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Beyond the Pill
健康・医療の課題解決へ挑む
医薬品ビジネスのパラダイムシフト
Beyond the Pill。旧来型の医薬品ビジネスの枠を超える新たなビジネ
スモデルの構築―。情報通信技術（ICT）の進化がもたらす第 4 次産業革命
のうねりが医薬品産業にも押し寄せている。
「Beyond the Pill」は、ICT の健康・医療分野への活用を意味するデジ
タルヘルスケア領域への取り組みを製薬企業各社が加速させる中で浮か
び上がるキーワードだ。
創薬・開発から製造、販売・マーケティングといった一連のバリュー
チェーンの業務効率化はいわば旧来型事業の枠内での技術革新でありコス
ト削減だが、
「Beyond the Pill」には医薬品を包含しつつ、健康・医療に
関わるより広範な課題解決に製薬企業として積極的に関与していくとの意
図が込められている。各社の担当者の口から「医薬品の提供以上の価値の
創造」との言葉が何度も聞かれた。
製薬各社のデジタルヘルスケア領域へのアプローチはさまざま。IBM や
グーグルなど IT 企業との提携策を軸に展開する企業から、同領域のベン
チャーなどによるスタートアップ支援、地域医療における連携ネットワー
クへの参画等々多岐にわたるが、その一方で共通しているのが生活習慣病
やがん、認知症などの医療課題解決をターゲットに据えていることだ。生
活習慣病をはじめとした特定の疾患について、人工知能と身体計測・観測
技術を結び付けて、診断から治療までサポートするという試みもいくつか
の企業が着手している。そこには健康寿命の延伸といった国家的政策課題
に、企業としてどう貢献するかというスタンスがうかがえる。
こうした重要な医療課題を解決するツールの開発はそれ自体が収益事業
として成立するとともに、薬物治療の機会拡大による売り上げ増や臨床研
究の効率化も期待できる。
「既存の医薬品事業の基盤を強化しつつ、より
広範な医療・健康ニーズに応える事業価値を創出する」との狙いが浮かび
上がる。
とはいえ今のところ、新たなビジネスモデルの姿は霧に包まれている。
各社とも暗中模索、試行錯誤の段階にとどまっているというのが率直な印
象だ。果たしてデジタルヘルスケアの進展が医薬品ビジネスのパラダイム
シフトをもたらすことになるのか。製薬各社の取り組みの現状を追った。
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各社
の

取り組み

エーザイ株式会社

認知症と共生する
社会基盤構築を目指す
医薬品の枠を超えた
ソリューション提供へ
hhcソリューション本部長・田氏

エーザイ株式会社のデジタルヘルスケアに関する取り組みは、認知症への対応を軸に進められて
いる。2017 年４月、前年設置した「認知症ソリューション本部」を「hhc ソリューション本部」へと
改称。同本部を司令塔として、「医薬品を届けるだけでは解決できない課題に取り組む」
（hhc ソ
リューション本部・田芳郎本部長）との基本的な考え方の下、同社が 20 年以上前から進めてきた「病
気になっても安心して暮らせるまちづくり」活動として自治体や地域医師会に多職種連携のスムー
ズな運営に関するコンサルティングやデジタルツールなどの提供に取り組んでいる。認知症領域の
パイオニア企業として「認知症と共生する社会基盤整備への貢献」
（田氏）を事業目標に据え、蓄積し
てきた実績を生かして、医療から介護にわたるさまざまな課題の解決を目指す。

認知症連携協定など
国内 100 カ所以上で締結
hhc ソリューション本部の陣容は約 20 人で、

ソリューションツールの
普及活動も開始
一方、現場が抱える課題を解決するソリュー

自治体との認知症連携協定など地域活動に対応

ションツールの第 1 弾として 16 年に提供開始し

する部門に 10 人、ソリューション提供に用いる

たのが地域における多職種連携を支援するクラ

各種ツールの開発、販売、普及に取り組む企画

ウドサービス「ひかりワンチーム」だ。NTT アイ

推進部が 10 人という構成だ。

ティ、NTT 東日本、エーザイの３社の共同によ

エーザイは 1995 年から疾患啓発、多職種連携

る多職種連携事業で、NTT アイティが提供する

など国内で 500 例以上に及ぶ「まちづくり」活動

サービス「ひかりワンチーム SP」では、NTT 東

を進め、2008 年からは認知症連携協定締結によ

日本は最適な通信サービスの提供、エーザイは

る「認知症と共生するまちづくり」に取り組んで

サービスの紹介、症例検討会のアレンジなどの

きた。横浜市と結んだ認知症連携協定をはじめ

「ワンチームコーディネーション活動」を担当す

として各自治体と連携した事業は、
「国内 100 カ
所以上で締結されている」
（田氏）という。

る（次ページ図）。
提供料金は初期費用 5000 円、1 登録患者につ

具体的な地域活動の内容は、それぞれの地域

き月額 500 円の設定だが、売り上げは全て NTT

で認知症ケアに関する多職種連携をスムーズに

アイティが受け取り、エーザイの売り上げ計上

進めるための会合の設営や人的ネットワーク構

はない。現在の普及状況については、
「詳細は明

築支援などいわゆるコンサルテーション業務

らかにできないが、パイロットシステムのトラ

で、10 人のスタッフが全国を飛び回る。各自治

イアルを実施した東京都品川区など全国 16 地

体が補助金等によって実施する医療・介護の多

区のうち 8 割で採用されている」
（同本部）とし

職種連携に関わる事業を受託することで収益を

ている。

得るビジネスモデルだが、売り上げ規模などに
ついては開示していない。
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取り組み

エーザイ株式会社

図

ソリューション提供に用いるツール

（エーザイ資料より）

服薬支援機器や
認知症患者の外出支援も

ではないが、てんかん患者と家族をサポートす
るスマートフォンアプリ「EMILY」を 16 年 9 月
から提供開始した。SOS 機能やコミュニケー

在宅での服薬アドヒアランス向上を支援する

ション機能を搭載した無料アプリによって、発

ツールとして 17 年 1 月に販売開始したのが服薬

作などの緊急時に家族などにボタン一つで通知

支援機器「e お薬さん」だ。1 日 4 回、1 週間分の

でき、服薬や発作の記録による医師への正確な

薬剤を入れた 28 個のお薬ケースを収納し、タイ

情報伝達が可能になるというもの。アプリのダ

マー設定でお薬ケースがトレーに乗って押し出

ウ ン ロ ー ド 数 は 6 月 末 時 点 で、iOS が 2036、

され音声案内により服薬をサポートする。お薬

Android が 244。同社は、16 年の抗てんかん剤

ケースが取り出されるとクラウドを経由して家

「フィコンパ」
（一般名＝ペランパネル）を発売す

族や薬剤師も情報を共有できる「見守り支援機

るなど、同領域の製品ラインを強化している。

能」も装備している。販売価格は 8 万 5000 円（税
抜き）だ。

10 年計画で収益事業に

認知症患者の外出を支援するお出かけ支援
ツール「Me-MAMORIO」も 9 月 13 日から発売し

同本部は、自治体へのコンサルテーションや

た。認知症患者がタグを携帯することで介護者

連携コーディネート活動に係る補助金等の収入

が自宅の出入りをスマホで確認することや、ア

と各種ツールの売り上げによる事業収益拡大を

プリを活用した行く先不明時の捜索を可能にす

目指す。ただ、現状の売り上げ規模や見通しに

る機能を搭載する。このほか、食品腐敗や衛生

ついては明らかにしておらず、事業の内容も「ひ

環境、ガス漏れ、火災といった日常の安全に関

かりワンチーム SP」のように全く売り上げにつ

わる嗅覚の識別テスト「UPSIT series（アップ

ながらない活動もある。

シットシリーズ）」を 17 年 4 月に保険薬局、自治

同本部が掲げる「認知症と共生できる社会基

体向けに発売した。「ポケット嗅覚識別テスト」

盤の整備」を企業の収益事業にどう落とし込ん

の販売名で価格は 1 万円 /10 枚入り、4 万 9000 円

でいくか。16 年からの 10 年計画の下でスタート

/50 枚入りとなっている。

した同本部は、「まちづくり」と各種ツールの提

デジタルヘルスケア関連では、同本部の所管

供によって新たな事業の開拓に取り組む。
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NDB データ活用した処方分析サービス

簡単、低価格なクラウドサービス「 ViVD（ビブド）－NDB」

渡辺幸男氏

TIS インテックグループで医薬品開発の受託（CRO）と製薬企業の営業・マーケ
ティング業務の受託（CSO）事業を展開する AC メディカルは、厚生労働省が公開
している NDB オープンデータに収録されている薬剤データを基に、医療用医薬品
の処方数を簡単に検索・閲覧・比較できる国内初のクラウドサービス「ViVD（ビ
ブド）– NDB」を 2017 年春にリリースした。
同社は、グループ企業が有する高度な IT 技術の強みも生かして、製薬企業の
マーケティングから開発業務にわたるルーチン業務を強力にサポートする事業を
展開している。今回の「ViVD– NDB」は、そうした製薬企業の業務支援に加えて、
医療機関や調剤薬局、自治体など幅広いユーザーのニーズにも応えるサービスと
位置付けている。

た開発支援業務へのニーズの広がりが予測されるこ
とから、
「データベースサービスというより、ニッチ
な分野も開発支援ツールの一環として取り組むこと
になった」
（渡辺氏）と説明する。
IT を活用した開発支援業務を模索する中で、「厚
労省が提供する悉皆（しっかい）性の高いデータをよ
り的確かつ簡便な方法で必要な情報にアクセスでき
ないか」
（渡辺氏）という問題意識から「ViVD–NDB」
が開発されることになった。
公表される生データは使い勝手が悪いことから、
レセプトデータに特化して医薬品使用の現実を簡単
に表現し、さらに比較可能な形で検索できるツール
を提供することによって「商品としての息吹を与え
られたら」
（渡辺氏）との思いもあった。

“ヴィヴィッド”＝分かりやすさを前面に
製品名である
「ViVD（ビブド：Various Integrated
Visibility Database）」に込められたコンセプトは、
“ヴィヴィッド”＝分かりやすさ。同社 CRO 事業本部
営業統括部営業企画部の渡辺幸男部長は「ViVD–
NDB」のリリースについて、「NDB オープンデータ
というホットなテーマに着目した医薬品関連情報提
供サービスの第 1 弾」として、分かりやすさを前面に
打ち出した製品コンセプトの下、今後は医薬品の副
作用情報サービス「ViVD–ADR」など、ViVD シリー
ズとして医薬品データベース事業のラインアップ強
化に取り組む方針だ。
医薬品などの開発支援事業（CRO）を展開してき
た同社が医薬品情報サービス事業に乗り出すことに
なった背景には、人工知能（AI）や IT の活用といっ
た CRO 業界を取り巻く環境変化がある。AI を活用
した症例収集はビッグデータ分析など、IT を活用し

リーズナブルな価格設定
「ViVD–NDB」で使用される NDB オープンデータ
は、厚労省が 2009 年 4 月から収集しているレセプト
情報・特定健診等情報データベース（National Data
Base：NDB）の中から、薬剤データなどの対象デー
タと、期間および公表項目を設定して一般に公表し
ているもの。2016 年 10 月から公開を開始しており、
第 1 回の公表では、薬剤データは 2014 年 4 月から
2015 年 3 月診療分を対象に薬効別の上位 30 位が紹
介された。
「ViVD–NDB」はこのデータを容易に検索、分析す
るために開発されたサービスで、専用端末を必要と
しないクラウド採用により、低コストで手軽にタブ
レットやモバイル端末から利用できる。
最大の特徴は使いやすく廉価であること。とくに
価格については、
「既存の医薬品情報に関するデータ

「ViVD–NDB」活用サービス
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ベースサービスは数千万円にも上るな
ど、高額で導入のハードルが高い。厚労
省が公開している情報に絞り、既存の医
薬品データ分析サービスに比べて極めて
リーズナブルな料金設定で、より幅広い
ユーザーに活用していただけるサービス
になっている」
（渡辺氏）と胸を張る。
既存のデータベース商品が高価でなか
なか手が出ないといったユーザーにも手
軽に使えることが最大のアピールポイン
トになっている。

図

「ViVD–NDB」
［医療用医薬品処方数］閲覧画面

マーケティングから開発まで
活用できる
NDB という公的で悉皆性が高く、「都
道府県別」
「性・年齢階級別」に集計され
たデータベースに収録されている処方
情報を手軽に検索・閲覧・比較できる
「ViVD–NDB」。
その主な機能は①さまざまな検索方法と集計で処
方数の分析が容易②処方場所・年齢性別・都道府県
ごとに処方数の分布を表示③任意の医薬品を選択し
て比較が可能―など（図）。添付文書を検索画面から
閲覧できる機能も付いている。
実際の利用シーンでは、薬効分類、効能・効果、
同種・同効薬など、比較集団ごとの市場分析や地域
別特性に応じた販売戦略の構築のほか、医療機関に
おける採用薬選定、調剤薬局の適正な在庫管理など
が想定されている。
渡辺氏は、
「ViVD–NDB」の活用に関してクライア
ントから寄せられた声として、
「どの地域で、どの医
薬品が、どれくらい処方されているか、都道府県ご
とに把握できることから、医薬品のマーケティング
に利用できるだけでなく、開発領域を設定する際の
プロダクト戦略や、後発医薬品ビジネスでのター
ゲット品目選定にも活用できるツールと評価を得て
いる」として、マーケティングから開発まで幅広く利
用できるサービスである点も強調する。

広げると約 70％のカバー率になるという。「ViVD–
NDB」も随時公開データを更新することで、検索
ツールとしての機能充実が期待できる。
同社では、最新データによる更新に加えて、
「将来
的には公開データが蓄積されることから、時系列比
較ができるサービスも提供していきたい」
（渡辺氏）
として、機能強化を図っていく計画だ。
また、「NDB オープンデータ以外のデータベース
に関しても、ユーザー側から要望があれば、カスタ
マイズしたサービスの提供にも対応する」
（渡辺氏）
として、NDB データ以外のデータとの連結にも積極
的に対応する構えだ。
今後は、医薬品医療機器総合機構が 2018 年度から
本格運用する医療情報データベース「MID–NET」な
ども出てくることから、
「本当に使いやすいデータの
提供を目指して、さまざまな機能の拡張に取り組ん
でいく」
（渡辺氏）としている。
AC メディカルは「ViVD–NDB」の提供をきっかけ
に、CRO 事業の差別化戦略の一環として医薬品情報
サービスの拡充に取り組む。

時系列比較や他のデータベースとの
連結も視野に
厚労省が公開する NDB オープンデータは 2017 年
9 月 19 日に第 2 回目が公開され、対象薬剤も上位 30
位から上位 100 位にまで拡大された。厚労省による
と、この対象拡大により内服薬に関する試算では第
1 回の 30 位のカバー率約 50％に対して、100 位まで

ACメディカル株式会社

〒163-0227 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル
CRO 事業本部 営業統括部
TEL：03-6304-5493 E-Mail：vivd@acmedical.co.jp
URL：https://www.acmedical.co.jp
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ＭＳＤ株式会社

ICT 分野の
起業家支援へ
2 年目迎えた
「ヘルステック」プログラム
MSD のホームページより

MSD 株式会社のデジタルヘルスケアへの取り組みは、ICT 技術を活用したスタートアップ企業
の発掘とサポートに重点を置いて進められている。その受け皿となっているのが、日本独自の活動
として 2016 年からスタートした「ヘルステック」プログラムだ。医薬品に限定せず、高齢化や医療
費負担の増大といった社会的課題の解決につながる新たなサービスに着目して資金提供や協業も
視野に入れた支援策を講じることで、
「医療に関わる課題の解決を図りつつ、事業のタネを探す」
（同
社経営戦略部門）というユニークな試みだ。
ム」では200 社を超える候補企業の中から支援企

第 1 弾のプログラムは終了

業 3 社を決定。ヘルスケア業界の専門的知識、規
制に対する正しい理解、医師や医療機関へのコ

MSD は ICT（情報通信技術）を活用してさま

ンタクトチャネルおよび資金調達のノウハウな

ざまな医療に関する課題解決に取り組むスター

どを MSD の各専門スタッフがそれぞれの企業

トアップ企業を支援する「ヘルステック」プログ

に提供するメンタリングが実施され、16 年 10 月

ラムを 16 年からスタートした。ヘルスケア企業

までほぼ８カ月にわたるプログラムを終えた。

としてのノウハウや専門知識を提供すること
で、新しいサービスの事業化をサポートすると

支援企業３社にメンタリング

いうもので同社経営戦略部門が所管する。同部
門シニアスペシャリストの池田信一郎氏は、
「ス

支援企業に選定されたのは、①株式会社エク

タートアップ業界自体の発展に貢献することも

スメディオ②株式会社ミナカラ③認知症総合支

目的の一つ」と説明する。

援機構株式会社―の 3 社。エクスメディオは、非

初年度となった 16 年は、起業家支援事業を行

専門医が専門医にスマホやタブレット端末など

うグロービス・

を使って相談できる臨床支援サービス「ヒフミ

キ ャ ピ タ ル・

ル君」
（皮膚疾患）、
「メミルちゃん」
（眼疾患）。ミ

パートナーズ社

ナカラは、身体の悩みや薬のことを医師や看護

と共同し同プロ

師などに無料で相談できるウェブメディア「ミ

ジェクトの一環

ナカラ」と処方薬を薬剤師が自宅に届けてくれ

として「MSD ア

る「おくすり宅配」。認知症総合支援機構は、ク

クセラレーショ

ラウドを活用した認知症検査支援システム

ンプログラム」

「D-cloud Pro」
（医師向け）、「D-cloud Navi」
（自

を実施した。
「アクセラレー
経営戦略部門・池田氏

ションプログラ

治体、薬局、歯科医向け）―をそれぞれ展開し
ており、これらのサービスを対象にサポートプ
ログラムが実施された。
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ただ、
「３社については当社
の事業とのマッチングという
点で、資金提供や協業までに
は至らなかった」
（経営戦略部
門 ア ソ シ エ イト・ デ ィレ ク
ター・戸田ケン氏）
として、初
年度の「アクセラレーション
プログラム」は最終的にはメ
ンタリングのみの支援にとど
まった。

糖尿病領域テーマに
ビジネスプランを募集

ダイアビーティス・イノベーション・チャレンジの告知画面

テスト形式を採用しているのが特徴だ。応募対
2 年目となる 17 年は、スタートアップ支援の
対象となる範囲を絞り込んだ「MSD イノベー

象は、学生、会社員、事業者、起業家などで、
医療従事者は「応募不可」。

ションチャレンジ」として糖尿病領域における

DPP-4 阻害剤「ジャヌビア」をはじめとした同

課題解決をテーマに据えた「ダイアビーティス・

社の重点領域に対応する課題設定ということか

イノベーション・チャレンジ」に取り組んでいる

ら、
「協業の可能性はより高いとみている」
（池田

（写真右上）。

氏）としており、糖尿病領域における薬物治療の

コンテスト形式で、糖尿病領域の医療課題を
解決するビジネスプランを募集し、最優秀賞、優

最適化につながる現実的なビジネスモデル創出
への期待感もうかがえる。

秀賞を決定し表彰する。募集期間は 17 年 5 月か
ら 8 月末までで、11 月に最終審査を行う。

スタートアップへの支援手法を模索

ビジネスプラ
ン の テ ー マ は、

ICTを使った医療課題の解決に取り組むス

①健康診断等の

タートアップ企業の支援や、新たなアイデアの発

検診受診率の向

掘を目的にスタートした「ヘルステック」プログラ

上②糖尿病が疑

ムだが、
「まだ試行錯誤の段階」
（池田氏）
というの

われている人の

が実態だ。とくに
「スタートアップ企業に対して製

医療機関受診率

薬企業としてどのようなサポートをしていくべき

の向上③糖尿病

か、という点についてまだ明確な方針、スタンス

薬の服薬アドヒ

が確立できない」
（池田氏）
としている。

アランス（服薬

米国本社のメルクは、5 億ドルのベンチャー

順守）不良の改

支援ファンド「Global Health Innovation Fund」

善 ― の 3 つ。 最

を設立し、ヘルスケア領域におけるスタート

優秀賞、優秀賞に対しては、MSD によるメンタ

アップ企業の支援を積極的に進めており、MSD

リングのほか、
審査員に加わっているベンチャー

のヘルステックもそうしたグローバルな取り組

キャピタルによる経営支援を受けられる可能性

みの一環と位置付けられる。旧来型の製薬企業

があることも明記している。

のビジネスモデルの枠を越えた新たな取り組み

経営戦略部門・戸田氏

初年度の「アクセラレーションプログラム」が

としてスタートした「ヘルステック」プログラム

テーマを絞らず広く医療全般の課題について対

が今後どのように発展していくか。糖尿病領域

象企業を選定したのに対して、
「イノベーション

の課題解決に向けた「イノベーションチャレン

チャレンジ」はテーマを限定するとともにコン

ジ」の結果に関心が寄せられている。
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CROと IT の融合で製薬企業の多様な
ニーズに応える リアルワールドデータ活用で新たなサービスを展開

伊澤和俊氏

CRO（Contract Research Organization：医薬品開発受託機関）と IT を
融合させた先駆的企業として製薬企業の活動を支援する CAC クロアは 2017 年
7 月、新たにリアルワールドサイエンス部（RWS）を設置し医薬品の安全対策業務
を中心としたサポート事業の強化に乗り出した。CRO のノウハウと IT 企業の専門
性を組み合わせることで、規制ベースの安全性部門から製品価値の最大化をミッ
ションとするメディカルアフェアーズ部門まで幅広い支援業務を提供する同社の
RWS は、プロアクティブな安全対策の実現と育薬に対応した医療情報データベー
ス活用を通じて製薬企業に課された多様なミッションの遂行に貢献している。

リスクの見える化で安全対策業務の質を高める

活用することが事実困難になる中で、同社は大量の
データを高速に処理できるよう IRV の製品力強化
を進め、ビッグデータ時代に対応した製薬企業の安
全対策業務を強力にバックアップしていく方針だ。

同社が提供する「インポータントリスクビジュア
ライザー」
（IRV）は、製薬企業の安全対策部門のニー
ズに対応して、安全性検討事項の重要リスク情報を
見える化し、医薬品リスク管理計画（RMP）活動を効
果的にサポートするサービス。
IRV は製薬企業の安全性データベース、医薬品医
療機器総合機構に報告された医薬品副作用データ
ベース JADER、さらに FDA の医薬品副作用データ
ベース FAERS を主なソースデータとして統計的な
偏りなどに着目して統計シグナルを検出し、その内
容をグラフや表を駆使し視覚に訴えることで従来の
受け身型から予防予測といったより能動的な安全対
策を可能にする。
同社 RWS の伊澤和俊部長は、IRV を製薬企業が導
入するメリットについて、
「日、米、欧三極対応によ
る安全性データベースを活用し、重要リスクを網羅
的かつきめ細かく検出することで迅速的確な安全対
策を支援するとともに他社製品の有害事象の発現状
況まで把握することでよりプロアクティブな対応が
可能になる」と語る。
また、医薬品の有害事象に関するデータ量が急速
に増大し、製薬企業単独でこれらの膨大なデータを

GPSP 改正、育薬に対応した
「医療データベース活用支援事業」
RWS が力を入れているもう一つの事業が「医療
データベース活用支援事業」だ。厚生労働省は今年 6
月、
「製造販売後の医薬品安全性監視における医療情
報データベースの利用に関する基本的考え方につい
て」を通知し、2018 年 4 月からは、
「製造販売後 DB 調
査」を明記した GPSP（医薬品の製造販売後の調査及
び試験の実施の基準）改正省令の施行が予定されて
いることから、製薬企業の安全対策部門においても
医療情報データベースを活用する機会が増大するも
のとみられている。
「医療データベース活用支援事業」はこうした薬事
規制の変化に着目して、安全対策部門などのデータ
ベース活用ニーズに対応する。具体的なサービスの
内容は、①事前検討コンサル②プロトコル作成③解
析④メディカルライティング―の 4 つのフェーズに
分かれる。事前検討と企画立案といったフェーズか
らサポートすることで競合他社のサービスと差別化
を図るとともに、
「薬剤疫学の専門部隊を持っている
ことと既存の医療情報データベースに関する活用経
験とノウハウを有しているところが最大の強み」
（伊
澤部長）と製薬企業への貢献に自信を見せた。

株式会社 CACクロア

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 24-1
TEL：03-6667-8032
E-Mail：inq@croit.com URL：www.croit.com
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ターゲットは
精神科医療の最適化
服薬アドヒアランス改善など
事業化進む
医薬営業本部プレタール担当・深谷氏

大塚製薬株式会社のデジタルヘルスケア領域への取り組みは、服薬アドヒアランスの向上に加え
得意領域である精神科医療の最適化への貢献を軸に進められている。服薬アドヒアランスの向上で
は、患者の飲み忘れによるリスクの回避を目的とした抗血小板剤「プレタール」
（一般名＝シロスタ
ゾール）の服薬忘れ防止容器と抗精神病薬「エビリファイ」
（アリピプラゾール）に極小チップを組み
込んだ服薬測定ツールを開発。精神科医療のサポートでは IBM との合弁会社を通じた精神科専門
病院向けの院内業務サポートシステムの販売事業を開始している。
大塚製薬の樋口達夫社長は 2016 年度決算説

トフォンなどでお薬取り出し履歴を確認できる

明会で「当社が有する専門知識と最新のテクノ

アプリケーション「服薬アシストアプリ」
（無償）

ロジーの融合により医薬品の進化を通じた医

―の 3 つの組み合わせにより構成される。

療への貢献に加え、医薬品だけでは解決できな

「プラスチックケース包装品」は薬機法上は包

い課題に対するソリューションの提供を通じ

装追加に区分され、新包装として一部変更承認

て中枢神経領域における医療の最適化に向け

を 17 年 7 月に取得した。ケースに組み込む「服薬

た価値ある創造を実現していく」と述べ、これ

アシストモジュール」は承認対象とは区別した

らデジタルヘルスケア分野への基本的取り組み

雑貨（電子機器）扱いとされ、このモジュールか

方針を表明した。

ら「服薬アシストアプリ」をダウンロードしたス
マートフォンなどにデータを転送することで医

服薬アシストで初の一変承認を取得

師や薬剤師が服薬状況を確認できるという仕組
みだ。服薬アシストを目的とした包装品として

脳梗塞の再発抑制に用いられる抗血小板剤プ

の承認は国内では初のケースという。いわば

レタールの服薬忘れ防止を目的に開発されたの

ケース、モジュール、アプリの 3 点セットによ

が「プレタールアシストシステム」だ。ハイリス

るシステムだが、別売のモジュールの価格は

ク薬である抗血小板剤は毎日の服薬が必須だ

200 円で、17 年 10 月５日から発売を開始する。

が、実際には患者の「うっかり忘れ」や「自己判断

６カ月ごとの交換が必要で、その都度患者が

で中止」などによって、服薬率が半年で約 5 割ま

200 円を支払う。

で低下するとの報告もあることから、毎日の服
薬をアシストするとのコンセプトに基づき
NEC と共同で開発した。

当面は新患対象に
服薬習慣化に取り組む

同システムは①プレタール OD 錠 100㎎ 56 錠
（1 日 2 回、4 週間分）入りの「プラスチックケース

同社医薬営業本部の深谷志保氏（プレタール担

包装品」② LED を点滅させて服薬時間を知ら

当）は当面の販促展開について「今期は数百病院

せ、お薬取り出し履歴を記録・通信する IoT 対

程度にターゲットを絞っていきたい。新たに脳梗

応の「服薬アシストモジュール」
（別売）③スマー

塞を発症した患者を対象に服薬習慣を身に付け
12
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てもらうというアプローチ
を想定している」と慎重に取

図

精神医療に特化した「データ分析ソリューション」：メンタット

り組む構えだ。
プレタールの売り上げ規
模は 15 年度 233 億円、16 年
度 162 億円、17 年度 125 億円
と後発品の参入などにより
減少傾向にあることから、
新包装システムによる差別
化の狙いについては「患者
にとってどの程度の価値が
（大塚製薬資料より）

あるかを見極めることが先
だと考えている。発売後の
データを集積して評価することになる」
（ 深谷

統合失調症などの精神疾患治療薬は長期にわ

氏）
としている。業績への寄与というよりは、疾

たる服薬が必要だが、同社によると統合失調症

患啓発と服薬継続の必要性に着目したアドヒア

や統合失調感情障害を対象とした調査では約 6

ランス向上に主眼を置いた取り組みと位置付け

割の患者が服薬不良との報告もあるなど、再発

ている。

リスク軽減の観点からも服薬アドヒアランスの
向上が課題になっている。

米国では服薬測定ツールが
2017 年末に審査終了へ

同ツールの日本での発売については「米国と
日本では審査制度も異なるので現在のところは
全く白紙の状態」
（同社広報）としている。

包装（容器）に着目してアドヒアランス向上を
狙った「プレタールアシストシステム」に対し
て、錠剤そのものに着目して開発したのが抗精

日本 IBM との合弁で
「カルテ分析ソリューション」事業も

神病薬エビリファイに小型センサーを組み込ん
だ服薬測定ツール（デジタルメディスン）だ。

精神疾患を中心とした中枢神経系領域におけ

同ツールは米国 FDA に申請しており、17 年

るデジタルヘルスソリューションの提供という

末までに審査が終了する見通しだ。米国での申

ユニークな事業にも取り組んでいる。日本 IBM

請は 2 年前の 15 年 9 月で、16 年 4 月に FDA から

との合弁で 16 年 6 月に設立した「大塚デジタル

審査完了通知が出されたが、追加データが要求

ヘルス」は、IBM のワトソンテクノロジーを活

されたことから 17 年 5 月に追加データなどを再

用したデジタルヘルスソリューション

申請する形となった。

「MENTAT（メンタット）」を同年 7 月に開始し

同ツールは、エビリファイに米国プロテウス

た（図）。「MENTAT」は、精神医療に特化した

社が開発した小型センサーを組み込んだ医薬品

「カルテ分析ソリューション」で、病院内のカル

と医療機器が一体となった製品で、FDA にとっ

テデータ（テキスト情報）を自然言語処理して

ても前例のない審査となった。

データベース化することによって情報の共有や

その仕組みは、小型のシリコンチップ製の極

各種書類作成の自動化など院内業務の効率化を

小センサーが入ったエビリファイ錠剤を服用す

図り、サービスの質向上に役立てるというもの。

るとセンサーがシグナルを発し、患者の身体に

販売実績などについては明らかにしていない

貼り付けたパッチ型の小型検出器がシグナルを

が、電子カルテに自由記述された病歴情報など

検出。活動状況などさまざまなデータを測定・

のテキストデータを IBM の人工知能として有

記録して専用アプリに送信され、患者の同意に

名なワトソンテクノロジーを使って解析、デー

基づきスマートフォンやタブレット端末などを

タベース化して院内業務をサポートするという

介して医師や看護師に提供されるというもの。

製薬ビジネスの枠を超える挑戦的な試みだ。
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各社
の

取り組み

ノバルティス ファーマ株式会社

デジタル活用はグローバル戦略の柱
IBM、マイクロソフトなど提携策推進

左からオンコロジー事業本部・矢後氏、
広報統括部・藤田氏・大浦氏・喜多氏

ノバルティス ファーマ株式会社のデジタルヘルスケアへの取り組みはグローバル戦略の柱の一
つと位置付けられ、スイス本社からは同分野に関する積極的な取り組み状況が継続して発表されて
いる。同社は「デジタル」と「メディカル」の融合を掲げ、IBM やマイクロソフト、グーグルなどの
IT 系大手企業との提携をベースに新たなサービス、商品開発を進めている。その内容は、特定領域
における治療の最適化や患者の疾患啓発、疾病管理やアウトカム改善の支援など多岐にわたるが、
乳がんや糖尿病など自社主力領域を中心に展開しており、デジタル化による主力品の業績拡大とい
う狙いが浮かび上がる。ただ、日本市場での対応となると目立った動きは今のところ出ていない。
グローバルな技術開発の動向を見ながら各プロジェクトごとに順次国内展開を目指す構えだ。

乳がん患者の治療最適化で
IBM ワトソンヘルスと提携

ど詳細は明らかにしていない。
同社の重点領域の一つである乳がん治療薬に
は「アフィニトール」
（一般名＝エベロリムス）、

ノバルティスは 2017 年 6 月 5 日、進行性乳が

「タイケルブ」
（ラパチニブ）などがある。

ん患者のアウトカムの改善に関する IBM ワト
ソン・ヘルスとの提携を発表した。IBM が手掛
けるワトソンは、いわゆる人工知能（AI）ブーム

マイクロソフトとは
多発性硬化症の評価装置開発へ

の立役者ともいうべき存在で、医療分野におい
ても診断支援や創薬への活用などさまざまな取
り組みが進められている。

神経科学の分野ではマイクロソフトと多発性
硬化症（Multiple Sclerosis）の運動機能障害を評

ノバルティスの発表によると「この分野で初

価するデジタル装置の開発を進めている。多発性

となる」とされていることから、今回の提携は乳

硬化症は法律に基づく指定難病で中枢神経系の

がん患者の治療最適化にワトソンを活用する新

脱髄疾患の一つ。患者数は日本全体で約1 万 2000

たな試みと位置付けられる。

人、人口10 万人当たり8 ～ 9 人程度とされる。

ノバルティスが持つ乳がんの専門知識と

今回の提携では、マイクロソフトが開発した

IBM ワトソン・ヘルスのデータ解析・機会学習

動作検知入力装置を使って、患者の映像から動

技術を結び付け患者が最適な治療を受けられる

きを判別し、多発性硬化症の障害レベルの診断

組み合わせの優先順位を導き出すことによっ

ス コ ア（EDSS、Expanded Disability Status

て、医師の判断を支援するシステム構築を目指

Scale）に基づいて評価するシステムの開発を目

す。患者のアウトカム改善に関するデータは、

指す（次ページ写真）。これにより医師による診

主にリアルワールドデータを活用する計画だ。

断のばらつきを改善し、治療効果の確認など障

開発にかかる投資額や臨床での実用化時期な

害の経時的な変化の把握や臨床試験の向上が期
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ノバルティス ファーマ株式会社

待できるという。ノバルティスのバーゼル、ア
ムステルダムの研究施設と英国のマイクロソフ
ト研究所で開発を進めている。ノバルティスは
多発性硬化症治療薬「ジレニア」
（フィンゴリモ
ド）を販売している。

次世代「ブリーズヘラー」を
クアルコム社と提携
COPD 治療薬の吸入器「ブリーズヘラー」のデ
ジタル・イノベーションでは、クアルコム社と
提携し、19 年に次世代「ブリーズヘラー」の発売
を見込んでいる。
クアルコムとの提携による次世代「ブリーズ
ヘラー」は、吸入器に搭載された電子モジュール
により、吸入器の使用状況、使用時間などを記
録するとともに、患者のスマートフォンやノバ
ルティスの COPD モバイルアプリケーション
にデータが送信され患者、医師が情報共有でき
るというもの。
ノバルティスの COPD 治療薬のラインアッ
プには、
「ウルティブロブリーズヘラー」
（インダ
カテロール／グリコピロニウム臭化物）、「シー
ブリブリーズヘラー」
（ グリコピロニウム臭化
物）、「オンブレスブリーズヘラー」
（インダカテ
ロール）の 3 品目があり、単用量型ドライパウ
ダー吸入器「ブリーズヘラー」を使って薬剤とデ
バ イ ス を 提 供 す る こ と で 患 者 の QOL 改 善 を
図っている。
ノバルティス ファーマ（スイス）のデビッド・
エプスタイン社長（2016 年 1 月当時）は「ほぼリ

多発性硬化症の運動機能障害を評価するデジタル装置
（写真＝マイクロソフト社提供）

アルタイムのデータ取得を可能にすることによ

データをモバイル機器にワイヤレス送信するこ

り、患者は自分自身の服薬アドヒアランスをモ

とで血糖値を測定する技術の商品化を進めてい

ニターすることができる」と吸入器に関するデ

る。契約内容は、グーグルが「スマートレンズ」

ジタル・イノベーションの意義を語っている。

のライセンスをアルコン社に供与するというも

このほか、ノバルティスのアイケア部門を担

ので、血糖値測定のほか老眼患者の眼機能回復

当するアルコン社は、グーグルが開発した「ス

（視力矯正機能付きコンタクトレンズ・眼内レン

マートレンズ」技術を用いて、眼内の涙液測定

ズ）への活用にも取り組む。

15

製薬ビジネスのパラダイムシフト デジタルヘルスケアが拓く新たな世界

各社
の

取り組み

ファイザー株式会社

眼球運動観測技術を活用した
新規事業創出に踏み出す
デジタル技術活用で
早期診断・治療支援に照準
R&D 統括部長・瀬尾氏
（左）と担当マネージャー・中島氏

ファイザー株式会社の日本におけるデジタルヘルスケア分野の取り組みは、ICT 企業、デバイス
メーカー、大学との連携による中枢神経系疾患領域の医療課題解決を当面のターゲットに進められ
ている。同社は、経済産業省の補助金（2015 年度補正予算）を受けて 2016 年 7 月から 17 年 3 月に
かけて事業化可能性調査を実施。その結果を基に、眼球運動観測技術を活用した診断、治療を支援
する基盤（プラットフォーム）構築による新規事業創出を目指す。

経産省の補助金で
事業化可能性調査を実施

フォーム構築」で、睡眠状態観測技術と眼球運動
観測技術の 2 つの案件について、ファイザーの
ほか、NTT コムウェア、アイ・エム・エス・

同社が実施した調査は、経産省の補助金によ

ジャパン、トビー・テクノロジー、株式会社

る JETRO（日本貿易振興機構）の「グローバルイ

F.S.C などの IT、デバイス企業と岡山大学（睡眠

ノベーション拠点設立等支援事業」の一環。同事

状態観測）、京都大学（眼球運動観測）が共同で実

業は、IoT ／再生医療分野で日本企業や大学と

施した（図 1）。

連携して、新規性、
付加価値性の高いプ

図1

JETRO 採択案件の事業化可能性調査の概要

ロジェクトの実施を
目指す企業に対して
補助金による支援を
行うもので、16 件の
プロジェクトが採択
された。事業化可能
性調査事業への補助
額は上限 1000 万円。
ファイザーが実施
したプロジェクトの
テーマは、
「治験デー
タや創薬研究開発の
ノウハウとデータ解
析によるアルゴリズ
ムの創出技術をもと
にしたプラット

（ファイザー資料より）
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ファイザー株式会社

眼球や瞳孔の動きと
疾患との関係に着目

図2

デジタルヘルスケアでのファイザーのターゲット

同社デベロップメント・オペレー
ション統括部の中島庸介担当マネ
ジャーは、
「日本のデジタルヘルスは
黎明期から創成期へ移ったばかりと
いう状況で、実用化は進んでいない。
今回の調査からそうした課題ととも
に、改善点も見えてきた」と調査結果
の手応えを語る。具体的には、今回
の調査によって「眼球や瞳孔の動き
と疾患との関係に着目し、中枢神経
系疾患の初期症状の発見など臨床上
のメリットが期待できることが確認

（ファイザー資料より）

された」
（中島氏）ことから、眼球の動
きの測定に関するアルゴリズムの検
討を目的とした眼球運動観測技術の活用に向け

ジタルヘルス領域の事業化を進めており、眼球

た事業化計画の策定、実施へと踏み出すことに

運動観測技術への取り組みのほか、沖縄県・久

なった。

米島で琉球大学や久米島町が 17 年度から実施

眼球運動観測の技術に関する調査は、①パー

する糖尿病などの生活習慣病に関する実証実験

キンソン病（PD）患者の治療・投薬プログラム支

（久米島デジタルヘルスプロジェクト）にバイエ

援②装着式（メガネ型）眼球運動観測技術による

ル薬品とともに製薬企業として参画するなどい

PD 患者の投薬コントロール支援③人工知能技

くつかのプロジェクトに着手している。

術を併用した PD 患者の問診・診断支援―な

同社エクスタール・サイエンス＆イノベー

ど。③は、複数デバイスと人工知能技術を用い

ション（ジャパン）部長の瀬尾亨氏は、デジタル

て問診時の表情、声、動作などのデータ解析と

ヘルスケア領域への基本的取り組み方針につい

眼球運動観測技術を組み合わせて医師による

て、
「広く健康を売る、Beyond the pill の発想で

PD 患者の精度の高い診断を支援するという取

取り組んでいる」と語る。医薬品開発の効率化や

り組みだ。

自社製品の売り上げ拡大にとどまらないより大

事業化の見通しについては、
「3 段階のステッ
プで計画している。最初にデバイスのバリデー

きな枠組みで、事業価値を創出していくとの考
え方だ。

ションを実施し、次に臨床に実装して診断支援

「デジタルヘルスを活用して診断・治療のタイ

のアルゴリズムの検証を 2 段階に分けて進める

ミングを早くできれば、重症化を防ぎ、より健

ことになる。これらの作業に 2 ～ 3 年はかかる

康な状態を維持できる」
（瀬尾氏）として、健康・

だろう」
（中島氏）としている。

医療分野における広範な課題解決を事業ター

当面はファイザーのプロジェクトとして
ICT、デバイス企業と連携して事業化を進める

ゲットに掲げている（図 2）。
眼球運動観測技術の活用に関する事業化も、

が、計画の進捗を見ながら将来的にはこれら各

疾患の早期診断、治療への新たなアプローチの

社とのコンソーシアムを設立する見込みだ。

一つと位置付けられている。ICT 企業やデバイ
ス企業と連携し、製薬企業の強みである臨床に

健康を売る Beyond the Pill

おける有用性やニーズに対する科学的評価と検
証に関するノウハウとの融合による新しい事業

ファイザーはグローバル戦略の一環としてデ

価値の創造を目指す。
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