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本日の内容

1. 医薬品市販後の安全性監視の流れ

2. 安全性監視計画の策定における留意点

ー医療情報データベースを活用する場合の観点ー

3. 医療情報データの活用促進に向けたPMDAの更なる取組み
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市販後における安全性監視の重要性
42018/9/29 １．医薬品市販後の安全性監視の流れ

AsahinaY. et al,J Nutr HealthAging., 2014 (PMID:24886739)
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臨床試験より得られる情報に基づく評価には限界があることから、

実際の使用実態下における安全性情報の収集・評価が不可欠である。



市販後における安全性監視の重要性
52018/9/29 １．医薬品市販後の安全性監視の流れ

“New drug approvals in six major authorities 2006 – 2016”, R&D Briefing 67, 

Center for innovation in regulatory science(CIRS)

日本の承認審査期間は欧米
並みに短縮しつつある

国内で承認される新薬の多くは
海外での使用経験が皆無/限ら

れるものとなり、
使用実態下における迅速かつ
適切な安全性監視がますます

重要となる

直面する新たな課題



昨年度までの安全性監視の流れ
62018/9/29

■ 安全性監視計画

■ リスク最小化計画

承認申請 製造販売承認

通常の安全性監視活動

再審査期間 (承認から4～10年)

直後調査
(6ヶ月間)

使用成績調査 / 特定使用成績調査

副作用症例、研究、海外措置等の情報収集、評価、及びPMDAへの報告

追加の安全性監視活動

製造販売後臨床試験（必要に応じて）

『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製造販売後安全管理の基準に関する省令（GVP省令）』
に定められた基準で実施

『医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準

に関する省令（GPSP省令）』に定められた基準で実施

再審査

医薬品リスク管理計画
（RMP）の策定

医薬品リスク管理の実践

１．医薬品市販後の安全性監視の流れ
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■ 製造販売後調査等の実施の基準として以下を規定：

 製造販売後調査の定義

 調査・試験実施時の主な留意点

 再審査、再評価の申請資料としての信頼性の確保...等

■ 旧GPSP省令においては、調査の実施に際して医療機関との契約が前提（６条第２項）

であり、DB事業者が提供する医療情報データの活用は想定されていなかった。

（使用成績調査）
第６条 第２項
製造販売業者等は、使用成績調査を実施する場合には、製造販売後調査等業務手順書に基づき、当該使
用成績調査の目的を十分に果たしうる医療機関に対し、当該使用成績調査の契約を文書により行い、これを
保存しなければならない。

医薬品の製造販売後の調査及び
試験の実施の基準に関する省令（GPSP省令）

平成16年厚生労働省令第171号

１．医薬品市販後の安全性監視の流れ



GPSP省令の改正（平成30年4月1日施行）
82018/9/29

使用成績調査

製造販売後臨床試験

製造販売後
データベース調査

特定使用成績調査

一般使用成績調査

使用成績比較調査
⇒ 従来の使用成績調査を３区分に分けて新しく定義

⇒ 新たな調査区分を新設

 一般使用成績調査：これまで狭義の意味で使われてきた「使用成績調査」に名称を付すもの。

 使用成績比較調査：複数の医薬品の情報を比較評価する製造販売後調査に基づき、申請資料を収集、作成することが

できる旨を明確化するもの。

 製造販売後データベース調査：医療情報データベースを用いた製造販売後調査に基づき、申請資料を収集、作成する

ことを可能とするもの。

製造販売後調査等

⇒ 調査方法別の名称を明確化

１．医薬品市販後の安全性監視の流れ



GPSP省令の改正（平成30年4月1日施行）
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製造販売後データベース調査の定義（GPSP省令第２条第１項第２号）

医療情報データベース取扱事業者が提供する医療情報データベースを用い、医薬品の副作用による疾病
等の種類別の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査

医療情報データベースの定義（GPSP省令第２条第２項）

一定の期間において収集される診療録その他の診療に関する記録、診療報酬請求書、疾病登録等に関す
る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し
たもの

① 病院情報システムデータ（電子カルテデータ、DPCデータ等）

② 診療報酬並びに調剤報酬明細書（健康保険組合レセプトデータ等）

③ 疾患登録データ 等

１．医薬品市販後の安全性監視の流れ



医療情報データの活用に関する関連通知等
102018/9/29

 医薬品の製造販売後データベース調査における信頼性担保に関する留意点について
（平成30年2月21日付け薬生薬審発0221第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知）

 製造販売業者等が製造販売後データベース調査を実施して再審査等の申請資料を作成する際に、資料の信頼性を担保する観点から留意する必要
がある事項について取りまとめたもの。

 製造販売後調査等の実施計画の策定に関する検討の進め方について （平成30年1月23日 医薬品医療機器総合機構）

 製造販売後調査等の手法として医療情報データベースを用いた調査の位置づけが明確になることから、個々の調査目的に応じて科学的に最適な手
法を選択して効率的、効果的な調査を実施することが可能となるよう、製造販売後調査等の実施計画の策定に関する基本的な検討の進め方を取りま
とめたもの。

 製造販売後の医薬品安全性監視における医療情報データベースの利用に関する基本的考え方について
（平成29年６月９日付け薬生薬審発0609第８号・薬生安発0609第４号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長・医薬安全対策課長連名通知）

 製造販売後の医薬品安全性監視において医療情報データベースを利用する上での基本的な考え方を取りまとめ。

 医療情報のデータベース等を用いた医薬品の安全性評価における薬剤疫学研究の実施に関するガイドライン
（平成26年3月31日 医薬品医療機器総合機構）

 PMDA及び製薬企業、学術研究者等が医療情報のデータベースを二次利用して医薬品の安全性評価を行う際に、適切な薬剤疫学研究が実施される
ように学術的観点から留意事項を整理したもの。

 新医薬品・バイオ後続品の医薬品リスク管理計画書（案）記載事例 （平成29年12月22日 医薬品医療機器総合機構）

 造販売後データベース調査が新たに設けられたことを踏まえ、製造販売後データベース調査を実施する際の医薬品リスク管理計画書の記載方法を参
考として整理したもの。

 製造販売後データベース調査実施計画書の記載要領 （平成30年1月23日 医薬品医療機器総合機構）

 医薬品の製造販売業者等が製造販売後データベース調査実施計画書を作成する際の参考となるよう整理したもの。

１．医薬品市販後の安全性監視の流れ



今年度からの安全性監視の流れ
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■ 安全性監視計画

■ リスク最小化計画

承認申請 製造販売承認

通常の安全性監視活動

再審査期間 (承認から4～10年)

直後調査
(6ヶ月間)

使用成績調査（一般 / 特定/ 比較）

副作用症例、研究、海外措置等の情報収集、評価、及びPMDAへの報告

追加の安全性監視活動

製造販売後データベース調査

改正GPSP省令に定められた基準で実施

再審査

医薬品リスク管理計画
（RMP）の策定

医薬品リスク管理の実践

製造販売後臨床試験（必要に応じて）

「製造販売後調査等の実施計画の策
定に関する検討の進め方について」

「新医薬品・バイオ後続品の医薬品リ
スク管理計画書(案)記載事例」を踏ま
えて策定

GVP省令に定められた基準で実施

「製造販売後データベース調査実施計画書の記載要領」「医薬品の製造
販売後データベース調査における信頼性担保に関する留意点について」
「医療情報のデータベース等を用いた医薬品の安全性評価における薬剤
疫学研究の実施に関するガイドライン」を踏まえて検討

１．医薬品市販後の安全性監視の流れ



本日の内容
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1. 医薬品市販後の安全性監視の流れ

2. 安全性監視計画の策定における留意点

ー医療情報データベースを活用する場合の観点ー

3. 医療情報データの活用促進に向けたPMDAの更なる取組み



132018/9/29 ２．安全性監視計画の策定における留意点

【キーポイント】

• 製造販売後調査を実施する場合
には、リサーチ・クエスチョンを
明確にし、適正に実施すること

• 目的が不明瞭な調査を漫然と実
施することがないよう留意し、
調査目的や必要性を十分に検討
すること

• 目的に従い、調査・試験デザイン、
評価指標、情報の収集方法につ
いて十分検討すること

英語版を公開済み(H30.9/25)
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＜これまで多くの場合＞

全ての
安全性検討事項

1つの使用成績調査
（対照群なし）

１つのプトロコルを策定

安全性監視計画策定の検討の進め方
＜これからの検討の進め方＞

２．安全性監視計画の策定における留意点
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各安全性検討事項

明らかにすべき懸念事項あり

明らかにすべき
懸念事項なし

通常の安全性監視
のみで対応可能

追加の安全性監視が必要

医療情報データベース 調査票やEDCによる一次データ収集

観察

情報源の検討

製造販売後DB調査

介入

製造販売後臨床試験

観察

安全性監視計画策定の検討の進め方

リサーチ・クエスチョン設定

使用成績比較調査

２．安全性監視計画の策定における留意点
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 処方実態を調査する場合

 どのような患者に処方されているか？

 有害事象が医薬品の使用に基づくものであるのか否か等を、対照群
をおいて評価する場合

 類薬と比較して事象の発現頻度は増加しているか？

 本剤処方前後で事象の発現頻度は異なるか？

 安全対策措置の効果を定量的又は経時的に評価する場合

 禁忌患者への投与は減少しているか？

 措置前と比べて措置後に事象の発現頻度は減少しているか？

医療情報データベースを活用した調査が適する例

『製造販売後の医薬品安全性監視における医療情報データベースの利用に関する基本的考え方について』より

２．安全性監視計画の策定における留意点
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製造販売後データベース調査の検討の進め方例
承認申請 製造販売承認

再審査期間
再審査

安全性監視計画の検討
（ステップ１～ステップ３）

審査期間

詳細な計画の検討（ステップ４）

報告書
作成

安全性定期報告

事前面談 疫学調査
計画相談

DB調査の実施を
PMDAと合意

調査計画
確定

追加相談

調査
終了

製造販売後DB調査

調査計画の骨子検討

・調査の対象集団
・曝露、アウトカム
・用いるデータベース

調査の実施可能性(フィージビリティ)の検討

・対象者の取得可能性
・曝露データの取得可能性
・アウトカムデータの取得可能性

２．安全性監視計画の策定における留意点

解析プログラム
作成

計画書
届出
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■ データベース固有の事項

 データベースの保有者

 集積されているデータ期間

 データの利用手続き

 利用可能なデータ項目

 データの信頼性の担保

➔信頼性担保に関する留意点を参照

データベース選定時に留意すべき事項
■ 調査に固有の事項

 対象者の取得可能性

• 調査対象となる集団の例数、
集団の特徴

• 症例の追跡可能性

 曝露データの取得可能性

• 調査可能な医薬品の範囲

 アウトカムデータの取得可能性

• 調査可能な有害事象

２．安全性監視計画の策定における留意点

『製造販売後の医薬品安全性監視における医療情報データベースの利用に関する基本的考え方について』より
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審査期間中の照会の例
この安全性検討事項における調査の目的は、

「使用実態下における発現頻度を求めること」です。

何のために発現頻度が必要なのでしょうか？

潜在的リスクの本剤との因果関係を検討することが目的であれば、

対照群を設定し、発現頻度の比較を行うことが適切です。

申請者

PMDA

２．安全性監視計画の策定における留意点

申請者

PMDA
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審査期間中の照会の例
本品目では製造販売後データベース調査を計画しています。

対象とする安全性検討事項(又は重点調査項目)は「過敏症、悪性腫瘍、膵炎、血液毒性、

免疫原性、催奇形性、下痢・便秘、めまい、突然死」です。

➀それら全ての安全性検討事項に対して本当に調査が必要ですか？

→安全性検討事項毎に調査の必要性を検討し、通常の監視活動で対応するもの、

追加の監視活動を実施するものを仕分けてください。

→それを踏まえ、目的に応じて科学的に最適なアプローチを選択してください。
申請者

PMDA

③（データベースが利用可能と判断された場合）

アウトカム定義のバリデーションスタディ結果または実施の計画はありますか？

②（調査が必要と判断された安全性検討事項について）

データベース利用が適切と考えられた理由は何ですか？

→曝露の取得可能性とアウトカムの特定可能性の検討等を含めて

説明してください。

２．安全性監視計画の策定における留意点

申請者

PMDA
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審査期間中の照会の例
提示されている本剤の安全性検討事項の中には、医療情報データベースを利用することで、検討が

可能な事項があると考えます。安全性検討事項に応じ適切な医療情報データベースを選定し、製
造販売後データベース調査を実施することの妥当性、可能性についても検討した上で、製造販売後調
査の手法やその内容等に関する現時点での申請者の見解を説明してください。
なお、製造販売後データベース調査に利用する医療情報データベースは、上述の安全性検討事
項の検討に適したものであることに加え、信頼性が担保された医療情報データベースである必要が
あります。平成30年2月21日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知「医薬品
の製造販売後データベース調査における信頼性担保に関する留意点について」を踏まえた上で、
医療情報データベースの選定を行ってください。

製造販売後データベース調査を実施する際には、調査の対象者の特定可能性、曝露データの取
得可能性、アウトカムデータの取得可能性等を考慮した上で、安全性検討事項に応じ適切な医療
情報データベースを選定する必要があります。
上記を踏まえた上で、製造販売後データベース調査に利用する医療情報データベースとして○○

（データベース名）が適切と判断した理由を他のデータベースと比較して説明してください。

２．安全性監視計画の策定における留意点
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検討を踏まえ策定される医薬品リスク管理計画
区分 安全性検討事項 医薬品安全性監視活動の方針

重要な
特定されたリスク

過敏症

血液毒性

重要な
潜在的リスク

腎障害

悪性腫瘍

催奇形性

重要な不足情報 高齢者での使用

承認時点では明確な具体的な懸念がないため、
通常の医薬品安全性監視活動によるシグナル検出に注力

血液毒性の検討を行う製販後データベース調査において
サブグループとしてリスク評価を実施

本剤との関連を検討するため、
比較対照を設けた製造販売後データベース調査を実施

安全性プロファイルは治験で情報が揃ったので
リスク最小化活動に注力

同薬効クラス内で関連の強弱を検討するため
製造販売後データベース調査を実施

通
常

追
加

追
加

通
常

追
加

通
常

追
加

通常の医薬品安全性監視活動
→全ての医薬品で行われる副作用症例や文献情報等の収集等の活動

追加の医薬品安全性監視活動
→通常の医薬品安全性監視活動に加えて実施されるもの。使用成績調査や製造販売後データベース調査等

２．安全性監視計画の策定における留意点



本日の内容
232018/9/29

1. 医薬品市販後の安全性監視の流れ

2. 安全性監視計画の策定における留意点

ー医療情報データベースを活用する場合の観点ー

3. 医療情報データの活用促進に向けたPMDAの更なる取組み



患者レジストリの活用（Clinical Innovation Network ：CIN)

242018/9/29 ３．医療情報データの活用促進に向けたPMDAの更なる取組み

1. 患者分布の把握等

2. 治験/臨床研究への患者リクルート

3. 製造販売後調査としての活用

→再審査申請時の評価資料

4. 承認申請用データとしての活用

→新薬審査申請時の評価資料

既存レジストリの課題
 有効性・安全性評価のための項目不足

 治療介入データ（処方日、医薬品名、処方日数、処方量等）
が収集されていない等

 大量データ解析に不向き
 データの標準化が不十分（標準コード化を実施していない等）
 データの品質管理が不十分

既存レジストリ
の多くでカバー

CINで重要視



CINに対するPMDAの関わり
252018/9/29 ３．医療情報データの活用促進に向けたPMDAの更なる取組み

AMED
PMDA

CIN対応
Working Group

協力・助言

新薬・安全等関連
部からのメンバー
(約20名体制）

市販後安全対策へのレジストリの活用について検討中

筋ジストロフィー
（中村班：国立精神・
神経医療研究センター)

ALS
（祖父江班：
名古屋大学）

A
M

E
D
研
究
班

がん
（大津班：
国立がん研究
センター）

医療機器
（嘉山班：

（日本脳神経外科学会）

横串研究班（林班） 疫学手法の検討・レジストリ信頼性基準の検討

横串研究班（武田班） レジストリ倫理的事項の検討・製薬企業との関わり方の検討

厚生労働省

行政判断に利用可能な患者レジストリの構築に向け、
PMDAと外部機関との連携強化が進んでいる。



PMDAレギュラトリーサイエンスセンターの発足
262018/9/29 ３．医療情報データの活用促進に向けたPMDAの更なる取組み

・リアルワールドデータ、電子データを用いた承認審査と市販後調査・安全対策の連携強化

・アカデミア等外部機関との連携によるレギュラトリーサイエンスの推進

審査・安全対策の質の向上、革新的医薬品等の開発に資する
ガイドライン等を積極的に発信する。



ビッグデータの積極的活用
272018/9/29 ３．医療情報データの活用促進に向けたPMDAの更なる取組み

【研究支援・推進部】

最新科学技術を踏まえたGL等作成、
PMDA内外のRS連携、企画調整
•科学委員会、横断的基準作成等
PT、ホライゾンスキャニング、
包括的連携、研究の管理・推進等

【次世代評価手法推進部】

平成28年10月データ受付開始

新医薬品の治験データを
集積したデータベース

•最も詳細かつ精度が高い臨床データ
•新薬の臨床試験データを集積

・有効性・安全性に影響する候補因子を抽出

• 投薬後の症状を表現する数理モデル※を作成し、多様な背景因子
の患者の症状推移をシミュレーション（モデリング&シミュレー
ション）

• 複数の類薬のデータを品目横断的に解析して、患者背景因子と有
効性や有害事象との関連性を検討

※ある現象の時間変化等を数式を用いて模倣する

製販後の医療情報での検討

• 薬剤疫学的手法により、候補因子を中心に有効性・安全性との
関連性を検討

継続的なベネフィット／リスク評価
(適切な投与患者、用法・用量、注意喚起等の検討)

• グローバルな基準の導入・運用
• 先進的なデータ解析手法・薬剤疫学的手法の導入と開発

貴重なデータを最大限有効活用

レギュラトリーサイエンスセンター

【医療情報活用部】

NDB、MID-NETⓇ等の
医療情報データベース

電子カルテ

DPC

レセプト

•高品質で多様なデータを
用いた医薬品安全性評価

治験データでの検討

平成3０年度から検討開始、
データ集積に合わせて
徐々に対象拡大。

平成３０年度から開始。
徐々に対象拡大。

平成30年4月MID-NET本格稼働



MID-NET構築のノウハウ発信
282018/9/29 ３．医療情報データの活用促進に向けたPMDAの更なる取組み

• データベースの見える化を促進

• 今後のデータベースのモデル



今後の活用が期待される技術

292018/9/29 ３．医療情報データの活用促進に向けたPMDAの更なる取組み

• Wearable devices
• Smart watch etc.

• AI(artificial intelligence)
• Watson etc.

様々な電子データが集積されているが、行政判断
の根拠として活用するためには、データの信頼性を
確保し、特徴と限界を正確に把握することが必要

Examples



医薬品安全性監視の期待の姿
302018/9/29

承認時点の情報 製販後の懸念の
明確化

安全性
検討事項

適切な対処方法
の検討

E2E
ガイドライン

医療情報
DB

疾患
レジストリ

副作用
症例報告

研究報告

医薬品安全性監視活動の効率化
安全性に関する質の高い情報の収集

医療現場への的確な情報提供
迅速かつ科学的な評価に基づく安全対策措置

医療の質の向上

RWEを最大現活用した
次世代医薬の開発促進

リスクが懸念される画期的新薬でも
十分な安全性監視のもとにベネフィット最大化

リスク最小化/ベネフィット最大化


