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医薬産業政策研究所（政策研）について 

医薬産業政策研究所（政策研）： 

製薬協のシンクタンクとして、製薬産業を取り巻く環境および製薬産業の中長期的な課題に
ついて分析・検討し、提言を行う研究機関。 （1999年1月設立） 

「政策研究事業」と「産業調査事業」を行う。 

研究活動の内容・成果は刊行物としてまとめ、 ホームページ等を通じて公表。 
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関係する政策研究テーマと「政策研ニュース」の関連記事 
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研究テーマ：医療・健康分野のビッグデータ活用 
No.44～49 関連記事 ９報 
No.50 「Personal Health Recordの活用」 
No.51 「IoT を活用した臨床研究 －活用のメリットと今後の課題－」 
No.52 「患者レジストリを中心としたReal World Data の活用 ー臨床試験の効率化から、その先へー 」 
No.53 「診療データの二次活用に向けた課題と対策 ー電子カルテテンプレートの活用を中心に－」 
No.54 「PPPsによる医療健康ビッグデータのプラットフォーム構築 －疾患治療法開発のための産学官連携の意義ー」 
No.55 「個人を軸としたデータ統合・流通プラットフォーム －個人がデータを管理する時代に向けてー」 

No.56 「個人を軸としたデータ統合・流通プラットフォーム② －PLRによる分散型データ流通ー」 

研究テーマ：医薬産業におけるデジタルヘルスの活用 
No.49 「医療・ヘルスケアにおけるIoT」 
No.50 「IoTを活用した服薬管理」 
No.51 「ICTを活用した治療継続率向上に向けた取り組み」 
No.53 「Digital Therapeuticsの動向と可能性 ー治療効果のエビデンスを有した「治療アプリ」－」 
No.55 「“Virtual” Clinical Trialの普及に向けて －Web-based、Site-lessによる臨床試験ー」 

No.56 「早期診断・治療継続に繋がるソリューションの普及に向けて ―コンソーシアム構想の提案－」 
 
研究テーマ：医療・創薬のパラダイムシフトにおける人工知能の利活用 
No.54 「製薬協加盟企業を中心としたAI利活用の動向 －メディア情報の調査からー」 
No.55 「医薬品の研究開発におけるAIスタートアップの動向」 
No.56 「医薬品産業におけるAI人材の早期育成に向けて」 
 「製薬企業におけるデジタル化推進の現状 ～CDO/CIO及びデジタル化推進部署の設置状況～」 

 

No.56 
3/1発行 



医療健康分野のビッグデータ活用研究会 

研究の方向性 

医療・健康分野のビッグデータを活用した5年後、10年後といった近未来の変革・進展を総観し、
診療情報とゲノム・オミックスといった生体分子情報の統合化や、モバイル・センサー等を用いた
患者情報付加などに注目して、診療、医学研究、創薬等における今後のパラダイムシフトの進
展・方向性を調査研究。加えて、今後の製薬産業への影響やあるべきスタンスを提言していく。 
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2年目のキーテーマ（2016年度）  ⇒「研究会報告書vol.2 （2017年4月）」 

EHRやPHRの現状と課題、2次活用のための基盤整備 
IoT（モバイル、センサー、ウェアラブルデバイス等）による医療変革   等 

1年目のキーテーマ（2015年度）  ⇒「研究会報告書vol.1（2016年7月）」 

Precision Medicineの進展と疾患分類細分化、疾患層別化 
Learning Healthcare 、人工知能（AI）の活用、 創薬手法の変化   等 

3年目のキーテーマ（2017年度）  ⇒「研究会報告書vol.3 （2018年5月）」 

製薬産業における「医療データ」の活用目的と必要データ 
「医療データ」の活用を進める上で優先度の高い課題・取り組み  等 

４年目のキーテーマ（2018年度）  ⇒「研究会報告書vol.４（作成中）」 

モバイルアプリやウェアラブルデバイスなど製薬産業における「活用データの広がり」 
データポータビリティ推進に伴う「個人を軸としたデータ流通プラットフォーム」の活用  等 



Virtual Clinical Trialのイメージ 
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従来の 
臨床試験 

説明 同意 組入れ 来院 来院 来院 完了 

説明 同意 組入れ 自宅 完了 

 対面 

Virtual 
Clinical Trial 

 対面での診察 
 検査・測定など 
 医療機関での投薬、受け渡し 

 Web 
 オンラインでの診察 
 ePRO、ウェアラブルデバイスなど 
 被験薬を郵送 

（例示） 

出所：政策研ニュースNo.55 「“Virtual” Clinical Trialの普及に向けて」 



Virtual Clinical Trialのベネフィット 
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① 被験者リクルートの迅速化による被験者の治療アクセス向上と
コスト削減 

② 被験者のリテンション向上によるデータ欠損の削減や試験期間
の短縮、データ解釈の質改善 

③ 在宅や近隣開業医での試験参加による被験者の利便性や 
快適性向上 

④ 試験参加者の多様性の増加 

⑤ 被験薬の在宅使用が、real-worldにおける治療実態を 
より反映する可能性 

CTTI（Clinical Trials Transformation Initiative） 

Recommendations：Decentralized Clinical Trials（Sep 2018） 



Pfizer 「REMOTE」trial 
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 2011年開始 
 Phase Ⅳ 
 トルテロジン（デトルシトール）vs プラセボ  RCT 
 モバイルやwebベースで、被験者リクルート・データ収集 
 自身のデータはwebで閲覧可能 
 被験薬は自宅に配送 
 Webサイト登録 約5000例 
 途中で中断（最終18例） 

 REMOTE trial 
（The Research on Electronic Monitoring of OAB Treatment Experience）  

出所：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24792229、Pfizerプレスリリース 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24792229、Pfizer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24792229、Pfizer


モバイル臨床研究プラットフォーム 
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Appleが提供する 
臨床研究用アプリを作成するための 
オープンソースフレームワーク。 
 
同意書や質問項目などのテンプレート
が用意されており、無料で、比較的 
手軽にアプリの作成が可能。 
 
iPhoneの「Healthcare」とも連携して
おり、データの取得が可能。 
App Storeを通じて、全世界の
iPhoneユーザーに展開できる。 

出所：Apple 

Apple社 

「ResearchKit」 
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ResearchKitの事例 
出所：政策研ニュースNo.51「IoTを活用した臨床研究 –活用メリットと今後の課題-」 一部改変 

アプリ名 疾患 実施主体 概要

Heart&Brain 不整脈 慶應義塾大学
iPhoneやApple Watchで収集した健康関連情報によって、不

整脈や脳梗塞の早期発見につなげられるかどうかの検証

HearTily 不整脈
東京大学

NTTドコモ

不整脈の早期発見・発症予測。iPhoneのカメラを使用して指先

から脈拍を検出し、脈の揺らぎを検出。

GlucoNote 糖尿病
東京大学

NTTドコモ

歩数、体重、血圧といった日々の生活習慣や数値と糖尿病との関

連性を中長期にわたって研究

ロコモニター ロコモティブシンドローム 順天堂大学
iPhoneやApple Watchのセンサーで測定した心拍数や歩数・

上った階段などのデータとロコモとの関連性の調査。

ぜんそくログ 気管支喘息 順天堂大学
気管支喘息患者へのアンケートと iPhoneのアプリから気圧情報を

取得し、気圧と症状の関連を調査。

iPARKSTUDY パーキンソン病 順天堂大学
パーキンソン病患者の日常生活のモニタリングや、睡眠時の体動モ

ニタリングによる生活の質の評価

ドライアイリズム ドライアイ 順天堂大学
カメラを使用したまばたきチェックや睡眠時間、ストレス、モニターを見

た時間などの生活習慣アンケートによるドライアイチェックおよび研究

インフルレポート インフルエンザ 順天堂大学
初期および罹患時のアンケートによる調査。得られたデータからイン

フルエンザ予防や治療に便利な情報を参加者にフィードバック。

メタボウォッチ メタボリックシンドローム
早稲田大学

ヘルスグリッド

サルコペニアやメタボリックシンドロームの予防・改善のための個別化

健康管理法の提案に向けた生活習慣や身体特性に関する調査

Babyうんち 新生児
聖路加国際大学

うんログ

生後2週間から1か月の新生児の便を撮影し、病的なサインである

かの判断の手助け。胆道閉鎖症の可能性の有無の判別。

JINS MEME

MEDICAL LAB
ストレス、モチベーション JINS Inc.

メガネ型デバイス「JINS MEME」による視線・まばたき・姿勢の状

態データと、アンケートによる精神状態との関連性の研究

Itch Tracker そう痒（かゆみ）
Nestle Skin Health

S.A

Apple Watchによる就寝中の掻き時間を計測し、症状に影響す

る因子の探索や、かゆみの評価法や治療法の開発への貢献

Sarcoidosis
サルコイドーシス

（希少疾患）
ペンシルバニア大学

サルコイドーシスを対象とした疫学研究。月一度のアンケート調査

や歩数データなどを解析。疾病に関する情報提供機能も持つ。



ResearchKit活用が拡大する可能性 

医療機関のEHRをiPhoneで参照＆データのDLも可能 
 
提携医療機関 
（2018年1月）12 →（12月）163 
 
個人の同意のもと、API※によって、 
アプリ開発企業は、EHRを活かしたサービスの提供が可能に。 
（既にMedisafeが提供開始） 
 
ResearchKit の活用の幅も広がる 
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出所；Apple公式HP ※Application Programming Interface 

Apple社 

「Health Records on iPhone」 



Science37 「NORA 」 
12 

患者が在宅のまま行える臨床試験・治験プラットフォームを提供。 

必要な資材は自宅に郵送し、モバイルを通したコミュニケーションと必要時には
看護師等による訪問を行う。（通院と組み合わせる試験もある） 

※FDA 21CFR Part11準拠  

出所：Science37 

（Network Oriented Research Assistant ）  

Sanofi、Lilly、Novartis、Genentechなど、多数の製薬企業が提携 



NORAを利用したvirtual clinical trial 

実施企業：AOBiome Therapeutics 

疾患：尋常性痤瘡 

試験概要：Phase2b、プラセボ対照二重盲検ランダム化比較試験 

期間・被験者数：７か月・372名（8,000名スクリーニング） 

Science37「NORA」のビデオチャット、自己撮影、データ収集、電子
同意などの機能を使い、試験の開始から終了まで、Web環境によって
実施された事例。 
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出所：Science37 



Science37で被験者募集された臨床試験概要 

対象疾患 概要 実施方法 

レストレス
レッグス 
症候群 

・若年者（13-17才）を対象 
・パッチ製剤の有効性・安全性検証 
（成人への有効性は確立） 
・６か月間 

・被験薬、スマートフォンを自宅に配送 
・試験施設への通院不要 
・オンラインによる医師との通話 
・看護師の訪問あり 
・近隣開業医にて血液検査や尿検査 

2型 
糖尿病 

・アフリカ系アメリカ人、アジア人、ラテン系
アメリカ人（18才以上）を対象 
・インスリン製剤２剤（承認済） 
・６か月間 

・被験薬、測定デバイス、スマートフォンを自宅に配送 
・自己血糖測定を行い、医師が遠隔でレビュー 
・看護師の訪問あり 
・近隣開業医にて血液検査と尿検査（7回） 

群発頭痛 
・既診断患者（18-65才）を対象 
・皮下注製剤（未承認） 

・スマートフォンを配布し、評価や研究チームとのコミュニ
ケーションに利用 
・診察、アンケート、血液検査、心電図などによって評価 

大うつ病性
障害 

・抗うつ薬を服用中患者（18-65才）
を対象 
・追加の治療は行わない 

・試験用のスマートフォンを提供 
・自宅から参加可能 

酒さ性 
ざ瘡 

・18才以上を対象 
・治療介入なし 

・肌の写真送付とオンライン面談で適格性判断 
・試験施設への１回訪問 
・診察と同意取得、専門家による顔写真撮影 
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出所：政策研ニュースNo.55 「“Virtual” Clinical Trialの普及に向けて」 



測定 

できない 

紙に記録 

病院でのデータ 

家庭でのデータ 

IoTによる取得可能なデータの広がり 
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（例） 
血圧 
脈拍 

心電図 
尿検査 
SpO2 
脳波 

血流量 
血糖値 
体重 

体温、基礎体温 

（例） 
自覚症状 

（痛み・発作など） 

服薬 
運動 

食事・栄養 
アルコール 

喫煙 

（例） 
呼吸 
声 

目の動き 
排泄 

室温・人感 
位置情報 

出所：政策研ニュースNo.49「医療・ヘルスケアにおけるIoT」より作成 

取得頻度向上 

デジタル化・定量化 

測定可能に 

IoTによる 
データ 

 
多様な種類の 

デジタル化された 
データを 

高頻度に 



オンライン診療の概要 
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出所：厚生労働省 平成30年度診療報酬改定説明会(平成30年3月5日開催)資料 



オンライン診療ガイドラインの記載 

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」 

平成30年3月 厚生労働省 
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Ⅳ オンライン診療の実施に当たっての基本理念 
ⅴ 安全性や有効性のエビデンスに基づいた医療 
適切なオンライン診療の普及のためには、その医療上の安全性・必要性・有効 
性が担保される必要があり、医師は安全性や有効性についてのエビデンスに基づ 
いた医療を行うことが求められる。 
また、オンライン診療は、対面診察に比べて、得られる情報が少なくなってし 
まうことから、治験や臨床試験等を経ていない安全性の確立されていない医療を 
提供するべきではない。 



データの精度 

 医療機器承認を取得しているウェアラブルデバイス等も登場 

 コンシューマーデバイスの精度も向上している 
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Stanford大学による研究 

７種類リスト型デバイスと 
       標準的な医療機器を比較 

 

心拍数：６種類が 誤差5%以内 

カロリー消費：全て 誤差20％以上 

Source : 

Anna Shcherbina et al, Journal of Personalized Medicine 2017, 7(2), 3 



ステークホルダー間の協力が必須 

Pharma 

Companies 

Clinicians 

CRO 

Regulators 

Tech 

Companies 

Patients 
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おわりに 

新薬の開発コストが高騰する中、臨床試験における被験者リクルートの
効率化や被験者のリテンションを高める取り組みの重要性は増している。 

 

デジタルテクノロジーを活用した臨床試験の高度化・効率化として、
Web-basedなVirtual Clinical Trialの活用が進みつつある。 

 

デジタルテクノロジーの進化のスピードは非常に速く、固定概念を覆し、 
各社の、社会の、患者の課題を解決できる可能性がある。 

 

協力できる・すべきところは、産官学が連携して取り組みましょう！ 
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医療ヘルスケアのパラダイムシフトに合わせ 
医療に、社会に、持続的に貢献できる産業へ 



ご清聴ありがとうございました 
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