Topics 医薬品評価委員会
「医療情報データベース

活用事例紹介シンポジウム」を開催
トピックス
2011年11月7日に日本橋公会堂（東京都中央区）にて、医薬品評価委員会シンポジウム
「医療情報データベース活用事例紹介シンポジウム」を開催しました。製薬協加盟会社の統
計、データマネジメント、安全性担当者を中心に規制当局、医療機関、データベースベン
ダーなどから約200名が参加し、医療情報データベースの活用事例の紹介や、今後の製
薬業界での活用のあり方について活発に議論が行われました。

あります。そこで今回は、これまでに実際にデータベ

シンポジウム開催の背景

ース研究に携わった製薬企業、アカデミア担当者にそ

2010年春には「データベースベンダー（販売会

の経験を発表してもらい、医薬品の開発や安全対策

社）紹介プログラム」を開催しましたが、予約が即日満

への医療データベース活用に向けての経験交流を図

員となるほどの盛況で、製薬企業におけるデータベ

ることを目的に、標記のシンポジウムを企画しました。

ースへの関心の高さがあらためて明らかになりまし

医療データベース活用事例

た。8つのデータベースベンダーから、保険レセプト、
調剤レセプト、会計データ、診療記録データなど、さ

医薬品評価委員会委員長 川口政良氏の開催挨拶に

まざまな医療情報データベースが紹介されましたが

続き、5人の演者から活用事例が報告されました（表

（データベースの特徴と一覧は、日本薬剤疫学会のホ

１）。まず、製薬企業での活用事例として、日本ベー

※1

ームページで公開されています ）。当時はまだ活用

リンガーインゲルハイムの鍵村達夫氏より、病院の

事例が乏しく、手探りの状態でした。 それから1年半

データベースを用いて糖尿病患者における脳血管イ

が経過し、現在では実際に医薬品の安全対策や疫学

ベントの背景発現率を求めた事例が発表されまし

調査に医療データベースが活用された事例が、企業

た 。企業内での意思決定やそのタイミング、結果

からもアカデミアからも複数報告されており、医療デ

公表までのタイムラインなどが具体的に順を追って

ータベースの活用はいよいよ実用の段階に入りつつ

説明されました。続いて大日本住友製薬の兼山達也

表1
所属・演者

講演タイトルと内容

タイトル

データベースの種類

内容

日本ベーリンガー
インゲルハイム
鍵村達夫氏

大規模自動データベースを用いたコホート研究 - 診療記
録型データベースの研究事例

大病院の会計データ

市販後調査の補完デ
ータ、背景発生率

大日本住友製薬
兼山達也氏

市販の診療記録データベースを利用した経験から
可能性と限界と……RMP に向けて

大病院の会計データ

アルゴリズムの妥当
性判断

浜松医科大学
堀雄史氏

がん化学療法による悪心嘔吐予防における制吐薬適正使
用ガイドラインの遵守傾向〜分散型研究ネットワークの
実装〜

大病院の会計データ

薬剤使用実態

東京大学
大場延浩氏

Regulatory Action のインパクトの検討：ドパミン受
容体作動薬について

保険レセプト

リスク最小化計画の
評価

第一三共
塩境一仁氏

処方箋データベースを用いたDPP-4 阻害薬とスルホニ
ルウレア薬の併用におけるリスク最小化策の評価

調剤レセプト

リスク最小化計画の
評価
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氏は、病院の会計データから得られる項目を用いて、
※3

診断の妥当性を統計学的に検討した事例を報告し 、

評価委員会副委員長 花輪正明氏の閉会の挨拶で終了
しました。

後のパネル・ディスカッションでも、新しい試みと

おわりに

して東京大学の佐藤嗣道氏から高く評価されました。
さらに、浜松医科大学の堀雄史氏から、国内の複数

データベースの具体的な活用事例がいくつも紹介

の病院データソースを分散型研究ネットワークとし

され、特にこれからデータベース研究を行ってみた

て利用した、薬剤使用実態調査の方法論の紹介があ

いと希望する参加者には、最適なオーバービューと

りました※4。この方法は個々の病院が持っているデー

なりました。これまで開発前の疫学調査を行えなか

タを物理的につなぐことなく、短期間に大規模なデー

った企業や、市販後の医薬品安全性調査といえば、

タ収集を可能にするもので、病院で使用される多く

１例ずつ症例を収集するタイプのいわゆる「
（特定）使

の薬剤の調査に応用可能と考えられます。

用成績調査」以外の選択肢を検討してこなかった企業

後半は2題のリスク最小化計画の評価の事例が報告

も、今後は遠い未来や海外のこととしてではなく、

されました。東京大学の大場延浩氏は、心エコー検

明日の現実のオプションとしてデータベースの活用

査の実施状況について保険レセプトを用いて調査し

を考え、人的リソース、時間、コストの面からもよ

※5

た結果を報告し 、第一三共の塩境一仁氏は、調剤レ

り柔軟な手立てが考えられるようになることを期待

セプトを用いて処方量の変化を調べた結果を報告し

しています。また、これまで多くの場合、効果の定

※6

ました 。2012年4月にも仮運用が始まる日本版リ

量的な判定までは行ってこなかったリスク最小化計

スク管理計画にも、リスク最小化計画の評価について

画についても、実データを用いて迅速に確認できる

記載が求められており、この分野での医療データベー

場合があることが明らかになり、当局と企業とが協

ス利用の実例は、現実的で時宜を得たものでした。

力し、よりよい医薬品の適正使用のあり方を検討す

いずれの発表にも多くの熱心な質問が寄せられま

る機会となりました。

した。壇上から演者が回答するだけではなく、フロ
アから共同研究者が回答する一幕もあり、データベ
ース研究が治験や市販後の調査と同様、さまざまな
専門家からなるチームで行われるようになりつつあ
ることもうかがえました。

パネル・ディスカッション
事例紹介の後、5名の演者に、医薬品医療機器総合
機構（PMDA）安全第一部長 池田三恵氏と、東京大
学医学部 薬剤疫学講座 佐藤嗣道氏が加わり、医薬
品評価委員会TF委員 松下泰之氏と、同委員会統計・
DM部会運営幹事 木村友美氏の司会で「医薬品の開
発、安全性監視への医療データベース活用について」
と題してパネル・ディスカッションが行われました。
池田氏からはPMDAでもMIHARIプロジェクトなど
でデータベースの利用について積極的に取り組んで
いることが紹介され、佐藤氏からは薬剤疫学のデザ
インや方法論でわからないことや困ったことがあっ
たら、ぜひ相談に来てほしいとの温かいコメントが
ありました。また、フロアからは、データを提供し
たベンダーからの意見として、多様な特徴を持つ医
療データベースがあるので、場合に応じて使い分け
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ることが重要であり、データについては気軽に相談
に応じるとのコメントがありました。最後は医薬品
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