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本日のお話のポイント

• 今年の１月に市販後の取り組みの重要性に
ついてご説明しました

• １月以降に新たに始まった取り組みを中心に
紹介します

• 最近の安全対策事例を参照しつつ、今後の
取り組みを皆様と考えたいと思います

• 新しい製品が登場し、担当する人間は交代し
「いまそこにある危機」は変わらず存在します
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承認までの段階では限界がある医薬品評価

承認前に治験等から得られる安全性情報の限界

－限られた患者集団、被験者の選択／除外基準

市販後の患者集団の拡大

－発生頻度が低いが重篤な副作用の発生

－併用薬、合併症、肝臓・腎臓障害、

小児・高齢者、長期投与、高用量、

服薬コンプライアンス、食物の影響等

の患者背景の多様化

承認前に予測できない重篤な副作用発現のおそれ



開発初期段階 開発後期から市販後

量（の増加）

質（の維持）

多様性確保

有効性のエビデンス

未知のリスク

減少

増加

リスク・ベネフィットバランスの継続的向上

計画, 実施

分析, 評価
未知から既知の
リスクに転換

既知リスクを最
小化
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リスク・マネジメントの強化

車の両輪

審
査
承
認

再
審
査
・再
評
価

市販直後調査 市販後調査治験Ⅰ Ⅱ Ⅲ

健常人
約２０人

限定患者
約５０人

主要疾患
患者
約１００人
以上

＝未知リスク

＝既知リスク

安 全審 査

副作用・感染症報告制度

多数の患者の多様なケース
医師もまだ熟知していない

医薬品等のリスク管理概念図



開発から市販後まで一貫した科学的
アプローチでリスク・ベネフィットを評価

• 計画的な評価

– 開発計画、ＲＭＰ、ライフサイクル

• 定量的な評価

– 例数設計、分母の分かる副作用評価

• 事前情報に基づく評価の逐次的修正・実行

– ＰＤＣＡサイクル、ベイズ統計、薬剤疫学など

• 評価プロセス・結果の分かりやすい説明

• 評価に基づき確実な対策実行、効果の確認
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ＲＭＰの通知が出ました
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ＲＭＰ作成指針 ＲＭＰ様式通知
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様式は枠組み、中身が大事！



引き続き検討・相談が必要です

• この指針を活用することにより、医薬品の開
発段階、承認審査時から製造販売後の全て
の期間において、ベネフィットとリスクを評価し
、これに基づいて必要な安全対策を実施する
ことで、製造販売後の安全性の確保を図るこ
とを目的とする。

• この指針は、新医薬品及びバイオ後続品に
ついては平成25年4月1日以降製造販売承

認申請する品目から適用し、後発医薬品に
ついては適用時期を別途通知します。
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– 今年の安全対策案件の例 -

市販直後調査期間中の対応がカギ！

医療の現場が手薄な時期をどのように乗り切るか？
大型連休の始まる前までに何を行う？

連休中の緊急対応体制はどのようにする？
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連休明け早々に情報提供した案件１
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具体的な症例情報を現場に提供
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情報が完全でなくても全体像を！



メディアもすぐに取り上げます

2012年5月9日にＨＰ掲載、メディナビ配信
→翌朝には腎障害の副作用に関して報道された

・メディアの記者もメディナビ登録しています
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5月10日朝日新聞朝刊より



連休明け早々に情報提供した案件２
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海外での死亡症例を情報提供
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ＰＭＤＡ/企業のリスクコミュニケーション



リスクコミュニケーションは英語での発信も！



情報提供の充実

より早期に、より幅広く、国内外を問わず発信！
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「ＰＭＤＡメディナビ」の利用の促進について

皆様へのお願い

PMDAメディナビについて、製造販売業者等に対する周知とと
もに、各製造販売業者の医薬/医療機器情報担当者を通じ、
医薬関係者に対し、ＰＭＤＡメディナビを積極的に活用し、医
薬品・医療機器等の適正な使用を確保するための情報の収
集に努められるよう、その登録について周知されるよう、積極
的なご協力をお願いいたします。

関連通知：薬食安発0729第1号

（平成23年7月29日）
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安 心



①医薬品医療機器情報提供HP
（http://www.info.pmda.go.jp/）

トップページ右上のボタン

②こちらから登録できます

登録方法の詳細等はこちらから
確認できます

PMDAメディナビ 登録方法を簡素化
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雑誌広告を打ちました
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記事広告



ノベルティーも作成し薬学会等で宣伝
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PMDAメディナビのオリジナル付箋を作成



キャンペーンページでのお知らせも

25http://www.info.pmda.go.jp/ad/medinavi_campaign.html

http://www.info.pmda.go.jp/ad/medinavi_campaign.html�


メール広告も打ちました
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日経メディカル オンラインメール 2012.1.20 第584号

http://medical.nikkeibp.co.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

----PR----------------------------------------------------------------------
■大好評■ ～病院経営の効率化とより良い医療の提供を目指して～
■連載中■ 日本の医療現場を変革する、医療ITの新たな形を提案
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第11回：地域医療情報研究開発機構に参画 プラットフォーム構築を全面サポート
◎この記事を読む⇒ http://h.nikkeibp.co.jp/h.jsp?no=015455
----------------------------------------------------------------------------

◇◆PMDAメディナビ「薬や医療機器の安全のコト」すぐにお知らせ◆◇
医薬品・医療機器等の安全性情報等に関する、特に重要な情報が発出された際に
いち早くメールで配信する≪無料≫のサービスです。
スマートフォンからもアクセス可能。今スグご登録ください。

詳しくは→ http://h.nikkeibp.co.jp/h.jsp?no=018785
----------------------------------------------------------------------------
◆◇◆【「日経メディカル」過去記事検索サービス】をご利用ください！◆◇◆

http://medical.nikkeibp.co.jp/rw/nm_archive/
月刊誌「日経メディカル」を有料で定期購読いただいている方は、過去記事を
検索しPDFで閲覧できます。「日経メディカル」定期購読のお申し込みは・・・

⇒ http://medical.nikkeibp.co.jp/rw/nm_kijiken/
----------------------------------------------------------------------PR----

http://medical.nikkeibp.co.jp/�
http://h.nikkeibp.co.jp/h.jsp?no=015455�
http://h.nikkeibp.co.jp/h.jsp?no=018785�
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登録件数は着実に伸びています
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PMDAメディナビ 登録者の内訳
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施設名 登録件数

病院 13,941

一般診療所 7,216

歯科診療所 3,949

薬局 16,096

医薬品 店舗販売業・配置販売業 600

医薬品卸売販売業 1,500

医薬品・医療機器の製造販売業者 9,140

薬務行政（厚生労働省、都道府県、保健所等） 616

医療関係団体（医師会・薬剤師会など） 233

高度管理医療機器等販売業・賃貸業 1,141

医薬品・医療機器の製造販売業・販売業関係団体 1,583

その他の医療関係施設 892

医療関係教育機関 634

学会・患者会等の団体 61

開発業務受託機関（ＣＲＯ），治験施設支援機関（ＳＭＯ） 510

出版・報道関係 357

その他の関係者 2,023

不明 30

合計 60,522
平成24年5月14日抽出



登録施設の内訳（1月時点からの増分）

データ：2011年12月15日抽出に基づく

(

件
数)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

病院 一般診療所 歯科診療所 薬局

薬局の登録増が顕著！

登録施設分類ごとの情報配信サービスの登録件数



患者副作用報告システム

平成24年3月26日開始から平成24年5月14日現在で

合計84件の報告があります。

ほとんどが医療用医薬品の報告です。

30



31

＜今年のテーマ＞

一般国民、患者との双方
向でのコミュニケーション
促進

「患者からの副作用報告」
を近く受付け開始予定と
前回ご案内しました



ここから入ります



◎報告は、PMDAにおいて医薬品による副作用の発生傾向を把握する等、
医薬品の安全対策を進める目的で利用する。

◎この試行期間で収集した報告及びアンケート結果を元に本報告システムについて見直しを行い、
正式に報告の受け付けを開始する予定。

◎個人情報については報告と分けて厳重に管理します。

患者用副作用報告システム
インターネットを用いて患者からの副作用報告を
試行的に受け付けるためのシステムを構築

PMDA情報提供ホームページ内に
入力フォームを設置

インターネットを通じて送信 データベース
サーバ



ここから







患者用副作用報告システム（報告者
入力画面イメージ）



患者用副作用報告システム（副作用入力画面イメージ）



患者用副作用報告システム（医薬品入力画面イメージ）



副作用報告ラインリスト・データセット
提供を開始しました

4月２７日からスタート。
初期トラブルがありましたが、

現在は解消！
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副作用が疑われる症例報告に関する情報の表示項目等追加
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データセットCSVファイルダウンロード画面
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副作用報告情報の利用が容易になると

• データがダウンロード出来ると、

• 自社の製品の報告内容の確認が容易に

• 他社の製品とのデータの比較検討が容易に

• 類似製品間での副作用プロファイルの比較な
ど、データに基づく議論が行いやすくなります

• 関心を持っている人はいろいろいます。

• 分母情報をどのように加味するかが課題！
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創薬から育薬までの全体最適化を
目指す世界の動きはＰＭＤＡにも！

今年もまた新たなチャレンジを！



御清聴ありがとうございました。

http://www.pmda.go.jp/

http://www.info.pmda.go.jp/

http://www.pmda.go.jp/�
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