日本製薬医学会 第 12 回年次大会
プログラム・資料集
Program・Handout

2021 年 10 月 29 日（金）、30 日（土）
開催場所・開催形式
リアル参加（日本橋ライフサイエンスハブ）、
LIVE 型 Web 配信、オンデマンド配信

http://www.japhmed.jp/

－ ご挨拶 －
この度、日本製薬医学会第 12 回年次大会を、2021 年 10 月 29 日（金）と 30 日（土）の 2 日間、東京 日
本橋ライフサイエンスハブを会場として開催することとなりました。本年も昨年に引き続き、COVID-19
の状況も鑑み、Web 開催（
「LIVE 型 Web 配信」＋「オンデマンド配信）
」形式での開催と致しました。
日本製薬医学会では、2009 年に一般財団法人への移行後、2010 年よりオープン参加型の年次大会を毎年
開催し、製薬およびその関連企業、アカデミア、規制当局および医療機関/研究機関の第一線で活躍してい
る当学会メンバーや各分野の専門家が参集し、臨床開発、製造販売後の有効性評価・安全性監視、メディ
カルアフェアーズ、製薬医学/医薬品開発教育訓練などに関して活発な議論を行って参りました。
今年の年次大会では、
『製薬医学の新しい様式』をメインテーマに致しました。パンデミックにあっては、
治療薬やワクチン等の開発をはじめ、製薬医学に対する期待は大きなものがあります。医薬品として、正
しい情報に基づき、より安全で、より有効な今までになかった価値を創出していくことは、まさに製薬医
学の本分であり、より良い社会へ貢献することにつながります。また、6 月に行われた「人を対象とする
生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の改訂などの臨床研究領域での規制の変化だけでなく、eConsent
や ePRO 等の新しいデジタルツール、リアルワールドデータのようなビッグデータ等の利活用に代表され
るように、デジタル・トランスフォーメーションの波が押し寄せ、製薬医学においても急速な環境の変化
が起きています。そこで、今回の年次大会では COVID-19 による世界的なパンデミックの経験によって、
With コロナ時代として、どのように製薬医学のあり方が変遷したのか、今何が起きているのかについて、
製薬医学において解決が期待される様々な社会的な課題を俯瞰し、製薬医学の”New Normal”を様々な角
度から討議します。

招待講演には日本医科大学学長の弦間昭彦先生をお招きし、
「薬剤性肺障害と学会主導肺癌レジストリを
用いたリアルワールドデータの活用」についてご講演いただきます。また、基調講演には国立国際医療セ
ンター国際感染症センター長の大曲貴夫先生をお招きし、
「COVID-19 の臨床」と題して、最新の知見につ
いてご講演いただきます。各セッションでは、昨年の年次大会からの継続・進展となる「リアルワールド
データの薬事規制への活用の現状と将来への展望」や「製薬医学の教科書の発刊に向けて」、「製薬医学の
立場から見た新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
」
、
「MSL の価値」、そして「MA 部門が実施するメ
ディカルエデュケーションイベントの意義と実践」や「リスクコミュニケーションの変革と今後の展望」
など、日本製薬医学会だからこそ取り上げる魅力あるセッションを企画しております。
以上のように、今年の年次大会でも、COVID-19 の状況を加味した上で、関連学会をはじめ各分野の専

門家の方々にご参加いただき、活発な議論、意見交換・情報共有の場として魅力ある大会を目指しており
ます。
本大会が、会員ならびにご参加の皆様に満足いただけるよう、大会関係者一同、一丸となって準備を進
めております。多数の皆様のご参加を心からお待ちしております。
2021 年 8 月 6 日
一般財団法人日本製薬医学会
第 12 回年次大会長/理事 松山琴音
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－第 12 回年次大会

プログラム委員会 －

＜プログラム委員（敬称略）＞
•

浜崎

泰成

（MA 部会、グラクソ・スミスクライン株式会社）

•

村上

寛和

（MA 部会、メルクバイオファーマ株式会社）

•

杉谷

利文

（MS 部会、ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社）

•

阿部

一典

（MS 部会、キッセイ薬品工業株式会社）

•

芹生

卓

（教育部会、MS 部会、APCER Life Science、京都薬科大学）

•

内田

一郎

（教育部会、大阪大学大学院薬学研究科）

•

倉垣

千恵

（広報部会、大日本住友製薬株式会社）

•

久我

敦

（関西部会、武田薬品工業株式会社）

•

冨安

美千子

（大会長推薦、日本製薬医学会）

•

川平

岳治

（大会長推薦、協和キリン株式会社）

•
＜プログラムアドバイザー（敬称略）＞
•

小川

俊二

（日本製薬医学会、EP クルーズ株式会社）

•

小居

秀紀

（日本製薬医学会、国立研究開発法人

国立精神・神経医療研究セン

ター）
•

岩本

和也

（日本製薬医学会）

•

西馬

信一

（日本製薬医学会、ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社）

•

中村

太一

（日本製薬医学会、オリンパス株式会社）

＜Graphic Recording（敬称略）＞
•

吉川

観奈
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－ 開催場所・開催形式 －
【リアル参加】

：日本橋ライフサイエンスハブ 8 階

（ただし、COVID-19 への配慮から、最大収容人数は、
「243 名」
（29 日）となります。）
【LIVE 型 Web 配信】
：Zoom・ウェビナー機能による Web 配信となります。
【オンデマンド配信】
：セッション当日の内容を録画し、必要に応じ一部編集の上、学会参加者を対象に、
以下の期間に、オンデマンド配信を行います。
オンデマンド配信期間：2021 年 11 月下旬予定

－ 会場ご案内 －
日本橋ライフサイエンス HUB
東京都中央区日本橋室町 1-5-5
室町ちばぎん三井ビルディング 8 階 （CORED 室町３）
会場 HP

http://www.nihonbashi-lifescience.jp/hub/

アクセス（ http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map01_02_j.html ）
最寄り駅：三越前（東京メトロ）
新日本橋（JR）
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10 月 29 日（金）

13:10～14:10

招待講演
（会場 A）
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招待講演

薬剤性肺障害と学会主導肺癌レジストリを用いたリアルワールドデータの活用
弦間 昭彦
日本医科大学 学長

免疫チェックポイント阻害剤をはじめとする分子標的薬は、がん治療の主流となっており、がん患者の予後の
改善に貢献している。これらの薬剤の適応症は多岐にわたり、さまざまな臓器のがんに適応があり、作用機序も
多様で、副作用も多様である。分子標的薬の種類と副作用の関係をよく理解することが大切である。間質性肺疾
患（ILD）に代表される肺障害は、非典型的な副作用であり、日本人のがん治療における安全管理上の重要な問
題となっているが、これまで個々の薬剤に起因する DILD に関する詳細かつ正確なデータはほとんどなかった。
日本ではファーマコビジランスや全例市販後調査が積極的に行われているため、分子標的薬の種類によって、ILD
に関連する副作用の発生率や予後が異なることが明らかになってきた。しかし、ラパマイシン標的（mTOR）阻
害剤や免疫チェックポイント阻害剤などの薬剤によって誘発される ILD の治療には、別のアプローチが必要であ
る。本講演では、日本における分子標的薬による肺障害の発生状況や日本肺癌学会主導レジストリについて概説
する。
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10 月 29 日（金）

14:20～16:10

＜シンポジウム１（会場 A）＞

リアルワールドデータの薬事規制への活用の現状と
将来への展望
（MS 部会セッション）
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Graphic Recording
対象シンポジウム

－ シンポジウム 1（会場 A） －
Session Coordinator 1 / コーディネーター1

杉谷 利文

Session Coordinator 2 / コーディネーター2
Chair 1 / 座長 1

杉谷 利文

（ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社）

Chair 2 / 座長 2

Session Title / タイトル
日本語

リアルワールドデータの薬事規制への活用の現状と将来への展望

English

Current Status and Future Prospects of the Application of Real World Data to Pharmaceutical Regulations

Abstract / アブストラクト
日本語
製薬医学の分野においても、昨今のビッグデータや IoT（Internet of Things）の技術革新に伴い、Real World Data
（RWD）の利活用の波が押し寄せている。本セッションでは、３人の講演者の方々にそれぞれ、
「医薬品開発における RWD の活用および統計的留意点」
「製造販売後データベース研究における RWD の活用および統計的留意点」
「PMDA における RWD の活用のイニシアティブの紹介」
という演題でご講演頂き, でご講演頂き、 RWD の薬事規制への活用の現状を把握すると共に、パネルディスカッ
ションで３人の講演者の方々に RWD の薬事規制への活用の今後の展望を議論していただく予定である。

English
The field of pharmaceutical medicine is also experiencing a wave of utilization of Real World Data (RWD) with the
recent technological innovation of Big Data and Internet of Things (IoT). In this session, three speakers will
respectively discuss
"The use of RWD in drug development and statistical considerations
"The use of RWD in post-marketing database studies and statistical considerations
"Introduction of PMDA's RWD utilization initiative".
In the panel discussion, the three speakers will discuss the future prospects of the use of RWD in regulatory affairs.
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リアルワールドデータの薬事規制への活用の現状と将来への展望

医薬品開発における RWD の活用および統計的留意点
山本 英晴
中外製薬株式会社バイオメトリクス部 生物統計統括マネジャー

薬品開発において RWD を利活用する場面としては，疫学調査，治験実施計画の作成，治験実施可能性の調査，
患者リクルート，対照群の利用や医療経済評価を含む治療最適化の研究等が考えられる。特に RWD を臨床試験
の外部対照として用いることは臨床開発の効率化にインパクトがあり，ランダム化試験（RCT）が困難な疾患や
小児の開発において極めて有用である。対照群の抽出にあたっては，臨床試験の被験薬群と類似した集団を RWD
から抽出して比較可能性を高めた synthetic control や外部対照群である synthetic control を RCT の同時対照群とと
もに対照群として利用する hybrid control が考えられる。データの利用にあたっては，臨床試験データと RWD と
のマッチングを行い，臨床試験との比較可能性を高める必要があるが，研究デザインでの比較可能性向上への対
処は一般に困難であるため，統計解析時に考慮することが重要となる。
本発表では，電子カルテ等の RWD を用いて承認申請された事例から RWD を利活用する際の統計学的課題につ
いて考察する。
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リアルワールドデータの薬事規制への活用の現状と将来への展望

製造販売後データベース研究における RWD の活用および統計的留意点
弘 新太郎
ファイザーR&D 合同会社統計リサーチ・データサイエンスグループ シニアマネージャ

018 年 4 月に施行された「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等の一部を改正する
省令 (改正 GPSP)」において製造販売後データベース調査が追加され，本邦でもリアルワールドデータ（RWD）
を活用した医薬品の安全性評価の更なる進展が期待される。当該調査のために直接医療機関からデータを収集す
る従来の使用成績調査と異なり，データベース（DB）調査では，診療報酬会計情報や電子カルテなど別目的で
収集されたデータを 2 次利用する。このような DB は、一般的にその規模も大きく、比較対照群や幅広い患者層
のデータを含むなどの利点がある。一方で，研究対象の患者集団や評価指標を DB で規定されたデータ項目から
適切に定義する必要がある。また，妥当性の高い結果を得るためには，観察研究に関する専門知識を駆使する必
要がある。本発表では製造販売後 DB 調査を計画するにあたり，留意すべきポイントを薬剤疫学的な方法論や統
計的な観点から説明する。
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リアルワールドデータの薬事規制への活用の現状と将来への展望

(仮) PMDA における RWD の活用のイニシアティブの紹介
安藤 友紀
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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10 月 29 日（金）

16:20～18:10

＜シンポジウム 2（会場 A）＞

MA 部門が実施するメディカルエデュケーションイベントの
意義と実践
（MA 部会セッション）
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－ シンポジウム 2（会場 A） －
Session Coordinator / コーディネーター

村上 寛和

Chair 1 / 座長 1

西馬 信一（ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社）

Chair 2 / 座長 2

村上 寛和 （メルクバイオファーマ株式会社）

Session Title / タイトル
日本語

MA 部門が実施するメディカルエデュケーションイベントの意義と実践

English

Significance and Practice of Medical Education Events Conducted by MA Division

Abstract / アブストラクト
日本語

現在、日本の多くの製薬会社において Medical Affairs 部門(MA)が設立され、プロモーション活動から独立した Medical
活動において、医療従事者へ貢献する事が期待されている。
MA 部門が実施するメディカルエデュケーション(ME)では医療従事者へ最新の医学的知識をアップデートする機会となること
が理想であるが、Medical 活動においても【医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン】と、【医療用医薬品プ
ロモーションコード】の遵守が必須であり、医療従事者から求められる内容に応えることの難しさがある。欧米で実施される
CME(Continuing Medical Education)とは制度面で大きく異なる。また、営業が実施するイベントとの相違を、医療関係
者に理解頂くことの難しさがある。
今年、PhRMA JAPAN から【Position Paper:製薬企業のメディカルアフェアーズ部門が実施するメディカルエデュケーション
の意義と実践】が発出された。本邦における ME の現状と意義、企画立案方法とその展開方法について解説頂く。さらに今後
の ME 展望や理想像について、ディスカッション頂く。

English
At present, Medical Affairs (MA) is established in many pharmaceutical companies in Japan, and it is expected to
contribute to healthcare professionals in medical activities independent of promotional activities.
In medical education (ME) conducted by the MA Division, it is ideal to provide an opportunity to update the latest
medical knowledge to healthcare professionals. However, compliance with the [Guidelines for Provision of Marketing
Information on Prescription Drugs] and the [Prescription Drug Promotion Code] is also essential in medical activities,
and it is difficult to respond to the contents demanded by healthcare professionals. It is significantly different from
CME (Continuing Medical Education) which is performed in Europe and America in terms of system. In addition, it is
difficult for healthcare professionals to understand the difference from events conducted by Sales.
This year, PhRMA JAPAN issued [Position Paper: Significance and Practice of Medical Education Conducted by
Medical Affairs Department of Pharmaceutical Companies]. This program will focus the current status and
significance of ME in Japan, as well as the planning and development methods. In addition, discuss the future ME
prospects and ideal image.
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MA 部門が実施するメディカルエデュケーションイベントの意義と実践

製薬協 MA 部会「メディカルエデュケーション会合及びメディカルブースの
実施に係る Q&A」
柴 英幸
アストラゼネカ株式会社 ディカル本部メディカルエクセレンス部部長

学会共催セミナーや企業が単独で実施するセミナー・シンポジウム等は、製薬企業の活動において医療
関係者への医学・科学的情報の発信、提供および交流の場として広く認知、活用されており、MA の活
動としてもそのミッションを達成するため、営業部門やマーケティング部門が実施するものとは独立し、
MA 部門が主管となって企画・運営されることがある。また昨今では学会展示場等において MA 部門が
企画・運営するメディカルブースも散見されるようになってきた。
そこで日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 MA 部会（以下、製薬協 MA 部会）では、MA 部門が主管
となって実施する学会セミナー、シンポジウム等を「メディカルエデュケーション会合」とし、メディ
カルブースとともに、製薬企業が適切に企画・運営できるよう、関連する業界ルールや規制を整理・確
認し、実施において留意すべき点を製薬協 MA 部会の成果物として Q&A にまとめ、2021 年 7 月に公表
した。
本講演ではこの Q&A 作成の背景及び概要、今後の課題について述べたい。
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MA 部門が実施するメディカルエデュケーションイベントの意義と実践

製薬企業のメディカルアフェアーズ部門が実施するメディカルエデュケーションの
意義と実践
村田 洋子
ヤンセンファーマ株式会社
メディカルアフェアーズ本部
PhRMA

免疫・感染症・ワクチン部 / 部長

Medical Affairs Committee

Working

Group２

近年の科学技術の革新的な進歩や医療の個別化に伴い,最新の知識・技術の継続的な習得は,医療従事者の個
人的な研鑽のみでは限界があることから,各国で制度として医師生涯教育が運用されている。
昨今,各国の製薬業界においても,医療への貢献のために,各企業が専門性を有する分野を中心とした疾患領域
において,製品のプロモーションを目的とした活動とは別に,メディカルアフェアーズ (MA)部門が医療従事
者へ様々なメディカルエデュケーション(ME)プログラムを提供する機会が増加している。しかしながら,とり
わけ日本においては,それらのプログラムのコンセプトに対する共通の理解や,規制の整備が十分でないなど
の課題も残されている。
今回は,製薬企業の ME を取り巻く環境を整理するとともに,今後,製薬企業の MA 部門が実施する ME のあり
方について提起する。また,日本における ME の更なる発展に向けた課題とその対策についても提示する。
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MA 部門が実施するメディカルエデュケーションイベントの意義と実践

メディカルエデュケーションイベントへの期待

～臨床医の立場から～

横山 みなと
東京医科歯科大学 腎泌尿器外科学

准教授

ales 部門が主催する講演会は最先端の知識のアップデートに有用なイベントである。特に同類の複数の薬剤
があり、その間に明確な違いがない（と思われる）場合には、その薬剤の利点がより伝わるのであれば、臨
床医は薬剤選択をしやすくなる。一方で、実際の医療を行う上で他剤との比較など、中立的かつ多角的な情
報も同等、もしくはそれ以上に重要であり、Medical Affairs 部門が主催するメディカルエデュケーションイ
ベントにはそのような役割が期待される。しかし、そこには各種規制が適応され、他社製品との比較が難し
い、保険診療上適応外での言及が難しいといった点が課題と考えられる。本セッションでは、臨床医から見
たメディカルエデュケーションイベントの問題点を指摘し、規制の中でも何かしらの建設的な提言を行いた
い。個人的には、明らかに科学的に正しい内容は他社薬品との比較や保険適応外であっても含めることがで
きるようになればより有益な講演になると信じる。
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10 月 30（土）

9:40～11:20

＜シンポジウム 3（会場 A）＞

製薬医学の立場から見た新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
（COVID-19 セッション）
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Graphic Recording
対象シンポジウム

－ シンポジウム 3（会場 A） －
Session Coordinator1 / コーディネーター1

久我 敦

Chair 1 / 座長 1

久我 敦

（武田区品工業株式会社）

Session Title / タイトル
日本語

製薬医学の立場から見た新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

English

Novel Coronavirus pandemic from the Perspective of Pharmaceutical Medicine (COVID-19)

Abstract / アブストラクト
日本語

2021 年においても我々は COVID-19 パンデミックに翻弄されたが、残念ながら感染状況において局面が大
きく変化してきている。ワクチンや治療薬開発は、製薬医学として社会に果たした役割が非常に大きい。そこ
で、昨今のワクチン開発、治療薬開発などを通じて、製薬医学がどのような役割を果たし、社会貢献すること
ができたのかについて、最新の研究開発の知見を交えながら、ディスカッションを行っていきたい。

English
In 2021, we are still at the mercy of the COVID-19 pandemic, but unfortunately, the landscape of infection has
changed dramatically. The development of vaccines and therapeutic agents has played a significant role in society
as pharmaceutical medicine. Therefore, we would like to discuss what role pharmaceutical medicine has played and
contributed to society through the recent development of vaccines and therapeutic agents, while incorporating the
latest findings of research and development.
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製薬医学の立場から見た新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

製薬医学の立場から見た新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
ジュリアン亜里紗
武田薬品工業株式会社日本開発センター

2020 年世界中でパンデミックを引き起こした COVID-19 に対峙すべく、武田薬品は 2020 年 4 月に自社の持
つ血漿分画製剤の製造ノウハウを生かした特殊免疫グロブリン製剤開発の開始を発表した。翌 5 月には CoVIg-19
Plasma Alliance を結成し、グローバルヘルスのために世界の血漿分画製剤企業と共に一丸となり開発・製造に
協働で取り組むことを決定した。更に、米国国立衛生研究所（NIH）と提携し NIH 主導の国際共同第三相試験
として 10 月より被験者組み入れを開始した。臨床試験結果は評価項目を達成しなかったものの、緊急の公衆衛
生上のニーズに対処するため、製薬企業が短期間でアライアンス体制を組み国際共同治験を実施した経験は貴重
であり、また将来に起こりうる新たな新興感染症への備えという観点からも重要な取組みであると考える。
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製薬医学の立場から見た新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
）

SARS CoV 2 肺炎 の 治療薬 と し て の バリ シチニブ の 開発 に つい て
石井泰子
株式会社日本イーライリリー研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部
バイオ医薬品（自己免疫領域）

臨床開発医師／医学部長

バリシチニブはヤヌスキナーゼ 1 および 2（JAK1/2）の可逆性選択的阻害薬であり、本邦でも 2017 年に既存治
療で効果不十分な関節リウマチ、2020 年に既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に対して承認された。
SARS-CoV-2 肺炎の重症化に関わるサイトカインストームを伴う過剰な炎症反応が JAK/STAT 経路の阻害で抑制
される可能性があること、また、本剤が英国の BenevolentAI 社による人工知能スクリーニングによって
SARS-CoV-2 感染症の潜在的治療薬候補として同定されたことから、バリシチニブの SARS-CoV-2 感染症に対す
る治療応用が模索され、米国国立アレルギー・感染症研究所主導による医師主導国際共同第Ⅲ相臨床試験である
ACTT-2 試験（ClinicalTrials.gov number, NCT04401579）が実施された。ACTT-2 試験では、日本人 1 人を含む 1033
人の SARS-CoV-2 肺炎による入院患者を対象とした。先行する ACTT-1 試験で有効性が検証されたレムデシビル
を基礎治療として回復までの期間を主要評価項目としてバリシチニブの併用投与の有効性・安全性が検証された。
レムデシビルとの併用下において、バリシチニブ投与群では回復までの期間がプラセボ投与群に比べ中央値で 1
日短く（バリシチニブ群 7 日 v.s.プラセボ群 8 日, 回復率比 1.16［95%CI 1.01-1.32］
、p=0.03）
、特に酸素を必要と
する患者において短縮効果が大きかったことから、本試験を評価試験として本邦で「SARS-CoV-2 による肺炎（た
だし酸素投与を要する患者に限る）」を適応症として承認を取得した。続いて弊社が主導した臨床試験である
COV-BARRIER 試験（ClinicalTrials.gov number, NCT04421027）では日本人 38 人を含む SARS-CoV-2 肺炎による
入院患者 1525 人を対象とし、標準治療との併用下で、バリシチニブ投与の有効性・安全性を評価した。本試験
においては主要評価項目である人工呼吸管理を要する病態まで悪化した患者割合においては有意差が示されな
かった（オッズ比 0.85［95%CI 0.67-1.08］
、p=0.18）ものの副次評価項目である治療開始後 28 日までの死亡率に
おいては対照群に比べバリシチニブ投与群では有意に低かった（バリシチニブ群 8% v.s.プラセボ群 13%、ハザー
ド比 0.57［95%CI 0.41-0.78］
、p=0.0018）
。
また、短期間で治療薬として市場に供するために社内外の協力を得ながら開発を進めた経緯についても紹介する。

Reference：
Kalil, A.C. et al. N Engl J Med 384(9):795-807, 2021
Marconi, V.C. et al. Lancet Respir Med 2021 Aug 31;S2213-2600(21) 00331-3, Online ahead of print.
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するレプリコンワクチンの開発
赤畑 渉
VLP Therapeutics

COVID-19 はいまだに完全な終息は見通せない状況である。一刻も早くより安全で有効なワクチンを開発し、
世界中の人にワクチンがいきわたるよう供給体制を整備することは重要である。現在のワクチン開発では主に新
型コロナウイルスの全長のスパイク蛋白を抗原としている。我々は、スパイク蛋白中の受容体結合領域(RBD)の
みを抗原とすることで、より効率の良いワクチンをデザインした。また、アルファウイルスの RNA ポリメラー
ゼを発現させることによりワクチン抗原をコードした RNA を増やすことができる。そのため、効率的な抗原発
現が可能であり、このレプリコンワクチンは、他の核酸ワクチンに比べ用量が極めて低くなると期待でき、多く
の人に短期間でワクチンを提供できる体制を整えうるものである。今回の発表では、今までの非臨床のデータを
もとにこのレプリコンワクチンの概要について紹介したい。
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10 月 30（土）

11:30～12:30

基調講演
（共催 EP クルーズ株式会社）
（会場 A）
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基調講演

COVID-19 の臨床
大曲 貴夫
国立国際医療研究センター国際感染症センター長

COVID-19 では多くの場合咽頭痛は微熱などの風邪の症状が 1 週間程度続いた後徐々に軽快していく。しかし
一部の肺炎患者は呼吸不全をきたし酸素療法が必要になる。人工呼吸や膜型人工肺による治療必要になる場合も
ある。基礎疾患として高血圧、心血管疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患のある患者群では致命率が高いことが報
告されている。重症化率・致命率は今後ワクチンの普及とともに変化していくと思われる。
COVID-19 の治療として、抗ウイルス薬が用いられている。免疫系統の調整不全が起こって強い炎症が起こるこ
とが知られており、この過程に介入するための治療として免疫調整薬による治療が行われている。また抗体療法
は軽症から中等症Ⅰ程度の患者の重症化の抑制のために用いられている。
当日は COVID-19 の臨床像と治療の内容を解説するとともに、変わりゆく医療体制と今後の見通しについて解説
したい。
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10 月 30（土）

12:40～13:40

共催セミナー1（会場 A）
（共催 アガサ株式会社）
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共催セミナー（アガサ株式会社）

Agatha を用いた、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」への IC を
含む電磁化対応策
鎌倉 千恵美
アガサ株式会社 代表取締役社長

令和３年３月 23 日に、医学系指針とゲノム指針が統合され、新たに「人を対象とする生命科学・医学系研究
に関する倫理指針」
（令和３年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号）が告示されました。
新たな統合指針では、研究者等の基本的責務や研究により得られた結果等の取扱いが変更され、研究計画書に
関する手続きや倫理審査委員会の報告事情に関する要件が新設されています。
更に、インフォームド・コンセント（IC）に対しても、これまで混在していた試料・情報の提供を行う場合と、
提供を受ける場合の手続きを分けて規定されています。加えて、インフォームド・コンセントを受ける際、電磁
的方法を用いることが可能である旨とその際留意すべき事項について新たに明記されました。
本講演では、今回告示された倫理指針への電磁的対応を施すにあたり、研究機関の役割変更 や一括審査等、更
にインフォームド・コンセント（IC）に関する具体的な運用モデルをフランスでの弊社事例を交えてご紹介申し
上げます。
是非、ご聴講賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
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10 月 30（土）

13:50～15:30

＜シンポジウム 4（会場 A）＞

リスクコミュニケーションの変革と今後の展望
（MS 部会セッション）
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－ シンポジウム 4（会場 A） －
Session Coordinator1 / コーディネーター1

阿部 一典 （キッセイ薬品工業株式会社）

Chair 1 / 座長 1

山本 美智子

Chair 2 / 座長 2

青木 文代 （アッヴィ合同会社）

（熊本大学大学院）

Session Title / タイトル
日本語

リスクコミュニケーションの変革と今後の展望

English

Transformation of Risk Communication and Future Prospects

Abstract / アブストラクト
日本語
リスクコミュニケーションは、
「一般的にはリスクに関する情報を専門家内に留めず，一般公衆を含む利害関係者間
において共有し，消費者が健康や安全性等のリスクに関し独立した判断ができるように意図されたコミュニケーシ
ョン」と定義され、医薬品の適正使用を推進するための重要なアプローチである。
2012 年に RMP の導入により，市販後のリスク管理が医療関係者と広く共有され，ICT ツールにより情報を入手し
やすくなり，本年から添付文書が電子化される。各国の迅速承認制度により上市される製品が出始め，従来に比べ
少ない添付文書情報で日本での使用が開始される場面が増えるにあたり，リスクコミュニケーションがより重要に
なる。さらに、新型コロナウイルス感染において社会環境が大きく変わった。リスクコミュニケーションの変革と
今後の展望について討論したい。

English
Risk communication is defined as "the sharing of information about risks among stakeholders, including the
general public, rather than generally within professionals, and is intended to enable consumers to make independent
judgments about health, safety, and other risks" and is an important approach to promoting the appropriate use of
medicines. It is an important approach to promote appropriate use of medicines.
With the introduction of the RMP in 2012, post-marketing risk management has been widely shared with
healthcare professionals, and ICT tools have facilitated access to information. In addition, the introduction of the
RMP will enable post-marketing risk management to be shared widely with medical professionals, and ICT tools will
facilitate access to information. In addition, the social environment has changed significantly with the new
coronavirus infection. We would like to discuss the changes in risk communication and future prospects.

26

リスクコミュニケーションの変革と今後の展望

リスクコミュニケーションの現状とこれから
山本 美智子
熊本大学大学院 生命科学研究部（薬学系） 客員教授

組織や企業は，製品のリスク・ベネフィットおよびサービスに関する有用な情報を提供する責務を負
っている。もしそれが十分でなければ、国民に健康被害が生じ，社会的かつ経済的損失を被ることにな
る。リスクコミュニケーションは、リスク分析における３要件の一つとして、リスク評価、リスク管理
とともに欠くことのできないものである。リスクコミュニケーションの基本は、情報の透明化、エビデ
ンスに基づいた情報、情報の共有化・双方向性であり、これらは利害関係者である患者や消費者の意思
決定の支援にも必要である。
対象者に対し、ヘルスリテラシーを考慮した簡潔でリスクベネフィットバランスの取れたメッセージ
を発し、それが行動変容につながることが求められる。コミュニケーションを改善し有効なものにする
ための評価・検証も必要である。コミュニケーションの送り手は自分の考えが一般常識と考えてしまう、
また，受け手が送り手の意図をくみとってくれると過剰に期待する傾向がある。そのような状況からも
アウトカム評価の実施など、コミュニケーション科学を取り入れたリスクコミュニケーションの推進が
望まれる。
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リスクコミュニケーションの変革と今後の展望

グローバルの観点から、将来の患者向製品情報について考える
松井 理恵
ファイザーR&D 合同会社

グローバルの観点から、将来の患者向製品情報について考える
患者に製品情報を適切に提供することは、昨今、ますます重要となってきている。インターネット上の情報の急
増に伴い、患者自身もインターネットで簡単に製品情報の検索ができるが、正しくない情報や最新でない情報に
アクセスするリスクがある。また、患者向製品情報は、患者に理解できるような記載で情報提供することが必要
で、ヘルスリタラシーの重要性が注目されてきた。デジタル技術を活用して製品情報を提供することが、世界中
で議論され始めている。日本では、医師向添付文書が、欧米に先駆け、本年 8 月に添付文書の電子化が施行され
た。一方、ヨーロッパでは、患者向製品情報（添付文書）についても、EMA が Electronic product information for human
medicines in the EU: key principles）を 2020 年 1 月に発出し、検討が始まっている。本プレゼンテーションでは、
日米欧の患者向添付文書の概要を比較し、世界における添付文書の電子化のイニチアティブを患者への情報提供
の観点から議論する。そして、新型コロナ感染症のワクチンを例にとり、今後の情報提供のあり方を考える。
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リスクコミュニケーションの変革と今後の展望

薬局薬剤師が持つべきリスクコミュニケーション
狭間 研至
ファルメディコ株式会社 代表取締役社長

薬剤師の業界では、患者に医師の処方意図通りに服用してもらおうという「コンプライアンス」という言葉が
一般的であった。ただ、医療者患者関係の変化もあり、患者が主体性を持って薬物治療に取り組むという「アド
ヒアランス」
、さらに、患者が疾患の概念や治療方針を理解し、薬剤師と共に疾病管理に参画するという「コン
コーダンス」という概念が提唱されている。これらの考え方の変遷の中で、薬剤師は、単に薬の説明をして終わ
りではなく、その後の状況や情報を共有しながら治療に当たるようになってきたが、これは、令和 2 年に施行さ
れた改正医薬品医療機器等法では、薬剤師に服用後の継続的なフォローを義務づけたことと一致している。
ICT や機器の発達により、服用後のフォローを遠隔で薬剤師が行えるようになった現在、より安全かつ効果的な
薬物治療の実現に向けて、薬局・薬剤師が持つべきリスクコミュニケーションについて考えてみたい。
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リスクコミュニケーションの変革と今後の展望

医薬品リスクコミュニケーンに関する行政の取組み
松永 雄亮
独立行政法人

医薬品医療機器総合機構 医薬品安全対策第一部

リスクコミュニケーションについては、例えば、全米科学評議会（1989 年）の定義によると「an interactive process
of exchange of information and opinion among individuals, groups, and institutions」とされている。また、医薬品に関
連したものとしては、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）では、「主として、行
政や製薬企業が、患者や医薬関係者に対し、医薬品の安全性や適正使用に係る情報等をわかりやすい内容、入手
しやすい手段により提供すること。なお、患者から医薬品に関する副作用等の問題を厚生労働省・総合機構に報
告し、安全対策に活用できるようにすること等の双方向の取組や、関係者間の情報共有に係る各種取組を含む」
と解説されている。したがって、リスクコミュニケーションとしては、双方向の仕組みが要求されている。本演
題では、この点や国内外の行政機関の取組み等も踏まえ、厚生労働省や PMDA で行っているリスクコミュニケ
ーションの現状や課題について考えたい。
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10 月 30 日（土）

15:40～17:20

＜シンポジウム 5（会場 A）＞

HPV ワクチンセッション
（大会長企画セッション）
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－ シンポジウム 5（会場 A） －
Session Coordinator / コーディネーター

倉垣 千恵

Chair 1 / 座長 1

藤原 恵一 （埼玉医科大学国際医療センター）

Session Title / タイトル
日本語

HPV ワクチンセッション

English

HPV Vaccine session

Abstract / アブストラクト
日本語
子宮頸がんは、HPV（ヒトパピローマウイルス）ワクチンおよびがん検診による一次・二次予防により、そのほとんどが予
防可能であり、HPV ワクチン接種は世界中で広まってきている。しかし、2013 年 6 月以降、HPV ワクチンは厚生労働省によ
る積極的勧奨の一時差し控えによって停止状態が続いている。現在、本邦の若年者を中心に子宮頸がんが増加しており、
生まれ年度による将来の子宮頸がん罹患リスクが大きく異なる不合理が生じているため、厚労省の積極的勧奨の一刻も早
い再開に加え、検診とワクチン接種の推進には更なる工夫を要する。
本セッションでは、本領域の研究を牽引する婦人科医師が登壇し、子宮頸がんと HPV の概説と海外の関連データの供覧
とともに、本邦における子宮頸がんの動向に関する調査結果とワクチン再普及に向けた課題解決のための提言を示し、本
邦での子宮頸がん予防の実効性向上に向け、様々な観点から討議する。

English
Cervical cancer is mostly preventable through primary and secondary prevention with HPV (human papilloma
virus) vaccines and cancer screening, and HPV vaccination is becoming more widespread around the world.
However, since June 2013, Japan's Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) has suspended its
recommendation for routine HPV immunization. After that, cervical cancer is increasing mainly among young people
in Japan, and suspended active recommendation of HPV vaccination has caused unreasonable risks of cervical
cancer in the future depending on the HPV vaccination hiatus according to birth year.
Therefore, it is strongly required to resume HPV vaccination and further countermeasures are necessary to
promote cancer screening and HPV vaccination. In this session, gynecologists who are leading this area, will show
the trend of cervical cancer and current situation of HPV vaccination in Japan, with a lecture of cervical cancer and
HPV including current relevant data from other countries, and will provide countermeasures toward predictable
challenges after resumption of HPV vaccination, for enhancement of cancer screening, followed by discussion from
variety points of view on this topic.
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HPV ワクチン

子宮頸がんと HPV 概論－世界と日本における子宮頸がん予防の情勢―
宮城 悦子
横浜市立大学医学部 産婦人科学 教授

先進各国は HPV ワクチン接種を強く推し進め、男女の区別のない HPV ワクチン接種や若年者への 2 回接種へ
のプログラム変更などを進めている。最近、HPV ワクチン効果による浸潤子宮頸がん減少が、スウェーデンの疫
学研究として示されたことで、世界は、WHO が掲げる 90％の女子が 15 歳までに HPV ワクチン接種を行うこと
を前提とした子宮頸がんの排除（elimination）を推し進めると予想される。日本では、2013 年の HPV ワクチン定
期接種の積極的勧奨の差し控えの通知以後、定期接種がほぼ停止状態であったが、2021 年 10 月厚生労働省の副
反応検討部会での議論で大きく前進した。また、子宮頸がん検診に HPV 検査を取り入れるべきか、その場合の
手法についての検討も進められている。国際的流れから大きく遅れてしまった日本の子宮頸がん予防の推進には、
行政・医療・教育・研究関係者・メディアなど多職種間のリスクコミュニケーションの課題を克服していく必要
がある。
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HPV ワクチン

HPV ワクチンの勧奨差し控えによる子宮頸がんリスクの上昇～ワクチン再普及に向けての
課題と対策提言～
上田 豊
大阪大学大学院医学系研究科

産科学婦人科学 講師

2013 年 6 月以降、HPV ワクチンは厚生労働省（以下、厚労省）による積極的勧奨の一時差し控えによって停
止状態が続いている。これにより、生まれ年度によって接種率が大きく異なり、接種がなされなかった生まれ年
度の女子においては HPV 感染リスクが高くなり、将来の子宮頸がんの発症リスクが高くなることが我々の過去
の研究結果から示されている。HPV 感染と子宮頸がん発症のリスク軽減のためには HPV ワクチンの接種が重要
であり、厚労省の積極的勧奨の一刻も早い再開に加え、1) HPV ワクチンの積極的勧奨一時差し控えによる子宮頸
がん罹患リスク上昇の軽減、２）HPV ワクチンの再普及、が課題となることを示し、これらを解決するための提
言をまとめた。積極的勧奨再開時にこれらの対策をとることで、子宮頸がん発症率の減少と、日本の女性の健康
が守られることが期待される。
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10 月 30 日（土）

9:40～11:20

＜シンポジウム 6（会場 B）＞

MSL の価値 - 現状とその先へ
（MA 部会セッション）
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－ シンポジウム 6（会場 B） －
Session Coordinator 1 / コーディネーター1

浜崎 泰成

Chair 1 / 座長 1

内田 一郎 （大阪大学大学院）

Chair 2 / 座長 2

浜崎 泰成 （グラクソ・スミスクライン株式会社）

Session Title / タイトル
日本語

MSL の価値 - 現状とその先へ

English

A value of MSL ; The present position and beyond

Abstract / アブストラクト
日本語
医薬品の市販後のエビデンス構築や、疾患・治療領域の高度な医学的・科学的情報の提供等を行う職種としてメ
ディカル・サイエンス・リエゾン（Medical Science Liaison : MSL）が日本でも浸透してきている。本セッション
で報告される直近の企業アンケート調査と社外医科学専門家へのアンケート調査からも MSL が既に企業内で組織
的・機能的に確立されており、その役割が社内外で一定の認知を得ていることが分かる。こうした調査結果は MSL
が既に製薬会社において必須の機能となっていることを示唆していると言える。ここを出発点として、MSL が社外医
科学専門家とより対等な立場で科学的交流を行い、エビデンス構築、Launch Excellence や Medical Strategy、そ
して医療上の課題の解決により貢献するために、何が課題でどのように前に進んでいくべきなのかをパネリストと
共に考えてみたい。

English
A function of Medical Affairs and Medical Science Liaison (MSL) has been established gradually since 2000’s in
Japan. MSL role which contributes evidence generation and provide advanced medical and scientific information
behind their medicines to healthcare professionals is crucial for recent pharmaceutical industry and will be more
important next couple of years. This session aims to understand a gap between ideal state and current situation
through 2 presentations of survey results about MSL role, organization, and activities. Two surveys show MSL
function has been established and MSL role are well known by internal stakeholders and external healthcare
professionals. These results suggest that MSL function has been already essential in pharmaceutical companies.
However, there are still some gaps. MSL should exchange science each other with external experts as more peer to
peer manner. We would like to discuss about how we can contribute Evidence Generation, Launch Excellence,
Medical Strategy, and solution to unmet medical needs, as an advanced MSL.

36

MSL の価値 - 現状とその先へ

製薬企業におけるメディカル・サイエンス・リエゾンの実態に関する調査
調査結果と考察～

～2021 年度

森次 幸男
MSD 株式会社

メディカルアフェアーズ

日本製薬医学会 MA 部会では「製薬企業におけるメディカル・サイエンス・リエゾンに関する調査」
を隔年で実施しており、6 回目となった 2021 年調査結果について、新たな知見を踏まえて報告する。
主要評価項目は、組織構造、活動、KPI、医療貢献の指標について明らかにすることし、副次的評価
項目は、内資/外資・癌疾患領域 MSL 有無による相違、COVID-19 による影響等について単純集計のみな
らず設問に応じて比較/相関・関連性を示すこととした。
本調査において製薬会社 43 社（内資 26 社/外資 17 社）から回答を得ることができた。ご協力いただ
いた皆様方に改めて御礼申し上げる。
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MSL の価値 - 現状とその先へ

社外医科学専門家から見た本邦メディカルアフェアーズ活動の実態および要望に
関するアンケート調査
清水 豊
持田製薬株式会社 メディカルアフェアーズ部 主席

メディカルアフェアーズ（MA）活動において社外医科学専門家（KEE、TL、STL 等の名称を用いる企
業もある）との関わりは必須であり、具体的な活動として面会等による医学・科学的交流、メディカルア
ドバイザリーボード会議、講演会、セミナー、研究会、研究支援等多岐に渡っている。これらの MA 活
動は信頼性・透明性・客観性を確保するため、関連する規制や社内規定等を遵守し、適切に行うことが必
要である。本邦において、社外医科学専門家に対する MA 活動の実態について、製薬企業に対する調査
報告はあるが、 社外医科学専門家から見た MA 活動についての報告はほとんどなかった。日本製薬工業
協会・MA 部会では、MA 活動に関する実態、理解度、期待度、課題を把握することを目的とし、国内社
外医科学専門家に対し MA 活動に関するアンケート調査を実施した。本講演では今回の調査により見え
てきた、社外医科学専門家から見た MA 活動の実態および要望について紹介する。
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MSL の価値 - 現状とその先へ

日本製薬医学会 MSL 制度認証事業 認証基準改訂
八木 正典
武田薬品工業株式会社 ジャパンメディカルオフィス
日本製薬医学会では、メディカルサイエンスリエゾン（MSL）の活動が営業の販売促進（プロモーショ
ン）とは異なる位置づけにあることを明確にし、高い医学・科学性をもとに医療の発展に資することを確
実にするために、製薬企業の社内 MSL 認定制度に対する第三者認証機関としての活動を行っている。
初版の認証基準が作成された 2014 年 12 月以降、臨床研究法や医療用医薬品の販売情報提供活動に関す
るガイドラインなどの新たな法規制やガイドラインも発出されており、この数年の日本におけるメディカ
ルアフェアーズを取り巻く環境の変化や実情を鑑み、認証基準委員会において認証評価項目及び記載の見
直しを行った。
本発表では、本年公表した改訂版の認証基準について改訂のポイントを紹介する。
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10 月 30 日(土)

12:40～13:40

＜シンポジウム 7（会場 B）＞

アジア各国における製薬医学のベストプラクティス
（IFAPP Asian Meeting）
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－ シンポジウム 7（会場 B） －
Session Coordinator / コーディネーター

松山 琴音

Chair 1 / 座長 1

今村 恭子 （東京大学大学院薬学系研究科）

Chair 2 / 座長 2

松山 琴音 （日本医科大学医療管理学）

Session Title / タイトル
日本語

アジア各国における製薬医学の課題と各国における取り組み（国際製薬医学会 IFAPP Asian Meeting）

English

Challenges of Pharmaceutical Medicine in Asian Countries and Efforts in National Member Association of
IFAPP (IFAPP Asian meeting)

Abstract / アブストラクト
日本語
アジア各国における製薬医学の課題について、各国の代表から発表いただく。ディスカッションテーマとしては
以下を予定している
・各国の製薬医学に関する背景と問題点
・各国の製薬医学会に関する取り組みの紹介
・COVID-19 に対する現状
本セッションは国際製薬医学会のアジア大会として位置付けられている。

English
Representatives from each country will give presentations on issues related to pharmaceutical medicine in Asian
countries. The following discussion topics are planned.
Topics:
• Background and issues related to pharmaceutical medicine in each country
• Introduction of activities related to pharmaceutical medical societies in each country
• Current status on COVID-19
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アジア各国における製薬医学の課題と各国における取り組み (IFAPP Asian Meeting)

日本における製薬医学のベストプラクティス
松山 琴音
日本医科大学医療管理学 特任教授

1975 年に発足した NPO 法人 IFAPP(International Federation of Associations of Pharmaceutical Physicians
& Pharmaceutical Medicine: 国際製薬医学会)は，約 30 カ国に支部組織を持つ約 7 千人の会員から成る国
際的な連合体であり、日本製薬医学会(JAPhMed)は IFAPP の設立当初からのメンバーです。本セッション
は IFAPP のアジア地域会議です。アジアに nMA（National Member Association）を持つ国、すなわち、日
本、韓国、フィリピン、シンガポールの製薬医学に関して、最新の話題や課題に焦点を当てたセッション
です。
本年 6 月に IFAPP 理事会メンバーが更新されましたので、新しい IFAPP 役員会と新設されたワーキン
ググループを紹介し、アジア諸国の現状を踏まえた上で、他の IFAPP nMA とのディスカッションを実施
します。
Agenda:
1) 新役員会および IFAPP 全般の紹介 (Dr. Marco Romano, IFAPP President)
2) NMA が利用できる資料：IFAPP TODAY、各国の COVID-19 の状況に関するウェビナーなど
3) IFAPP への期待（アジアの NMA/Individual Affiliates からの参加者）
4) ディスカッション
5) その他の議論のための提案
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10 月 30 日（土）

13:50～15:30

＜シンポジウム 8（会場 B）＞

製薬医学の教科書の発刊に向けて
（教育部会セッション）
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－ シンポジウム 8（会場 B） －
Session Coordinator / コーディネーター1

内田 一郎

Session Coordinator / コーディネーター2

芹生 卓

Chair 1 / 座長 1

芹生 卓（APCER Life Science、京都薬科大学）

Chair 2 / 座長 2

内田 一郎 （大阪大学大学院）

Session Title / タイトル
日本語

製薬医学の教科書の発刊に向けて

English

Toward the publication of the textbook of Pharmaceutical Medicine

Abstract / アブストラクト
日本語
近年、ビッグデータ、AI、IoT、ICT、RPA 等のデジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織、業務、企業文化・風土等を
抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていく「デジタルトランスフォーメーション（DX）」が進んでいる。
ファーマコビジランスは、医薬品の安全性を監視し、リスク最小化策を通して医薬品の適正使用を推進する重要な活動であ
るが、収集されるデータ量の増加、ビッグデータの活用など、業務は複雑化し、デジタル技術の活用も検討されている。
本セッションでは、デジタル技術の活用を通したファーマコビジランスのデジタルトランスフォーメーションの可能性につい
て議論したい。

English
In recent years, "digital transformation (DX)" has been advancing, in which digital technologies such as big data, AI,
IoT, ICT, and RPA are used to fundamentally transform business models, organizations, operations, and corporate
culture and climate, leading to new growth and enhanced competitiveness.
Pharmacovigilance is an important activity to monitor the safety of drugs and promote their proper use through risk
minimization measures.
In this session, we would like to discuss the possibility of digital transformation of pharmacovigilance through the use
of digital technology.
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製薬医学の教科書の発刊に向けて

今、なぜ製薬医学の教科書が必要なのか？
内田 一郎
大阪大学大学院薬学研究科

製薬医学は、主にイギリスで発展し、医師の専門分野(specialty)として確立しているが、創薬から始まる医薬
品開発から上市後の安全性や市販後活動まで含む総合的な知識を学んでいく学問である。近年、我が国でも、臨
床医や大学などの研究者がその専門性を活かして製薬企業で新しいキャリアを進む機会が以前より多くなって
きている。特に、医薬品開発やメディカルアフェアーズのような市販後活動に関わって行く場合が多いが、大学
教育や医療機関で製薬医学あるいは製薬企業での必要な知識（医薬品開発、安全性、薬事など）を学ぶ機会はほ
とんどない。そこで、製薬企業、規制当局、アカデミアなどで製薬医学に関わって行く初学者のために、日本製
薬医学会のメンバーが中心となって、我が国で初めての製薬医学の教科書を作成し、発刊予定であるので紹介す
る。
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製薬医学の教科書の発刊に向けて

製薬企業が社内医師に何を求めているか？−医師が製薬企業内で活躍するために
知っておくべきこと
西馬 信一
ブリストル・マイヤーズ・スクイブ株式会社

医師は医学部を卒業後に各領域で研鑽を積み、臨床医あるいは研究者として活躍していることが多いが、
製薬企業におけるニーズもあり、製薬企業でのキャリアを選択する医師が増加している。製薬企業におい
て医師が担う主な役割として、開発、メディカル、安全性が挙げられ、これらの部門で企業医師としてキ
ャリアをスタートすることが多い。医師はその臨床経験、研究経験から企業においても大きな役割を担う
ことが期待されるが、うまく企業に適応することもあれば、適応がうまくいかないことがある。私自身、
製薬企業の開発部門、メディカル部門、安全性部門のマネージャーとして、数多くの医師を採用やその上
司として仕事をしてきましたが、医師が製薬企業で活躍するために必要な知識、経験、スキル、リーダー
シップについて個人的な経験も踏まえ、私の考えを発表します。いくつか具体例を示しつつ、参加者の皆
様と議論をさせて頂きたいと思います。
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製薬医学の教科書の発刊に向けて

新たに製薬企業の MA 部で活躍するために必要な知識・能力・ソフトスキルについて
安藤 博司
ジェンマブ株式会社

製薬医学への期待が高まる中、アカデミアや企業の研究者がメディカルアフェアーズ（MA）部で活躍する
機会が増えています。一方で、日本における MA 部の活動は、その形態・役割が各製薬会社で大きく異なり、戸
惑うことも多いと感じています。本演題では、私自身の経験も踏まえて、研究出身の皆さんが MA 部で活躍する
ために必要な強みと、キャリア形成に役立つ知識・能力・ソフトスキルについて、製薬企業の MSL マネージャ
ーとしての立場から発表させていただきます。キャリア形成においては、ソフトスキルとハードスキルの融合が
重要ですが、その過程で、今回発刊される製薬医学の教科書は大変役立ちます。具体例を交えつつ、分野横断的
学問としての製薬医学の重要性について改めて皆さんと確認したいと思います。
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製薬医学の教科書の発刊に向けて）

医師・研究者に必要な知識とスキル―製薬企業でのキャリアを伸ばすために
中鉢知子/玉田寛
DDCP（医薬品開発能力促進機構）

企業勤務経験がない医師・研究者が製薬企業で専門性を活かして活躍していくには、まずは幅広い製薬医学の
知識の習得とそれを活用するスキルが基礎となる。しかしマトリックス組織で多数のステークホルダーとの協業
が必要となる製薬企業では、テクニカルな専門性に加えて、トレードオフがあるなかで意思決定を行う戦略立案
スキル、組織内で影響力を発揮するオーガニゼーションスキル、さらには背景の異なる他者を巻き込むリーダー
シップが必要である。DDCP では医師が製薬企業に入る前後のトレーニングニーズを調査中である。近年、製薬
企業に入る医師が増えてきているが、医師のニーズが高いメディカルアフェアーズに配属される場合が多くある。
しかし、入社してすぐにメディカルアフェアーズに配属となった医師の中には、組織の中での自らの役割と業務
内容を不明確に感じ、開発などほかの部署に異動を希望する者が多いように見受けられる。これはメディカルア
フェアーズが開発や PV とは違い、規制等に起因する明確なプロセスを持たず、多岐にわたる自由度が高い業務
を網羅し、複雑な現状の中から文脈を読み解いて戦略を構築する能力が要求されるものの、その中での医師の役
割と必要とされるスキルが明示的に示されていない事に起因すると考えられる。医師が、特にメディカルアフェ
アーズに配属された医師が活躍していくためには、基礎的な製薬医学の知識とスキルに加えて、戦略構築スキル、
オーガニゼーションスキル、リーダシップスキルを入社後早い時期に習得することが必要と考えている。本発表
では上記アンケート調査結果を発表し、考察を加える。
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10 月 30 日（土）

15:40～17:20

＜シンポジウム 9（会場 B）＞

臨床研究セッション
（大会長企画セッション）
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－ シンポジウム 9（会場 B） －
Session Coordinator / コーディネーター1

松山 琴音

Chair 1 / 座長 1

冨安 美千子（日本製薬医学会）

Chair 2 / 座長 2

川平 岳治 （協和キリン株式会社）

Session Title / タイトル
日本語

製薬医学における臨床研究の今

English

Current Status on Clinical Research in Pharmaceutical Medicine

Abstract / アブストラクト
日本語
ディオバンをはじめとする一連の不適切事案を経て、製薬医学における臨床研究のあり方も大きく変わってきた。
2018 年に臨床研究法が施行され、現在見直しに関する議論が進んでいる。また、本年 6 月には新たに「人を対象と
する生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が施行され、新たに eConsent の導入、法制化された個人情報保護に
伴う適切な個人情報管理のあり方、研究におけるデータの信頼性確保に関わる品質管理や一括審査の推進による倫
理審査のあり方などに、大きな変革があった。本セッションでは、製薬医学が直面する臨床研究に関するトピック
を概観し、より良い製薬医学における臨床研究のあり方、そして我々が目指すべき産官学患者のあり方についてデ
ィスカッションを行う。

English
After a series of inappropriate cases including Diovan, the nature of clinical research in pharmaceutical medicine has
changed drastically: the Clinical Research Law was enacted in 2018, and discussions on its review are currently
underway. In June of this year, the new "Ethical Guidelines for Life Science and Medical Research Involving Human
Subjects" came into effect, and major changes have been made in the introduction of eConsent, the appropriate
management of personal information in accordance with the legislated protection of personal information, quality
control to ensure the reliability of data in research, and the nature of ethical review through the promotion of
collective review. In this session, we will discuss how pharmaceutical medicine is changing. In this session, we will
review the topics related to clinical research that pharmaceutical medicine is facing, and discuss how to improve
clinical research in pharmaceutical medicine and how we should aim for industry-government-academia-patient
relationship.
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製薬医学における臨床研究の今
松山 琴音
日本医科大学医療管理学 特任教授

ディオバンをはじめとする一連の不適切事案を経て、製薬医学における臨床研究のあり方も大きく変わって
きた。2018 年に臨床研究法が施行され、現在見直しに関する議論が進んでいる。また、本年 6 月には新たに「人
を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が施行され、新たに eConsent の導入、法制化された個人
情報保護に伴う適切な個人情報管理のあり方、研究におけるデータの信頼性確保に関わる品質管理や一括審査の
推進による倫理審査のあり方などに、大きな変革があった。本セッションでは、製薬医学が直面する臨床研究に
関するトピックを概観し、より良い製薬医学における臨床研究のあり方、そして我々が目指すべき産官学患者の
あり方についてディスカッションを行う。
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