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2019年4月

ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴご利用環境について
ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴをご利用頂くには、Internet explorer 11と、Acrobat Readerが必要です。

他のブラウザ（EDGE, Chrome, safari）や、スマートフォン、タブレットについては動作保証を行っており
ません。
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トラブルについて

お使いのパソコンのセキュリティによっては、表示がされないなどのトラブルが発生しますので、下記
のご対応をお願いします。

Ｑ．何も表示されない、または一部だけ表示される

Ａ．internet explorer 互換機能をご利用の方は、互換機能を外してください。
ツール＞互換表示設定＞互換表示追加したWebサイト（W)にpraise‐net.jp を選択して削除をお願いします。

または、ツール＞インターネットオプション＞セキュリティ＞信頼済みサイト＞サイトをクリックします。
このWEBサイトをゾーンに追加する欄に https://www.praise‐net.jp と入力し、追加ボタンをクリックします。
閉じる、OKをクリックし、Internet Explorerを終了します。再度、PRAISE‐NETを開いてご確認ください。

何も変わらない場合は、キーボードのCTRLを押しながらF5キーを押して下さい。

Ｑ．情報共有システムが何も表示されない

Ａ．Internet Explorer 11の右上のツール＞インターネットオプション＞セキュリティ＞信頼済みサイト＞サイト
をクリックします。

このWEBサイトをゾーンに追加する欄に https://web.directcloud.jp と入力し、追加ボタンをクリックします。

同じく、このWEBサイトをゾーンに追加する欄に https://www.praise‐net.jp と入力し、追加ボタンをクリック
します。

閉じる、OKをクリックし、Internet Explorerを終了します。再度、PRAISE‐NETを開いてご確認ください。

何も変わらない場合は、キーボードのCTRLを押しながらF5キーを押して下さい。



ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴの概要

ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴ
プレイズネットと読みます。

Pharmaceutical Regulatory Affairs Information Service ‐ Network

ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴとは
薬業団体である日薬連、関薬協、東薬工、製薬協がインターネット及びコンピュータ
システムを共同利用するものです。

ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴの利用者
2019年3月現在、約２２,４００の人が利用しています。
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ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴの経緯

平成元年10月 大薬協（関薬協）のＤＹ－ＮＥＴ（パソコン通信）

平成 7年 5月 新ＤＹ－ＮＥＴ（フリーキーワード、ＯＣＲ化）

平成 9年 8月 ホームページ開設＆薬務行政通知速報サービス

平成11年12月 ＤＹ－ＩＮＴＥＲＮＥＴ
（データベースのインターネット化、ＤＹ－Ｍａｉｌ）
現行システムの基礎ができあがる

平成12年 3月 講演会受付システム

平成13年 4月 委員会情報システム

平成16年 4月 第１期ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴ（４団体共同利用）

平成20年10月14日 第２期ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴ（４団体共同利用）

平成24年12月 3日 第３期ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴ（４団体共同利用）

平成31年 4月 1日 第４期ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴ（４団体共同利用）
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ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴ６つのサービス

サービス１ 一般向け情報

サービス２ 医薬品行政通知情報

サービス３ 会員向け情報

サービス４ 委員会情報システム

サービス５ 講演会受付システム

サービス６ アンケートシステム
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サービス１一般向け情報

一般向けの情報（お知らせ、各団体の概要等）を提供します

一般向け情報は、どなたでも閲覧できます
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サービス２ 医薬品行政通知情報

医薬品行政通知情報が検索できるデータベースシステムとメール配信サービスからなります。

PRAISE‐NET に参加する関薬協、東薬工の会員会社が利用できます。

ご利用者の方のメールアドレスをＩＤとし、パスワードを発行します。

データベースに登録した情報をPRAISE‐Mail（新着情報）メールにてお知らせします。

検索機能では、第4期から提供するわかりやすい検索画面のご提供と、従来検索画面では、

入力支援機能、簡易検索、関連リンク機能、ハイライト周辺表示機能、表示項目が変更等、

多機能な検索画面を提供しております。
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第4期からの新しい検索画面
わかりやすい検索画面
第4期からの新しい検索画面
わかりやすい検索画面

第３期の従来検索画面
観点ツリー機能や画面のカスタマイズなど
多機能な検索画面

第３期の従来検索画面
観点ツリー機能や画面のカスタマイズなど
多機能な検索画面

新しい検索画面も、従来の検索画面もどちらもご利用頂けます。

サービス３ 会員向け情報

各団体毎に、会員向けの情報を掲載しております。

関薬協では、協会や委員会の規約、会報や大阪府の資料等を掲載し
ております。
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サービス３ 会員向け情報（図書申込受付）

関薬協で頒布している図書の申し込みができ
ます。

＜主な特長＞

一般的な買い物かご方式です。

ＩＤがあれば、住所、氏名などは自動入力され
ます（一時的に届け先などを変更することも可
能です）。

ＩＤがなくとも次回からは、住所、氏名などは自
動入力されます（有効期限は１００日です）。

決済機能はございませんので、後日請求とな
ります。

受付確認メールをお届けしますので、図書が
届くまで保管してください。

＜ご注意事項＞

図書代金とは別に送料が必要となります。
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サービス４ 委員会情報システム

各団体で活動している委員会、研究会
の議事資料、議事録などが登録されて
います。

委員会活動は、業界の意見を集約し、
行政に働きかけたり、行政からの要請
についての対応などを検討したり、企業
で抱えている問題について取り組み、
説明会を開催したり、書籍を発刊したり
しております。

これら委員会の情報の電子書庫として
利用しております。

委員会での出欠確認や、会議の日程調
整がサービス６のアンケートシステムを
活用しております。
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サービス５ 講演会受付システム１

主な特長は、

ＩＤを取得していると、数クリックで希望する講演会・説明会に申込でき
ます。

受講票（申込確認票）がメールで届きます。

講演会が満席でもキャンセル待ちができます。

ＩＤがなくとも空メールを送ることで申し込みできます。
（注：会社のメールアドレス以外でお申し込み頂くと、キャンセル致しま
す。）
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申込を行うと、受講票がメー
ルで届きますので、印刷して
会場の受付で提示するだけ
です！

サービス５ 講演会受付システム２

お知らせメール
1.直近の講習会一覧のお知らせメールを発信します。

2.講習会直前にお知らせメールを発信します。

講演会一覧
ログインすると参加可能な講習会を一覧表示します

東薬工だけに加盟していても、日薬連はもちろん、関薬協の「一般向け」
「東西合同」の講演会も同時に表示されます。

キャンセル待ちをしている講演会の順番も表示されます。
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サービス６ アンケートシステム

各団体が行う、アンケートを回答できる
システムです。

主な特長は、

ＩＤがあれば、会社名、所属、氏名など
は自動入力されます。

アンケート未回答者にはリマインダー
メールが届きます。
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ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴ利用でのＩD・パスワード１

PRAISE‐NETのサービス利用には、PRAISE‐NET のID・パスワードが必要です。
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こちらからお申し込みできます

「PRAISEメール」を送信するようにするとその時
点から配信されるようになります

ＩＤを申し込みますと、パスワードはｅ
メールでお届けします

パスワードは後で変更することがで
きます



ＰＲＡＩＳＥ－ＮＥＴ利用でのＩD・パスワード２

１つのＩＤ・パスワードで加盟している団体の情報を入手することができます。

加盟している団体毎にＩＤを持つ必要がありません。

注：関係会社、子会社であっても団体に加盟していなければご利用頂けません。
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例：PRAISE製薬・山田さん
PRAISE製薬は製薬協と関薬協に加盟している

山田さんは製薬協・企画政策会議と、関薬協・会務審議
会に参加しています
ＩＤ（yamada@praise.jp）でPRAISE‐NETにログインするとこ
れらの情報が１つのIDで閲覧できます

関薬協
医薬品行政通知情報（サービス２）
関薬協会員向け情報（サービス３）
図書申込（サービス３）
会務審議会（サービス４委員会）
講演会（サービス５）

製薬協
企画政策会議（サービス４委員会）
講演会（サービス５）

日薬連
講演会（サービス５）

医薬品行政通知情報の利用方法
医薬品行政通知情報として2019年3月現在37,000件入力されています。そのうち2018年
に入力したものは、1,655件、１日平均（平日）にしますと7件が入力されていることになり
ます。

入力されている情報の種類として、法律、政令、省令、告示、通知、事務連絡、その他で
す。主な入手先は、厚生労働省、各都道府県、医薬品総合機構、各団体からです。

医薬品行政通知情報に入力された新着情報を、ｅメール「PRAISE‐Mail(新着情報）」で
１日２回（12:00と16:00）配信します。リンクから原文がPDF で提供されます。

新の情報がない場合は、メールの配信はありません。

ログイン有効時間は８時間です。ほぼ１日中再ログインなしでメールで連絡される通知
を閲覧することができます。
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ここをクリックし、PRAISE‐NETのＩＤ、パスワード

を入力すると、その通知等の原文が表示され
ます

※メールソフトによってはリンクされない場合
があります

メールからのリンクの有効期間は１か月間程度です。



情報の入手方法によるランク分け

医薬品行政通知情報の入手方法によってランク分けをしております。

Ｓランクの情報は全文の検索が可能ですが、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄランクの情報は
全文検索で見つからない場合がありますので、その際は、属性検索の発
信者や発信番号などで検索して下さい。

Ｓランク：電子データで入手した情報です 全体の33％
Ａランク：紙で入手した情報で検索するためにＯＣＲ処理を行っておりますので誤
字脱字があります全体の39％

Ｂランク：平成11年11月までに紙で入手した情報を一部分だけＯＣＲ処理していま
す 全体の6％

Ｃランク：平成７年６月までに紙で入手した情報で、原文から要約作成して手入力
しています 全体の5％

Ｄランク：紙で入手した、直接医薬品行政通知とは関係のない報告書や統計資料
をＯＣＲ化せずに入力しています 全体の17％
（全文検索では検索されません）
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OCR 【光学式文字認識】
読み方 ： オーシーアール
フルスペル ： Optical Character Reader

手書き、または印刷の文字を，光学的に読み取るしくみのことです。
文字を光学的（スキャナ等）に読み取って、その画像データをＰＣが認識できる文字データに変換してくれます

医薬品行政通知データベース検索

検索方法は２種類
簡易検索（ Googleに代表されるフリーワード検索）

本文や属性といったすべての情報から検索します。

属性検索

発信者や、発信番号といった特定的な情報を検索項目として

検索します。

例１：厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課

例２：厚生労働省令第○○○号

例３：20190001（管理番号）PRAISE‐メールの有効期間外の情報は、

この管理番号で検索しますとピンポイントで検索されます。
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過去の情報や、ＰＲＡＩＳＥメールの有効期限切れした
情報を検索することができます。

原文からテキストだけを抽出した文字情報
原文はPDFで提供



第4期からの新しい検索画面
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検索したいワードをここに入力し、
検索ボタンをクリックします

キーワードを空白で区切って入力
するとａｎｄ検索になります

こちらの検索メニューから、簡易的
な検索ができます

例：去年発信された審査管理課の
通知の場合

それぞれの検索メニューから必要
な情報にチェックを入れて絞込み
実行を押していきます

こちらのメニューではこの検索画面で検索されたランキング一覧や、保存してお
きたい通知をお気に入りに入れたり、検索の履歴を見たり、よく使う検索条件を
保存することができます

日付の範囲で検索したい等、詳細
検索する場合は詳細検索をクリック
します

主な発信者名は医薬・生活衛生局
のみ対応です

その他の発信者は、詳細検索画
面にてご入力頂けますようお願い
します

検索結果一覧画面
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このアイコンをクリックすると原
文が表示されます

表題をクリックすると本文が表
示されます

検索結果の一覧がＣＳＶ形式でダウン
ロードできます

検索条件を保存しておき、あとで再検
索ができます

お気に入りに登録することができます

お気に入り一覧では古いものから順番に
表示されます



詳細検索画面
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詳細検索ボタンにて、日付範囲で検索したり、
発信番号に絞って検索することができます

和暦で入力しても西暦に自動変換されます
また、形式もyyyy/mm/dd、yyyy.mm.ddと入力し
てもyyyy‐mm‐ddに自動変換されます

カレンダーボタンにてカレンダーから日付を
選択できます

入力例：医政局

入力例：
薬生機審発1001第1号

従来の検索画面（引き続き利用可能）
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詳細検索画面
属性での検索や本文検索もあり細かく
指定した検索ができます

簡易検索
Ｇｏｏｇｌｅのようにキーワードを空白で区切って
続けて入力できます

キーワードを数文字入力するとキーワードの
候補文字が表示される入力支援機能がありま
す

詳細検索画面を開くボタン



検索文字について

本文中の半角や全角は区別しません

大文字、小文字も区別しません

－（ハイフォン、長音）は区別しません

・（中点）は無視されます

漢数字と数字は区別しますのでご注意願います

（例 一五八 百五十八 １５８）
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キーワード入力支援機能

検索語を数文字入れるとその文字の検索候補文字を表示してくれま
す
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ａｎｄ、ｏｒ、ｓｕｂ 検索

ａｎｄ
aとbの両方の文字を含む
情報を絞り込む場合に活用します

ｏｒ
aとbのどちらかの文字を含む
簡易検索ではキーワードの前に半角で＋をつけるとorになり
ます
あいまいな情報を検索する場合に利用します
検索される情報は多くなります

ｓｕｂ
集合aから集合bを引いたもの
簡易検索ではキーワードの前に半角でーをつけるとsubにな
ります
不要なキーワードがわかっている場合に利用します
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ba

ba

ba

簡易検索（ツールバー検索） 入力例１

通知の表題、発信番号、通知
内の文章、発信日付などキー
ワードを空白で区切って入力
できます

審査管理課 治験届

平成29年 募集結果

凍結 注射剤

薬局等 第１類

20190012

B300331
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審査管理課を入力すると4930件
審査管理課 治験届 と入力すると230件に絞
り込みできました

審査管理課を入力すると4930件
審査管理課 治験届 と入力すると230件に絞
り込みできました



簡易検索（ツールバー検索） 入力例２

or検索、sub検索の指定
もできます（半角）

ガイドライン + 規格基準

毒性試験 –遺伝
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毒性試験を入力すると632件
毒性試験 –遺伝と入力すると282件に絞り込
みできました

毒性試験を入力すると632件
毒性試験 –遺伝と入力すると282件に絞り込
みできました

属性検索
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PRAISE‐MAILの表示の有効期限が切

れたものを検索する場合に管理番号
で検索するとピンポイントで表示でき
ます

発信番号や発信先だけがわかっている場合な
どの検索に、属性検索を利用すると必要な情報
だけを対象とすることができます

通知だけ検索したい場合は情報の種
類に通知と入力します
また通知に空白を開けて+事務連絡

とすると通知と事務連絡の両方を検
索します

発信日付のカレンダーボタンを押すと
カレンダーが表示され日付入力が簡単
になります

年のところをクリックすると年の選択も
可能です

和暦を併記してわかりやすくしておりま
す

和暦で入力しても西暦に自動変
換されます
また、形式もyyyy/mm/dd、
yyyy.mm.ddと入力してもyyyy‐
mm‐ddに自動変換されます



検索結果一覧画面
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ソート機能

項目名をクリックすると、その項目で▲昇順に並べ替え
ます、もう一度押すと、▼降順になります▽は選択され
ていない項目になります
（標準は発信日付の降順になります）

関連キー

表示されている通知に関係する通知を
表示することができます

アイコンをクリックすると、原文がＰＤＦで表示され
ます

管理番号をクリックすると、詳細画面（テキスト）が
表示されます

ハイライト周辺表示機能

検索したキーワードを一覧表示の中に、
その周辺も含めて表示されます

詳細画面
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ハイライト

検索に使用した文字がどこにあるのかをジャンプし
て表示する機能です

ハイライトされた文字を続けてクリックすると次のハ
イライトへジャンプします 後のハイライトをクリッ
クすると、先頭へもどります

検索リストとは別画面に詳細が表示されます
×しおり機能はなくなりました

関係する通知をさらに別画面で表示することができ
ます
例：薬食機発第0331010号が表示されます



辞書自動展開

医薬品行政通知では、様々な専門用語が使われていますが、「医薬品
開発業務受託機関」は「ＣＲＯ」で検索してもヒットするように検索辞書
が自動的に利用されるようになっています

この外、「パブリックコメント」を業界用語の「パブコメ」や、「医療用医薬
品品質情報集」を「オレンジブック」といった略語・通称も辞書に登録さ
れています

この辞書機能は、検索ツールバーや詳細検索画面中の全文検索で利
用することができます

31

辞書表示

辞書展開した内容を表示することができます

32

辞書の左にあるリンクをクリックしますと、使われてい
る辞書が表示されます



近傍文字検索

本文中にある検索文字ａとｂが一段落中にあるなど、検索文字同士が近いと
分かっている場合にその範囲（文字数）を指定することができます

例：抗生物質、劇症肝炎
検索文字も文字数にカウントされるので、抗生物質が４文字、劇症肝炎が４文
字あるので、近傍文字数には 低９以上を半角で入力します

抗生物質○○○・・・○劇症肝炎
①②③④⑤⑥⑦・・・㉖㉗㉘㉙㉚

入力した順番どおりに検索することができます
順番を変更するには、入力の順番を変えてください

33

全文このチェックを外すと検索文字が前後しても検
索に含まれます

全文検索（近傍）の近傍文字数に半角で３０
検索語には 抗生物質 劇症肝炎と空白で区切って入力します

観点ツリー１

34

観点ツリーとは、通知の属性を使って
見え方を様々に変更する機能です。

例えば、観点ツリーのボタンを押し、
発信日付を選択します

さらに探したいものが通知だとします
と観点ツリーから情報の種類を選択し
ます

年月のグループに観点を変更するこ
とができます



観点ツリー２

35

新しい観点が作成されますので、通
知を選択するだけで
2012年7月の通知の一覧が表示され

ますので、素早く通知を探し出すこと
ができます

観点ツリー３

36

この他にも、情報の種類から事務連絡を選び、発
信日付から選択し、発信者名で選択するなど、観
点の順番や階層は任意に設定ができます

観点で探した後は、ツリーを非表示にできますの
で、画面を広く使えます
再度ツリーを表示することもできます



フォルダ分類

廃止された通知や官報などを検索の対象から外したい場合に利用し
ます

新の情報は分類されていないことがあります

37

現在必要な通知はこのＤＢ情報フォルダに入っております
ここをクリックしてから検索して頂くと現在必要な通知だけで検索ができます

既に廃止された通知はこの廃止情
報フォルダに入っております

改正前の通知はこの改正（訂正）情
報フォルダに入っております

検索しても見つからない場合は

ログインした後に表示され
る、お問い合わせフォーム
からお知らせ下さい。

専門知識を有した職員が、
問い合わせされた情報を探
します

直接、発信元に問い合わ
せする場合もありますので、
お時間を頂く場合がありま
す

38



画面をカスタマイズ

検索画面を自分の使いやすいように変更できます
詳細検索の入力欄を増減したり

検索結果のリスト表示を不要な項目を減らしたり、表示サイズを変更できま
す

よく利用するキーワードを登録できます

39

検索結果リストフォームの登録

初に登録されている検索結果リスト以外にお好きな検索結果リスト
を登録することができます

40

１．フォルダ・リストをクリックします

登録した検索リストを選択できます

発信日付の下に発信番号を表示したり、
不要な項目を削除したりできます



検索フォームの登録

初に登録されている検索画面以外にお好きな検索画面を登録する
ことができます

41

設定した検索フォームを選択しま
す

管理番号検索を範囲指定から値指定に
変更したり、詳細検索項目を減らしたり
できます

検索語登録

よく使う検索語を属性毎に設定することができます

例 医薬品医療機器総合機構

42

…ボタンをクリックします

登録した検索語が表示されます



検索条件の保存

よく使う検索を登録しておくことができます

例えば、経済課か検索登録しておけばメールを見逃しても大丈夫です

43

１．経済課と入力します

２．観点に追加ボタンをクリッ
クします

３．次回、観点ツリーに検索条
件が表示されます

検索結果の一覧をダウンロード

44

リストダウンロードボタンにて検索結
果の一覧をEXCELなどで活用できます



文字情報の利用

45

必要な個所だけドラッグして右クリック
からコピーして、ワードなどで貼り付
けで、文章をコピーできます

委員会情報システムの利用方法

46

所属している委員会が表
示されます

見たいフォルダをクリック
します

ファイル名で検索ができます

中身が見たい場合は見たいファイ
ル名をクリックします

プレビューされます
×ボタンにてプレビューが終了します

ファイルをダウンロードしたい場合は
チェックを入れてから、ダウンロードをク
リックします



講演会受付システムの利用方法（申込手順１）

47

一般の方は空メールを送信す
るボタンをクリックすると新規
メールが開きますので、そのま
ま送信をクリックします
折り返しご利用確認メール届き
ますので、URLをクリックします

1.講演会受付システムをク
リックします
2.説明が表示されますので、

講演会受付システムに入る
をクリックします

PRAISE‐NET会員の方はここで、
IDとパスワードを入力してログ
インしてください

講演会受付システムの利用方法（申込手順２）

48

参加したい講演会の詳細・受
付ボタンをクリックします

個人申込ボタンをクリック
します

申込内容確認へをクリック
します 申込確定をクリックします

受講票がメールで届きます
ので、印刷して当日受付に
提示してください



ＴＯＰ画面の活用

PRAISE‐NETのログイン後のTOP画面に

1. 申込済みの講演会を表示し確認ができます（あわせて
キャンセルもできます）

2. アンケート、委員会の日程調整、委員会の出欠などの
情報を表示、回答済みか未回答かがすぐにわかります
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お問い合わせ先

PRAISE‐NET運用主体

（関西医薬品協会・情報システム課）

Mail info@kpia.jp

TEL 06‐6231‐9191

50


