認は付与されないことを明確にし、すなわち、規則(EC)726/2004 第 12 条に
したがい、品質、安全性、有効性が適切に実証できない場合、販売承認は拒否される。
複数の製品を網羅し、それぞれの製品における重大な特定リスクと潜在的リスクがそれぞれかなりちがう
可能性がある RMP については、モジュール SVII で示されたリスクと同様に、安全性懸念事項の要約を
特定の表題ごとに適切に細かく分けるのがよい。表題として考慮されるものは以下である：
•

有効成分に関する安全性懸念事項；

•

特定の剤型または投与経路に関する安全性懸念事項；

•

対象集団に関する安全性懸念事項；

•

処方箋以外の市販薬への変更に関するリスク

表題による安全性懸念事項の区別は、リスクがいくつかの製品に適用しないことが明らかで、一つの一覧
表としていれると混乱を招く恐れがある場合のみ考慮する。

V.B.9. RMP パート III “ファーマコビジランス計画”
ファーマコビジランス計画は、申請者／販売承認取得者が安全性検討事項で特定リスクをどのように特定
し特徴づけるかについて議論することを目的としている。以下に関する構造化計画を規定する：
•

新しい安全性懸念事項の特定；

•

リスク因子の解明をいれて既知の安全性懸念事項のさらなる特徴づけ；

•

潜在的安全性懸念事項が現実的なものであるかどうかの検討；

•

不明情報をみつけだす方法。

リスクを軽減、予防、緩和しようとする計画は、はいらない。
ファーマコビジランス計画は、RMP モジュール SVIII の安全性仕様に要約された安全性懸念事項に基づ
くものでなければならない。所轄官庁、販売承認取得者および申請者間の早期議論は、追加のファーマコ
ビジランス活動が必要かどうか、またはどちらの活動が必要なのかを特定するために推奨されている。リ
スクの割合のみ予測可能であるため、定期的なファーマコビジランスの一部であるシグナル検知がすべて
の製品の新しいリスクを特定することに重要な要素であるということを認識しておく必要がある。
ファーマコビジランス活動は、定期的なファーマコビジランス活動と追加的ファーマコビジランス活動に
分けることができる。それぞれの安全性懸念事項については、申請者／販売承認取得者はその懸念事項に
対し計画したファーマコビジランス活動を一覧表にすることが望ましい。ファーマコビジランス計画は、
製品のリスクに相応な計画であるべきである。もし、定期的なファーマコビジランスが承認後の安全性モ
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ニタリングとして十分であると見なされる場合は、追加措置（例えば、安全性試験）の必要はなく安全性
懸念事項に対して、“定期的ファーマコビジランス”をいれることとなる。
V.B.9.1. RMP パート III のセクション“定期的ファーマコビジランス活動”
定期的ファーマコビジランスは、指令 2001/83/EC および規則(EC) No 726/2004 にはいるファーマコビジ
ランスにおける法的要求事項を満たすことが求められる一連の活動である。ファーマコビジランスシステ
ムマスターファイル（モジュールⅡ参照）は、これを達成するために各販売承認申請者／取得者が設置す
るシステムおよびプロセスの詳細である。それらの詳細は、RMP で提出が求められていない。
特定の状況においては、ファーマコビジランス・リスク評価委員会（PRAC）および欧州医薬品委員会
（CHMP）、または相互認証方式および分散審査方式の調整グループ（CMDh）は、定期的ファーマコビ
ジランスに対する通常の要件とはちがう副作用の自発報告に関する収集、調査、評価および報告に関する
活動に対して提言することができる（モジュールⅠ参照）。これらの提言に副作用がみられている患者に
対する通常の臨床診療部分である検査の記録（構築された様式もはいる）をいれるならは、この要件は定
期的なものとして考える。ファーマコビジランス計画の定期的ファーマコビジランスのセクションは、定
期的ファーマコビジランスに関する特別な PRAC、CHMP もしくは CMDh の提言を実行するために、通
常のファーマコビジランス活動をどのように修正するかを説明するためにこれらの状況でおこなわれる。
しかし、もしその提言が通常の臨床診療外である特定の研究所（例えば、抗体テスト用）に組織もしくは
血液サンプルの提出がはいる場合は、追加的なファーマコビジランス活動として成り立つことになる。
特定副作用経過観察質問票
販売承認申請者／取得者は、報告された特定の興味深い副作用について、構築された情報を入手するため
に質問票を使用する計画を導入した場合、これらの様式のコピーを RMP Annex７にし、要求に応じて利
用可能にするものとする。また、申請者／販売承認取得者は医療従事者の負担を軽減するために同様もし
くは類似の質問票を同じ有事象に使用するようすすめている。
報告された疑わしい副作用の経過観察として特別な質問票を使用することは、定期的ファーマコビジラン
スであると考えられる。
V.B.9.2. RMP パート III セクション “追加的ファーマコビジランス活動”
追加的なファーマコビジランス活動には、非臨床試験、臨床試験もしくは非介入研究によるものがある。
安全性懸念事項の性質、特徴の程度また試験の実施可能性に応じて、安全性懸念事項に関連する追加的な
ファーマコビジランス活動はないか、もしくはいくらかあるかもしれない。申請者／販売承認取得者は、
追加的なファーマコビジランス活動が必要な場合は、その状況を考慮しなければならない。例えば、慢性
疾患用に使用されることが意図された医薬品は、承認の時点では比較的短期間の経過観察データしか存在
していない可能性がある。臨床試験対象集団患者の長期経過観察、もしくはコホート研究により、医薬品
の長期効果に対し追って再確認する。対立する非臨床データがある医薬品、例えば、一つの種のみに発が
ん性がみられたものでもその医薬品をヒトに使用した場合、がん発生のリスクが上昇しないことを確認す
るためにコホート患者の長期経過観察が要求される可能性がある。また追加的なファーマコビジランスが
考慮される必要がある他の事例としては、それぞれの医薬品の潜在的リスクが対象集団で有意な背景因子
があるなら、医薬品の効果と“通常”の発現率とを区別することが困難となる。追加的なファーマコビジ
ランス活動の必要性に疑念が生じた場合は、所轄官庁への相談を検討することが望ましい。
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追加的なファーマコビジランス活動の目的は、通常は対処する安全性懸念事項によりちがう。重大な特定
リスクと潜在リスクに関しては、目的は、より大きな集団とそれぞれの集団における発現率を、参考医薬
品と比較した比率比または比率差を評価、それぞれの曝露量と曝露期間によってリスクがどのように変化
するかを調査し、リスク因子の特定および因果関係を評価することである。不明情報に関する目的は単に
リスクの可能性を検討すること、またはリスがないことを再確認することと考えられる。
安全性懸念事項のさらなる検討における閾値は、その適応疾患、対象集団および公衆衛生への考えられる
影響による。たとえば、ワクチンの安全性懸念事項に対する調査の閾値は、転移性癌の緩和療法に使用さ
れる医薬品の同じ問題の検討よりは低いであろう。
ファーマコビジランス計画での試験は、リスクの特定および特徴づけを行うかどうか、もしくはリスク最
小化活動の効果を評価するものかどうかなど、安全性仕様で特定された安全性懸念事項に関するものであ
る。申請者／販売承認取得者は、安全性懸念事項に対処するため、またはリスク最小化対策の効果を評価
ために設計されたすべての試験がはいる。これには、販売承認取得者が任意で、または所轄官庁によって
課された義務（規則第 10 条、第 10 条 a(1)、指令第 21 条 a、第 22 条 a(1)、第 22 条 c にしたがって開始、
管理および資金提供がなされた承認後のすべての安全性試験である。他の規制当局（EEA 外である）が
要請した試験で、特定の安全性懸念事項を検討することもはいる。販売承認申請者／取得者に販売提携者
がある場合、可能であれば提携者により開始、管理、資金が提供され、特定の安全性懸念事項に対処する
ためにデザインされた試験もファーマコビジランス計画にはいる。
試験プロトコルをみなおし、試験が PASS（モジュール VIII に記述）もしくは PAES のおもな中心の一つ
としてではないと考えられる場合、または表明していた科学的目的を達成できそうにないと判断された場
合は、申請者／販売承認取得者により、修正されるか、またはファーマコビジランス計画から削除し、
RMP を再提出する。
ファーマコビジランス計画にはいる薬剤疫学試験は、それぞれ規定されている法令および医薬品の安全性
評価における薬剤疫学試験の実施に関するガイドライン（Good Pharmacoepidemiology Practice or GPP
ガイドライン）の推奨事項、および薬剤疫学方法基準に関する ENCePP ガイドラインにしたがい計画お
よび実施することとする。子供がはいる試験については、“小児集団により使用される医薬品のファーマ
コビジランス実施に関するガイドライン”を参照することが望ましい。また、いかなる試験の計画および
実施においても、科学的な方法を利用するかもしくは専門家に相談するなどして、その分野に適したアド
バイスを受けることがつよく推奨されている。試験プロトコルの科学的価値に対する責任は、たとえ所轄
官庁と事前に話し合ったとしても、申請者／販売承認取得者にある。
承認後安全性試験（PASS）実施に関するさらなるガイダンスは、モジュール VIII にある。
いくつかの安全性懸念事項では、薬剤疫学試験以外の追加的なファーマコビジランス活動が必要である。
たとえば、薬物動態試験、臨床試験もしくはさらなる非臨床業務が考えられる。これらの試験実施につい
ては、適切なガイドラインおよび法令にしたがうものとする。
ファーマコビジランス計画試験のプロトコルは、RMP の Annex６にその試験が完了するまで規定し、最
終試験報告書を所轄官庁へ提出する。マイルストーンあるいは期日に影響しないプロトコルの変更は、
RMP の更新を考慮しない（モジュール VIII 参照）。
義務として実施した試験については、要請する一加盟国で実施される試験を除いて、販売承認取得者は試
験プロトコルを英語で提出するものとする（指令第 22 条 a）。他の試験に関しては、試験プロトコルおよ
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び報告書が他の言語で書かれている場合、販売承認はタイトルの英訳、試験プロトコルの要約および最終
試験報告書の要約をいれた試験情報へのアクセスを容易にすることとする（モジュール VIII 参照）
。
追加的なファーマコビジランス活動からの試験報告骨子は、RMP Annex9 にいれることとする。医薬品
のリスクベネフィットバランスに関する新しいデータの影響を慎重に評価し、安全性仕様、ファーマコビ
ジランス計画およびリスク最小化策をそれに応じて更新する。
V.B.9.2.1. 承認後安全性試験に伴う特別な状況
このセクションはモジュール VIII の承認後安全性試験と合わせて目を通すこと。
a. リスク最小化策の効果を評価するための試験
承認後安全性試験（PASS）は、リスク管理策の効果を評価するための試験と定義されている。リスク最
小化策の効果を調べる試験は、安全性懸念事項に対するファーマコビジランス計画があり、またリスク最
小化計画にも詳細を記述することとする。また、リスク最小化策の効果の評価に関するさらなるガイダン
スは、モジュール XVI で参照すること。
b. 薬剤の使用実態試験
医薬品の使用率実態試験は、たびたび報酬に関する議論に関連して自国の薬剤の使用状況を監視する所轄
官庁によって要求されることがある。ただしそれは、安全性データの収集を目的としたものではないかも
しれないが、リスク最小化活動が効果的であるかどうかということと、対象集団の人口統計に関する有用
な情報を規定することができる。理想としては、EU 内の一か国以上の国において、その国の所轄官庁に
より薬剤の使用実態試験が要求されるときは、報告加盟国／参照加盟国の事前意見を確認しファーマコビ
ジランス計画にいれるとよい。しかし、それらの試験はときには医薬品審査に関わりのない他の当局より
承認後に要求されることもある。そのような状況においては、次の RMP 更新にいれるものとする。
c. 共同試験
安全性懸念事項が１つあるいは複数の医薬品に適用するなら、PRAC の助言にしたがって、当局もしくは
所轄官庁が関わった販売承認取得者に対し共同 PASS を実施するように促すものとする（指令第 22 条
a(1)、 規則第 10 条 a(1)）
。また、患者が限られているか（希少疾病のため）もしくは副作用がまれな場
合、共同試験の実施が適当とされる。所轄官庁もしくは当局は、試験の単一プロトコルをつくることと試
験を実施することで関わる販売承認取得者との合意を容易にする。PRAC は、同じ PASS を 1 つあるいは
複数の販売承認取得者に課すことを合意しているが、その販売承認取得者が PRAC によって定められて
いた妥当な期間内に共通プロトコルについて合意できなかった場合、PRAC により指定された所轄官庁も
しくは当局は、その販売承認取得者が既定期間内に実施しなければならない共通のプロトコルの中心部分、
またはプロトコルの主要要素のいずれかを明示する場合がある。したがって、試験が販売承認の一つの条
件となり RMP に反映されることになる。状況によっては、同じ有効成分に対し複数の販売承認取得者が
ある場合、そのひとつの有効成分に関しても共同研究がすすめられる。
d. レジストリ
レジストリとは、特定の疾患や状態または曝露によって定義される患者集団の転帰に関するデータを収集
するため観察的方法を用いる組織システムである。レジストリは、試験が実施可能な範囲内でのデータ源
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として活用することもできる。レジストリへの入力は、一般的には疾患の診断（疾患レジストリ）もしく
は薬の処方（曝露レジストリ）のいずれかで定義される。
理想的には、レジストリは比較集団がはいり、通常は疾患レジストリの方が特定製品に限定されたレジス
トリよりも適している。しかし、申請者／販売承認取得者がレジストリを合意した RMP の一部とすれ
ば、レジストリのプロトコルはその有効成分が処方された患者もしくは同じ疾患患者全員を必要に応じて
レジストリに登録することになる。レジストリへの登録の際は、特定の名称の医薬品または販売承認取得
者の医薬品の処方において、条件付きであってはならない。しかし、明確な科学的理由がある場合は除外
する。これは、類似の生物学的製剤にも同じことが適用される。
レジストリへの義務的な登録につながる公衆衛生上、または化学的に重大な懸念がある場合を除き、通
常、レジストリへの登録の拒否は、医薬品へのアクセスの拒否の理由にはならない。
V.B.9.3. RMP パート III のセクション “追加的ファーマコビジランス要件に伴う安全性懸念事項の活
動計画”
追加的ファーマコビジランス活動に伴う安全性懸念事項に関してのみ、以下にしたがってそれぞれの安全
性懸念事項の活動計画を示さなければならない：
•

安全性懸念事項；

•

活動案；

•

活動案の個々の目的 （例えば、安全性懸念事項のどの側面の特徴づけを意図としているか）
；および

それぞれの活動に対する：
•

それぞれの活動の詳細；
− 手順；
− マイルストーン (期日もはいる)

“活動案”のもと、すべての追加的ファーマコビジランス活動の一覧表と同様に、正式な試験プロトコー
ル（ドラフトまたは別のもの）は RMP Annex６に規定する。販売承認申請者／取得者は、必要に応じて
モジュール VIII の詳細の要件にしたがうものとする。疫学的プロトコルデザインを検討するときは、
ENCePP の試験プロトコル用チェックリストにある薬剤疫学の方法基準に関する ENCePP のガイドが推
奨されている。
V.B.9.4. RMP パート III のセクション“追加的ファーマコビジランス活動要約表”
ファーマコビジランス計画には、医薬品の使用に関連するリスクを特定し、特徴づけるためにデザインさ
れたファーマコビジランス活動が記述されている。ファーマコビジランスは、製品のリスクベネフィット
の鍵となるため、または販売承認（以下“MA”という）への特定の義務となるために、MA の条件として
課される場合がある。その義務が介入しない PASS である場合は、第 107 (m)-(q)に記述しているように
監視の対象となり、EC 実施対策で指定されているような形式および内容となる。
また、ファーマコビジランス計画は特定の安全性懸念事項に取り組むために、販売承認取得者が実施、ま
たは資金提供した試験があるため、上記のような義務としていない試験もある。それらの試験は、実施中
もしくは計画中のもの、他の規制当局により要請されたもの、CHMP より特別に要請されたもの、販売
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承認申請者／取得者が提案したもの、およびファーマコビジランス計画を一部作成するために CHMP と
合意したものが考えられる。加えて、リスク最小化活動の効果を評価するために実施される場合もある。
最終的には、ファーマコビジランス計画は特定の安全性懸念事項を識別したり特徴づけたりするために合
意した正式な計画の一つではないものの、試験の概略を規定する役割があるため、報告国、参照加盟国、
または所轄官庁が認識しておく必要がある。そのような試験は特別に報酬目的のため所轄官庁によって承
認後に要請される。
ファーマコビジランス計画の要約表は、すべての利害関係者に対し、その活動がファーマコビジランス
計画のどのカテゴリに属するのか明確に規定する。たとえば：
1. MA の条件もはいる第 10 条／10 条 a および第 21 条 a／22 条 a に規定された義務；
2. 特別な事情の下、MA の枠組み内での特定義務。その試験は、Annex II の販売承認（もしくは国際的

に同等）に反映される；
3. RMP において、安全性懸念事項の検討が要求される、もしくはリスク最小化活動の効果を評価する；
4. MAH によって実施されるその他の試験は、安全性情報を規定する可能性があるが、安全性懸念事項の

検討、あるいはリスク最小化活動の効果においては特別重要視されない場合がある試験。

表 V.2: それぞれのファーマコビジランス活動の特性
Annex II 内の
活動の種類

意見(CAP の
み)

ファーマコビ
ジランス活動
要約表内のカ

PASS

1

介入的でない
1

“介入的”*
2

介入的でない
2

“介入的”*

X

X

X

則の対象

則の対象
法的に強制執

3
介入的でない

行可能
法的に強制執

3

介入的でない

X

義務および罰
X

規定

則の対象
義務および罰

X

“介入的”*

則の対象
義務および罰

X

要件

よる監視 対象 よる監視対象

義務および罰
X

特定の義務

第 107m 条に 第 107 n-q に

テゴリ

“介入的”*
課された

状況

4
4

行可能

X

強制でない
強制でない

X
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*臨床的介入試験は、指令 2001/20/EC の要件の対象となる。また、非臨床介入試験は、必要に応じて実
験動物保護および医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施基準（GLP）に関連した法的および倫理的
要件の対象となる。
カテゴリ 1－3 の活動については、以下の要約表を使用することが望ましい:
活動内容

マイルストーン

期日

(活動毎に複数設定可) (活動毎に複数設定可)

カテゴリ４の活動については、以下の要約表を使用することが望ましい:
活動内容

結果が入手できるであろう日付

V.B.10. RMP パート IV “承認後有効性試験の計画”
承認時に評価される有効性は、臨床試験によるデータをもとにしているが、本来、相対的に限られた期間
のものである（たとえば、通常は 6 ヵ月から 3 年ほど）
。医薬品が承認されるためには、そのベネフィッ
ト（医薬品の有効性）リスクバランスが肯定的なものでなければならない。ところが、多くのリスクが承
認後に特定されることもあり、有効性は経時的に相対的に持続しているという暗黙の了解がある。これは
つねに正当ではないかもしれない。
ほとんどの医薬品は、承認後の有効性試験は必要としない。しかしながら、経時的に有効性が変化し患者
によっては持続的に有効であるという仮説があてはまらなかったり、承認後の長期的な有効性データが必
要な場合がある。
小児用医薬品（規則(EC) No 1901/2006)と先進治療医薬品(規則(EC) No 1394/2007)に関する規則では、
法的根拠を規定し、特定の医薬品に対する承認後調査の一部として有効性の長期間経過観察における潜在
的な必要性が記述されている：
•

小児適応症がある販売承認申請；

•

既存の販売承認への小児適応症追加申請；

•

小児使用の販売承認申請；
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•

先進治療医薬品

さらに、規則(EC) No726/2004 第 10 条 a(1)、および第 22 条 a(1)、指令 2001/83/EC は、有効性に懸念が
あり市販後にのみ解決しうる医薬品、または有効性を検討するにあたり適応疾患の知見、あるいは過去に
有効性評価を示したもので、有効性を検討するのに用いた臨床試験方法に大きな改訂が必要となるような、
承認後の有効性試験を必要とする法的根拠を規定している。
承認後の有効性試験に対する要件は、現状の適応疾患についてのみ言及しており、追加の適応疾患を検討
する試験についてではない。
V.B.10.1. RMP パート IV のセクション “既存有効性データの要約”
承認後の有効性試験案と RMP 要約の文脈を規定する背景には、製品の有効性の要約と、その要約にもと
づいた試験と評価項目がある。RMP が１つあるいは複数の医薬品を網羅する場合は、RMP モジュールの
要約に関する情報を簡単に抽出できるようにする。1 つあるいは複数の適応疾患がある類似医薬品はそれ
ぞれの適応疾患ごとに有効性の要約をわけておく。
有効性の要約（適応疾患／対象集団ごとで最大 1 ページ）は、以下をいれわかりやすく記述する：
•

既存（最良）治療基準；

•

医療設備にその医薬品があてはまる場合（例えば初発、再発）
；

•

その医薬品の評価に対する標準的な略述；

•

重要な試験および治療レジメンでの患者数；

•

わかりやすい用語での結果。

以下の点、簡潔に議論し、承認後追加試験の必要性を評価した：
•

有効性評価のもとになっているエンドポイントの頑強性;

•

対象集団のすべての患者に対する有効性データの適用性;

•

日常の診療で使用される医薬品の有効性に影響を与える可能性のある因子;

•

部分対象集団への治療ベネフィットの可変性

RMP の更新については、有効性に影響するいかなる事後データについても記述され、医薬品のベネフィ
ットへの影響についても議論される。
V.B.10.2 承認後有効性研究の総括表
予定とマイルストーンとともに計画された試験概略を示す要約表は、RMP Annex8 にある試験プロトコ
ル（ドラフト）に規定する。
また販売承認の特定の義務および／または条件である有効性試験も RMP のこのパートにいれることとす
る。
委員会は有効性試験が必要とされる場合、委任決議を採用することがあり、また当局は承認後の有効性試
験に関する科学的ガイダンスを採用する。
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MA の特定の義務および／または条件である有効性試験:
試験内容

マイルストーン

期日

(各活動複数可)

(各活動複数可)

マイルストーン

期日

(各活動複数可)

(各活動複数可)

他の有効性/有効性試験:
試験内容

V.B.11. RMP パート V “リスク最小化策”
安全性仕様にもとづき、販売承認申請者／取得者はそれぞれの安全性懸念事項に対しどのようなリスク最
小化活動が必要かを評価するものとする。リスク最小化計画は、それぞれの安全性懸念事項に関連するリ
スクを軽減するためにとるリスク最小化策を詳細に規定する。安全性懸念事項は、事例ごとに検討する必
要があり、リスクの重さ、医療現場、適応疾患、剤型および対象集団によるので、あたえられた状況でど
のリスク最小化活動をもちいるべきかについての正確なガイダンスを規定することは不可能である。安全
性懸念事項は、複数のリスク最小化策を用いて対処することとする。
実質上それぞれの適応疾患あるいは対象集団のそれぞれの製品の有効成分においては、各製品に対して特
定のリスク最小化計画を立てることが適切な場合がある。たとえば、１つあるいは複数のリスク最小化計
画が考慮される以下の場合がある：
•

有効成分で、法律上、処方のみと処方外の両方の製品に使用されている場合；

•

重大なリスクがあり、医学専門分野が相反する適応疾患がある医薬品。後者の場合、専門知識分野が
わかれているので、多様な教育がそれぞれの専門家に対して必要になる。たとえば、重大な QT 延長
をおこす有効成分に関しては、もしこの製品が医療現場で循環器内科医のみに使用される場合はほと
んど、この製品との関連性や他の製品との相互作用を説明する教育的な資料は必要としない。しかし、
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一般診療および整形外科で使用する場合において、処方者が専門知識を有していない時は、教育的な
資料を必要とする；
•

対象集団により重大なリスクがちがう有効成分

リスク最小化活動は、定期的なリスク最小化（たとえば、ある地域でのみ承認された製品ラベルに関する
対策）もしくは、追加的リスク最小化活動（例えば、医療従事者に対する直接通知/教育的な資料/管理さ
れた流通システム）により成り立っていると考えられる。すべてのリスク最小化策は明確で特定可能な目
的をそなえること。
またすべてのリスク最小化策は定期的にみなおし、その効果も評価される（V.B.11.4.を参照）。
追加的リスク最小化策と一般的リスク最小化対策の効果に対する評価については、モジュール XVI でより
詳細に議論する。
V.B.11.1. RMP パート V のセクション “定期的なリスク最小化”
定期的なリスク最小化活動は、すべての医薬品の以下に適用される：
•

製品特性の要約；

•

表示；

•

添付文書；

•

包装サイズ；

•

製品の法的状況

製品特性の要約と添付文書は、医薬品について医療従事者および患者へ情報提供するために管理および標
準化された様式で構成するので、リスク最小化にとって重要なツールである。製品特性の要約に関するガ
イドラインには、情報の表示方法のガイダンスが規定されている。V.B.8.6.4.で議論されたように、包装
のデザインおよび剤型そのものは医薬品の誤用を防ぐ重要な役割をになっている。
a. 包装サイズ
すべての包装サイズは、医薬品ごとに承認されており、包装ごとに“用量単位”数を計画したもので、利
用可能な包装サイズの幅で、定期的なリスク管理活動の形式を考慮することができる。理論上は、“用量
単位”数を管理するということは、定期的に患者は医療従事者にみてもらう必要があるということを意味
する。つまり、検査の機会を増やし、患者の診察なしの期間を減らすことである。極端なケースとしては、
診察の必要性と処方をリンクさせるようにひとつの包装サイズのみ利用可能にすることも考慮してもよい。
もし過量服用が重大なリスクと考えられる場合や、もしくは医薬品が一般に流通する可能性において管理
する必要がある場合には、特に小包装サイズが有用となるであろう。

b. 法的状況
EU でのすべての医薬品は法的状況下にある。医薬品使用許可の条件を管理する事は、その使用もしくは
誤用によるリスクを軽減することが可能である。この状況は、医薬品が処方される条件、もしくは患者が
医薬品を受け取る条件を管理することで達成できる。
販売承認が付与されるときは、医薬品の供給、使用に関する条件および制限の詳細を付記しなければなら
ない。それには、患者により医薬品が利用可能になる条件もはいる。医薬品が利用可能になる条件のこと
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を一般的に医薬品の“法的状況”と言われており、医薬品が処方の対象となるかどうかに関する情報がは
いる。また、医薬品を投与できる場所（例えば、病院など。以下参照）、または誰が処方できるかについ
ても制限することもある。
処方箋薬としてのみ利用可能な医薬品については、制限された処方か、または特殊な処方かのいずれかに
分類することによる追加条件が課せられる場合がある。

制限された処方
治療の開始、医薬品の処方、またその医薬品の受け渡しおよびその使用方法の管理のために利用する。
EU 法令により、ある医薬品を制限処方対象品として分類するよう考慮する場合、以下の要素を考慮する
ものとする：
•

医薬品は、薬品特性あるいは新規性により、公衆衛生への影響のなかで病院環境でのみ対処できる治
療のためにたくわえておくものである；

•

医薬品は、投与および経過観察は別の場所で行われるかもしれないが、病院環境もしくは十分な診断
設備を有した機関等で診断される状態の治療に使用される；

•

医薬品は外来患者向けを意図としているが、その使用により治療を通して専門家の特別な監視が要求
事項とされる処方箋を必要とするような重大な副作用を引き起こしかねないものもある。（指令第 71
条（３）
）

中央承認審査方式にしたがい提出された販売承認の申請書の場合は、CHMP が委員会に法的状況を推奨
することに責任をもつ。法的状況の活用は、リスク軽減目的のために販売承認申請者が直接利用できる活
動ではないが、販売承認申請者は管轄当局に特定の法的状況を考慮するよう要望することができる。これ
については、SmPC で示されている。
しかしながら、何が専門家を構成する要素となるのかについては加盟国内では統一されていない。よって
実際、“専門家”という用語はセクション 4.2 の医薬品の製品概要（SmPC）で“＜疾患名＞の治療経験
がある医師による治療”とされている。実際、医薬品の使用を病院環境に制限することは、常に医薬品が
専門家によって処方されるということを確実にするが、患者が処方ごとに病院に行かなければならないな
ら、患者の不都合とのつり合いをとる必要がある。また、医薬品が安全に投与される場所にも注意を払う
必要がある。例えば、“クリニック”という言葉は国によって意味あいがちがう。よって、場所ではなく
必要な機器の種類を示さなければならない。例：“蘇生機器が利用可能な場所で使用する事。”
特別処方
特別処方対象としての区別に関しては、以下の要因を考慮する：
•

医薬品のうち、国際連合条約 1961 年および 1971 年のような国際条約の範囲内で麻薬、あるいは向精
神薬として分類された物質を適用量含有する医薬品；

•

重大なリスクや中毒を乱用により引き起こす医薬品、ならびに違法目的で誤用される医薬品；

•

新規性と特性を理由に、以前の文書では予防措置と考えられた群に属する物質を含有する医薬品。
（指令第 71 条（２）
）
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加盟国レベルでの分類
加盟国レベルで、さらに下位区分を実施する可能性がある。それは、上述された大分類を国の状況に応じ
て調整することを加盟国に許可するものである。よって、その定義および実施は下位区分が存在する加盟
国によってちがう。
安全性懸念事項の大部分は、定期的なリスク最小化活動によって十分に対処されていると考えられる。し
かし、リスクの中には日ごろのリスク最小化活動では不十分で、追加のリスク最小化活動が必要なものも
ある。
V.B.11.2.RMP パート V のセクション“追加的リスク最小化活動
追加的リスク最小化活動は、上記一覧の定期的リスク最小化活動にないリスク最小化策のことである。追
加的リスク最小化活動は、医薬品の安全で効果的な使用に不可欠であり科学にもとづき、適切な有資格者
が開発および規定した場合のみ提案される。追加的リスク最小化活動が提案された場合は、その詳細とな
ぜそれが必要かに関する正当な理由を規定する。
追加的リスク最小化手段の多くは、医薬品の製品特性の要約（SmPC)と添付文書の情報を増やすことを
目的としたコミュニケーションに基づいている。いかなるコミュニケーション資料もリスク最小化の目的
に明確に特化したものであることが望ましく、販売促進用の資料と混同、混合しないようにしなければな
らない。追加的リスク最小化活動の実施に関する詳細およびガイダンスはモジュール XVI に規定する。
リスク最小化活動を開発する場合、適切なスペシャリスト／エキスパートの関与が不可欠となる。特定の
リスク最小化活動が他の加盟国の所定の他の保健医療システムにおいて採用となる時は、販売承認申請者
／取得者は、リスク最小化計画について所轄官庁とできるだけ早期に議論することが勧められている。非
常に複雑なリスク最小化策については、リスク最小化案を提出する前または評価作業中に、製品発売予定
国の所轄官庁に連絡を取ることが適切である。リスク最小化活動案が患者および医療従事者に直接向けら
れるかもしれないなら、可能なら必要に応じて、患者および医療従事者間で議論するものとする。
ファーマコビジランス・リスク評価委員会（PRAC）は、RMP の評価およびその内容、またファーマコ
ビジランス活動案とリスク最小化策の適合性に関し提言する権限がある。中央承認された製品については、
PRAC によって提言され、その後 CHMP が合意した追加的リスク最小化策のみリスク最小化計画として
許可される。また、製品にとって安全で効果的な使用には不可欠でないと見なされた他の活動は削除し、
CHMP 見解前に提出した RMP を更新する必要がある。追加的リスク最小化活動は、欧州委員会によって
一度採択されれば、販売承認の条件となり、その重要な要素は委員会決定事項の Annex II で述べられる。
例外的にもし可能であれば、Annex 127a に従った委員会決定事項は、そのような条件のうちいくつかを
実施するよう加盟国に伝えられる場合がある。必要に応じて、追加的リスク最小化策のすべての内容（模
擬を含む）は、RMP Annex 10 および 11 に規定するものとする。
教育資料
いかなる教育資料も販売促進用であってはならない。教育資料のデザインおよび用語などは、コミュニケ
ーション専門家、患者および医療従事者に相談し、必要に応じた使用目的で公表する前に試験しておくこ
とを推奨する。
CHMP は、中央承認された製品について、教育資料にいれるべき重要な要素であることに合意し欧州委
員会で一度採択されれば、それらの重要な要素は販売承認の条件となる。教育資料の最終版は使用国の所
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轄官庁が重要要素をふくむ資料が適切なデザインと様式であり、販売促進用でないことを確認し承認する
必要がある。
公衆衛生上の理由により、申請者／販売承認取得者は、同有効成分において患者の混乱をさけるため、で
きるだけ類似したレイアウト、内容、配色と様式の教育資料を所轄官庁より要求される。この要件は、患
者向け警告カードや患者向け観察カードのような他の患者用資料にもひろげられる。このような理由によ
り、販売承認申請者／取得者は教育資料に会社のロゴやトレードマークもしくは特許取得資料の使用をさ
けることを強く勧められる。
追加的リスク最小化策に関するより広範囲なガイダンスはモジュール XVI にて規定する。
V.B.11.3. リスク最小化計画の様式
安全性仕様の要約の中で特定されたそれぞれの懸念事項は、対処が必要である。リスク最小化活動案がな
い場合は、目的に対し“案なし”がはいる。
それぞれの安全性懸念事項に関しては、次の項目を規定するものとする：
•

リスク最小化活動の目的；

•

定期的なリスク最小化活動；

•

追加的リスク最小化活動（あれば）
、それぞれの目的と必要な正当性；

•

それぞれ（あるいはすべて）のリスク最小化活動の効果を、かかげた目標達成度での評価方法；

•

リスク最小化目的、たとえば成功判断基準；

•

評価および報告のマイルストーン

定期的なリスク最小化活動については、製品特性要約（SmPC）案のテキスト、もしくは要約が安全性懸
念事項の他の定期的リスク最小化活動案の詳細にそって規定しなければならない。さまざまな SmPC テ
キストがあり、２つあるいは複数の販売承認（さまざまな加盟国で）を持つ医薬品があるなら、加盟国間
でのテキストのちがいを適切にコメントするものとする。
V.B.11.4. RMP パート V のセクション“リスク最小化活動の効果の評価”
リスク最小化策は、医薬品の曝露に関連した副作用の発現の可能性を予防あるいは軽減すること、あるい
は副作用が発現する患者の重症度／影響を軽減するための公衆衛生の介入である。“リスク最小化策”と
“リスク最小化活動”は GVP の中では同意語として使用されている。それらの目的をはたすリスク最小
化活動の成果は、副作用による障害が最小化され、それゆえに、リスクベネフィットバランスが最適化さ
れることを確認するためにライフサイクルを通して評価される必要がある。
RMP を更新する場合は、リスク最小化計画に定期的であり／または追加的リスク最小化活動の影響評価
を規定通りにいれる。そのような情報が、もし該当する場合／関連性がある場合は、地域ごとにしめされ
る。リスク最小化活動の影響、もしくはその他の正式な評価方法を調査する試験結果は、入手しだいいれ
ることとする。重要な評価の一部として、販売承認取得者はリスク最小化活動の成功あるいは弱点につな
がる要因を調査するものとする。特定のリスク最小化戦略が無効で、患者もしくは医療制度に法外な、ま
たは不当な負担をきたしていることが立証されれば、そのときは、代替の活動が導入される必要がある。
販売承認取得者は、常にそれぞれの安全性懸念事項に追加的もしくはさまざまなリスク最小化活動が必要
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かどうか見解をしめすものとする。ある状況において、リスク最小化法では、可能な限り肯定的にリスク
ベネフィットバランスを確保するようリスクを管理できない、そして、医薬品を市場から撤退させるか、
リスクよりベネフィットがまさる患者に使用を制限する必要があると判断されることがある。
リスク最小化活動の効果のモニタリングに関するより広範囲のガイダンスは、モジュール XVI にある。
V.B.11.5. リスクマネジメントパート V のセクション “リスク最小化策の要約”
安全性懸念事項に対する定期的および追加的リスク最小化策を要約した表を示す。この表は、公開医薬品
審査報告書 （EPAR）で使用される。
V.B.12. RMP パート VI “各医薬品のリスク管理活動の要約”
それぞれの医薬品に関する RMP の要約は利用できるように公表するべきである（規則第 23 条(3)、第 26
条(c)、指令第 106 条(c) 、IR 第 31 条(2)）。
この要約は、リスク最小化活動に特化したもので RMP の重要な要素がはいっている。医薬品に関する安
全性仕様については、潜在的および特定リスクに関する重大情報と不明情報である（IR 第 31 条（１））
。
一部の要約ではすべての出資者の要求を満たすことは難しく、それぞれの様式でさまざまな出資者に向け
た RMP の要約を規定する必要がある。中央承認審査方式で承認された製品については、当局は現在、公
開医薬品審査報告書（EPAR）の様式で提出書類一式の完全な科学的評価方法を公表している。公開医薬
品審査報告書（EPAR）内の特定箇所に安全性および有効性に関する多くのデータが収録されているので、
RMP に関する情報の中には簡略された表形式で記述されているものがある。また、当局は公開医薬品審
査報告書（EPAR）の要約をわかりやすい用語を使って公表している（例、EPAR 要約）
。
RMP のパート VI に収録されている情報に基づいて、当局は所轄官庁と相談のうえ、RMP の公表要約に
関し 3 つの可能な様式について合意している。それは、上述の（EPAR 要約と簡略化された様式上の
CHMP 評価報告情報）と、独立した文書として公表される RMP の詳細な要約の 2 つの資料様式である。
それらは段階的に実施される。どの様式が製品に使用されるかは、特に医薬品の場合加盟国および製品の
種類による。当局は、中央承認審査方式で承認された製品に対する詳細な要約と上述の 2 つの資料の公表
について試験している。
これらの 3 つの資料を完成するために必要な要素は、RMP のパート VI に収録されている：“RMP の要約”
とセクション V.B.12.1 から V.B.12.8 に述べられている。これは、中央承認審査または国際的に承認され
たものかどうかに関わらず、RMP を保持するすべての医薬品に規定されるものとする。
RMP の要約は、MAA/MAH によって執筆されたものとし、RMP 調査中に評価されることになる。要約
の最終様式、その作成と公表の過程はまだ議論中である。また、より詳細な情報は当局のウェブサイトで
公表され、
（必要に応じて）所轄官庁でも利用ができ次第公表されるものとする。

V.B.12.1. RMP パート VI セクション “RMP 様式と内容”
法令の要件を満たすため一般読者向けに執筆された科学的な要約である。RMP が１つあるいは複数の製
品を網羅している場合は、それぞれの医薬品に対し別々の RMP パート VI を示す。バランスのとれた全
体像を示すには、RMP で議論したリスクが医薬品のベネフィットに関して非常に簡潔で一致した説明に
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なるよう記載する。専門用語、科学的略語もしくは頭文字の使用をさけ、必要とみなされる場合は、すべ
て説明する。
RMP パート VI の要約には、RMP モジュール SI および SVIII、パート IV と V をもとにした以下の情報
をいれる：
•

疾患疫学の概略；

•

治療のベネフィットの要約；

•

治療のベネフィットに関する未知事項；

•

安全性懸念事項の要約：
- 重大な特定リスク；
- 重大な潜在リスク；
- 不明情報；

•

安全性懸念事項のリスク最小化活動の要約；

•

計画された承認後開発計画；

•

販売承認の条件である試験 ( V.B.9.4. および V.B.10.2.を参照)；

•

経時的なリスクマネジメント計画の重大な変更

それぞれのセクションで規定される情報は簡潔で的確であり、また様式の文字数制限に準拠する。
V.B.12.2. RMP パート VI セクション “疾病疫学の概略“
申請者／販売承認取得者は、医薬品が治療および予防（RMP モジュール SI に提示）を目的としている疾
患／症状の疫学について、物議をかもさないように、対象集団にとって適切な用語を用いて要約するもの
とする。製品が疾患の重症度の範囲で使用されるならば、その事実は重視されて議論される。事実の正確
性を保ちながら、疾患の罹患率、および死亡率を示すには、感度を用いる。治療における成功について生
存指数を用いて評価するならば、定義として治療歴に関する生存指数（例えば、5 年生存）の事実を適切
に重視する。
もし製品が診断用で特定の疾患／症状に関係なく、麻酔もしくはそれに類似する用途を目的としている場
合、本概略のセクションは省略してよい。
V.B.12.3. RMP パート VI セクション “治療によるベネフィットの要約 “
重要な試験および補足的根拠の結果に関するとても簡潔で高水準な重要なメッセージで構成されており、
様式の文字数制限に準じなければならない。
V.B.12.4. RMP パート VI セクション “治療上のベネフィットに関する未知事項”
対象集団のすべての患者における効果の適用性について議論するものとする。使用経験が限られていたり
年齢、性別、人種又は臓器障害のような要因により効果のちがいが想定されるかどうかなど対象集団にか
かわる部分を簡潔に述べる。
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V.B.12.5.

RMP パート VI セクション “安全性懸念事項の要約”

このセクションでは、安全性懸念事項についての一般的な公表において、適切な言語を用いて簡潔に述べ
る。また、重大な特定リスクに関する安全性懸念事項の頻度および重症度、またその予防可能性について
もいれることとする。
リスク

既知事項

予防可能性

リスク 1
リスク 2、他
重大な潜在的リスクの理由として、潜在的リスクと考えられた理由（例えば、動物試験における毒性、同
じ薬剤分類の他の製品における既知の作用）をその不確実性とともに説明する。例：同分類の他の医薬品
で発現があったが、この医薬品の 3,761 名の患者に対する臨床試験では見られなかった。
リスク

既知事項

リスク 1
リスク 2、他

不明情報に関しては、安全性懸念事項に関する情報が全くない、または不十分であるということを明記し
（同様に上記の様式を使用する）、例えば禁忌事項や使用上の注意と言った関連推奨事項も同様に、関連
する可能性のある対象集団に焦点を当てるものとする。

V.B.12.6. RMP パート VI セクション “安全性懸念事項によるリスク最小化活動の要約”
定期的なリスク最小化策の詳細については、製品情報へリンクすることにより公表される要約を規定する。
追加的リスク最小化策があるそれぞれの安全性懸念事項に関しては、その懸念策の詳細を簡潔に規定する。
またそれぞれの策の目的および根拠については、活動案にそっている。例：
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特定の適応疾患もしくは集団に特化した安全性懸念事項がある場合、あるいは ATMP が関わる場合は、
モジュール SVII に示されている見出しを用いてリスクを構造化することが適切である。
V.B.12.7. RMP パート VI セクション “承認後開発計画”
有効性試験について計画された活動および安全性懸念事項の継続調査を示す表形式においてデータを示す
ものとする。この表は、セクション V.B.9.4. および V.B.10.2.からのデータと組み合わせる。表の各列に
は、試験名、試験目的、安全性懸念事項、もしくは対処すべき有効性の問題、状況および結果を提出する
予定日をいれなければならない。

承認後開発計画の試験リスト
試験

目的

安全性懸念事項/対処す 状況

（中間およ

べき有効性の問題

び）最終結果
の提出予定日

試験 1
試験 2、他
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販売承認の条件である試験
上記の表の試験報告書は販売承認の条件である。例えば“上記の試験で販売承認の条件であるものはな
い。
”
V.B.12.8. RMP パート VI セクション “経時的なリスクマネジメント計画変更の要約”
本表は、RMP の重大な変更をすべて時系列で一覧表として規定する。表には例えば、新しい安全性懸念
事項の追加、または既存の安全性事項の削除／変更および新しい試験が追加／完了した日付と版番号、加
えてリスク最小化活動の変更に関する簡潔な要約とこれらの変更が合意に関連した日付がはいる。リスク
最小化活動の変更には、承認内容が関わるため、そのリスク最小化活動の変更に用いられた日付は、欧州
委員会あるいは所轄官庁のいずれかによる決定となる。安全性懸念事項および研究の日付は、最初に
RMP に追加された日付となる。
V.B.13. RMP パート VII “リスク管理の Annex”
RMP は、以下の Annex に収録するものとする。各医薬品に関する Annex 1－3、10 および 11 は、RMP
に規定される。もし、Annex に記載される利用可能な情報がない場合は、その旨記載する。一つの試験の
課題を RMP のパート III および IV で取り上げる場合は、RMP Annex８の相互参照用として Annex６に
いれるものとする。
RMP
Annex 1：

RMP と EMEA 副作用電子報告データシステム／EPITT (電子版のみ) 間のインターフェース
URL を参照 http://eudravigilance.ema.europa.eu/human/EURiskManagementPlans.asp.

RMP

既存（未承認の場合は案）の局地的（中央承認審査／相互認証審査／分散承認審査／国家承

Annex 2：

認）な製品特性の要約 （SmPC）および添付文書。複数のバージョンがある場合は、その加盟
国で適用可能または不可について表示すること。もし可能であれば、各加盟国で SmPC に適
用可能な変更の要旨とともに、主要な SmPC を規定するものとする。

RMP

国ごとの世界的な販売承認の状況（EEA をいれて）には以下もいれる：

Annex 3：

•

現ライセンス状況（承認／却下／審査中／一時停止／失効／取り下げ）
；

•

承認／却下／一時停止／失効／取り下げ等の日付；

•

販売承認、市場からの撤退の日付；

•

販売名；

•

説明書き

RMP
Annex 4：
RMP
Annex 5：

継続中および終了した臨床試験プログラムの骨子
継続中および終了した薬剤疫学試験プログラムの骨子

RMP

RMP パート III “追加的ファーマコビジランス活動の要約表”におけるカテゴリ 1－3 に関する

Annex 6：

案と継続中試験のプロトコル

RMP
Annex 7：

特定有害事象経過観察様式
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RMP
Annex 8：
RMP
Annex 9：
RMP
Annex 10：

RMP パート IV の案と継続中試験のプロトコル
RMP パート III－IV の最新の利用可能な試験報告の骨子
追加的リスク最小化活動案の詳細（必要に応じて）

RMP

委員会決定事項の Annex II の要件として、もしくは相互認証審査、分散承認審査をいれた全
Annex 11： 国承認の要件として、医療従事者並びに患者用資料の英語版（一加盟国でのみ承認される製品
の場合はその国の言語）
RMP
Annex 12：

その他補助資料（参考資料をいれる）
。

V.B.14. リスクマネジメント計画と定期的安全性最新報告との関係
おもな承認後ファーマコビジランス資料は、RMP と定期的安全性最新報告（PSUR）である。それら資
料に重複するところがあっても、おもな目的、または必要時の状況が必ずしも同じではない。目的に関し
て PSUR のおもなものをまとめると、承認後リスクベネフィットの評価である。一方 RMP のおもなもの
は、承認前・後リスクベネフィットの管理および計画であるこの 2 つの資料は、補完的なものである。ま
た提出に関しては、多くの医薬品において両文書が必要とされている一方で、ライフサイクルに関して特
定の医薬品については、どちらか一つの提出が求められる。このような理由のため、両文書は独立したも
のである必要があるが、いくつかのモジュールは重複をさけるため共用できるものとする。
PSUR は、設定期間において医薬品の総合的なリスクベネフィット評価の一つとして、全体的な安全性プ
ロファイルを調査する。このように、医薬品（および広範囲な（疑わしい）副作用）の全体的なリスクベ
ネフィットバランスを検討する。そのわずかな検出が、重大な特定リスクまたは潜在的リスクに分類され、
RMP で議論される安全性懸念事項となる。副作用を製品特性の要約（SmPC）セクション 4.8 へ追加す
る決定が、必ずしも安全性懸念事項として RMP にいれる原因とはならない（V.B.8.7.2.参照）。
PSUR および RMP がともに提出される場合は、RMP は対応する PSUR の結果を反映したものとする。
例えば、新しいシグナルが PSUR で議論され、PSUR が重大な特定リスクもしくは潜在的リスクである
と結論づけるなら、この PSUR とともに提出される更新された RMP には、このリスクは安全性懸念事項
としていれる。また、ファーマコビジランス計画およびリスク最小化計画には、販売承認取得者が提案す
る安全性懸念事項とリスク最小化のさらなる検討を反映するために更新される。
V.B.14.1. 定期的安全性最新報告とリスクマネジメント計画における共通モジュール
PSUR と RMP のモジュール用様式案は、両方の報告書で交互に利用される共通のモジュール（セクショ
ン）を利用することで重複を避けることを意図している。共通モジュール（セクション）は以下の表で確
認する。

Table V.3: RMP と PSUR の共通セクション (同一様式ではない場合がある)

Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) – Module V (Rev 1)
EMA/838713/2011 Rev 1

Page 47/57

RMP セクション

PSUR セクション

パート II、モジュール SV –“ 承認後の使用経

セクション 3 –“安全性の理由から報告間隔が取ら

験”
、セクション“安全性の理由から規制および販

れる活動”

売承認取得者の活動”
パート II、モジュール SV – “承認後の使用経

サブセクション 5.2 –“市販使用経験からの患者の

験”
、セクション“承認後試験で検討していない曝

曝露累積と間隔”

露”
パート II、モジュール SVII –“特定リスクと潜在

サブセクション 16.4 –“リスクの特徴”

的リスク”
パート II、モジュール SVIII –“安全性懸念事項の

サブセクション 16.1 –“安全性懸念事項の要約”

要約”（PSUR 報告間隔の開始時に現状版の RMP
にはいるものとして）
パート V –“リスク最小化策”
、セクション“リス

サブセクション 16.5 –“リスク最小化の効果（該

ク最小化活動の効果に関する評価”

当する場合）”

V.B.15. リスクマネジメント計画評価の原則
医薬品リスクマネジメント計画作成、もしくは見直し時に考慮する必要のある主な点は以下の通り：
a. 安全性仕様
•

安全性仕様の適切な項目がすべてはいっているか?

•

安全性仕様をまとめる場合、適切なデータがすべてはいっているか？例えば、安全性仕様において議
論されておらず、資料の他のセクションから（未解決の）重大な問題はないか？

•

対象集団の中に試験が実施されていない部分集団がある場合、潜在リスクおよび不明情報に関する安
全性懸念事項があるかどうか？

•

安全性データベースの限界は何か？あるいは医薬品の安全性プロファイルに関し再確認を規定するの
は何か？

•

ICH-E2E をもとに対処されたリスクに加えて、特異的なリスクがあるかどうか？例えば、適応外使
用、誤用、乱用、感染症の感染、誤薬、他。

•

製品の安全性懸念事項に関し、安全性仕様は正しく反映しているか？ (例えば、重大な特定リスク、
重大な潜在リスクおよび不明情報)

•

後発品または混成品を使用する場合、参考医薬品の安全性懸念事項はすべてその安全性仕様にはいる
か？

•

治療道具の設置場所は説明通り意図した適応疾患と現行の治療方法に一致しているか？
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b. ファーマコビジランス計画
•

安全性仕様によるすべての安全性懸念事項がファーマコビジランス計画で網羅されているか？

•

定期的なファーマコビジランス活動は適切であるか？もしくは、追加的ファーマコビジランス活動は
必要であるか？

•

ファーマコビジランス計画中の活動は明確に定義され、リスクを特定あるいは特徴づけ、また不明情
報を規定することに適しているか？

•

条件として所轄官庁より課された安全性試験は明確に特定されているか？

•

誤薬が安全性懸念事項である場合は、それらを監視する適切な案が RMP にはいっているか？

•

追加試験案は必要か？または有益か？

•

プロトコルのドラフトを規定する場合、ファーマコビジランス計画の試験案は科学的疑問に十分に対
処できるか？また、その研究は実現可能か？

•

活動案と活動結果の提出、およびファーマコビジランス計画の更新に関して、適切な予定とマイルス
トーンは定められているか？

c. 効果に関する承認後試験計画
•

製品の効果の記述および基礎となる試験と評価項目は、資料の内容と一致しているか？

•

全ての試験案は、おもな目的として明確な科学的疑問を有しているか？またそれらは製品の使用が増
加するように計画されているか？

d. リスク最小化策
•

製品情報には、すべての重大な特定リスクおよび不明情報が適切に反映されているか?

•

潜在的リスクは、製品情報にある情報で製品の安全的で効果的な使用に十分に関係するか？

•

製品情報のリスクと位置づけの表現案は適切か？また関連ガイドラインにそっているか（例えば、
SmPC ガイドライン）？

•

販売承認取得者は、誤薬を軽減する方法を考慮しているか?

•

このことは、適切に製品情報（必要に応じて機器デザインもはいる）および包装デザインにいかされ
ているか？

•

リスク最小化活動案は適切で妥当であるか？

•

追加的リスク最小化活動は提案されたか？提案された場合、活動はリスクに適応しており正当性は十
分か？

•

リスク最小化活動の効果判定や評価方法がきちんと説明され適当なものであるか?

•

追加的リスク最小化活動の達成を評価する基準は優先的に定められているか？
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e. リスクマネジメントプランの要約
•

RMP を真に表現しているか?

•

事実が適切に表現されているか？

•

内容、様式および言語が対象読者に適しているか?

•

必要となる様式はすべて規定されているか?

f. 更新が評価される時
•

最新のデータが安全性仕様に組み込まれているか？

•

ファーマコビジランス計画に適切な変更が施されているか？ (新しいデータの観点から必要に応じて)

•

リスク最小化策の効果は評価されているか?

•

必要に応じて、リスク最小化策に適切な変更が提案されたか？

•

リスクベネフィットバランス（PSUR でまだ実施されていないなら）の正式な評価が必要であると新
しいデータは提案しているか?

V.B.16. 品質システムおよび記録管理
RMP の執筆にあたりおそらく多くの専門家が関わることになるだろうが、その品質、正確性および科学
的統合性の最終責任は、販売承認取得者／申請者にある。それについて EU のファーマコビジランスに責
任を持つ有資格者（QPPV）は認識する必要があり、内容に対し十分な権限を持つものとする。販売承認
取得者は、新しい情報が利用可能になり次第、RMP を更新する責任があり、モジュールⅠで詳しく説明
されている品質の原則を適用する。販売承認取得者は、RMP が EU の所轄官庁に提出された時の記録、
また RMP のそれぞれのバージョンで大きな変更が行われた時の記録を管理するものとする。情報に関連
する記録、RMP、他の文書は、資格を持ったファーマコビジランスの査察官による監査の対象となる場
合がある。
V.C. EU ネットワークの対応
EU のリスク管理は、これまでリスク軽減アプローチに重点を置いてきた。EU では、“リスクマネジメン
トシステム”および“リスクマネジメント計画”という用語を法令では使用している。このガイダンスに代
わる Volume９A のヒト用医薬品のリスクマネジメントシステムに関する章は、単にリスク管理にもとづ
いていた。しかし、リスクベネフィットバランスの最大活用や評価を考慮する時は、ベネフィットの背景
のなかでのリスクを理解する必要がある。
V.C.1. EU 内のリスクマネジメント実施における法的根拠
指令 2001/83/EC および規則(EC) No 726/2004 改訂は、ファーマコビジランス、特にリスクマネジメント
に関する多くの要件がある。次の条項は、リスクマネジメントの法的根拠に関するおもな参照文を規定し
ているが、追加の条項も関連する可能性がある:
指令 2001/83/EC
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第 8 条(3)、第 21 条 a、第 22 条 a、第 22 条 c、第 104 条、第 106 条(c)、第 127 条 a
委員会実施規則 (EU) No. 520/512
第 30 条、第 31 条、第 32 条、第 33 条、Annex 1
規則(EC) No 726/2004
第 6 条、第 9 条(4)、第 10 条 a、第 23 条(3)、第 26 条(c)
規則(EC) No 1901/2006
第 34 条
規則(EC) No 1394/2007
第 14 条
V.C.2. EU のリスクマネジメント
上記のとおり、リスクマネジメントの全体的な目的は、それぞれの患者および対象集団が得られる最大の
差益により、特有の医薬品（または一連の医薬品）のベネフィットがリスクを超えることを確認すること
である。したがって、法規定はおもにリスクに関連しているが、公衆衛生はリスクおよびベネフィットの
両方を調査することによって、より良く機能することになる。2012 年 7 月より適応される規則 (EC) No
726/2004 の改訂版、規則 (EU) No 1235/2010 および指令 2001/83/EC の改訂版、指令 2010/84/EU は、
承認後安全性試験に加えて、特定の状況において販売承認の条件となる承認後有効性試験に関する規定も
はいっている。
指令および規則上の要件は医薬品とむすびついている。しかし、計画と資源活用の重複をさけるため、規
則 (EC) No 726/2004 および指令 2001/83/EC に規定されているファーマコビジランス活動の実行に関す
る委員会実施規則は、リスクマネジメント計画が成分に特異的である可能性を規定している。それぞれの
販売承認取得者および申請者については、同じ有効成分であるすべての製品は、ひとつの RMP である[IR
第 30 条(2)]。ただし、分けて示すよう所轄官庁から依頼や、申請者／販売承認取得者の依頼が同じように
合意された場合を除く。もし販売承認取得者がさまざまな承認方式（中央承認審査方式または分散承認審
査方式）で承認された、同成分分類の製品をもつなら、所轄官庁にこの事実を通知し、それぞれの RMP
の必要性について議論するものとする。実利的および実践的な考慮により、統合された RMP か、もしく
はそれぞれの RMP が必要であるかを決定するものとする。
V.C.3. リスクマネジメント計画の提出が必要な状況
RMP あるいは規定通りのその更新が、どんな時にも製品ライフサイクル中に提出する必要がある。例：
承認前・承認後の期間中。
第 8 条(3)(iaa)は、その提出をすべての新規販売承認申請において必要としている：申請者が関係する医
薬品に導入するリスクマネジメントシステムをのべているリスクマネジメント計画はその要約と一緒に提
出するものとする。
状況としては、追加的に RMP もしくは更新 RMP に以下が通常はいると思われる：
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•

申請において、既存の販売承認に重大な変更がある場合：
-

新しい剤型；

-

新しい投与経路；

-

バイオテクノロジー生成製品の新しい製造過程；

-

小児適応；

-

適応疾患のその他の重大な変更；

適応疾患の重大な変更とは、医薬品の承認された適応疾患の変更であり、新しい治療対象集団が、以前承
認された医薬品の対象集団と実質的にことなる。
これには（その限りではないが）：新しい疾患領域、新しい年齢群(例えば、小児適応) もしくは、重度な
疾患からより重症でない集団への移行。またセカンドラインまたは他の治療、もしくは、適応疾患に特異
的な併用治療への移行する腫瘍領域製品もはいる。
•

リスクベネフィットバランスに影響をおよぼすリスクについて懸念がある場合、当局もしくは国家の
所轄官庁が依頼時；

•

RMP に影響をあたえる最終試験結果の提出とともに；

•

RMP の変更が PSUR に示されている直接的データの結果の場合、単独で中央審査方式により承認さ
れた医薬品の PSUR とともに。

RMP もしくはその更新の必要性については、既存の販売承認の大幅な変更を含む申請書の提出より先に
当局あるいは国家の所轄官庁にて、適宜議論する。
RMP にある１つあるいは複数の医薬品のリスクベネフィットバランスに大幅な変更があるなら、更新さ
れた RMP をつねに提出する。

V.C.3.1. 特定の状況における要件
通常、RMP はそのすべてを提出する。しかし下記で詳しくのべているような特定の状況においてつりあ
った概念にそっている場合、所轄官庁からの依頼がなければ、その特定の内容やモジュールを省略するこ
とができる（Figure V.3 参照)。しかしながらジェネリックのリスクマネジメント計画から省かれたモジ
ュールでも参照医薬品で特定されている安全性懸念事項については明確に関連性がない場合を除いて、
RMP のモジュール SVIII にいれるものとする。
a. ジェネリック医薬品関与新規申請
指令 2001/83/EC の第 10(1)のもとでの新規申請に関しては、RMP のモジュール SI – SVII は省略できる。
ジェネリック医薬品が安全性関連の特性においてほとんどちがっていないなら、あるいは当局または国家
の所轄官庁により依頼されないなら、RMP のモジュール SVIII は、参照医薬品の安全性懸念事項にもと
づいている。販売承認の条件として課せられている追加的ファーマコビジランス活動や有効性試験が実施
されていない参照医薬品の場合は、RMP パート III および IV は、省略できる。パート VI については、
参照医薬品公表要約の適切な修正版にもとづくものとする
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RMP のない参照医薬品の状況でさらなるガイダンスを規定する。
更新された RMP については、RMP モジュール SV にいれる。
b. 第 10 条“インフォームドコンセント”のもとでの新規申請
指令 2001/83/EC の第 10 条 c のもとで新規申請では、RMP に関しては、相互参照医薬品の RMP と同じ
ものとする。たとえ相互参照医薬品に RMP がなくても、RMP は必要とされている。

c. 混成品もしくは固定配合医薬品が関与する新規申請
指令 2001/83/EC の第 10 条(3)、もしくは第 10 条 b のもとでの新規申請に関しては、固定配合に関するデ
ータまたは参照医薬品との比較差のデータのみを RMP のモジュール SII と SIII に提供する必要がある。

d. 第 10a“確立した医薬品の使用”のもとでの新規申請
指令 2001/83/EC 第 10 条のもとで新規申請に関して、RMP のモジュール SII – SIV は省略する。

e. 新適応疾患での製品の新規申請のうち、販売承認申請者が既に同じ有効成分の製品の承認を 10 年間保

有している場合
新規医薬品の申請において、販売承認申請者が既に複数の承認を受けている製品、あるいは市販医薬品と
同じ有効成分を含んでいる場合、および
1. 確率した医薬品の使用の規定に合致しない；
2. 販売承認申請者が、その有効成分を含有する製品のリスクマネジメント計画を保持していない；
3. 現状、承認された医薬品が、申請の 10 年以上前に EU にて上市されていた。

所轄官庁から要請がない限り、すでに承認された製品に関する臨床試験データは、RMP のモジュール
SIII から省略し、RMP モジュール SIV には、新規申請の対象集団に関してのみ執筆するものとする。し
かし、RMP のモジュール SIV の対象となる特定集団に対し既に承認されている医薬品の使用経験データ
がはいる。
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Figure V.3. 新規販売承認の要件
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f. EU 市場で 10 年間の医薬品の初期のリスクマネージメント計画
当局もしくは所轄官庁から依頼がないなら販売承認取得者が、合致する下記の状況を規定するモジュール
SIII と SIV を省略する市販製品の初期 RMP の提出を必要とする
1. 製品が、RMP の要件が設定されるより 10 年以上前に市場に投入されていた。
2. RMP の要件が、既存の販売承認への重大な変更の申請に関するものではない。

もし条件２合致できないなら、RMP のモジュール SIII にこの変更に関する臨床データが提供されるが、
RMP モジュール SIV については省略される。対象集団に対する既存の承認後データおよびその適用可能
性についての論点は、RMP モジュール SV で広範囲に議論される。
V.C.4. リスクマネジメント計画の提出
現在、中央承認された製品についての RMP は、eCTD（電子コモンテクニカルドキュメント） の PDF 形
式で提出されている。販売承認取得者は、RMP 提出の手続に関する委員会決定事項にしたがい、決めら
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れた期間内に RMP Annex I を XML 様式にて提出する。RMP Annex I は、RMP に関する重要な情報が、
当局のバリデーションにしたがい、当局および国家の所轄官庁からのアクセスと検索が可能な当局のデー
タベースへアップロードされるよう構築された電子様式に規定されている。国家レベルで承認された製品
システムは、加盟国によってかわる。
当局は、加盟国の所轄官庁および欧州委員会と協力して PSUR の保存場所を設定し管理する責任がある
（モジュール VII 参照）
。これには、RMP のモジュールが含まれる場合がある。暫時、提出要件の詳細、
および電子様式は当局および加盟国のウェブサイトに必要に応じて規定される。
初期の RMP は、初期の販売承認の一部として提出されるものとする。また、RMP がない製品において
必要な場合は、適正な承認後手順を通して提出されるものとする。
承認後、もう一つの規制手順以外で新規または更新の RMP の提出があるのは、ガイドラインにしたがっ
た変更である。関係する変更カテゴリと分類のガイダンスの詳細については、また一括手順でのガイドラ
インの変更の実施のたすけとなる当局の実践的質問と回答を参照するものとする。
V.C.5. リスクマネジメント計画の更新
これまでに、申請者／販売承認取得者により有効成分について RMP が提出されていた場合、依頼がない
かぎり、更新された様式で以下の通り提出する。RMP 提出には、それぞれはっきりとわかる版番号およ
び日付をつける。このことで、RMP すべてか、RMP の一部もしくはモジュールが提出されているのかに
対応する。[IR Art 32(2)]。技術的に実行可能なら、それぞれの版における削除および修正履歴は、提出最
終版からの変更点を詳細に述べたカバーレターとともに提出する。
スケジュール化した「定期的」な RMP の更新は、もはやないであろう。例外的な場合においてリスクに
よる正当化で、所轄官庁は販売承認の条件として、RMP の提出日を指定する。
RMP にある１つあるいは複数の医薬品のリスク・ベネフィットバランスに重大な変更がある場合、製品
の安全性プロファイルの監視および RMP の更新と提出は、販売承認取得者の責任とする。重大な変更に
は特に、通常、適応疾患の拡大、重要なファーマコビジランスマイルストーン、および、特定の新しい強
みと製剤におよぶ製品情報の臨床的に重要な変更がある。
更新した RMP は以下のときに提出する：
•

当局もしくは国家の所轄官庁の依頼にて；

•

リスク管理システムが修正されるたびに特にリスク・ベネフィットバランスの重大な変更につなが
るような新しい情報を受理した結果あるいは重要なファーマコビジランスないしはリスク最小化マ
イルストーンにおよんだ結果としておこなう。

PSUR を準備する場合、新しい安全性懸念事項や他のデータとして結果的に RMP の変更の必要性があれ
ば、そのときは、更新した RMP を同時に提出する。この場合、それぞれの RMP の変更は必要としない。
両報告書の提出時期が一致しなければならないが、変更が相互に関連していない場合は、RMP の提出は
それぞれの変更として取り扱う。
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しかしながら、経過措置として RMP 更新版の提出は、PSUR EU 単独の評価（PSUSA）との関連で、
（中央審査方式および／もしくは国家レベルで承認された）医薬品の PSURs とともに受理はできない。
販売承認取得者は、来る次の RMP を更新する手続きの機会を利用する。かわりに販売承認取得者は
RMP を更新するために、別の変更を提出する。
（中央手続きにおける変更ガイドライン実施をたすけるた
めに実践的な質問と回答も参照。）
国家レベルで承認された医薬品については、RMP 更新は評価のため国家の所轄官庁に提出するものとす
る。
RMP を更新する場合は、リスク最小化計画には定期的および／もしくは追加的なリスク最小化活動の影
響度の評価があるものとする。 (V.B.11.4.参照)
V.C.5.1.手続き中 提出したリスクマネジメント計画の更新
医薬品には RMP の“最新”版が唯一ある。RMP の提出が必要であり、医薬品の製造過程で手順が同時に１
つあるいは複数あるなら、理想的には RMP モジュール SIII に適切にデータをわけてまとめた RMP を提
出するものとする。特定の状況においてそれが不可能または実施できない場合は、同時に評価される１つ
あるいは複数の RMP 版がある。
手続き中に複数の RMP 更新版が提出されるなら、更新予定および履歴変更目的のために“最新版”と見な
される RMP は、見解が示される前に提出において最終版となる。たとえば、評価の前の最終週において
RMP は、適応疾患の変更およびリスク最小化に影響を及ぼす SmPC 用語の変更といった進行中の PRAC
と CHMP の議論を反映するために、数回更新される。
手続きの完了に続いて、RMP の最終版は、eCTD にて規定される。中央審査方式にて承認された手続き
には、CHMP 勧告時に合意された RMP 最終版もまた見解が示される 15 日以内に文書として規定する。
RMP は、手続きの結果を反映する。例えば、否定的見解のすべての参考資料やデータは削除される。こ
の要件の例外としては、否定的見解の臨床試験の対象集団が RMP モジュール SIII の適切な注釈付き曝露
データ内にある。
特別な依頼がなければ、手続き中（手続き開始後）の RMP 更新は、最終版提出以降のカバーレターが変
更を示すことになっているように、手続き開始後の履歴もその変更を示すものとする。
V.C.6.

EU 内でのリスク管理計画の評価手順

EU 内において、中央承認審査方式または１つあるいは複数の加盟国により承認される製品の RMP の規
制監督は、ファーマコビジランス・リスク評価委員会（PRAC）の責務である。PRAC は、それぞれの
RMP のために CHMP によって任命された（共同）報告者、もしくは参照加盟国と緊密に業務に取り組む
PRAC 報告者を任命する。その過程の詳細についてのさらなるガイダンスは、追って追加される。
EMA は、状況にもとづいてリスク最小化策案の入力データを収集するため、RMP の評価中に医療従事者
および患者と相談する。
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V.C.7. 中央審査方式承認製品の追加的リスク最小化活動の実施
中央審査方式により承認された製品は、EU 全域において発売承認をもつ。しかしながらそれぞれの加盟
国は、かなりさまざまな医療システムがあり、医療診療が加盟国間でちがっている。したがって、販売承
認の条件と規制は各国の慣習によりさまざまな方法で実施される。このため、２つの委員会決定があるこ
とになる。1 つは、販売承認取得者へ向けたもので、販売承認取得者がその販売地域内で実施しなければ
ならない条件および／もしくは規制の重要な構成要素の説明、そしてもう 1 つは、加盟国へ向けたもので、
販売承認取得者が実施する条件および／もしくは規制の中の重要な構成要素を確保することに関する加盟
国への責任である。
それぞれ加盟国でこの重要な構成要素がどのように実施されているかが、国家の所轄官庁と販売承認取得
者間の議論と合意において課題となっている。重大なリスク最小化活動を必要とする中央審査方式により
承認された製品に対して、販売承認取得者はリスク最小化計画構築中にそれぞれの国家の所轄官庁ととも
にどのように実施されるか実行可能性を議論するよう働きかける。
追加的リスク最小化活動の製品で、特定の地域製品の発売前に、その製品の安全な使用に関するすべての
条件と規制の遵守を確保することは販売承認取得者と国家の所轄官庁の責任である。
欧州経済地域内（EEA）で製品が使用されるたびに、販売承認取得者はその販売承認条件の遵守を確保
する責任がある。
所轄官庁は、その地域内で製品の原料にかかわらず中央審査方式により承認された製品の安全性と効果的
使用に関する条件と規制の確認を行うものとする。
V.C.8. 透明性
当局と加盟国は、リスク管理計画の公表評価報告書と要約を作成するものとする[REG Art 26(1)、DIR
Art 106]。
中央審査方式により承認された製品において、当局は以下のとおり：
•

RMP 要約の公開;

•

販売承認の製品情報と条件等がある欧州公表審査報告書（EPAR）に RMP 関連の図表をいれる。

公衆衛生を促進するために、当局が（依頼、またはウェブポータルサイトを介して）利用可能なものは以
下のとおり：
•

特定の副作用に関する情報の収集に用いられる中央審査方式にて承認された製品の RMP にある質
問；

•

販売承認の条件として必要とされた教材のコピー、もしくは他の追加的リスク最小化活動；

•

中央審査方式による承認製品のファーマコビジランス計画の一部として必要とされた疾患あるいは成
分登録の詳細。

国家の所轄官庁は、指令 2001/83/EC Article106 の実施方法の詳細を規定する。
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