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本発表内容は、
発表者の個⼈的⾒解を⽰したものであり、
⽇薬連もしくは第⼀三共の正式⾒解を
⽰すものではありません。
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本⽇の内容
1. GPSP省令改正による安全性監視計画
2. 製造販売後調査へのMID-NET利⽤可能性
3. MID-NETへの期待
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GPSP省令改正による安全性監視計画

4

通
常

追
加

• ⾃発報告
• ⽂献情報 など

• 使⽤成績調査
• 特定使⽤成績調査

• 製造販売後臨床試験

• ⼀般使⽤成績調査
• 特定使⽤成績調査
• 使⽤成績⽐較調査

• 製造販売後
データベース調査

• 製造販売後臨床試験

これまで 今回の改正

• ⾃発報告
• ⽂献情報 など

安全性監視計画の⼀つとして、MID-NETなどの医療情報データ
ベースを活⽤した製造販売後データベース調査が加わります。



調査の設計の考え⽅が変わります
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使⽤成績調査
（⽐較対照群のない調査）

製造販売後
データベース調査

これまで 今回の改正

⾃発報告・⽂献情報の
集積状況

画⼀的な⼿法から、安全性検討項⽬(リスク)に対する
リサーチクエスチョンに応じた⼿法の選択

ひとつの⼿法で
すべての安全性検討項⽬(リスク)を確認

・リスクC

・リスクA
・リスクB

・リスクA

・リスクB ・リスクC

安全性検討項⽬に応じて
適切な⼿法を選択



本⽇の内容
1. GPSP省令改正による安全性監視計画
2. 製造販売後調査へのMID-NET利⽤可能性
3. MID-NETへの期待
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医療情報データベースが
医薬品の安全対策に適している場⾯

1. 特定集団における事象の発現頻度、発現傾
向、関連する要因の探索

2. ⺟集団把握：適正使⽤確認のための処⽅実
態確認

3. 因果関係検証：類薬との⽐較等のための対
照群を設定して実施するリスク評価

4. リスク最⼩化活動の評価（効果の確認）
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医療情報データベースが
医薬品の安全対策に適している場⾯

1. 特定集団における事象の発現頻度、発現傾
向、関連する要因の探索

2. ⺟集団把握：適正使⽤確認のための処⽅実
態確認

3. 因果関係検証：類薬との⽐較等のための対
照群を設定して実施するリスク評価

4. リスク最⼩化活動の評価（効果の確認）
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製品Aの事例



製品Aの事例
- 安全対策措置に対する効果の確認 -
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安全対策措置前後の
「“検査値異常“の発現状況」の推移を知りたい

検査値結果を網羅的に把握できるDBがない

「事象発現を確認するための検査実施率」及び
「事象発現を予防するための補充療法実施率」を確認

商⽤DBの活⽤



活⽤事例：製品A
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MID-NETの場合
- 安全対策措置に対する効果の確認 -
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安全対策措置前後の
「”検査値異常“の発現状況」の推移を知りたい

検査値結果を網羅的に把握できるDBがない

「事象発現を確認するための検査実施率」および
「事象発現を予防するための補充療法実施率」を確認

検査値結果を活⽤できる

当初の⽬的である
「”検査値異常“の発現状況」を確認できる

検査値結果が
含まれている



製品Bの医薬品リスク管理計画
医療情報データベースを⽤いた安全性監視活動
（低カルシウム⾎症）
【安全性検討事項】
低カルシウム⾎症

【⽬的】
本剤処⽅後の低カルシウム⾎症発現リスク軽減のための
適正使⽤状況等を評価する
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検査値結果データを
活⽤予定



審査段階での議論：製品B
（関節リウマチ）
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リスク/安全性検討項⽬ これまでのアプローチ
低カルシウム⾎症

使⽤成績調査
（⽐較対照群なし、数千例程度）

で発⽣状況の確認

顎⾻壊死
過敏症
（アナフィラキシーなど）

リスク/安全性検討項⽬ 企業提案のアプローチ
低カルシウム⾎症 データベースを⽤いた発⽣状況の確認
顎⾻壊死 ⾃発報告による発⽣状況の確認
過敏症
（アナフィラキシーなど）

⾃発報告による発⽣状況の確認

安全性検討項⽬に応じた
適切な⼿法を選択する



早い段階からの議論
審査段階での議論：製品Bの場合
• タイミング：部会資料搬⼊直前
• 期間：約2⽇間
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今後の審査において早い段階からの
議論が望まれる

限られた期間
での議論



企業側も申請前の⼗分な議論が必要

• 開発段階からリサーチクエスチョンに応じた適切
なアプローチを検討する必要がある。

• これまでのやり⽅を踏襲する流れが残っており、
あるべき姿を実現することは難しいこともある。

• データベースを活⽤した製造販売後調査を考え
たとき、実現できるデータベースの有無や想定さ
れるサンプルサイズなど実施可能性をあらかじめ
検討しておく必要がある。
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本⽇の内容
1. GPSP省令改正による安全性監視計画
2. 製造販売後調査へのMID-NET利⽤可能性
3. MID-NETへの期待

16



MID-NETの特徴
特⻑ 限界点

• 検査値結果を保有してい
る

• データの品質管理が確保
されている

• リアルタイムデータが格納
されている

• 特定の医療機関（全国
⺠を必ずしも代表しな
い）

• 患者の転院先などの情報
は捕らえられない

• 追跡できる期間が限定さ
れる

17

今後期待される対応：
施設の拡⼤、⻑期投与事例



MID-NET利活⽤者向け基本情報

18http://www.pmda.go.jp/safety/mid‐net/0004.html

※平成30年2⽉13⽇時点

今後期待される対応：
タイムリーな「MID-NETⓇ利活⽤者
向け基本情報」の更新



利活⽤のスキーム
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174868.html

今後期待される対応：
疫学相談においては、具体的な代案を⽰すなど建設的な議論

相談枠の拡⼤、抽選漏れした場合の救済

疫学調査相談

製造販売後DB調査を
対象（任意）



MID-NETの稼動によって
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より適切な安全対策の推進に寄与する可能性

• 安全性監視活動の選択肢が広がる
• 検査値結果を活⽤した調査が実現できる



ご清聴ありがとうございました
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