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平成17年度の副作用報告について
企画連絡室技術指導課　江原枝里子

薬事法では①承認後、②治験中について副作用情報
の報告を義務づけています。①の承認後の副作用につ
いては、法第 77 条の 4の 2（第 1項：製造販売業者、
第 2項：獣医師等）及び法第 14 条の 4（再審査にお
ける使用成績調査等）に基づいて報告が義務づけられ
ているところです。なお、法第 14 条の 4 に基づく報
告のうち重要なものについては、法第 77 条の 4 の 2
に基づく報告も必要となっています。
そこで今回、法第 77 条の 4の 2に基づく、昨年度（平
成 17 年度）の副作用報告についてご紹介します。

1　報告概要
17 年度の報告総数（獣医師等の報告に基づく製造

業者等からの報告件数は除く。）は、のべ 220 件でした。
報告者別の内訳は獣医師からの報告 117 件、業者から
の報告 103 件でした。報告方法別の内訳は FAXによ
る報告が 92 件、インターネットシステムによる報告
が 118 件でした。
この制度が施行された15年度は59件（獣医師10件、
業者 49 件）、16 年度は 218 件（獣医師 161 件、業者
57 件）、18 年度 6 月末現在で 73 件（17 年度 6 月末時
点で 59 件）となっています。（図 1）

副作用の報告件数は、生物学的製剤によるものが全
体の 7割を超えており、また、犬・猫での報告が全体
の 8割を超えています。この傾向は、獣医師等への報
告が義務づけられた 15 年度から変化はありません。
（図 2～ 5）

図２　副作用報告のあった件数と内訳
（平成 17年度、220 件）

図４　副作用報告のあった製剤数と内訳
（平成 17年度：74 製剤）

図３　副作用報告件数の推移
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図１　報告者別報告数
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副作用の症例と転帰については、顔面腫脹等の軽
度の副作用で回復したものが 118 件、アナフィラキー
ショック等による重篤例や死亡例が 81 件、後遺症が
残ったもの 2件、不明が 1件でした。
その転帰をみると、軽度な症例ではほとんどが回復

していますが、重篤症例ではその 89％が死亡してい
ます。（図 6、7）

医薬品から副作用というリスクを完全に拭い去るこ
とは困難なので、医薬品の製造販売業者は、現場から
収集された副作用情報を詳細に分析し、安全に使用す
るために、使用上の注意による注意喚起等の対応が必
要です。また、医薬品を使用する獣医師等も、使用上
の注意に記載されている内容を十分に把握し、常に不
測の事態に備えることが重要です。
なお 17 年度は、副作用報告の情報をもとに、犬用
ワキチンの使用上の注意に、若齢犬へ投与する場合の
注意喚起を追記するよう業者に指導しました。

2　副作用報告システムの利用促進
本システムは、報告された副作用等の情報を速やか
に公開するためのものです。（図 8）しかし、獣医師
からの報告の約 6割はいまだ FAXによるものです。
迅速な副作用報告と情報提供のためにも、皆様のシス
テム登録及びシステムの利用をお願いいたします。

システムによる報告は簡単です。獣医師は日本獣医
師会（http://nichiju.lin.go.jp）、業者は日本医薬品協会
（http://www.jvpa.jp）の各HPからあらかじめ報告者
の登録を行った上でご利用ください。

なお、本システムを利用する場合には、以下のこと
にご注意ください。
①入力しない状態で 30 分経過すると、入力の途中
であっても自動的にメニュー画面に戻ります。②一時
保存後 5日間が経過すると、保存していたものが削除
されます。また一時保存は１件のみとなっております。

図５　動物別の副作用報告件数（平成 17年度）

図６　重篤症例の転帰と割合（平成 17年度）

図７　軽度症例の転帰と割合（平成 17年度）

図８　報告者・報告方法別の割合
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ＧＱＰ省令及びＧＶＰ省令の解説
 （その4）

検査第二部一般薬検査室長　永井英貴

平成 17 年 4 月 1 日の改正薬事法の施行において、新たな業態である製造販売業が導入され、その許可要件として、
「動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の品質管理の基準に関する省令」（平成 17 年 3 月 9 日農林
水産省令第 19 号。以下「ＧＱＰ省令」という。ＧＱＰ :Good Quality Practice）及び「動物用医薬品、動物用医薬
部外品及び動物用医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」（平成 17 年 3 月 9 日農林水産省令第 20 号。
以下「ＧＶＰ省令」という。ＧＶＰ：Good Vigilance Practice）が新たに制定された。本ニュースNo.268 及び 269
で GQP 省令について概要、要点等を解説した。今号では、No.270 に引き続き GVP省令の概要、要点等について
解説する。

ＧＶＰ省令（後半：2の 1）

４　安全確保業務及び自己点検
安全確保業務の概要について、図１に示した。
安全管理責任者は、安全管理情報を収集・検討し、

必要があると認めるときは安全確保措置を立案し、総
括製造販売責任者に報告する。また、総括製造販売責
任者は、安全確保措置を決定し、その実施を安全管理
責任者等に指示する。
安全確保措置の決定、及び実施の指示は、原則とし

て総括製造販売責任者の業務となっているが、立案し
た安全確保措置の案（以下「安全確保措置案」という。）
のうち、あらかじめ製造販売後安全管理業務手順書等
に定めるものについては、安全管理責任者がこれら
の業務を行うことができる。すなわち、安全確保業務
については、安全管理情報の収集から安全確保措置の
実施まで、安全管理責任者が中心となって行う規定と
なっている。
また、2の（3）に記載したとおり、安全管理情報の

収集、収集した安全管理情報の解析、安全確保措置の
実施等については、安全管理責任者以外の者に行わせ
ることができ、第一種製造販売業者においては、当該
業務の責任者として、安全管理実施責任者を設置しな
ければならない。第二種及び第三種製造販売業者にお
いては、安全管理実施責任者を設置しなければならな
い規定はないが、これらの業務を適正かつ円滑に実施
するために、その設置を防げるものではない。以下、
本項の記載において「安全管理実施責任者」とある場

合、第二種及び第三種製造販売業者は、安全管理責任
者の責任の下で、これらの業務を安全管理責任者以外
の者に行わせることができる。
なお、本省令において規定されている「報告」及び

「指示」は、すべて文書により行わなければならない。
（1）安全管理情報の収集（第 7条）
ア　安全管理責任者又は安全管理実施責任者は、次
の安全管理情報を収集し、その記録を作成しなけ
ればならない（医薬部外品製造販売業者について
は、②及び⑥の情報で差し支えない。）。
①　獣医療関係者からの情報
②　学会報告、文献報告その他研究報告に関する
情報
③　農林水産省その他政府機関及び都道府県から
の情報
④　外国政府、外国法人等からの情報
⑤　他の製造販売業者等からの情報
⑥　その他安全管理情報

イ　安全管理実施責任者が安全管理情報の収集を
行ったときには、その記録を安全管理責任者に報
告しなければならない。

（2）安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確
保措置の立案（第 8条）
ア　安全管理責任者は、以下の業務を行わなければ
ならない。
①　収集した安全管理情報を遅滞なく検討し、そ
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の結果を記録すること。
②　収集した安全管理情報が、品質保証責任者が
把握する必要があると認められるものである場
合には、当該情報を品質保証責任者に遅滞なく
文書で提供すること。

③　収集した安全管理情報の検討の結果、必要が
あると認めるときは、次のような安全確保措置
の立案を行うこと。
ａ　廃棄
ｂ　回収
ｃ　販売停止
ｄ　添付文書の改訂
ｅ　獣医療関係者への情報の提供
ｆ　法に基づく農林水産大臣への報告
なお、ｆの報告には、次のものがある。
（a）生物由来製品に係る感染症定期報告（法
第 68 条の 8）

（b）副作用等の報告（法第 77 条の 4の 2）
（c）回収の報告（法第 77 条の 4の 3）

④　安全確保措置案について、総括製造販売責任
者へ報告すること。

イ　安全管理実施責任者が安全管理情報の検討に必
要な解析を行う場合には、安全管理責任者は、安
全管理実施責任者にその実施につき指示し、また、
その記録を作成させ、報告させること。ここで、「安
全管理情報の解析」とは、安全管理情報の検討に
際して、事前に安全管理情報を統計学的に解析す
ることなどをいう。

（3）安全確保措置の実施（第９条）
ア　総括製造販売責任者は以下の業務を行わなけれ
ばならない。
①　安全確保措置案を適正に評価し、安全確保措
置を決定するとともに、それらの記録を作成す
ること。
②　安全確保措置を安全管理責任者に行わせる場
合にあっては、その実施につき指示すること。
③　安全確保措置の一部又は全部を安全管理実施
責任者に行わせる場合にあっては、その実施に

図１　安全確保業務の概要
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④安全確保措置案の
評価及び安全確保措
置の決定（第 9条）

⑤安全確保措置の実施
（第 9条）

⑤安全確保措置の実施
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②’収集した安全管理
情報の解析（第 8条）
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②収集した安全管理情
報の検討（第 8条）

③安全確保措置の立案
（第 8条）

④安全確保措置案（あら
かじめ製造販売後安全管
理業務手順書等に定める
もの）の評価及び安全確
保措置の決定（第 9条）
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