
 

 

 ＜追補＞平成 27 年 4 月版 

 

【完全攻略】医薬品「登録販売者試験」合格テキスト 第４版 補正情報 

 

本冊子は、平成 27 年 4 月に『登録販売者試験に係る「試験問題の作成に関する手引き」が改訂され

たことに伴い、本書収載内容の補正情報をまとめたものです。 

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（平成 26 年厚生労働省令第 92 号）」及び「食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）」が平

成 27 年４月１日から施行されたことに伴い、今回、「手引き」の改訂が行われました。 

 

なお、平成 26 年１１月にも手引きの改訂が行われています。平成２６年１１月改訂に伴う第 4 版へ

の補正内容についてはこちらをご参照ください。 

＜http://www.chuohoki.co.jp/correction/pdf/5050tuiho.pdf＞ 

 

 

＜本書の全般にわたる内容〉 

 

 

○「薬事法」とあるのは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と読み

替えてください。 

○漢字から平仮名への修正のほか、内容的な変更に至らない字句の修正等については、本冊子では割愛いた

しました。 
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＜第１章＞ 

該当頁 該当箇所 改訂前 改訂後 

5 3 行目 健康食品 いわゆる健康食品 

5 6～7 行目 「健康食品」という言葉は健康増進や維持に有

用な食品全般をさすもので、社会に広く使用さ

れています。 

健康増進や維持の助けとなる食品は一般的に

「健康食品」と呼ばれ、広く使用されています。 

5 20 行目 WHO 世 界 保 健 機 関 （ WHO ： World Health 

Organization）  

5 22～24 行目 一般用医薬品の利用のほか、食事と栄養のバラ

ンス、睡眠・休養、運動、禁煙等の生活習慣の

改善を含めた健康維持・増進全般について「セ

ルフメディケーション」という場合もあります。 

（削除） 

5 （27 行目の次に以下を加える。） 

□□2015（平成 27）年 4 月より、疾病に罹患していない者の健康の維持および増進に役立つ旨または適する旨（疾病リ

スクの低減にかかるものを除く。）を表示することができる「機能性表示食品」制度が施行されました。 

10 1～2 行目 特定の食品（保健機能食品や、いわゆる健康食

品を含みます。） 

保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品

および機能性表示食品）や、いわゆる健康食品

を含む特定の食品 

11 3 行目 消化管内 体内 

11 14 行目 医薬品 医薬品（例：総合感冒薬） 

18 4 行目 第 4 条第 1 項第 5 号 第 4 条第 5 項第 4 号 

20 1 行目 販売者は （削除） 

20 3 行目 医療関係者として 登録販売者は、第二類医薬品および第三類医薬

品の販売、情報提供等を担う観点から、 

21 15～16 行目 ③購入者等のセルフメディケーションについ

て、販売時の情報提供は、医薬関係者の一員

として共に取り組むという姿勢で臨む。 

（削除） 

 

 

＜第２章＞ 

該当頁 該当箇所 改訂前 改訂後 

69 19 行目 無許可無承認医薬品 無承認無許可医薬品 

 

 

＜第３章＞ 

該当頁 該当箇所 改訂前 改訂後 

81 11～12 行目 アスピリン、サザピリンは アスピリン、サザピリン、イブプロフェンについ

ては 

81 終わりから 6 行目 アドレナリン作動性成分 アドレナリン作動成分 

81 終わりから 4 行目 アドレナリン作動性成分 アドレナリン作動成分 

91 17 行目 一般用医薬品には小児向けの製品はない 一般用医薬品においては、15 歳未満の小児に対

しては、いかなる場合も使用してはならない 

94 17 行目 体力中等度なものの関節痛 体力中等度なものの関節や筋肉のはれや痛みが

あるものの関節痛 



94 20～22 行目 体力中等度で関節や筋肉のはれや痛みがある

ものの関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、手足の

あれ 

体力中等度で、関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、

手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎） 

98 2～4 行目 脳の興奮を抑え、痛覚を鈍くする作用があり、

催眠鎮静薬というよりもかぜ薬や解熱鎮痛薬

などに補助成分として配合されることが多く

あります。 

脳の興奮を抑え、痛覚を鈍くする作用がありま

す。 

98 終わりから 6 行目 の果穂、腺体を期限とし、松かさ状の花穂が薬

用部位 

Humulus lupulus L.の成熟した球果状の果穂が

薬用部位 

100 17 行目 ホップなどは ホップ等を含む製品は 

125 終わりから 7 行目 まれに重篤な副作用として、肝機能障害 （削除） 

129 終わりから 1 行目 中毒性表皮壊死融解症候群 中毒性表皮壊死融解症 

132 3 行目 腸溶製剤 腸溶性製剤 

134 17～18 行目 センナの茎を用いた製品の中には、食品として

流通しているものがあります。 

センナの茎を用いた製品は、医薬品的な効能・効

果が標榜または暗示されていなければ食品とし

て流通することが可能となっています。 

152 18 行目 ユビデカレノン コエンザイム Q10 

157 15 行目 リゾチーム塩酸塩、ブロメラインのような リゾチーム塩酸塩などの 

161 17 行目 冷え性 冷え症 

162 14 行目、18 行目 冷え性 冷え症 

186 16 行目 接触性皮膚炎 接触皮膚炎 

188 12 行目 接触性皮膚炎 接触皮膚炎 

235 1～3 行目 一般用検査薬は、一般の生活者が（自覚症状が

現れたあとでなく）日常において自らの体調を

チェックすることを目的とするものであり、そ

の検査結果から必要に応じて医療機関を受診

し、疾患等の早期発見につなげることができる

ようにするものです。 

一般用検査薬は、一般の生活者が正しく用いて健

康状態を把握し、速やかな受診につなげることで

疾病を早期発見するためのものです。 

235 ７～10 行目 体外診断用医薬品の多くは医療用医薬品とな

っていますが、尿糖・尿タンパク検査薬、妊娠

検査薬については、一般用医薬品（一般用検査

薬）として薬局又は医薬品の販売業（店舗販売

業、配置販売業）において取り扱うことが認め

られている製品があります。 

体外診断用医薬品の多くは医療用検査薬ですが、

一般用検査薬については薬局または医薬品の販

売業（店舗販売業、配置販売業）において取り扱

うことが認められています。 



235 （10 行目の次に以下を加える。） 

□□検査に用いる検体は、尿、糞便、鼻汁、唾液、涙液など採取に際して侵襲（採血や穿刺等）のないものです。 

□□検査項目は、学術的な評価が確立し、情報の提供により結果に対する適切な対応ができるもので、健康状態を把握

し、受診につなげていけるものです。 

□□悪性腫瘍、心筋梗塞や遺伝性疾患など重大な疾患の診断に関係するものは一般用検査薬の対象外です。 

□□販売を行う際には、各検査薬の一般用医薬品の分類による販売方法を行うとともに、以下の事項について、製品や

添付文書等を用い、購入者等が購入後も確認できるようにわかり易く説明します。 

・専門的診断におきかわるものでないことをわかり易く説明する 

・検査薬の使い方や保管上の注意をわかり易く説明する 

・検体の採取時間とその意義をわかり易く説明する 

・妨害物質と検査結果に与える影響をわかり易く説明する 

・検査薬の性能についてわかり易く説明する 

・検査結果の判定についてわかり易く説明する 

・適切な受診勧奨を行い、特に、医療機関を受診中の場合は、通院治療を続けるよう説明する 

・その他購入者等からの検査薬に関する相談には積極的に応じる 

□□販売時の相談に応じる体制を充実させ、購入者等に問い合わせ先を周知させるとともに、検査項目によっては、プ

ライバシーに配慮した形で製品の説明を行うことが望ましいです。 

237 「一問一答」一般用

検査薬 

問 2 

（手引きの改訂に伴い、差し替え） 

2 検査に用いる検体は、尿、糞便、鼻汁、唾液、涙液など採取に際して侵襲（採血や穿刺等）の

ないものです。 

 

 

＜第４章＞ 

該当頁 該当箇所 改訂前 改訂後 

244 2～7 行目 「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の

品質、有効性及び安全性の確保のために必要な

規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する

措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高

い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のた

めに必要な措置を講ずることにより、保健衛生

の向上を図る」 

「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再

生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並

びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発

生及び拡大の防止のために必要な規制を行うと

ともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほ

か、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機

器及び再生医療等製品の研究開発の促進のため

に必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向

上を図る」 

244 （8 行目（表）以降を以下に差し替える。） 

医薬品等関連事業者等の責務（法第 1条の 4 ） 

医薬品等の製造販売、製造（小分けを含む。以下同じ。）、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、第 4 条第

１項の許可を受けた者（以下「薬局開設者」という。）又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設（略）の開設

者は、その相互間の情報交換を行うことその他の必要な措置を講ずることにより、医薬品等の品質、有効性及び

安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。 

医薬関係者の責務（法第 1条の 5 ） 

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使

用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者（略）及びこれらを購入し、又は譲り受けよう

とする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。 

国民の役割（法第 1条の 6 ） 

国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努め

なければならない。 

 

□□登録販売者は、購入者等に対して正確かつ適切な情報提供が行えるよう、日々最新の情報の入手、自らの研鑽に努め

る必要があるほか、購入者が求める知識、理解に応えることが求められています。 



245 10～11 行目 機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品（以

下「機械器具等」という。）でないもの（医薬

部外品を除く。） 

機械器具等（機械器具、歯科材料、医療用品、衛

生用品並びにプログラム（電子計算機に対する指

令であって、一の結果を得ることができるように

組み合わされたものをいう。）及びこれを記録し

た記録媒体をいう。）でないもの（医薬部外品及

び再生医療等製品を除く。） 

246 19 行目 第 13 号 第 2 号・第 3 号・第 18 号 

247 19 行目 第 15 号 第 18 号～第 20 号 

250 20 行目 第 8 号 第 12 号 

250 終わりから 5 行目 第 11 号 第 16 号 

251 17 行目 第 6 号・第 7 号 第 10 号・第 11 号 

254 終わりから 6～7 行

目 

外国特定承認取得者等 外国製造医薬品等特例承認取得者等 

257 終わりから 4 行目 第 15 号 第 18 号 

261 12 行目 許可を受けた上で許可マークを 許可及び承認を受けた上で許可及び承認のマー

クを 

261 17 行目、終わりから

13 行目、終わりから

9 行目 

許可マーク 許可及び承認のマーク 

262 2 行目 許可 許可及び承認 

262 （18 行目の次に以下を加える。） 

⒟ 機能性表示食品（食品表示基準第 2 条第 1 項第 10 号） 

□□事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性および機能性の根拠に関する情報な

どが消費者庁長官へ届け出られたものを機能性表示食品といいます。 

□□特定の保健の目的が期待できる（健康の維持および増進に役立つ）という食品の機能性を表示することはできますが、

特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。 

262 20 行目 健康食品という言葉は、法令で定義された用語

ではなく、単に一般的に 

健康食品と呼ばれるものは、法令で定義されたも

のではなく、一般に 

263 9 行目 栄養機能食品、 栄養機能食品、機能性表示食品、 

263 （「法令上の分類」の表を以下に差し替える。） 

263 法令上の分類の＊3

～4 行目 

「特定機能食品」と「栄養機能食品」の 2 つ 「特定機能食品」、「栄養機能食品」、「機能性表示

食品」の 3 つ 

267 終わりから 14 行目 第 6 号 第 10 号 

268 （20 行目の次に以下を加える。） 

□□登録販売者は、薬局、店舗販売業等において、過去 5 年間のうち、①一般従事者（その薬局、店舗等において実務に

従事する薬剤師または登録販売者以外の者をいいます）として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下に実務

に従事した期間、②登録販売者として業務（店舗管理者または区域管理者としての業務を含みます）に従事した期間

が通算 2 年あることが必要です。 

269 終わりから 12 行目 第 7 号 第 11 号 

270 （15 行目の表中②と③の間に以下を加える。） 

※登録販売者については、配置販売業等において、過去 5 年間のうち、①一般従事者として薬剤師または登録販売者の管

理および指導の下に実務に従事した期間、②登録販売者として業務に従事した期間が通算 2 年あることが必要です。 



270 終わりから 10 行目 規則第 156 条 規則第 150 条 

270 終わりから 6 行目 第 2 号 第 4 号 

270 終わりから 1 行目 第 7 号 第 11 号 

274 終わりから 15～16

行目 

第 29 条の 2 第 2 項・第 31 条の 4 第 1 項・規

則第 14 条第 2 項・第 146 条第 2 項・第 149

条の 5 第 2 項 

第 29 条の 2 第 1 項・第 31 条の 4 第 1 項・規則

第 14 条第 3 項・第 146 条第 3 項・第 149 条の

5 第 3 項 

274 終わりから 6 行目、

終わりから 2 行目 

第 29 条の 2 第 2 項 第 29 条の 2 第 1 項 

280 1～2 行目 薬局開設者または医薬品の販売業者は、医薬品

を他の物と区別して貯蔵、陳列することになっ

ています 

薬局開設者または店舗販売業者は、医薬品を他の

物と区別して貯蔵、陳列しなければなりません 

280 9 行目、15 行目 218 条の 3 218 条の 4 

280 18～19 行目 侵入 進入 

280 23 行目 218 条の 3 218 条の 4 

281 12 行目 218 条の 3 218 条の 4 

281 （10 行目の次に以下を加える。） 

□□配置販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、または陳列しなければなりません。 

281 （13 行目の次に以下を加える。） 

□□医薬品を販売する店舗と同一店舗で併せて、食品（保健機能食品を含む）、医薬部外品、化粧品等の販売を行う場合は、

医薬品と他の物品を区別して貯蔵または陳列することが求められます。 

282 20～21 行目 登録販売者の別 規則第 15条第 2項の登録販売者以外の登録販売

者もしくは同項の登録販売者の別 

282 （表の下に以下を加える。） 

※「規則第 15 条第 2 項の登録販売者」とは、薬局、店舗販売業または配置販売業における以下の従事期間が、過去 5 年

間のうち通算して 2 年未満の登録販売者をいいます。 

①一般従事者として、薬剤師・登録販売者の管理下で実務に従事した期間 

②登録販売者として、業務に従事した期間（店舗管理者・区域管理者としての業務を含む） 

283 終わりから 12 行目 登録販売者の別 規則第 15条第 2項の登録販売者以外の登録販売

者もしくは同項の登録販売者の別 

284 終わりから 16 行目 登録販売者の別 規則第 15条第 2項の登録販売者以外の登録販売

者もしくは同項の登録販売者の別 

285 （終わりから 13 行目の前に次を加える。） 

□□名札については、薬局、店舗販売業または配置販売業において、過去 5 年間のうち、登録販売者として業務（店舗管

理者または区域管理者としての業務を含みます）に従事した期間が通算して 2 年に満たない登録販売者の場合は、「登

録販売者（研修中）」などの容易に判別できるような表記をすることが必要です。 

□□薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者は、上記の登録販売者について、薬剤師または登録販売者（過去 5 年

間のうち業務に従事した期間が 2 年に満たない場合を除きます）の管理および指導の下に実務に従事させなければな

りません。 



286 （3 行目の次に以下を加える。） 

 

□□濫用のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品（平成 26 年厚生労働省告示第 252 号）は、以下に掲

げるもの、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とされており、対象の医薬品を販売する際

には確認を行ったうえで適正に使用されるよう販売する必要があります。 

 

エフェドリン、コデイン（鎮咳去痰薬に限る）、ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬に限る）、ブロムワレリル

尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン（鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る） 
 

287 6～7 行目、17 行目 化粧品又は医療機器 化粧品、医療機器または再生医療等製品 

288 2 行目 承認前の医薬品 承認前の医薬品もしくは医療機器または再生医

療等製品 

298 2 行目 冷え性 冷え症 

298 終わりから 6 行目 きず消毒保護材 きず消毒保護剤 

299 16～17 行目 ゼリー状ドロップ ゼリー状ドロップ剤 

300 （表中、「薬用歯みがき類」の欄を次に差し替える。） 

 

薬用歯みがき類：化粧品としての使用目的を

併せて有する歯みがきと類似の剤型の外用

剤、洗口することを目的とするもの（洗口液） 

①ブラッシングにより歯を磨くことを目的とするもの：歯を白くす

る、口中を浄化する、口中を爽快にする、歯周炎（歯槽膿漏）の予

防、歯肉（齦）炎の予防、歯石の沈着を防ぐ、むし歯を防ぐ、むし

歯の発生及び進行の予防、口臭の防止、タバコのやに除去、歯がし

みるのを防ぐ 

②洗口することを目的とするもの：口臭の防止、口中を浄化すること

並びに口中を爽快にすること 
 

300 終わりから 5 行目、6

行目 

冷え性 冷え症 

 

 

＜第 5 章＞ 

該当頁 該当箇所 改訂前 改訂後 

322 17～18 行目 （独）医薬品医療機器総合機構（総合機構） （独）医薬品医療機器総合機構（総合機構：

PMDA） 

323 （19 行目の次に以下を加える。） 

・一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書情報 

・患者向医薬品ガイド・くすりのしおり 

 

323 21～23 行目 総合機構では、医薬品・医療機器の安全性に関

する情報が発出されたときは、ホームページの

掲載と同時に、電子メールにより情報を配信す

る医薬品医療機器情報配信サービスを行って

います。 

総合機構では、医薬品・医療機器の安全性に関す

る特に重要な情報が発出されたときは、ホームペ

ージへの掲載とともに、電子メールによりタイム

リーに情報を配信する医薬品医療機器情報配信

サービス（PMDA メディナビ）を行っています。

このサービスは誰でも利用可能で、最新の情報を

入手することができます。 



327 10～11 行目 医療施設の開設者、医薬品の販売業者またはそ

れらに従事する医薬関係者（登録販売者を含

む） 

病院、診療所もしくは飼育動物診療施設の開設者

または医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣

医師その他の医薬関係者 

 

329 6～7 行目 登録販売者を含むそれらに従事する医薬関係

者 

医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者（登

録販売者を含みます） 

332 14～15 行目 報告書を厚生労働省に送付する 郵送、ファクシミリ又は電子メールにより、報告

書を総合機構に送付する 

332 16～17 行目 報告書の送付は、郵送またはファクシミリによ

るほか、「電子政府の総合窓口 e-Gov」を利用

して電子的に行うこともできます。 

（削除） 

332 「一問一答」 

問 5 

厚生労働省 （独）医薬品医療機器総合機構 

333 ・

334 
「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」の様式を別紙１（次頁）に差し替える。 

339 17 行目 たむし用薬 たむし用薬、鎮痒消炎薬 

345 6 行目 胎児 乳児 

351 「○ 特定の症状・状態」の表中、「胃酸過多」の欄を削除 

 

  



                                          

１／２ページ（表面）          （裏面に続く） 

患

者

情

報 

患者イニシャル 性別 副作用等発現年齢 身長 体重 妊娠 

      男 女       歳      cm       kg 無 有（妊娠     週） 不明 

原疾患・合併症 既往歴 過去の副作用歴 特記事項 

1.     

 

2.      

 

1.      

 

2.      

 

無・ 有 

医薬品名：      

副作用名：      

不明 

飲酒 有（     ） 無 不明 

喫煙 有（     ） 無 不明 

ｱﾚﾙｷﾞｰ 有（     ） 無 不明 

その他（     ） 

副

作

用

等

に

関

す

る

情

報 

副作用等の名称又は症状、 

異常所見 

副作用等の重篤性 
「重篤」の場合、（ ）に該当す

る重篤の判定基準の番号を記入 

発現期間 

（発現日 ～ 転帰日） 

副作用等の転帰 

後遺症ありの場合、（ ）に症状を記

入 

1.      
重篤 →（     ） 

非重篤 

     年   月   日  

～    年   月   日 

回復 軽快 未回復  

死亡 不明  

後遺症あり（     ） 

2.      
重篤 →（     ） 

非重篤 

     年   月   日  

～    年   月   日 

回復 軽快 未回復  

死亡 不明  

後遺症あり（     ） 

＜重篤の判定基準＞ ①：死亡 ②：障害 ③：死亡につながるおそれ  

④：障害につながるおそれ ⑤：治療のために入院又は入院期間の延長  

⑥：①～⑤に準じて重篤である ⑦：後世代における先天性の疾病又は異常 

＜死亡の場合＞被疑
薬と死亡の因果関係： 

有 無 不明 

＜胎児への影響＞  

影響あり 影響なし 
不明 

被

疑

薬

及

び

使

用

状

況

に

関

す

る

情

報 

被疑薬（可能な限り販売名） 

最も関係が疑われる被疑薬に○ 

製造販売業者の名称 

(業者への情報提供の有無) 

投与 

経路 

１日投与量 

（1回量×回数） 

 投与期間 

（開始日～終了日） 

使用理由 

               ( 有 無)                  ～            

               ( 有 無)                  ～            

               ( 有 無)                  ～            

               ( 有 無)                  ～            

その他使用医薬品（可能な限り販売名、投与期間もご記載ください） 

      

副作用等の発生及び処置等の経過（記入欄が不足する場合は裏面の報告者意見の欄等もご利用ください） 

  年   月  日 

      

      

      

※被疑薬投与前から副作用等の発現後の全経過において、関連する状態・症状、検査値等の推移、診断根拠、

副作用に対する治療・処置、被疑薬の投与状況等を経時的に記載してください。検査値は下表もご利用ください。 

副作用等の発現に影響を及ぼすと考えられる上記以外の処置・診断 ： 有 無 
有りの場合 →（ 放射線療法 輸血 手術 麻酔 その他（     ）） 

再投与： 有 無   有りの場合 → 再発： 有 無 

一般用医薬品の場合：   

     購入経路→  

薬局等の店頭での対面販売  インターネットによる通信販売  

その他（電話等）の通信販売  配置薬 不明 その他（     ） 

報告日：平成     年     月     日（既に医薬品医療機器総合機構へ報告した症例の続報の場合はチェックください  → ） 
報告者 氏名：                  施設名：      

（職種： 医師、 歯科医師、 薬剤師、 看護師、 その他（     ）） 
住所：〒      
          

                         電話：             FAX：      

医薬品等副作用被害救済制度及び     ： 患者が請求予定 患者に紹介済み 患者の請求予定はない  

生物由来製品等感染等被害救済制度について 制度対象外（抗がん剤等、非入院相当ほか） 不明、その他 
※一般用医薬品を含めた医薬品（抗がん剤等の一部の除外医薬品を除く。）の副作用等による重篤な健康被害については、
医薬品等副作用被害救済制度又は生物由来製品等感染等被害救済制度があります（詳細は裏面）。 

 ファクス又は電子メールでのご報告は、下記までお願いします。両面ともお送りください。 

（FAX：0120-395-390 メール：anzensei-hokoku@pmda.go.jp 医薬品医療機器総合機構安全第一部安全性情報課宛） 
 

 医療用医薬品 医薬品安全性情報報告書 
（医薬品医療機器法に基づいた報告制度です。） 
☆記入前に裏面の「報告に際してのご注意」をお読みください。 

化粧品等の副作用等は、様式②をご使用ください。 

健康食品等の使用によると疑われる健康被害につ

いては、最寄りの保健所へご連絡ください。 

 要指導医薬品 

 一般用医薬品 

別紙１ 様式① 



２／２ページ（裏面） 

報告者意見（副作用歴、薬剤投与状況、検査結果、原疾患・合併症等を踏まえ、被疑薬と副作用等との関連性についてご意見をご記載ください） 

      

 

検査値（副作用等と関係のある検査値等） 

   検査日 

 

検査項目(単位) 

      

   ／     

（投与前値） 

      

   ／    

      

      

   ／    

      

      

   ／    

      

      

   ／    

      

      

   ／    

      

                                         

                                          

                                          

                                          

                                          

 

「報告に際してのご注意」 
 この報告制度は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法律第 145

号）第 68条の 10第２項に基づき、医薬品による副作用及び感染症によると疑われる症例について、医薬関係
者が保健衛生上の危害発生の防止等のために必要があると認めた場合にご報告いただくものです。医薬品と
の因果関係が必ずしも明確でない場合や一般用医薬品等の誤用による健康被害の場合もご報告ください。 

 なお、医薬部外品、化粧品によると疑われる副作用等の健康被害については、任意の報告となるので、様式
②をご使用ください。 

 各項目については、可能な限り埋めていただくことで構いません。 

 報告された情報については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構（PMDA）」という。）は、情報
の整理又は調査の結果を厚生労働大臣に通知します。また、原則として、機構（PMDA）からその医薬品を供給
する製造販売業者等へ情報提供します。機構（PMDA）又は製造販売業者等は、報告を行った医療機関等に対し
詳細調査を行う場合があります。 

 報告された情報について、安全対策の一環として広く情報を公表することがありますが、その場合には、施設名
及び患者のプライバシー等に関する部分は除きます。 

 健康食品・無承認無許可医薬品による疑いのある健康被害については最寄りの保健所へご連絡ください。 

 記入欄が不足する場合は、別紙に記載し、報告書に添付いただくか、各欄を適宜拡張して記載願います。 

 ファクス、郵送又は電子メールにより報告いただく場合には、所定の報告用紙のコピーを使用されるか、イ
ンターネットで用紙を入手してください。（http://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/pmd-act/0002.html） 

 医薬品の副作用等による健康被害については、医薬品等副作用救済制度又は生物由来製品等感染等被害救済制度
があります［お問い合わせ先 0120-149-931（フリーダイヤル）］。詳しくは機構（PMDA）のホームページ
（http://www.pmda.go.jp/relief-services/index.html）をご覧ください。また、報告される副作用等がこれらの制度の対
象となると思われるときには、その患者にこれらの制度を紹介願います。ただし、使用された医薬品が抗がん剤
等の対象除外医薬品である場合や、副作用等による健康被害が入院相当の治療を要さない場合には、制度の対象
とはなりません。また、法定予防接種による健康被害は、予防接種後健康被害救済制度の対象となり、これらの
救済制度の対象外となるため、具体的には市町村に問い合わせていただくよう紹介ください。 

 施設の住所は安全性情報受領確認書の送付に使用しますので、住所もご記入ください。 

 ご報告は医薬品医療機器総合機構安全第一部安全性情報課宛にお願いします。両面ともお送りください。 

郵送：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル    
FAX：0120-395-390        メール：anzensei-hokoku@pmda.go.jp 

http://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/pmd-act/0002.html
http://www.pmda.go.jp/relief-services/index.html
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