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医療情報の安全対策上の展開

厚生労働省 医薬・生活衛生局
医薬安全対策課 安全使用推進室

田中 大祐

MID-NET®シンポジウム2020
～ 現状と今後の展開 ～
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Disclaimer

The views, thoughts and opinions expressed in this 
presentation are solely of  the author and should not 
be constructed to represent views or policies of the 
Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) or 
the Government of Japan.
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• 医薬品の適正使用には、情報が必要。
• 添付文書に「使用上の注意」を記載。
• 市販後も情報の収集と最新の情報の提供が必要。

製薬企業には、情報収集の努力義務。
医薬関係者には、情報収集活動への協力努力義務。

情報の収集

製薬企業には、情報提供の努力義務。
医薬関係者には、情報収集、活用の努力義務。

情報の提供・活用

（法第68条の２第１項）

（法第68条の２第１項）

（法第68条の２第２項）

（法第68条の２第３項）

法：医薬品医療機器法

医薬品安全性情報の収集と提供
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情報発信

・医薬品医療機器安全性情報
・医薬品安全対策情報（DSU）
・ＰＭＤＡのＨＰへの掲載
・ＰＭＤＡメディナビによる配信

患者向医薬
品ガイド

情報提供
資材

等

医療関係者からの報告
9,931件

（うちPMDA調査
対象1,778件）

厚労省へ
の報告
95件

平成30年度は
実績なし

96件

添付文書改訂

平成３０年度 医薬品安全対策関係の主な実績
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企業報告数

医療機関報告数

～～

感染症報告義務化
モニター病院制度廃止し、
全医療機関・薬局に拡大

医療機関報告義務化

企業報告義務化

～～

モニター病院の拡大

行政指導による企業報告開始
モニター病院制度開始

医薬品副作用・感染症報告件数の推移
年度 企業報告数 医療機関報告数
2014 49,276 6,180
2015 51,065 6,129
2016 55,817 6,047
2017 60,972 7,624
2018 62,110 9,931
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電子カルテ等の医療情報を大規模に収集・解析を行う医療情報データベース（MID-NET）を
PMDAに構築。ビッグデータの活用により、医薬品等の安全対策の高度化を推進する。

平成30年度より行政・製薬企業・アカデミアによる利活用が可能な、MID-NETを本格運用を開始。

○ 従来の安全対策の限界

○ 海外でのデータベースの活用

 全ての副作用が報告されると
は限らない（報告バイアス）

 分母（投与数）が不明で、
副作用頻度を算出できない

 企業が医療機関から個別に
情報収集するため、高コスト

○ MID-NETによる医薬品等の安全対策

 欧米では、既に１千万～億人規模のデータベース
を安全対策に積極的に活用

米国：センチネル・イニシアティブ
 2007年FDA改正法に基づき構築
 既存DBと接続し、約２億人の医療情報

（レセプト、投薬情報など）を解析
 FDAの安全対策の意思決定に活用

拠点病院

全国10拠点
23病院

505万人※

規模

東北大、東大、千葉大、
NTT病院、北里大、浜松医大、
徳洲会、香川大、九大、佐賀大

DB
DB拠点病院

電子カルテ
データ

検査データ

レセプトデータ

DPCデータ

MID-NET

拠点病院

DB

拠点病院

DB

行政（PMDA） 製薬企業 アカデミア

医薬品等の安全性
情報の調査・解析

 副作用の発現頻度を把握し、他剤との比較が可能
 副作用情報・投与実態等の能動的な収集が可能

⇒ 医薬品等の安全対策の高度化が期待

自発報告件数の比較

薬剤Ａ
薬剤Ｂ

※ 薬剤Ａの報告件数が多い
のは、投与患者総数が多い
だけかもしれない。

※令和元年12月末時点

医療情報データベース推進事業
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Agreement on new ICH harmonisation activities
The Assembly took the decision to begin work on four new topics for ICH harmonisation:
-Q5A(R2) Viral Safety Evaluation of Biotechnology Products Derived from Cell Lines of Human or Animal Origin, which is 
proposed to update the ICH Q5A Guideline on technologies for virus detection and quantification, and validation approaches for 
virus clearance, and expand the scope of the Guideline to include new biotechnology products such as viral-like particles and 
viral-vectored particles. 
-E6(R3) Guideline for Good Clinical Practice, which is proposed to revise the existing ICH E6(R2) Guideline to address the 
increasing diversity of study types and data sources that are being employed to support regulatory and other health policy 
decisions in line with the ICH Reflection Paper on GCP Renovation. 

-E2D(R1) Post Approval Safety Data Management: Definition and Standards for 
Expedited Reporting, which is proposed to update the existing ICH E2D Guideline to 
incorporate pragmatic potentially risk-based approaches of the management of information 
from existing and any new data sources, to enable a greater focus on the data sources that 
will optimize signal detection activities and public health.
-A new Guideline on Non-clinical Biodistribution Studies for Gene Therapy Products, which will recommend types of the non-
clinical studies with which collection of biodistribution data is considered informative and/or necessary to support dosing in 
early clinical trials, and which will provide guidance on the design of the studies. This will result in streamlined development of 
the gene therapy products with higher scientific rigor while minimising the unnecessary use of animals.

市販後の安全性情報の収集等についてのICHの動き
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リアルワールドデータの活用に関するICHの動き
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RWDの承認審査への活用を模索（米国FDA）

Clinical Journal of the American Society of Nephrology
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背景
医薬安全対策課では、レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）の利用申出を行っ
ており、 PMDAとともにNDBを活用した疫学調査を実施している。

目的
海外でトリプタンの乱用例が報告されていることから、国内での処方実態を把握すること。

NDB
(2010年4月～

2015年3月)

トリプタン系製剤
の総処方患者数
N = 2,078,556

乱用疑い処方がある
患者数

N = 762,434 (36.7%)

乱用疑い患者
（乱用患者を含む）
N = 102,871 (4.95%)

トリプタン系製剤の
処方患者の抽出

疑い処方の定義：
月あたりのトリプタン総処方量
がスマトリプタン換算で(1回量
*10回分)以上である

乱用疑い患者の定義：
① 継続して4ヶ月以上、月あたりのト
リプタンの総処方量(mg)がスマトリプ
タン換算で(1回量*10回分)で定義
した量以上である
② ある月の処方量が（（1回量
*10回分）×A）以上で、次回処方
がAヶ月以内にある（A≧4）

医薬品の安全性評価への利活用状況:トリプタン系製剤の処方実態調査
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トリプタン系製剤の処方実態調査の結果を踏まえた措置

掲載URL：
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/revision-of-precautions/0349.html

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

• トリプタン系製剤の処方実態調査の結果は、添付文書改訂の判断根拠に活用され、令和元年
６月4日に添付文書改訂措置がとられた。添付文書改訂にあたり作成された調査結果概要にも
記載されている。

本調査結果を
踏まえて添付文書
が改訂された旨が
記載されている。
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薬機法等制度改正をめぐる状況

2018年４月～ 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会において、医薬品、
医療機器等をとりまく現状や課題について議論

12月25日 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会
「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」

2019年３月19日 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
する法律等の一部を改正する法律案の閣議決定

６月５日 衆議院厚生労働委員会において、改正法案の趣旨説明
６月26日 第198回国会閉会、改正法案は閉会中審査
11月６日 第200回国会 衆議院厚生労働委員会にて審議開始
11月14日 衆議院本会議において可決 (11月11日、13日の厚生労働委員会の審議を経て）

11月19日 参議院厚生労働委員会において審議開始
(11月21日、26日の厚生労働委員会の審議を経て）

11月27日 参議院本会議において可決・成立
12月4日 改正薬機法公布
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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等
の一部を改正する法律（令和元年法律第63号）の概要

国民のニーズに応える優れた医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するとともに、住み慣れた地域で患者が安心し
て医薬品を使うことができる環境を整備するため、制度の見直しを行う。

改正の趣旨

１．医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するための開発から市販後までの制度改善
(1) 「先駆け審査指定制度※」の法制化、小児の用法用量設定といった特定用途医薬品等への優先審査等

※先駆け審査指定制度 … 世界に先駆けて開発され早期の治験段階で著明な有効性が見込まれる医薬品等を指定し、優先審査等の対象とする仕組み
(2) 「条件付き早期承認制度※」の法制化

※条件付き早期承認制度 … 患者数が少ない等により治験に長期間を要する医薬品等を、一定の有効性・安全性を前提に、条件付きで早期に承認する仕組み
(3) 最終的な製品の有効性、安全性に影響を及ぼさない医薬品等の製造方法等の変更について、事前に厚生労働大臣が確認した計画に沿って変更する場合
に、承認制から届出制に見直し

(4) 継続的な改善・改良が行われる医療機器の特性やＡＩ等による技術革新等に適切に対応する医療機器の承認制度の導入
(5) 適正使用の最新情報を医療現場に速やかに提供するため、添付文書の電子的な方法による提供の原則化
(6) トレーサビリティ向上のため、医薬品等の包装等へのバーコード等の表示の義務付け 等

２．住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局のあり方の見直し
(1) 薬剤師が、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う義務

薬局薬剤師が、患者の薬剤の使用に関する情報を他医療提供施設の医師等に提供する努力義務
(2) 患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の薬局※の知事認定制度（名称独占）を導入

※①入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（地域連携薬局）
②がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（専門医療機関連携薬局）

(3) 服薬指導について、対面義務の例外として、一定のルールの下で、テレビ電話等による服薬指導を規定 等

３．信頼確保のための法令遵守体制等の整備
(1) 許可等業者に対する法令遵守体制の整備（業務監督体制の整備、経営陣と現場責任者の責任の明確化等）の義務付け
(2) 虚偽・誇大広告による医薬品等の販売に対する課徴金制度の創設
(3) 国内未承認の医薬品等の輸入に係る確認制度（薬監証明制度）の法制化、麻薬取締官等による捜査対象化
(4）医薬品として用いる覚せい剤原料について、医薬品として用いる麻薬と同様、自己の治療目的の携行輸入等の許可制度を導入 等

４．その他
(1) 医薬品等の安全性の確保や危害の発生防止等に関する施策の実施状況を評価・監視する医薬品等行政評価・監視委員会の設置
(2) 科学技術の発展等を踏まえた採血の制限の緩和 等

改正の概要

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日（ただし、１.(3)(5)、２.(2)及び３.(1)(2)については公布の日から起算して２年
を超えない範囲内において政令で定める日、１.(6)については公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日）

施行期日

を法制化
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病院・診療所等

製造販売業者等医薬関係者 情報収集に協力※

情報提供、回収など

安全性情報安全対策の
サイクル

対策の検討

疾患登録
レジストリ

学会等

リアルワールドデータ収集 安全性情報の収集

※ 医薬関係者による、製造販売業者等への
情報収集の協力は、個人情報保護法に
おいて、「法令に基づく場合」の情報の取得・
提供であると整理されている。

制度的な検討が
必要ないか？

○ 薬機法上、医薬関係者による情報収集への協力について規程が定められている。現在、学会
等がリアルワールドデータを収集する体制を構築しているところ。リアルワールドデータが安全対策にお
いて重要な情報源となることが想定される。

現状
リアルワールドデータ（ＲＷＤ）の充実
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薬機法等制度改正に関するとりまとめ
（平成30年12月25日 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会）

第２ 高い品質・安全性を確保し、医療上の必要性の高い医薬品・医療機器等を迅速に患者に届ける制度
２．具体的な方向性 （３）安全対策の充実 ③疾患登録レジストリ等の情報の安全対策への活用

○ 疾患ごとに患者情報が集積されている疾患登録レジストリ等の情報について、
医薬品・医療機器等の安全対策に十分活用できるよう、製造販売業者がそれらの
情報を収集しやすくすることが必要である。

リアルワールドデータ（ＲＷＤ）の充実
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（情報の提供等）
第六十八条の二（略）
２ 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、
医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者、医師、
歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者又は医学医術に関する学術団体、大学、
研究機関その他の厚生労働省令で定める者は、医薬品、医療機器若しくは再生医療等製
品の製造販売業者、卸売販売業者、医療機器卸売販売業者等、再生医療等製品卸者
又は外国特例承認取得者が行う医薬品、医療機器又は再生医療等製品の適正な使用の
ために必要な情報の収集に協力するよう努めなければなければならない。
３ （略）

リアルワールドデータ（ＲＷＤ）の充実

主な条文

※ 施行期日：公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日
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 利用可能なデータ規模の拡大を目指す
• より頻度の低い副作用の検出
• 小規模病院・診療所で使われる医薬品を解析

 MID-NETの品質管理ノウハウを共有
• ビックデータ解析に必要なデータの品質管理ノウハウを他のDB

事業者と共有を目指す
• 日本における医療情報DBのデータ信頼性確保を図る

DB

データの信頼性
継続的かつ網羅的な品質管理により

データ信頼性を確保

○ MID-NETの特徴

大規模・迅速な解析
505万人分のビッグデータを

一斉に解析可能

高いリアルタイム性
定期的なデータ自動更新を行い、
リアルタイムな情報の利活用が可能

多様なデータソース
電子カルテデータ（オーダリング、検査結果
等）に加え、レセプト及びDPCデータ等の

電子診療情報も格納

○ 今後の展開

他剤との比較
原疾患による症

状との比較
安全対策の効

果の検証

同種同効薬との副作用
発現頻度の比較できる

副作用の発現割合
（副作用/使用患者数）

Ａ薬治療群

Ｂ薬治療群

症状の発生割合
（症状/使用患者数）

Ａ薬治療群 Ａ薬なしの
治療

ある症状の発生が、医薬
品の投与により増えてい
るか検証できる

副作用の発現割合
（症状/使用患者数）

安全対策
措置の前

安全対策
措置の後

安全対策措置の実施に
より、実際の副作用頻度
が変化したか比較できる

MID-NET

地域医療連携
ネットワーク

医療情報DB
次世代医療基盤法

認定機関

拠点病院
DB

MID-NETと データ連携

拠点病院

DB
拠点病院

「拠点病院の拡充」及び「他の医療情報DBとの連携」
に向けた取り組みを推進

DB
拠点病院

拠点病院拡大

○ MID-NETの活用イメージ

MID-NETの特徴と今後の展開
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医療情報データベース「MID-NET」関連事業の推進
○ 医薬品の安全対策等を目的に、電子カルテ等の医療情報を大規模に収集・解析する医療情報データベース
「MID-NET」をPMDAにおいて構築し、平成30年４月より本格運用を開始した。

○ MID-NETは高度に標準化・品質管理されたデータを特徴としており、協力医療機関23病院505万人規模（令
和元年12月末時点）のデータを、製薬企業・アカデミア・行政が調査研究に利用可能。

全国10拠点23病院

505万人※規模
（※令和元年12月末時点）

拠点病院

電子カルテ
データ

検査データ

レセプト
データ

DPCデータ

拠点病院

DB

拠点病院

DB

DB

 MID-NETを用いた薬剤疫学的解析により、行政における医薬品の安全対策を高度化
 医薬品の開発から安全対策まで一貫して大規模医療情報を活用できる環境を整備
 MID-NETの経験・ノウハウを踏まえた医療情報の標準化・品質管理の推進
 臨床研究中核病院や他の医療情報データベースなど外部との連携・データ規模の拡大

今後の展開

○ 医療情報データベースを活用した医薬品
の先進的適正使用推進事業

PMDAにおいて添付文書の改訂指示等の検討
にMID-NETを用いた調査・解析を実施。行政
ニーズを踏まえ、R1年度は26調査、R2年度は
24調査を予定。

○ 医療情報データベース（MID-NET）連
携推進事業

H30年度に本事業で実施中の調査結果を踏ま
え、R1年度にデータ交換プログラムを作成。外
部のデータベースとMID-NETでデータを統合し
た解析のためのパイロットテストを実施。

医療機関
データベース

次世代医療基盤法
認定機関

地域医療連携
ネットワーク

MID-NETで
対応可能な
規格による
データ交換

※ 30年度事業で他のデータベースにおける
データ互換性など技術的事項を調査

行政（PMDA） 製薬企業 アカデミア

医薬品等の安全性
情報の調査・解析

連携

臨床研究中核病院

データ標準化・
品質管理における

MID-NETのノウハウ

CIN

DB

○ 研究拠点病院医療データ活用事業

医療情報の標準化・品質管理にMID-NETの経
験・ノウハウを活用し、臨床研究中核病院やク
リニカル・イノベーション・ネットワークにおける
リアルワールドデータとMID-NETの連携を図る。
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ご清聴ありがとうございました！

厚生労働省 医薬・生活衛生局
医薬安全対策課 安全使用推進室

田中 大祐
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