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COI/Disclaimer

•私、宮崎真はMSD株式会社の従業員です。

•スライドの内容は、発表者の個人の見解を述べたもので
あり、MSD株式会社や関連する団体の公式な見解を示
すものではございません。

•また、その内容は、あくまでひとつの例示であり、特定の対
応等の推奨を意図するものではございません。

•一部、配布物にないスライドがある点、予めご容赦願いま
す。



効能・効果 高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症

有効成分 エゼチミブ／アトルバスタチンカルシウム水和物の配合剤

剤形・含量 1) エゼチミブ10mg／アトルバスタチン10mg
2) エゼチミブ10mg／アトルバスタチン20mg

申請 2016年11月
承認 2017年9月（再審査期間4年）

特徴 高コレステロール血症治療薬として初の配合剤
どちらの成分も長期にわたり使用実績がある

安全性検討事項

重要な特定されたリスク
• 横紋筋融解症／ミオパチー
• 肝機能異常、劇症肝炎、肝炎、黄疸
• 高血糖、糖尿病
重要な潜在的リスク
• 肝機能障害患者

アトーゼット®配合錠LD、アトーゼット®配合錠HDに係る医薬品リスク管理計画書
http://www.pmda.go.jp/RMP/www/170050/8b33804d-60b4-4df2-98ea-48e492535ef1/170050_2189101F1020_000RMP.pdf

アトーゼット配合錠LD/HD
ー製造販売後DB調査での活用



エレルサ錠/グラジナ錠
ー製造販売後DB調査以外での活用

C型肝炎治療患者における診療実態を確認する記述的研究

調査・研究の名称
エレルサ錠50mg及びグラジナ錠50mg（EBR+GZR）を含
むC型慢性肝炎治療薬処方前のB型肝炎ウイルス感染に関す
る検査実施状況を確認する記述的研究

利活用区分 製造販売後調査以外の調査（分析用データセット利用あり）

調査・研究の概要

EBR+GZR を含めたインターフェロンフリー直接作用型抗ウイル
ス薬（IFN-Free DAAs）の重要な特定されたリスクである、
「B型肝炎ウイルス（HBV）の再活性化」に対するリスク最小
化活動が行われている。

本研究では、EBR+GZR 及びいずれかの IFN-Free DAAs 
を開始する前に HBV感染有無が確認されている C 型肝炎患
者の割合及びその月次傾向をそれぞれ確認し、リスク最小化活
動の効果について確認を行う。

利活用承認日 2019年1月25日
研究終了予定 2019年7月（解析終了）

MID-NET利活用者に関する情報及び利活用の概要より
www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0010.html



なぜ/どのように
MID-NET活用に至ったのか



なぜMID-NET活用に至ったか

はじまりはC型肝炎に関連する肝炎問題

薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて（最終提言）
（2010年4月：薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政の在り方検討委員会）

「医療情報データベース基盤整備事業」開始（2011年）

電子化された医療情報データベースの活用により医薬品等の
安全・安心に関する提言（日本のセンチネル・プロジェクト）

（2010年8月：医薬品の安全対策における医療情報データベースの活用方策に関する懇親会）

医療情報データベース基盤整備事業のあり方に関する検討会（2014年6月）

MID-NET本格運用開始（2018年4月）



（参考）薬害再発防止のための医薬品行政等の
見直しについて（最終提言）：抜粋

 欧米における制度を参考に、「リスク最小化計画実施制度」（仮
称）を速やかに導入すべきである。 また、ICH-E2Eガイドラインに
沿って、「リスク最小化計画実施制度」（仮称）に加え、「医薬品
安全性監視の方法」を取り入れた「医薬品リスク管理（リスクマネ
ジメント）」を適切に実施すべきである。

 薬害発生防止に真に役立つものとなるよう、電子レセプト等のデ
ータベースを活用し、副作用等の発生に関しての医薬品使用者
母数の把握や投薬情報と疾病（副作用等）発生情報の双方を
含む頻度情報や安全対策措置の効果の評価のための情報基盤
の整備を進めるべきである。

 このような、膨大で多様な安全性情報を医学・薬学・薬剤疫学・
生物統計学・情報工学等の専門家が効率的・効果的に活用でき
るよう、薬剤疫学的な評価基盤を整備することが必要である。

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/04/dl/s0428-8a.pdf



経済

政治
規制

社会
文化

技術

・医療情報データベース基盤整備事業
・次世代医療ICT基盤協議会
・保健医療分野におけるICT活用推進懇談会

・医療費の増大、高齢化から予測される薬価問題
・使用成績調査のコスト/ベネフィット

（Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017;26:1138–1139.）

・Sentinel Project（FDAの取り組み）
・ICH GCP renovationに代表されるパラダイムシフト
・使用成績調査に対する医療従事者の業務負担

（J Clin Med Res. 2015;7(12):956-960）

・ICTの広がり（情報爆発）
・医療情報データベースの構築、PHRの収集、AI活用
・日進月歩で進化する薬剤疫学的手法

どのようにMID-NET活用に至ったか
ー（当時のPEST分析）誤解なき理解



具体的な活用事例



エレルサ錠/グラジナ錠
ー製造販売後DB調査以外での活用

C型肝炎治療患者における診療実態を確認する記述的研究

調査・研究の名称
エレルサ錠50mg及びグラジナ錠50mg（EBR+GZR）を含
むC型慢性肝炎治療薬処方前のB型肝炎ウイルス感染に関す
る検査実施状況を確認する記述的研究

利活用区分 製造販売後調査以外の調査（分析用データセット利用あり）

調査・研究の概要

EBR+GZR を含めたインターフェロンフリー直接作用型抗ウイル
ス薬（IFN-Free DAAs）の重要な特定されたリスクである、
「B型肝炎ウイルス（HBV）の再活性化」に対するリスク最小
化活動が行われている。

本研究では、EBR+GZR 及びいずれかの IFN-Free DAAs 
を開始する前に HBV感染有無が確認されている C 型肝炎患
者の割合及びその月次傾向をそれぞれ確認し、リスク最小化活
動の効果について確認を行う。

利活用承認日 2019年1月25日
研究終了予定 2019年7月（解析終了）

MID-NET利活用者に関する情報及び利活用の概要より
www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0010.html



記述的研究とは
ーICH E2E（医薬品安全性監視の計画について）

http://www.pmda.go.jp/files/000156059.pdf

記述的研究
薬剤使用に伴う有害事象の検出や検証には有用で
はないが、医薬品安全性監視の重要な研究方法で
ある。これらの研究は、主に特定の集団におけるアウト
カム事象の発生率に関する基本的な情報を得るため
や薬剤の使用率を明らかにするために用いられる。

 疾病の自然史（Disease Epidemiology）
 医薬品使用実態研究（Drug Utilization Study）



記述的研究の重要性
ーFDAのSentinel Systemの事例

Active Risk Identification and Analysis (ARIA)
FDA’s active post-market risk identification and analysis system, which is comprised of pre-defined, parameterized, semi-
automated, re-usable routine querying tools that enable safety surveillance in Sentinel. 

Summary Table
Simple counts

Level 1
Complex descriptive analyses

Level 2
Inferential analyses

（旧）https://www.sentinelinitiative.org/active-
risk-identification-and-analysis-aria

 医薬品使用患者数や患者背景等基本
的なデータの集計

 より詳細な解析を行うが記述的分析
 アウトカムの粗集計も行う

 交絡因子をコントロールした多変量
解析

Summary Table
Simple counts

Level 1
Complex descriptive 
analyses

Level 2
Inferential analyses

https://www.sentinelinitiative.org/active-risk-identification-and-analysis-aria


記述的研究の重要性
ー（参考）FDAのSentinel Systemの事例

https://www.sentinelinitiative.org/drugs/how-aria-analyses-have-been-used-fda

特定の医薬品との併用による毒性について評価するために
臨床現場における併用実態を把握するデータベースを

用いた記述的研究（医薬品使用実態研究）



記述的研究の重要性
ー他国等での記述的研究の状況

• FDA • EU PAS Register
FDA所有のデータベース

（Sentinel System）の活
用事例のうち記述的研究

47.3%
（181件/3.75年）

ENCePP EU PAS 
Registerに登録されている

研究のうち記述的研究

31.3%
（537件/約7年）

https://www.sentinelinitiative.org/active-risk-identification-and-analysis-aria
http://www.encepp.eu/documents/Kurz_et_al-2018-Pharmacoepidemiology_and_Drug_Safety.pdf

https://www.sentinelinitiative.org/active-risk-identification-and-analysis-aria
http://www.encepp.eu/documents/Kurz_et_al-2018-Pharmacoepidemiology_and_Drug_Safety.pdf


記述的研究の結果（患者集団）
ーエレルサ錠/グラジナ錠:MID-NET活用事例

弊社製剤及びIFN-Free DAAs治療患者の背景（抜粋）

※IFN-Free DAAsの新規患者群には、弊社製剤（エレルサ錠/グラジナ錠：EBR/GZR）新規患者群も含まれる

Baseline Characteristic
IFN-Free DAAs 

New Users
(N = 2,806)

EBR/GZR
New Users
(N = 144)

Age, mean 61.7 66.4
Gender, Male, n (%) 1,354(48.3) 70(48.6)
BMI (kg/m2), n (%) 990(35.3) 61(42.4)

mean 22.7 22.4
missing, n (%) 1,816(64.7) 83(57.6)

Condition of hepatic functions
Hepatic function disorder, n (%) 1,766(62.9) 112(77.8)
Severe, n (%) 1,483(52.9) 101(70.1)
Child-Pugh score, n (%) 97(3.5) ≤9(≤6.3)

Condition of renal functions
Renal function disorder, n (%) 233(8.3) ≤30(≤20.9)
Severe, n (%) 151(5.4) 21(14.6)
GFR class, n (%) 2,510(89.5) 126(87.5)

missing 296(10.5) 18(12.5)
Pre-existence of dialysis, n (%) 28(1.0) ≤9(≤6.3)



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/reseputo/index.html

いくつかの医薬品の使用患者数・性年齢分布・並存疾患
等を確認（医薬品使用実態研究）

記述的研究の結果（代表性の確認）
ーNational Databaseの民間試行的活用（製薬協）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/reseputo/index.html


記述的研究の結果（代表性の確認）
ーエレルサ錠/グラジナ錠:MID-NET活用事例

弊社製剤及びIFN-Free DAAs治療患者の背景

Presented at 12th Asian Conference on Pharmacoepidemiology; Kyoto, Japan; October11-13, 2019.

Baseline Characteristic
IFN-Free DAAs 

New Users
(N = 2,806)

Age, mean 61.7
Gender, Male, n (%) 1,354(48.3)
BMI (kg/m2), n (%) 990(35.3)

mean 22.7
missing, n (%) 1,816(64.7)

Condition of hepatic functions
Hepatic function disorder, n (%) 1,766(62.9)
Severe, n (%) 1,483(52.9)
Child-Pugh score, n (%) 97(3.5)

Condition of renal functions
Renal function disorder, n (%) 233(8.3)
Severe, n (%) 151(5.4)
GFR class, n (%) 2,510(89.5)

missing 296(10.5)
Pre-existence of dialysis, n (%) 28(1.0)

NDB: n=80,855
（C型肝炎治療薬処方患者）

2015年6月 スナップショット



記述的研究の結果（検査実施割合）
ーエレルサ錠/グラジナ錠:MID-NET活用事例

IFN-Free DAAs治療開始前にB型肝炎ウイルス感染
スクリーニングが実施されている患者の割合及びその月次傾向

Presented at 12th Asian Conference on Pharmacoepidemiology; Kyoto, Japan; October11-13, 2019.



記述的研究の結果
ーエレルサ錠/グラジナ錠:MID-NET活用事例

まとめ
１．B型肝炎ウイルス（HBV）感染スクリーニングが治療開始前に
実施されている患者の割合は、エレルサ錠/グラジナ錠とIFN-Free 
DAAs治療全体間で類似していた。
添付文書改訂前後での割合増加も認められた

２．記述的解析を通じ、MID-NETにおけるC型肝炎治療薬使用
患者の特徴を理解できた。
エレルサ錠/グラジナ錠は概して高齢で、重篤な状況を含め腎・

肝機能に関する障害をより有していた
比較研究に向けて、サンプルサイズは十分では無く、データベー

スへの今後の集積も限定的と考えられた
NDBの関連情報を活用することで、データベースとしてリンケージ

されていなくとも、更なる知見が得られる可能性が示された



安全性監視のために
データベースを
どのように活用していくか



日々の安全性監視活動のサポート
ー記述的研究としての“上流”での活用

シグナルの検証
(formalな薬剤疫学的デザイン)

検出されたシグナルの強化
(シグナルに関する追加情報収集)

安全性シグナルの検出
(稀な事象/重篤な事象の検出)

記述的
研究

標的臨床研究
（臨床試験）

積極的
サーベイランス

受動的
サーベイランス

自発報告等サーベイランスの参考としても活用していきたい

比較
観察研究



日々の安全性監視活動のサポート
ー日本で初上市した医薬品での活用例

•患者数の把握 •患者集団の分布等の把握

自発報告数の増加が
薬剤使用患者の広がりで

説明できるのか

自発報告における特定の傾向が
薬剤使用患者の分布変化で

説明できるのか

それを可能とするためには、データタイムラグが少なく、
スピード感をもって抽出・分析可能なデータベースが必要



日々の安全性監視活動のサポート
ー記述的研究としての“上流”での活用

• 比較観察研究でのデータベース活用（DB調査）

医療情報データベースを活用した医薬品の製造販売後調査について：https://www.pmda.go.jp/files/000226165.pdf

• 日々の安全性監視活動のサポートとしての活用
気になることは突然に
 エビデンスは低めでも良い。まずは、早々に、一定の“あたり”をつけたい

⇨しかし、このスピード感もまた「安全性監視」には必要かと



（参考）薬害再発防止のための医薬品行政等の
見直しについて（最終提言）：抜粋

 欧米における制度を参考に、「リスク最小化計画実施制度」（仮
称）を速やかに導入すべきである。 また、ICH-E2Eガイドラインに
沿って、「リスク最小化計画実施制度」（仮称）に加え、「医薬品
安全性監視の方法」を取り入れた「医薬品リスク管理（リスクマネ
ジメント）」を適切に実施すべきである。

 薬害発生防止に真に役立つものとなるよう、電子レセプト等のデ
ータベースを活用し、副作用等の発生に関しての医薬品使用者
母数の把握や投薬情報と疾病（副作用等）発生情報の双方を
含む頻度情報や安全対策措置の効果の評価のための情報基盤
の整備を進めるべきである。

 このような、膨大で多様な安全性情報を医学・薬学・薬剤疫学・
生物統計学・情報工学等の専門家が効率的・効果的に活用でき
るよう、薬剤疫学的な評価基盤を整備することが必要である。

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/04/dl/s0428-8a.pdf

先程のような活用方法のこと⁉



まとめ

医薬品の有害な作用または医薬品に関連するその他の問
題の検出・評価・理解・予防に関する科学と活動

ファーマコビジランスは
以下の3つのすべての
特徴がバランス良く
保たれる環境において
発展する

教科書「Pharmacovigilance: Critique and Ways Forward」第11章より

患者に対して
「良いこと」をする
医療、医薬品及び不確実性

最良の
エビデンスを作る
モニタリング、ビジランス

及び科学

公衆衛生を保証する
規制、業界及び法制度
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