
MID-NET®の信頼性と
GPSP基準への対応

独⽴⾏政法⼈ 医薬品医療機器総合機構
医療情報活⽤推進室
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信頼性が確認さ
れていないデータ

適切な
解析計画 ＝ 評価不能

信頼性の
⾼いデータ

不適切な
解析計画 ＝ 評価不能

信頼性の
⾼いデータ

適切な
解析計画 ＝ 評価可能

な結果

〇解析計画が適切でも、データベースの信頼性が担保されていなければ、結
果を適切に評価出来ない。

〇データベースの信頼性が担保されていても、解析計画が適切で無ければ、
結果を適切に評価出来ない。

→本⽇は、 MID-NET®の管理及び信頼性確保の⽅法を説明させてい
ただきます。

データベース研究の信頼性



本⽇の内容
• MID-NET®で取扱う情報の特性
• MID-NET®の管理
• MID-NET®の信頼性確保
• 製造販売後調査等での医療情報データベースの利⽤
• GPSP基準への対応
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MID-NET®で取扱う情報の特性



MID-NET®全体における情報の流れと取り扱い
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【匿名化処理１】
実患者IDを変換したID
⽒名：なし
住所：なし
郵便番号：7桁

【匿名化処理２】
IDなし（シーケンス番号を新たに付与）
⽒名：なし
住所：なし
郵便番号：なし
⽇付情報：個票内の全ての⽇付情報（⽣年⽉⽇を含む）を、

⼀律にずらす。
ずらす⽇数は個票ごとに乱数で決定。

対応表：作成されない

【実名】
実患者ID
⽒名：あり
住所：あり
郵便番号：7桁

これら情報は利活⽤者が
取り扱うものではない

閉じたネットワーク

利活⽤者が
取り扱える情報

協⼒医療機関

データ抽出依頼

外部データセンター

データ閲覧・解析 データ⼊⼿

ＨＩＳ
(病院情報
システム）

SS-MIX２
標準

ストレージ

抽出
システム
1次

統計処理
システム

統合データ
ソース

複数施設
統合処理
システム

複数施設
統合処理系

分析⽤データ
セット（個票）

独⾃
IDなし

統計情報
（集計表）

統計情報
（統合処理した集計表）

オンサイトセンター
（利活⽤者がデータセンターに

アクセスする場所）



電⼦カルテデータ（オーダリング・検査データ等）
・ 患者情報
・ 来院等情報（外来、⼊院、退院）
・ 傷病情報（退院サマリ、病名オーダ）
・ 処⽅情報（オーダ・実施）
・ 注射情報（オーダ・実施）
・ 検体検査情報（実施）
・ 放射線検査情報（実施）
・ ⽣理検査情報（実施）
・ 細菌検査情報(実施)

レセプトデータ
・ レセプト傷病情報
・ レセプト医学管理料情報
・ レセプト⼿術情報
・ レセプト診療⾏為情報
・ レセプト特定器材情報
・ レセプト医薬品情報

DPCデータ
・ DPC患者情報
・ DPC傷病情報
・ DPC⼊退院情報
・ DPC診療⾏為情報

※ 患者⽒名、住所等は、含まれていない。
※ 病院情報システムで利⽤されている患者IDは、独⾃IDに変換した上で格納される。
※ レセプトデータの取り込み対象は、医科レセプトファイル（社保・国保）である。

DPCデータの取り込み対象は、様式1、EFファイル（⼊院・外来）である。

統合データソースに保存されるデータ概要

統合データソース

■ 統合データソースに保存されているデータ項⽬のうち、利活⽤者が利⽤可能なデータ項⽬は、
PMDAのWebサイトでも公表しています。

https://www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0004.html
・ 「MID-NET®利活⽤者向け基本情報：統合データソースのデータ項⽬例」 6



MID-NET®の位置づけ
MID-NET®は、PMDAによって運営されるものとされている。これは独⽴⾏政法⼈医
薬品医療機器総合機構法第15条第１項第５号に定める医薬品等の情報の収集、
整理及び提供並びにそれに附帯する業務と位置づけられている。
【独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構法】（抜粋）

（機構の⽬的）
第３条 「PMDA」は、許可医薬品等の副作⽤⼜は許可⽣物由来製品等を介した感染等による健康被害
の迅速な救済を図り、並びに医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を⾏い、
もって国⺠保健の向上に資することを⽬的とする。

（業務の範囲）
第15条 機構は、第３条の⽬的を達成するため、次の業務を⾏う。
五 「医薬品等」に関する次に掲げる業務

ロ ⺠間において⾏われる治験その他医薬品等の安全性に関する試験その他の試験の実施、医薬品等の
使⽤の成績その他厚⽣労働省令で定めるものに関する調査の実施及び「薬機法」の規定による承認の申
請に必要な資料の作成に関し指導及び助⾔を⾏うこと → 【相談業務】

ハ 医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する情報を収集し、整理し、及び提供し、並びにこれらに関し
相談に応じることその他医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に関する業務を⾏うこと。（ロに掲げ
る業務及び厚⽣労働省の所管する他の独⽴⾏政法⼈の業務に属するものを除く。）→【安全対策業務】

ヘ イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を⾏うこと。
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利活⽤者が取扱うデータ（統合データソースから抽出されるデータ）は、直ちに個⼈
を識別できない⼀定の処理（以下参照）が⾏われている。原則的には、個情法第２
条第１項に規定する個⼈情報⼜は独個法第２条第２項に規定する個⼈情報には
該当しない。

① 元の統合データソースに含まれる電⼦診療情報との対応表は作成されない。
② 分析⽤データセットを構成する個票には、本⼈の年齢及び性別に関する記述が含ま

れる⼀⽅で、本⼈の⽒名、住所、郵便番号及び患者番号並びに本⼈の治療等に関
与した医療関係者の⽒名及び医師免許等の登録番号は含まれない。

③ 全ての⽇付情報は、薬剤の処⽅⽇、検査実施⽇等の⽇付の前後関係及びその間
隔を維持した状態で、抽出条件ごと及び症例ごとに乱数処理で前後された⽇付情報
に置換されている。

④ 個⼈情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個情法」とい
う。）第２条第２項に規定する個⼈識別符号⼜は独⽴⾏政法⼈等の保有する個
⼈情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号。以下「独個法」とい
う。）第２条第３項に規定する個⼈識別符号は統合データソースに保存されていな
い。このため、これらの情報は、分析⽤データセットにも含まれていない。

MID-NET®で取扱う情報の特性（１）
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ただし、電⼦診療情報の特性上、例外的な場合にあっては個情法第２条第１項に規定
する個⼈情報及び同条第３項に規定する要配慮個⼈情報に該当する、⼜は独個法第２
条第２項に規定する個⼈情報及び同条第４項に規定する要配慮個⼈情報に該当する可
能性を完全には否定できないため、電⼦診療情報を取得された本⼈への配慮（以下参照）
を⾏う予定である。

① 同意取得の必要性
MID-NET®はPMDA法に基づき運営されていることから、個情法及び独個法の規定上、情報

を取扱う（協⼒医療機関による情報の提供、PMDAによる情報の取得・提供、利活⽤者による
情報の取得）にあたり、あらかじめ本⼈の同意を得ることは不要である。

② 電⼦診療情報を取得された本⼈への配慮も含め、以下のように運営する。
・ 協⼒医療機関は、利⽤⽬的として、⼀定の匿名化をした本⼈の電⼦診療情報がMID-
NET®において利⽤されることを公表する。併せてPMDAは、利活⽤に関する情報公開を⾏い、
⾃⾝の情報が利⽤されることを本⼈が拒否する機会を確保する。

・ MID-NET ®の利活⽤者は、利活⽤に関するガイドラインを遵守して利活⽤を実施する。
・ MID-NET ®の管理者及び利活⽤者は、最新版の「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」に定められた事項に準じた措置を講じる。

・ データセンターから外部への移動を希望できるのは統計情報のみとする。万が⼀情報の漏洩
等が⽣じたとしても、本⼈の識別が⾏われる可能性をできるだけ低減させる。

MID-NET®で取扱う情報の特性（２）
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MID-NET®の管理



MID-NET®の管理（基本的な考え）

・ システム機能とそのシステムの運⽤⽅法により、データの真正性、⾒読性、保存性
を確⽴すること。

・ 各種⼿順書を作成すること。
・ 保存が義務づけられている資料は、バックアップをとりながら、保存すること。
・ 法令に定める保存期間において、真正性及び⾒読性が確保された状態で保存す

ること。
・ 不測の事態等に対応できるようリカバリの⼿順を作成すること。
・ システムの責任者、管理者、組織を明確化すること。
・ 管理規則（セキュリティ⽅法を含む）及び⼿順等を確⽴すること。
・ システム管理者及び利活⽤者を対象とした教育の⼿順を作成すること。

●医療情報データベースを⽤いて科学的に信頼に⾜る解析結果を得るためには、
電磁的記録の信頼性を確保することが必要不可⽋。
●医療情報データベースを⽤いた解析結果を再審査申請資料として利⽤するため
には、薬機法、薬機法施⾏規則（再審査申請資料の信頼性の基準）等を順守
した管理体制も構築することが必要不可⽋。
●PMDAは、以下を留意しながら、MID-NET®の管理を⾏っている。
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MID-NET®の管理
本格稼働に向け、以下のような資料を準備しているところ

管理組織（業務委託先を含む）・管理担当者・役割・教育を明確化
マッピング表、マスタの維持・更新⼿順、実施記録
機器・機器設置場所・作業場所の管理規則、各種セキュリティの規定等
データバックアップ⽅針、実施記録
災害時等の対応⼿順（リカバリの⼿順を含む）
データの信頼性及びシステムの信頼性を保証する記録
⾃⼰点検（QC）、品質保証（QA）⼿順の作成、実施記録
記録の保存に関する⼿順

12



データセンターにおけるデータの保管（イメージ）
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複数施設統合
データ処理センターオンサイトセンター

データ解析
遠隔操作

独⾃
IDなし

分析⽤データ
セット（個票）

集計結果データ
（集計表）

利活⽤者

統計処理結果
データの⼊⼿

医療機関

保管⽤
データ

解析⽤サーバと
アーカイブサーバに振り分け

システム管理者
が保存

解析⽤サーバ

中間⽣成物

定期的に
バックアップ実施

作業領域

アーカイブサーバ

利活⽤期間終了後削除
利活⽤終了⼀定期間経
過後削除
但し保管延⻑申請の際は
延⻑期間に限り保管続⾏

センターの外へ移動する
統計処理結果データ

システム管理者が移
動させる

外部倉庫

保管⽤データ
（磁気テープ）

定期的に
磁気テープへ
データの複製

外部倉庫に保管

保管⽤データ
（磁気テープ）

※医療機関の
了承後データ送信

○ 利活⽤者は、オンサイトセンターで作業を実施。分析⽤データセット等を利⽤し、統合解析を
実施。データセンター外には、統合解析に利⽤したプログラム、統計処理結果を持出し可能。

○ データセンター内の情報は定期的にバックアップ。また、外部倉庫にも保管。
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データセンターへのファイルの持ち込み
 データセンター内にファイルを持ち込むためには、「ファイル持込申請」が

必要です。
※持ち込みを希望する電⼦ファイルがある際は、当該電⼦ファイルに不正なプログラム

が含まれていないか市販のウイルス対策ソフトを⽤いて事前に確認してください。

 管理者は、申請書の内容等を確認後、 「データセンターへの持込み」
フォルダに、持ち込み依頼があった資料を格納します。
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 データセンターの外部へファイルを移動するためには、「統計情報等移
動申請」が必要です。

 利活⽤者は、移動を希望するファイルを「外部への移動希望」フォルダ
に格納してください。

 管理者は、申請書の内容等を確認後、 当該統計情報等を複製した
記録媒体を作成し、利活⽤者に提供します。

データセンターの外部へ移動できる統計情報等



オンサイトセンターにおけるシステムの利⽤
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○ 利活⽤者は、オンサイトセンターで作業を実施。
○ オンサイトセンター利⽤時は、まずは、予約。作業当⽇は、本⼈確認を

実施。
○ 初回利⽤時に、教育訓練を実施するとともに、２種類のアカウント・パ

スワードを本⼈に対し、交付。本⼈が管理。
※注意：アカウントの貸出し、なりすまし利⽤は重⼤なルール違反。

○ 利活⽤者には、利⽤マニュアルを提供。また、初回利⽤時に、使⽤⽅
法も説明。

○ 医療機関にスクリプトを送付する前に、サンプルデータを⽤いた検証の
実施も可能。

○ オンサイトセンターには、ガイドラインに基づき、監視カメラを設置。
○ 専⽤端末の操作ログを取得。
○ 利活⽤ごとに、作業領域を提供（容量制限あり）。容量を超えない

範囲であれば、各種資料も保存可能。
○ 持出せない資料は、データセンターで保管。



MID-NETオンサイトセンター（ PMDA内 ）
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• 受付

• DB作業部屋（監視カメラ付き） • 打ち合せ部屋

オンサイトセンター利⽤時は、
受付にて本⼈確認を実施し、
問題がない場合は、DB作業部屋
及び会議室への⼊退室に必要な
ICカードを貸与します。

DB作業部屋には、専⽤端末が1台
設置され、隣には打合せ⽤の会議室
も設置されています。



DB作業部屋に関する禁⽌事項
※禁⽌事項※
許可されていない⽅を⼊室させる⾏為（第三者へのICカードの貸与、ICカードを貸与

されていない⽅を⼊室させる⾏為等）
ネットワーク回線を抜線、切断する⾏為
ネットワークに対して、接続が許可されていない機器等を接続する⾏為
専⽤端末に対して、外部から持ち込んだ機器等を接続する⾏為
電⼦機器類（パソコン、スマートフォン、携帯電話、デジタルカメラ、ビデオ、ICレコー

ダー及びそれらに準ずる通信・記録機器）を持ち込む⾏為
作業部屋内の建造物、設備及び備品等に対する破損⾏為
持ち込んだ記録⽤紙に、個⼈の特定につながる記述を⾏う⾏為
飲⾷物の持ち込み及び喫煙⾏為
その他、MID-NET®システム管理者⼜はオンサイトセンター管理者が制限する事項

※なお、DB作業部屋には、電⼦機器類を持ち込むことができませんが、
記録⽤紙（調査・研究ノート等）、筆記⽤具及び参考⽂献の持ち込みは可能ですので、必要に
応じてこれらの記録⽤紙等を利⽤してください。持出の際には、内容を確認させていただきます。
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データセンター接続先のデスクトップ
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デスクトップには、２つのフォルダがあります。

「利活⽤フォルダ」には、医療機関から送付された情報
が⾃動保存されます。
また、その他の作業中のファイル等を保存することができ
ます（容量制限有り）。
※もちろん、他の利活⽤の情報は、閲覧できません。

「利活⽤者向け共有フォルダ」には、全ての
利活⽤者に共通した資料（マニュアル
等）を保存しています（閲覧専⽤）。
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MID-NET®への接続

デスクトップのアイコンから、
「ID・パスワード」を⼊⼒すると、
スクリプト作成システムに接続できます。

• データ抽出スクリプト作成画⾯
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• SAS® Enterprise Guide®画⾯

複数施設統合解析画⾯イメージ



利活⽤の検討に係る詳細情報の提供等
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○ 機構ホームページには、MID-NET®の利活⽤の検討や適切な利活⽤の促進のた
めの基本情報（MID-NET®の仕様、利⽤可能な情報及びデータの特性等）を
掲載しているところ。

○ MID-NET®の利活⽤を検討するにあたっては、以下のような、より詳細の情報
（詳細情報）が必要となる可能性がある。それらの情報については、機構ホーム
ページには掲載していないが、必要な⼿続き（次項参照）を⾏った者に対して提供
する⼜は閲覧に供することとしている。

詳細情報としては以下が考えられる。
①医療機関特有の情報
②MID-NET®の仕様に関する情報
③MID-NET®採⽤標準コード
④「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」に規定される資料等



利活⽤の検討に係る詳細情報の提供⽅法
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○ 詳細情報の提供等を希望する場合には、PMDAに「詳細情報提供等依頼書」を
提出。

○ 対象者
・ MID-NET®の利⽤を前提に計画書を作成している者
・ MID-NET®利活⽤について機構と協議を開始している製造販売業者（製造

販売後調査の区分で利活⽤する場合に限る）

○ 提供等の⽅法は、原則として、以下を予定している。
 医療機関特有の情報、MID-NETの仕様に関する情報：CD等により提供。
 MID-NET採⽤標準コード： MID-NETオンサイトセンターに来訪の上資料閲

覧室で閲覧。調査研究に必要なコードについては、当該コードのみを提供。
 「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」に規定される資料等:MID-NETオンサイトセンターに来訪の上閲覧。

※なお、利活⽤を検討する者の利便性等を考慮し、適宜変更していく予定である。
具体的な⼿続き、留意事項等の情報を返信⽤の封筒に含んで返信するのでご確
認ください。
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MID-NET®の信頼性確保
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MID-NET®の信頼性

複数施設
統合処理
システム

複数施設
統合処理系

抽出
システム
1次

統計処理
システム

データ解析
遠隔操作

スクリプト
実⾏依頼

独⾃
IDなし

分析⽤データセット
（個票）

統計情報
（集計表）

スクリプト作成

データ送信

利活⽤者

統計情報
（統合処理した集計表）

データ抽出

集計

スクリプト実⾏の承認

スクリプ
ト作成
システム

MID-NET管理者
（医療機関職員）

協⼒医療機関
10箇所

スクリプト

協⼒医療機関内のデータが対象で、
他のデータベースとの紐付け等はできない データ送信の承認

統合データ
ソース

利活⽤者
（オンサイトセンター）

〇 MID-NET®では、以下のシステム構成において、５つの観点から、MID-
NET®のシステム及びデータの信頼性を担保している。

①データの信頼性 ②標準化の信頼性 ③抽出機能の信頼性

④送信機能の信頼性

複数施設統合データ処理センター
（外部データセンター）

⑤ SAS変換
の信頼性



MID-NET®の信頼性確保
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MID-NET®の信頼性確保
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MID-NET®の信頼性（データの信頼性）

28

○協⼒医療機関に設置される統合データソースには、病院情報システム（電⼦カルテ、レセプト、
DPC）のデータを匿名化・標準化した上で移⾏させている。

○MID-NET®では、協⼒医療機関の協⼒も得ながら、病院情報システム及び統合データソース
からデータを抽出し、件数・内容を⽐較することで、統合データソースに正確にデータが格納され
ているかを確認している。病院情報システムのデータは、システム更新や運⽤⽅法の変更により、
正確に送信できなくなる可能性があること、エラーの有無を継続的に監視する必要があることから、
本格稼働後も、年に１度のペースで確認する予定である。

※１ 当該作業は実施計画書に基づき実施。
※２ データ種別毎に、確認対象期間の全データの⽐較（特定の患者や検査等のサンプル抽出ではない）。
※３ ⽐較作業結果はPMDA WEBサイトにも公表する予定。

データ抽出

SS-MIX2標準化
ストレージ

統合データソース
（統合DS）

病院情報システム
（HIS）

移⾏

匿名化・標準化
（患者IDは独⾃IDに変換等） 抽出

システム

1次
統計処理
システム

統合データ
ソース

データ抽出データを抽出し、件数・内容を⽐較
（医療機関毎かつデータ種別毎）

確認対象期間は複数⽉

移⾏



MID-NET®の信頼性（標準化の信頼性）

29

※対象とした標準コード等：傷病（ICD-10コード、ICD-10病名、病名交換⽤コード、病名管理番号、
病名（MEDIS））医薬品（YJコード、HOTコード、1⽇量、1回量、調剤量の単位換算）、⽤法（⽤法
コード、⽤法名称）、検体検査（JLAC10コード、 JLAC10名称、結果の単位換算）、細菌検査（細菌
検査項⽬コード、菌名コード、結果の定性値変換）

マッピング
表

マッピング前
データ

マスタ

マッピング後
データ

マッピング後
データ

マッピング後
データ

データ抽出

データ抽出

マッピング
表 マスタ

○協⼒医療機関に設置される統合データソースでは、移⾏されたデータに対し、マッピング表及びマ
スタを参照しながら、各種標準コード等を付与している。

○MID-NET®では、標準化処理（マッピング）を再現するプログラムを作成し、統合データソース
で実施されたマッピングの内容と当該プログラムで実施されたマッピングの内容を⽐較することで、
統合データソースで正確に標準コード等が付与されているかを確認している。本格稼働後は、
システムバリデーションとして、MID-NET®のシステム更新・改修時に確認を⾏う予定である。

データ移⾏

マッピング前
データ

統合データソース
統合データソー
スで実施される
マッピング機能

標準化処理（マッ
ピング）を再現す

るプログラム

⽐較



MID-NET®の信頼性（抽出機能の信頼性）
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○MID-NET®では、統合データソースを基に抽出システムにより抽出した結果とSASプログラム
で処理した結果の⼀致性を確認している（①抽出機能の検証）。また、抽出結果を基に1
次統計処理システムにより処理した結果とSASプログラムで処理した結果の⼀致性を確認し
ている（②統計処理機能の検証）。これらの⽐較を実施することで、統合データソースから正
確にデータが抽出されているかを確認している。本格稼働後は、システムバリデーションとして、
MID-NET®のシステム更新・改修時に確認を⾏う予定である。

分析⽤データセット
（個票）

統計情報
（集計表）

SASデータ
セット

SAS統計処理
結果データ

⽐較⽐較
抽出
ツール

TSV

①抽出機能の検証

統合データソース

SAS
プログラム

②統計処理機能の検証

SAS
プログラム

抽出
システム

1次
統計処理
システム



MID-NET®の信頼性（送信機能の信頼性）
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○協⼒医療機関に設置される統合データソースから抽出されたデータは、専⽤線を通じて暗号化
されたZIPファイルの形で複数施設統合データ処理センターに送信されている。

○MID-NET®では、送信前後のZIPファイルを⽐較し、変更が無いことを確認することで、正確に
データが送信されているかを確認している。本格稼働後は、システムバリデーションとして、
MID-NET®のシステム更新・改修時に確認を⾏う予定である。

統合データソース
（統合DS）

抽出
システム

1次
統計処理
システム

統合データ
ソース

複数施設統
合処理系

複数施設
統合処理
システム

協⼒医療機関（10箇所）

データ抽出

集計

複数施設統合
データ処理センター

分析⽤データセット
（個票）

データ送信

分析⽤データセット
（個票）

統計情報
（集計表）

ZIPファイルに変更が
無いことを確認

統計情報
（集計表）



MID-NET®の信頼性（SAS変換の信頼性）
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○協⼒医療機関から複数施設統合データ処理センターに送信されたZIPファイルは、復号化さ
れ、SASデータセットに変換されている。

○MID-NET®では、 SASデータ変換プログラムにより、ZIPファイル中に含まれるCSVファイルの
データが正確にSAS変換されているかを確認している。本格稼働後は、システムバリデーション
として、 MID-NET®のシステム更新・改修時に確認を⾏う予定である。

複数施設統合
処理系

複数施設
統合処理
システム

分析⽤データセット
（個票）

分析⽤データセット
（個票）

分析⽤データセット
（個票）

複数施設統合
データ処理センター

協⼒医療機関
10箇所

データ送信

正確にSAS変換されていることを確認

統計情報
（集計表） 統計情報

（集計表）
統計情報
（集計表）
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信頼性が確認さ
れていないデータ

適切な
解析計画 ＝ 評価不能

信頼性の
⾼いデータ

不適切な
解析計画 ＝ 評価不能

信頼性の
⾼いデータ

適切な
解析計画 ＝ 評価可能

な結果

〇解析計画が適切でも、データベースの信頼性が担保されていなければ、結
果を適切に評価出来ない。

〇データベースの信頼性が担保されていても、解析計画が適切で無ければ、
結果を適切に評価出来ない。

〇PMDAは、システム及びデータの信頼性を担保していますが、MID-NET®

の信頼性は、利活⽤者とPMDAの双⽅で担保することが必要。

MID-NET®の信頼性



MID-NET®データの信頼性のまとめ

○ HISデータと統合DSの間で、ほぼ100％ の⼀致率※を確認。
○ データの内容を確認して、コード付与等の標準化を実施
○ 本格稼働後も、定期的な、品質管理と結果の公表を予定。

信頼性の確保された適切なデータベース調査が実現

34

データ抽出

SS-MIX2標準化
ストレージ

統合データソース
（統合DS）

病院情報システム
（HIS）

移⾏

匿名化・標準化
（患者IDは独⾃IDに変換等） 抽出

システム

1次
統計処理
システム

統合データ
ソース

データ抽出データを抽出し、件数・内容を⽐較
（医療機関毎かつデータ種別毎）

確認対象期間は複数⽉

移⾏

※ただし、取込み対象外データや抽出タイミングの違いによる差分は除く。
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製造販売後調査等での
医療情報データベースの利⽤



GPSP省令の改正について（2017年10⽉26⽇公布 2018年4⽉1⽇施⾏）

製造販売後調査等に「製造販売後データベース調査」が追加
＜製造販売後データベース調査＞（GPSP省令第2条第2項）

→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をいう。

医療情報データベースとは
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
たものをいう

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

36



製造販売後調査等での医療情報データベースの利⽤について

製造販売後データベース調査を実施する場合、製造販売業者は医
療情報データベース取扱事業者を契約を⾏う（GPSP省令第6条の２）

製造販売業者は、医療情報データベース取扱事業者が製造販売
後調査の⽬的を⼗分に果たしうる事を確認する必要がある

再審査・再評価申請資料適合性調査では、申請資料が「信頼性
の基準」に従って、結果が適切かつ正確に作成されているかの調査を
実施

信頼性の基準： 医薬品医療機器等法施⾏規則第61条（第43条の準⽤）

37

再審査に⽤いる医療情報データベースは信頼性の基準を満たすことが必要



⼆ （中略）品質、有効性⼜は安全性を有することを疑わせる調査結果、
試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等に
ついても検討及び評価が⾏われ、その結果は当該資料に記載さ
れていること →

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
（再審査申請資料の信頼性の基準） ←第六⼗⼀条参照

第四⼗三条（第六⼗⼀条による読み替えした条⽂）
法第１４条の４第４項後段に規定する資料は、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（平成１６年 厚⽣労働省令第１７１号）、医薬品の安全性に関する⾮臨床試験の
実施の基準に関する省令（平成９年 厚⽣省令第２１号） 、及び医薬品の臨床試験の実施に関する省令
（平成９年 厚⽣省令第２８号）に定めるもののほか、
次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

薬機法施⾏規則（再審査申請資料の信頼性の基準）

38

正確性

網羅性

保存

⼀ 当該資料は、これを作成することを⽬的として⾏われた調査⼜は試験にお
いて得られた結果に基づき正確に作成されたものであること →

三 当該資料の根拠になった資料は、法第１４条の４第１項の再審査
の終了の⽇まで保存されていること（以下略） →



GPSP省令
（使⽤成績調査）
第六条 （略）
２ 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。

３〜7 （略）

（製造販売後データベース調査）
第六条の⼆ 製造販売業者等が、製造販売後データベース調査を実施する場合に

は、前条第⼀項から第六項までの規定を準⽤する。この場合において、これらの規
定中「使⽤成績調査」とあるのは「製造販売後データベース調査」と、「医療機関」
とあるのは「医療情報データベース取扱業者」と読み替えるものとする。

2 製造販売後データベース調査実施計画書には、次に掲げる事項について定めな
ければならない。
⼀〜九 （略）
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GPSP基準への対応



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⽇付薬⽣薬審発
0221第１号医薬品審査管理課⻑通知）が発出されている。

• 同通知において、製造販売業者等が製造販売後データベース
調査を⾏う上で、再審査等の申請資料の信頼性を担保する観
点から留意すべき事項が⽰している。

• 対象となるデータベース：
病院情報システムデータ（電⼦カルテデータ、診断群分類別包
括評価（DPC）データ等）、診療報酬及び調剤報酬明細書
（健康保険組合レセプトデータ等）、疾患登録データ等の電
⼦的な医療情報を体系的に集積したデータベースを想定

41



MID-NET®の管理
本格稼働に向け、以下のような資料を準備
管理組織（業務委託先を含む）・管理担当者・役割・教育を明確化
マッピング表、マスタの維持・更新⼿順、実施記録
機器・機器設置場所・作業場所の管理規則、各種セキュリティの規定等
データバックアップ⽅針、実施記録
災害時等の対応⼿順（リカバリの⼿順を含む）
データの信頼性及びシステムの信頼性を保証する記録
⾃⼰点検（QC）、品質保証（QA）⼿順の作成、実施記録
記録の保存に関する⼿順

42



根拠資料の保管
〜適合性調査当⽇提⽰資料に従った例〜

• MID-NET®を利⽤した場合であっても、適合性調査の対象となりま
す。

• MID-NET®はPMDAがPMDA法に基づき運営・管理しています。調
査担当者は、MID-NET®の概要・仕組み、DB事業者の組織体制
等を把握の上、適合性調査を実施します（概要・管理体制を確認
することはありません）。

• 調査当⽇は、PMDA（DB事業者側）が保管している資料を準備す
る必要はありません。また、申請者からの依頼に応じ、PMDA（DB事
業者側）が保管している資料を調査担当者が閲覧することも可能で
す。

• PMDA（DB事業者側）が保管する資料は、再審査終了後も法令
で定める期間は、PMDA（DB事業者側）で保管します。

43
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No. 資料 申請者保管資料 PMDA（ＤＢ事業者）保管資料

1 DB事業者の
選定記録

データベースの選定記録 組織管理に関する資料・事業計画
外部委託している業務内容
マッピング表、マスタの維持・更新⼿順
機器・機器設置場所・作業場所の管理規則
各種セキュリティの規定
データバックアップ⽅針・実施記録
災害時等の対応⼿順
データ及びシステムの信頼性に関する⼿順・記録
⾃⼰点検に関する⼿順・記録
記録の保存に関する⼿順
管理者の教育記録

2 DB事業者との
契約書

利活⽤申出書（写）
調査・研究計画書
承認・不承認通知
契約書
統計情報等移動申請書（写）

利活⽤申出書

承認・不承認通知（写）
契約書
統計情報等移動申請書

根拠資料の保管
〜適合性調査当⽇提⽰資料に従った例①〜

 DB調査特有の内容が記載される可能性がある資料
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根拠資料の保管
〜適合性調査当⽇提⽰資料に従った例②〜

No. 資料 申請者保管資料 PMDA（ＤＢ事業者）保管資料

3
データ抽出・解析
データセット作成に
関する資料、解析
結果

企業側規定に基づく承認記録・作業計
画書・作業記録等

統計情報等移動申請（写）
利活⽤者が外部に移動させたデータ
・スクリプトその１
・スクリプトその２
・統合処理（統計処理）結果データ

結果報告書

医療機関からの抽出データ
統計情報等移動申請
利活⽤者が外部に移動させたデータ
・スクリプトその１
・スクリプトその２
・統合処理（統計処理）結果データ

システム利⽤により発⽣する各種ログ

4 粗解析等の記録 実施記録（ある場合のみ） （ある場合のみ）

5
申請者が確認す
べき事項につい
て確認した記録

企業側規定に基づき実施した各種
確認記録

マッピング表、マスタの維持・更新⼿順
機器・機器設置場所・作業場所の管理規則
各種セキュリティの規定
データバックアップ⽅針・実施記録
災害時等の対応⼿順
データ及びシステムの信頼性に関する⼿順・
記録
⾃⼰点検に関する⼿順・記録
記録の保存に関する⼿順
管理者の教育記録
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⼿順書名称等については、発出される⾒込みの課⻑通知に記載される内容と
MID-NET®で準備している内容が異なるため、申請者がデータベース選定・
申請前の確認をする際に利⽤できるよう、チェックリストを提供する予定です。

No. 資料 申請者保管資料 PMDA（ＤＢ事業者）保管資料

6 申請者が受領すべき事項
について受領した記録

HP公表資料の確認記録
その他の資料の受領記録

HP公表資料

7
申請者において、再審査
申請資料の品質を担保す
るQA・QCの実施状況の
説明資料

企業側規定に基づき実施した
QA・QCの実施状況の説明資料

8 会議記録等 会議記録等

根拠資料の保管
〜適合性調査当⽇提⽰資料に従った例③〜


