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　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。

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

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
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6年前からプログラムコード蓄積

　塩野義はビッグデータ解析やAI関連技術の
活用について、数年前から医薬開発本部の解析
センターで検討を進めている。ビッグデータの
収集から知識データベースの構築、統計手法、
機械学習を駆使した解析まで一貫して取り組め
ると同時に、コンピューター内で完結できる“課
題”を探してきた。その狙いは、業務に直結する
課題を“実証実験の場”としてビッグデータ解
析、AI技術への理解を深め、最終的にこれらの
デジタル技術の適用範囲を拡大していくことに
あった。
　ただ、創薬や新たな治療法の開発などでAIを
活用しようとしても、一定期間で明確な成果を
出すのは難しいため、「われわれが日々実践して
いる業務でAIの技術を使って効率化するのは
どうか」（解析センター・北西由武Data Science
グループ長）と考えた。その結果、臨床試験デー
タの解析プログラムを作成する作業の準自動化
を課題に設定し、プロジェクトを立ち上げるこ
とに決めた。
　臨床試験では事前に立てた解析計画に沿っ
て、解析内容ごとにデータの表を作る。その数
は1試験当たり100 ～ 300表になり、統計プログ
ラミング言語を使って１表ずつ解析プログラム
を出力していく作業が求められる。こうした解
析プログラミング業務では品質チェックも含め
ると多くの人的リソースを投入しなければなら
ず、プロジェクトでは解析プログラムをAI技術
で準自動的に生成・出力することを目指す。

　また同社は標準化した患者データに加え、
2011年からはプログラムコード（プログラミン
グ言語で記したテキスト）の蓄積も始めており、
このビッグデータもプロジェクトを始めるきっ
かけとなった。北西氏は、手元にあるデータを
活用して業務効率化を図った方が効果も分かり
やすく、「準自動化するのはうってつけ」の課題
と捉えた。

準自動化で投資対効果狙う

　プロジェクトチームはリーダーを務める解析
セ ン タ ー の 大 司 照 彦Biostatistics & Data 
Science部門長と、北西氏を含む4人のコアメン
バーで構成。全員が通常業務と並行して開発作
業に当たる。
　プロジェクトでは、統計解析のソフトウエア
を販売するSAS Institute Japan社の機能学習
ツールを用いる。SAS社からは製品の使用に関
してアドバイスを受けるだけで、塩野義単独の
取り組みとして進めている。
　塩野義はAI技術による解析プログラミング
業務の効率化を目指すに当たって、業務を「認
識」→「知識・経験」→「行動」といったプロセスに
分け、システム化することを想定した。各プロセ
スでは、作成する表のパターンなどの認識、過
去のデータやルールを基にした思考・提案、プ
ログラムの生成―をコンピューターに行わせる。
　データに関しては、1本当たり100 ～ 300表と
なる臨床試験を年間数十本走らせており、これ
が5年分以上となるとかなりの量になる。さら
に業界標準のメタデータ（CDISC）と社内標準
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試験データの解析プログラム作成でAI活用
獲得した知識・ノウハウを社内業務に生かす

　塩野義製薬株式会社はデジタル技術を活用した取り組みとして、臨床試験データの解析プログ
ラムの作成を人工知能（AI）技術によって準自動化するプロジェクトを進めている。社内で蓄積し
てきたビッグデータも活用し、来年度から実運用を始める予定だ。同社はプロジェクトを通して獲
得したAI技術、ビッグデータ解析などの知識やノウハウを、社内のさまざまな業務に生かしてい
くことにも照準を合わせる。
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のデータを、データ形式のルー
ルブックとして組み込むこと
で、知識としてのビッグデータ
ベースを構築した。ここに解析
計画書の認識アルゴリズムと、
解析プログラムを作成し出力す
るアルゴリズムを整備し、半自
動化を実現させる。
　このプロジェクトで北西氏が

「ポイント」と強調するのは、準
自動化に目標を置いた点だ。完
全自動化を目指すと作り込みの
仕事量が膨大になり、リソース
が不足するため、「投資対効果が
上がるところを狙って準自動化
にした」。準自動化によって、人
の介在によるエラーの減少が見
込めるとともに、特殊な解析が
必要な場合などには人による判
断が可能だという。
　一方で北西氏は、「将来的に
もっといいアルゴリズムが出れ
ば、全自動も可能かもしれない」
と展望する。
　試作段階では、認知→知識・
経験→行動のプロセスを回せる
ことを確認。16年4月に本格的
な開発に着手し、現在はある臨
床試験で実証実験を行い、各プ
ロセスの仕組みのチューニングと、システム化
に取り組んでいるところだ。今年度中に1つの
システムとして完成させ、18年度からの実運用
を予定する。

デジタルインテリジェンス部を新設

　北西氏は準自動化により、プログラム作成の
作業を2～3割減らすことができると見込む。最
終的な目標は5割減程度に置くが、達成は「もう
少し先になる」。
　今回の準自動化が実現すれば、生産性向上と
AI技術の獲得という「一石二鳥」（北西氏）のプロ
ジェクトとなる。とりわけ後者に関しては、開発
本部内外へのAI技術の応用・転用により、自社

のバリューチェーンへの貢献が期待される。
　この点について大司氏は、「適応の範囲は非常
に広くすることができる」との認識を示す。しか
しまだ、「どこに投入するかは今の時点で話せる
ほど煮詰まっていない」段階だ。
　塩野義は今年4月、経営戦略本部にデジタル
インテリジェンス部を新設した。将来の健康産
業に求められるビジネスの革新などを提供する
ことで、企業価値最大化に貢献する専従組織と
の位置付けだ。現在、社内事業部署とデータ利
活用戦略の立案を進めているほか、各部署での
リアルワールドデータの利活用を構想中だとい
う。解析プログラミング業務の半自動化で習得
したAI技術などは、同部の活動の中で今後生か
されていく可能性がある。
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（塩野義製薬提供）

自動生成SASプログラム（概略）図2

人工知能技術による統計プログラミング業務の効率化図1
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　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

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。

　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。

GPSP改正、育薬に対応した
「医療データベース活用支援事業」

リスクの見える化で安全対策業務の質を高める

　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

PR

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

CROとITの融合で製薬企業の多様な
ニーズに応える
CROとITの融合で製薬企業の多様な
ニーズに応える



https://www.croit.com/
https://www.croit.com/service/
https://www.croit.com/
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産官学のネットワークシステムでエビデンス創出
臨床試験の新手法、近い将来に日本で検証も

　グラクソ・スミスクライン株式会社では急速に進展するデジタル技術を活用し、患者、医療従事
者、社会に「新たな価値」を提供していくことを目標に掲げる。組織的な取り組みを進めるために、
日本法人では今年に入って中核となる部署を設けた。個別のプロジェクトでは、リアルワールドエ
ビデンス創出のため英国で産官学連携によるネットワークシステムを構築し、臨床試験の新たな手
法を展開。日本でも近い将来、同様の手法を検証したい考えだ。

国内で「イノベーション戦略部」を設置

　デジタルヘルス領域で患者、医療従事者、社
会のニーズにマッチした新たなイノベーション
を創出するために、製薬業界をリードして注力
していく。これがGSKのスタンスであり、日本
でも同様の考え方を基に個別の取り組みを進め
ている。
　同社は研究開発部門を中心にデジタル技術の
活用に取り組み、英国本社では数年前から特に注
力し始めた。日本では今年1月、開発本部に「イノ
ベーション戦略部」を設け、社内の各部署を横断
的につないだり、グローバルの関連部署と情報共
有したりする中核の役割を担っている。
　イノベーション戦略部イノベーション・イン
キュベーショングループの張家銘マネージャー
は、デジタル技術の急速な進展を製薬企業とし
てさらに利活用することで、「新たな価値」を提

供していくと
説明。その「価
値」には▽患
者における服
薬管理、疾患
の重症化予防
▽医療従事者
に対する薬剤
のエビデンス
提供▽産官学
による医療関
連の社会イン
フラ整備―を

挙げる。
　ただし日本法人ではデジタル技術、リアル
ワールドデータなどの活用に対する理解の面
で、社内や各部署内にまだ温度差があるという。
張家氏は「同一の認識で動く」戦略を全社で定め
ることを今後の課題に示す。
　GSKではイノベーションを目指したデジタ
ル技術の活用を①「新たなデータの創出・統合」
と②「既存データの分析・発信」の２つに大きく
分けて捉える。具体事例は海外で先行しており、
①ではApple社のオープンソースフレームワー
ク「ResearchKit」をiPhoneで利用した臨床試験
や、服薬管理を目的にIoT（モノのインターネッ
ト）を用いた喘息薬吸入器の開発を実施。②では
AI（人工知能）による効率的・効果的な創薬研
究、喘息症状の管理支援アプリの開発・提供に
当たってきた。

臨床開発でコスト低減の可能性

　とりわけ①の中で、「GSKがリードしている」
（張家氏）取り組みにリアルワールドエビデンス
の創出がある。同社は喘息と慢性閉塞性肺疾患

（COPD）治療薬「レルベア」の新たな知見を得よ
うと、日常診療下で収集したデータを評価する
臨床試験「Salford Lung Study」を、英国のサル
フォードなどで行った。その際にレルベアの有
効性と安全性を通常治療との比較で確認するた
めに、患者の受診や処方に関するデータを追跡
できるシステムを整えた。
　COPD患者を対象に実施した試験には、かか
りつけの一般医、薬局、地元の自治体、大学、イノベーション戦略部・張家氏
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大学病院に加え、臨床試
験の医療データ収集でシ
ステム開発を手掛ける
NorthWest EHealth社も
参画。各医療機関をネッ
トワークで結び、患者
デ ー タ を1つ の デ ー タ
ベースに蓄積・共有する
仕組みを作った。試験結
果は昨年5月に発表済み
で、喘息患者を対象とし
たもう1本の結果も今年
5月に報告されている。
張家氏は「臨床研究の実
施方法を大きく変化させ
る」事例だと胸を張る。
　またこのような取り組みによって、製品・疾
患に対するより深い理解（製薬企業）、最先端の
研究の実現と論文発表（アカデミア）、医療の質・
効率を向上させるプラットホーム構築と産業活
性化（自治体）、新規事業への参入によるヘルス
ケアへの貢献（ICT企業）―が得られ、産官学で
WIN-WIN-WINの関係を築き上げることが可
能だとみる。「ビジネスとしてはものすごく赤
字」（張家氏）であるものの、将来的に各地で同様
の仕組みを構築できれば、臨床開発のコストを
低減できる可能性もあると見通す。
　GSKはこうした産官学の連携を、日本国内で
も実現させようと検討を進めている。現在は各
地の地域医療連携ネットワークなどを基に、適
切なパートナーを見つけ出す作業の最中だとい
う。張家氏はサルフォードで構築した患者デー
タを共有するシステムについて、「日本の地域包
括ケアのコンセプトと極めて似ている」と捉え
ている。

安全性情報で日本独自のコラボ

　②の「既存データの分析・発信」では、安全性
情報の収集・分析に関する新たなデジタル技術

「セマンティック・テキストマイニング」を、国
内で導入した。これは日本法人単独の事業だ。
　セマンティック・テキストマイニングは学術

文書に含まれる専門用語の多義性を認識すると
同時に、関連性の高い文脈を抽出できる技術で、
英国のソフトウエア企業サイバイト社が開発し
た。安全性評価を目的に、GSKは学術論文の新
たな分析手法をサイバイト社と共同開発するこ
とを決断。パイロットで医薬品と有害事象との
関連性がより示唆される文書を選択的に抽出で
きることなどを確認し、日常業務への導入を今
年8月に発表した。
　張家氏によると、海外ではサイバイト社と
パートナーシップを組む製薬企業が複数あるも
のの、国内では初めてのケースとなる。日本法
人は昨夏に始めたサイバイト社との仕事の中で
同社独自の技術を知り、そこから共同開発の検
討、パイロットの実施、業務への本格導入へと
迅速に展開してきたという。
　共同開発した分析手法では、文脈に含まれる
薬剤と有害事象との関連性の強弱に応じ、重み
付けをできるようにした。同時に非構造化デー
タを構造化する仕組みによって可視化し、担当
者が適切な安全性評価を行えるように作り上
げた。
　張家氏は新たな技術について、「人に代わって
意思決定するものではなく、判断を手助けする
ツールにすぎない」と指摘する。一方で構造化
データを基に学習させることで、理論的にはAI
による判断も将来可能になるとの見解を示す。

人工知能技術による統計プログラミング業務の効率化図

（グラクソ・スミスクライン提供）



26

山本武氏

　メディデータは1999年に米コロンビア大学メ
ディカルセンターの研究者らが症例報告書（CRF）
の電子化と関係者間のデータ共有のために臨床試験
データの電子的収集・管理システム（EDC）の構築に
着手したことから始まった。膨大な量の試験と多岐
にわたる疾患領域のデータ収集を標準化すること
で、次第に臨床研究・開発業務全般にわたるインテ
リジェンスを蓄積してきた。
　企業、医療機関、患者、CROなどが一つのプラッ
トフォームでつながり、データが一元管理できるよう
になったことで事業が拡大している。その成果とし
て、臨床試験における医療機関のコンプライアンス
の改善に即時性と客観性をもたらし、適切なリスク
評価を可能にした。EDCからスタートし現在は、リ
スクベースドモニタリング（RBM）などにおけるデー
タの利活用、モバイルヘルステクノロジーを活用した
データ収集などまでソリューションを広げている。

　当社はライフサイエンス分野に的を絞ったビジネ
スを展開し、多業種を対象としたITソリューション
企業とは視点が異なる。米国NYに本社を構え、850
社の13,000試験もの臨床開発に関わり、370万人の
被験者データを保有している。2016年世界売り上げ
トップ15位の医薬品のうち13品目の開発にメディ
データのテクノロジーが使用されている。日本国内
の売り上げ上位20社の製薬企業中80％がメディ
データのEDCを利用しているなど、国内でも非常に
高いプレゼンスを持つ。売上の20％をR＆D投資に
充てており、次々に新しい製品を提供することに

よって、当社の事業はシングルプロダクトからマル
チプロダクトへと移行している。

　EDCによってもたらされた効果の一つとして、臨
床開発における業務効率やリスクの見える化があ
る。例えば、特定の業務にかかっている時間やどの
施設で患者組入れや逸脱が多いのかなどのデータ
があげられる。また蓄積されたデータを活用して、
業界横断的なベンチマークを手にすることができ
る。メディデータのプラットフォームに蓄積された
業界屈指の規模を誇る13,000試験ものデータに基づ
くベンチマークを使い、自社業務の効率性を比較、
評価することができる。従事している人の仕事のス
ピードや品質、試験実施施設の評価やアウトソース
しているCROの評価へ活用することでコスト管理
にもつながってくる。経営者は客観性が高く、即時
性のあるデータを根拠に意思決定ができるように
なる。見える化の結果、よりリスクの高いところに

これまでの取り組み

実績、特徴

テクノロジーでリスクを見える化

　メディデータは業界最先端のITソリューションをクラウドベースで提供する
グローバル企業。世界の製薬企業、バイオテクノロジー企業など850社に及ぶ顧
客の臨床開発を支援している。EDCの普及を世界でリードしてきた同社は、クラ
ウドベースのプラットフォームがもたらす新たなビジネスモデル構築を着々と進
めている。「距離、時間が離れているものがあたかも手元で行われているようなビ
ジネスモデルを作ることが必要」と語るメディデータ・ソリューションズ株式会社
の山本武社長に、これまでの実績を踏まえた今後の事業展開について聞いた。

Medidata Clinical Cloud：臨床開発プラットフォーム

PR

テクノロジーが拓く臨床開発の新時代
変革を推進するメディデータの取り組み
テクノロジーが拓く臨床開発の新時代
変革を推進するメディデータの取り組み
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フォーカスしてモニタリングを実施するというリス
クベースドモニタリング（RBM）の導入が広まって
きている。

　今まで見えなかったデータは何か。あるいは再利
用を考えなかったフィールドにデータを応用できな
いかということを考えている。
　治験薬の安全性と効能を評価する手法として、一
般的には標準治療を受けるグループとの比較を行
う。しかし疾患領域によっては、患者数が少なく組
入れが困難であることや倫理的な観点から比較対照
群を置かない単群試験を実施することも多くある。
そして発表されている論文などのデータをもとに、
治験薬の有効性を評価する。しかしこの手法では、
比較するデータが全く同じ選択基準でない可能性も
あり、結果にバイアスが生じてしまうこともある。
そこでメディデータは、過去の試験のデータを活用
したソリューションを提案している。メディデータ
は、今年6月に米国・シカゴで開催された米国臨床
腫瘍学会（ASCO）で、このSCAを用いて行われた急
性白血病を対象としたフェーズ1/2試験で得られた
知見を発表した。当社のプラットフォームに蓄積さ
れた3,000試験以上の対照群データの中から、高度な
マッチングアルゴリズムを用いて、条件に該当する
個々の患者データを集めることで対照群データを合
成し、より正確に有効性などの評価をすることがで
きるというアプローチである。この方法は科学的な
説得力を高めるのみならず、試験の期間短縮、それ
に伴うコスト削減にも寄与すると考えている。

　患者中心の臨床開発が求められる中、スマート
フォンやタブレット、あるいはウェアラブルデバイ
スなどを用いて、患者から直接QOLデータなどを

集めていくことは今後の重要なテーマ
だ。当社は患者の主観的データを電子的
に収集できるePROやウェアラブルデ
バイスを通じて患者の客観的なデータ
を収集するためのソリューションを提
供している。
　ウェアラブルデバイスで収集される
データは、連続した大量のデータであ
り、従来の患者が来院した際に収集され
るデータとは特性が異なる。標準化や
解析手法の確立、また患者が適切に機器

を装着したり扱ったりできるかなどの課題もある。
　当社は東京大学大学院医学系研究科臨床試験デー
タ管理学講座（以下、東京大学）の実施するモバイル
ヘルスを用いた研究者主導試験にプラットフォーム
を提供している。患者が装着したウェアラブルデバ
イスとスマートフォンのアプリから入力する被験者
日誌のデータはMedidata Clinical Cloud上で統合さ
れ、管理される。この東京大学とのパートナーシッ
プは日本で実施する臨床試験におけるモバイルヘル
ス活用に向けた大きな一歩になると期待している。
　将来的にはモバイルヘルステクノロジーを通じて
メディデータのプラットフォームに蓄積される患者
アウトカムデータをデジタルバイオマーカーの確立
につなげることも視野に入れている。

　当社が提供するクラウドソリューションの大きな
強みは、医薬品企業、医療機関、患者、CRO、SMO
などあらゆる立場の人々が一つのプラットフォーム
でつながることだ。臨床開発業務の見える化を実現
し、適切な試験の実施や管理が可能となり、開発に
関わる全ての人々の生産性の向上をもたらす。同時
に継続的に蓄積されるデータを利活用することで、
科学的な価値をも生み出すことができる。治験に関
わる人々の距離を近づける一方で、時間を縮める
Medidata Clinical Cloudで臨床開発のやり方、あり
方を変革し、希望を待つ患者の元へいち早く、より
多くの新しい治療を届けたい。テクノロジーが拓く
臨床開発の新たな時代をリードしつづけて行きた
い、そう考えている。

次のイノベーション

Synthetic Control Arm（SCA）

モバイルヘルステクノロジー

SCAイメージ

テクノロジーが拓く臨床開発の新時代

〒100-7029 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー 29階
TEL：03-4588-0800  E-Mail：japanmarketing@mdsol.com
URL：https://www.mdsol.com/jp

メディデータ・ソリューションズ株式会社

https://www.mdsol.com/jp
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4本柱で全社のデジタル変革

　「デジタルを武田の企業文化のDNAに入れた
い」。TDAジャパンヘッドの大塚勝氏はデジタ
ル技術の活用を自社のマインドセットとするこ
とについてこう説明し、その達成をTDAの目標
に掲げる。これは研究開発や営業、マーケティ
ングだけでなく社内の全部署で、デジタル技術
を業務実行の基盤とすることを意味している。
　デジタル技術導入の大きな目的は、患者のア
ンメット・メディカル・ニーズを解決する方策
の開発だ。医薬品では満たすのが難しい患者
ニーズに対し、デジタル技術の活用によりイノ
ベーションの創出を実現していくことに照準を
合わせる。
　TDAは「デジタル基礎構築」「デジタル教育」

「イノベーション」「アクセラレーション」の4つ
の柱で、武田全体の“デジタル変革”を推進する。
　このうち「イノベーション」では社内スタート
アップのプログラムを用意する。社員からさま
ざまな業務についてデジタル技術を取り入れた
アイデアを募り、有望な案には資金を提供。選
ばれた社員は通常の業務をこなしながら4 ～ 5
カ月でシステムや製品の試作を完成させ、実用
化を見込めると判断した部署がそのトライアル
を引き取って再投資を行う。
　このような社内スタートアップから発展する
プロジェクトには、社内の知識やノウハウを基
に実用化を狙うケースと、社外企業と組んで実
現を目指すケースがある。

デジタル活用を全社のマインドセットに
ウエアラブル機器、治療デバイスの開発推進

　武田薬品工業株式会社はデジタル技術の活用を、仕事を進めていく上での基準とする考え方（マ
インドセット）に位置付ける。実際に会社全体のデジタル関連の施策を引っ張っていくのが、2015
年に立ち上げたデジタルユニットのタケダデジタルアクセラレーター（TDA）だ。デジタルとの融
合に本腰を入れる製薬業界の中で、パイオニアのように活動していくことを念頭に置き、デジタル
関連企業との共同事業では患者情報を収集・評価するウエアラブル機器や、消化器系疾患の治療
デバイスの開発などを進める。

　さらに「ア
ク セ ラ レ ー
ション」では、
社外のデジタ
ル関連企業な
どとのコラボ
レーションを
進める。ここ
でのコラボは
TDAの 主 導
に よ る も の
で、その相手
はスタートアップ企業から大企業までさまざま
だという。大塚氏は「イノベーションを作り出す
のには一番強い」と、社外企業とのコラボに期待
を寄せる。

異業種との境界線を積極的に越える

　またTDAは、製薬業界でデジタル化の流れ
が加速する中で、全社員に「パイオニアのような
活動」（大塚氏）を促すために組織された。活動の
中で異業種との“境界線”を積極的に越えていく
ことを重視し、実際にデジタル関連企業とさま
ざまなコラボを展開する。
　その一つが、リアルワールドデータを臨床研
究に活用するためのIoT（モノのインターネッ
ト）のプラットフォームを開発している米ベン
チャー企業コネクサ・ヘルス社との共同事業だ。
武田は複数の初期段階の臨床試験にバイオセン
サーを組み込んだウエアラブル機器を導入し、

TDAジャパンヘッド・大塚氏
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バイタルサイン、活動レ
ベル、睡眠指標などの患
者データを遠隔で収集。
実臨床の環境で患者機能
を評価する新たなエンド
ポイントを確立し、臨床
試験の効率化を図れるか
検証する。
　別のプロジェクトでは
英コグニション・キット
社と、うつ病患者の認知
機能をウエアラブル端末
の「Apple Watch」を用い
てモニター、評価するパ
イロットスタディーを実施。同社はデジタルヘ
ルス用のモバイルやウエアラブル機器の開発を
目的に、英国企業によって昨年設立された合弁
会社で、認知テストを行えるアプリケーション
を設計した。
　米バイオサーフェス社とは今年7月、消化器
系疾患治療用の医療デバイスの開発で共同研究
を進めることを発表した。武田は消化器系分野
の科学的・技術的な専門性を、バイオ社は医療
デバイスの設計やナノマテリアルに関する製造
技術などを提供する。
　このほか武田は、インシリコ技術を用いて創
薬に取り組む米ベンチャーのシュレーディン
ガー社と共同研究契約を結んだことも明らかに
している。

国内ではIBMとMRの業務支援

　日本国内に関しては、日本IBMと組んでMR
の業務を支援するシステムを開発。同社のAI

（人工知能）技術を応用したコンピューター「ワ
トソン」を使い、医薬品に関する医師からの質問
に、短時間で的確に答えられるようにした。こ
のプロジェクトは社内スタートアップから生ま

れたもので、銀行のコールセンターの業務から
ヒントを得たという。
　米国では創薬ベンチャーなどの活動が盛んな
ため、社外企業とのコラボ事例も多くなるが、
武田はデジタル技術の活用について国内外とも
に同じ方針で取り組んでいる。好事例は世界の
各拠点で共有し、海外から日本への導入も検討
していく考えだ。
　一方、デジタル関連企業とのコラボでは、個
人情報の取り扱いなどの医薬品産業特有の規制
がハードルの一つになると受け止めている。試
行の段階で対応すべき規制は確認するものの、

「やってみないと分からないこと」（大塚氏）もあ
り、実運用に伴いコストや複雑さが増してしま
うケースもあるという。
　また製薬企業の活動として続けていくには、
デジタルヘルス領域の取り組みによる収益性に
も目を向けなければならないが、米国では多数
のスマートフォンアプリが保険償還の対象で収
益を出しているのに対し、大塚氏は国内で「プラ
スの企業はほとんどない」と指摘する。当面は
ICT活用を評価する国の姿勢に期待しながら、
アンメット・メディカル・ニーズの解決を目指
し力を注いでいくことになるとみている。

（武田薬品工業提供）
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　AKTANAの意思決定支援エンジンは、MRが
日々使用するSFAやCRMなどの顧客管理システム
を介して担当医師に対する最適なプロモーションを
推奨する（図1参照）。
　 こ の 支 援 エ ン ジ ン は、SFAや
CRMに蓄積されたデータだけでな
く、売上などのマーケットデータ、
DWHにある各種データ、e-detailア
クティビティー、Web siteへのログ
など製薬企業が保有するさまざま
なデータを統合し、「今、有用な情
報」や「優先順位の高いアクション」
を「推奨」としてMRの手元にある
SFAやCRMなどの画面を通じて
MRに届けることによりフィールド
での活動を支援する（図2参照）。
　医薬品の製品特性やライフサイ
クル、医師ごとのセグメントに応じ
たブランド戦略や営業戦略などに
基づき、データを解析し優先順位付
けなどを行い、主要なSFAやCRM
などとの間に構築されたコネク
ターによって現場のMRはタイム
リーに推奨を閲覧できる。MRは
SFA/CRM上に示された効率的な
訪問計画、マルチチャネル活動やコ
ンテンツとの連携、売上指標の増減
に基づく対応等、その状況に応じた

推奨を確認し、最適なプロモーションの実行に活用
する。
　また、本社もAKTANAの意思決定支援エンジン
によって、今までブラックボックスだった営業の現
場やマーケティングの進捗が見える化され、戦略実
行においてPDCAサイクルを迅速に回すことを可
能にする。

支援システムの概要

　医師一人一人に対するMRの最適なプロモーションを支援し、個々のMRの生産性を高めることで、企業の戦略目
標達成に貢献する―。新製品上市、適応追加、特許切れ、GEへの処方変更、有害事象報告だけでなく、急速に進む
高齢化や地域包括ケアシステムへの移行など、医薬品のプロモーションを取り巻く全てが目の回るほどの速さで動い
ている。その中で、AKTANAが提供する「意思決定支援エンジン」はさまざまな情報を同期し、本当に必要な情報だ
けを整理して提供することにより、MRの意思決定を強力にサポートする。2011年に米国・サンフランシスコで設
立されたAKTANAのソリューションとサービスはグローバルファーマのトップ15社のうち8社で採用され、日本
でもすでに多くの製薬企業が導入している。
　営業チームとマーケティングチームのシームレスな連携を実現するこの支援エンジンは、医薬品プロモーションの
パラダイムシフトへの対応を可能にする画期的なソリューションとして注目されている。

PR

AIを活用して、プロモーションの最適化を実現

AKTANAのソリューション図1

ベーシックな活用事例図2

新たなコマーシャルモデルの構築へ新たなコマーシャルモデルの構築へ
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　同エンジン採用のメリットを
整理すると、①戦略の現場への迅
速な落とし込み②データソース
の的確な分析と活用③現場での
活動に適合した戦略のデリバ
リー④MRの現場における意思決
定の尊重―が挙げられる。具体的
には、①では、製品特性やライフ
サイクル、医師ごとのセグメント
に応じたブランド戦略や営業戦
略などを速やかに現場へ展開できる。②については、
ブランド戦略、市場データおよびインサイト、マル
チチャネル活動、医師の嗜好など様々なデータから
分析し、医師ごとに最適な推奨を作成することによ
り、顧客との関係性を確実に高める。③は、MRへ
のインタビューに基づき、現場での活動の実態や課
題を把握し、これに応じてMRが日々の活動に活用
できる推奨のデリバリーを設計する。④は、MRへ
推奨を届けるにあたり、本社の戦略に基づく支援だ
けでなく、ベストタイムや施設の場所、他のチーム
メンバー活動など、日々のスケジュールに影響をお
よぼす様々な条件を総合的に分析評価し、意思決定
を支援する。
　また、推奨はMRが訪問計画を立てる際に、届け
られた推奨がMRの腹に落ちるよう、競合するアク
ションを分析の上、優先順位をつけ、作成される。
例えば、日々の突発的、かつ煩雑な問題により訪問
計画実行ペースが軌道から外れた場合には、ター
ゲット、理想的なペース配分、地理的に近いか遠い
か、医師の面会可能日時、過去の訪問履歴などのデー
タからアルゴリズムを用いて理想的な訪問を導き出
し、MRが目標達成ペースに戻れるよう支援する。

　AKTANAが提供するサービスの特徴は、①医師
一人一人に合わせた具体的で効率的なプロモーショ
ンを強力に支援する②意思決定支援エンジンと学習
プラットフォームにより営業とマーケティングの最
適化を加速する―と言えるだろう。また、「MRが最
終的な意思決定者」との考え方に基づいて、推奨され
た内容をMRが却下する仕組みも組み込まれてい
る。これによって、現場からフィードバックされた
MRの判断を学習し、新たな推奨の作成に反映させ

る。そして、MRが確実に実行できる戦略の洗練化
と現場での遂行を促進する（図3参照）。
　さらに、「データソースやプラットフォームを
シームレスに統合」していることや、「製薬企業の
様々なシステムに対応可能なプロダクト設計」も同
エンジンの大きな特徴だ。

　AKTANAの意思決定支援エンジンは、本社では
十分には考慮できていないローカル市場の状況や
個々の医師の情報に関して、MRのアクションや
フィードバックから学習する。そして、計画がどの
ように効果的に実行されているか、医師セグメント
間 の 反 応 の 違 い 等 に 関 し て も モ ニ タ ー す る。
AKTANAがMRに代わってデータを探し、分析し、
どう解釈すべきかなどの情報をMRに提供すること
で、MRはデータ収集とその分析に要する多くの時
間を削減できる。
　AKTANAは、医薬品のプロモーションを取り巻
く環境が急激に変化する中で、①訪問目標達成の改
善②成績の上がらないMRへの支援③MRと医療従
事者のやりとりの質向上④市場変化への機敏な反応
⑤マルチチャネル活動との円滑な連携⑥マーケティ
ング戦略の継続的な最適化―を実現し、製薬企業の
課題解決に貢献することを最大のミッションに据え
ている。

MRの生産性を最大限に

支援システムの特徴

支援システムのメリットと
MRに提供する価値

AKTANAサービス全体像図3

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町2-3 コーポ天城205
E-Mail：sales@aktana.com
URL：https://www.aktana.com/ja

AKTANA

https://www.aktana.com/ja
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経営トップのスタンス

　田辺三菱は製薬業界を取り巻く環境につい
て、医薬品以外での患者へのアプローチ、ビッ
グデータなどを解析・評価する体制、IoT（モノ
のインターネット）の本格導入―の3点で変化が
求められているとの問題意識を持っている。こ
れらに対応した今後の取り組みの中で、サイエ
ンティストなどの人材、規制当局との折衝ノウ
ハウ、医薬品の流通ルート、長期収載品といっ
た自社のアセットを活用する方策を検討する部
署として、フュー
チャーデザイン部
が新設された。
　子林孝司専務は
「1つの軸は環境
変化、もう1つは
アセットを有効活
用したい。（2つの
軸の）“掛け算”で
何かできないかと
考えた」と説明し、
同部の設置が、デジタルヘルス分野に対する経
営トップのスタンスの表れであることを示す。
仮に自社だけで目的を達成するのが難しい場合
は、デジタル業界などの異業種とのコラボレー
ションを積極的に進め、アセットの価値最大化
を目指す方針だ。
　同部に所属するのは11人。経営企画部下の未
来創造室と、長期品などのアセットの活用を検

フューチャーデザイン部でデジタルヘルス推進
自社のアセットと新技術合わせ新たな価値創出

　田辺三菱製薬株式会社はデジタルヘルス領域の取り組みを推進する組織として今年4月、
「フューチャーデザイン部」を設けた。自社で培ってきたアセット（資産）と、AI（人工知能）やビッ
グデータとの組み合わせにより、新たな価値を生み出していくことが同部の役割。その一環とし
て、長期収載品とデジタル技術の融合で新事業の創出を目指すという、ユニークな取り組みも進め
る。ただし、個々のプロジェクトの“種”を増やし、実現可能性を模索していくことが当面の課題
になりそうだ。

討するグループを切り出し、デジタルヘルス戦
略を立案する人材を投入したほか、当時のICT
マネジメント部長もメンバーに加えた。2015年
10月に発足した未来創造室は、「医薬品の提供」
という従来の枠組みを超えた、新たな事業機会
の創造を目的にしていたが、それがフュー
チャーデザイン部に引き継がれる格好となった。

長期品とデジタル技術融合で新事業

　同社はフューチャーデザイン部の活動の大き
な方向性として①AIやIoTを使った自社製薬

ビジネスの改善②
ビッグデータを分
析・活用できる体
制の構築③デジタ
ルヘルス分野にお
ける製薬以外の新
規ビジネスへの発
展④長期収載品と
デジタル技術の融
合による新事業の
創出―の4本柱を

位置付ける。
　①ではAIやIoTをキーワードに、従来の製薬
ビジネス領域で“破壊的イノベーション”を追求
する。フューチャーデザイン部が取りまとめ役
となり、全社でさまざまなプロジェクトを立ち
上げることを想定している。現時点では、臨床
試験に関わる業務の効率化を目的としたデジタ
ル関連企業との協業が、最も進んでいる取り組

専務・子林氏 フューチャーデザイン部・清水氏
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みだという。同部の清水
良部長は「製薬ビジネス
の た め の バ リ ュ ー
チェーンは出来上がっ
ている。そこに新たな技
術をどう使うか」と述
べ、若手社員の革新的な
発想に期待する。
　②に関してはナショナ
ルデータベースの活用を
見据えた動きで、社内の
体制づくりに注力する。
国によるパイロット研究
などにも参画し、経験値
を上げていくという。
　③では、例えば疾患治
療に使えるアプリケーションを開発し承認取得
まで持ち込むなど、これまでの医薬品ビジネス
を超えた製品の産出を狙う。
　中でも特徴的と言えるのは④の取り組みだ。
同社は一部の長期品を今年10月に他社へ譲渡
することを発表しているものの、承継などで全
ての長期品を一斉に手放すのではなく、特定の
いくつかの疾患領域でデジタル技術との組み合
わせにより、新ビジネスの可能性を探る道を選
んだ。
　長期品の新事業を確立させるには収益性にも
目を向けなければならないが、既存薬で用量、
処方設計、投与経路を変えたり、適応症の追加
で対象患者が拡大したりするケースを評価する
承認申請の区分が米FDA（食品医薬品局）にあ
り、同社はこの区分を活用していく考え。日本
国内については「薬の価値（薬価）は変わらない
がサービスを付加することで、もう少しリター
ンが増えないか工夫したい」（子林氏）とし、長期
品の売り上げ規模拡大を目指す。さらに、デジ
タル技術を使ったサービスで、一定の収益を出
すことにも期待する。

当面は“芽”を出すことに注力

　長期品とデジタル技術との組み合わせによる
具体的な製品としては、デバイスを用いて医薬
品の効果を最大限に引き出す仕組みなども考え

られるが、子林氏は製品設計の詳細について言
及を避けた。清水氏は「（開発に）多くの投資を必
要とせずキャッシュを生むような存在になるよ
うな領域がないか考えている」と述べるにとど
める。
　フューチャーデザイン部では発足から半年間
で事業課題を整理し、10月以降に具体的なプロ
ジェクトに着手していく予定だ。とはいうもの
の、活動がすぐに実績に結び付くとは思ってい
ない。
　清水氏は技術的なハードルとマネタイズの難
しさから、アイデアの多くは実現まで至らない
とみる。当面は成功確率の低い中で投資規模を
抑え、「むしろ数をそろえることで（プロジェク
トの）“芽”を出していく」ことに力を注ぐ。この
2年ほどで多くの“種”をまき、3年後に“収穫”が
見通せるように活動していくイメージを描く。
フィジビリティスタディにまで進むプロジェク
トの予算としては、1案件当たり数千万～ 1億円
の規模を見込んでいる。
　子林氏は今後の製薬企業の姿について、「プロ
ダクトが従来のピルではないかもしれない」と
話す。つまり医療現場や患者のニーズに応えて
将来生き残るには、医薬品開発にとらわれない
ビジネスを展開していく必要があると考える。
さらにIT企業大手をはじめ異業種も参入し、競
争の激化が近未来に予想されることから、「結構
急がなければならない課題」と捉えている。

デジタルヘルス活用に向けた構造改革図

（田辺三菱製薬提供）
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　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

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。

　「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

“ヴィヴィッド”＝分かりやすさを前面に

リーズナブルな価格設定

　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。渡辺幸男氏

PR

簡単、低価格なクラウドサービス「ViVD（ビブド）－NDB」

NDBデータ活用した処方分析サービスNDBデータ活用した処方分析サービス

「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。

　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。

　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

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

マーケティングから開発まで
活用できる

PR

「ViVD–NDB」［医療用医薬品処方数］閲覧画面図

〒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

ACメディカル株式会社
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医師によるダウンロードが障壁

　在宅で服用する経口抗がん剤を患者が副作用
の重篤化によって中断してしまうことに、中外
は頭を悩ませていた。その解決策を安全性関連
の部署などが連携して検討し、①患者や家族が
服薬状況、自覚症状などを記録し自己管理を行
う②チームを組む医療従事者が常に患者の状況
を共有し、必要に応じて速やかに対応する―と
いった2つの方向性を打ち出した。
　MCSとのコラボレーションの以前から、中外
はがん治療でのチーム医療促進のため、経口抗
がん剤「ゼローダ」の服薬支援アプリを開発して
いる。同アプリには患者・家族による日常の自
覚症状や服薬状況の記録機能、記録情報の多職
種連携ソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス（SNS）への投稿機能、注意すべき症状とその
対策を解説する動画の閲覧機能―を持たせた。
　ただ実際の使用に当たり、医師をはじめ利用
者がアプリをダウンロードし個人情報を登録す
る必要のあることが、運用面でのハードルとなっ
た。これ以外に一般人への広告規制、患者情報
の取り扱いなども対応すべき課題に浮かび上が
り、そこで「大きな試み」（医薬安全性本部安全性
コミュニケーション部・竹本信也グループマネ
ジャー）として、MCSと連動することを決定。
2016年11月から患者での試行を始めている。

必要な患者に限った提供を実現

　MCSは地域包括ケアシステムの構築に向け、

服薬支援アプリ拡大に多職種連携SNSと連動
抗がん剤の重篤な副作用防ぎ治療継続狙う

　中外製薬株式会社はデジタルヘルス領域の取り組みの一つとして、同社が開発した服薬適正化
支援アプリと、日本エンブレースの多職種連携ソーシャル・ネットワーキング・サービス

「MedicalCareStation（MCS）」を連動させる仕組みを構築している。抗がん剤による副作用の重
篤化を防ぎ、治療継続につなげるための試みで、MCSの基盤を用いてアプリが使用できる環境を
整える。さらにアプリの他の薬剤での活用や、利用施設・地域の拡大も視野に入れている。

医療介護従事者専用に開発された完全非公開型
SNS。タイムライン形式を採用し、多職種でリ
アルタイムに情報共有できる仕組みになってい
る。このプラットフォームに服薬支援アプリを
連動させることで、MCSを導入している医師ら
の手をほとんど煩わせることなく、アプリを利
用できる環境を整えた。医療者によるアプリの
ダウンロードが不要になったことを、営業本部
オンコロジー製品政策部の大寺昭雄グループマ
ネージャーは「一番の問題をクリアできた」と振
り返る。
　コラボによって、医療従事者間だけでなく、
患者と医療従事者のコミュニケーション機能を
備えたチャットスタイルのSNSとなった。具体
的には、スマートフォンに表示される画面の案
内に沿って患者が服用状況、体調（フェイスス
ケール）、「気になる症状」を入力・送信すると、
チームの医療従事者全員にその情報が一斉に届
く。さらに「気になる症状」は、有害事象（副作
用）に関する評価基準「CTCAE」のグレードに

中外製薬の竹本氏（中央）、大寺氏（右）と日本エンブレースの伊東氏
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対応するように設計さ
れており、休薬や来院
による対応が必要な程
度の副作用を発現して
いると考えられる場合
は、医療者の画面にだ
けアラートを出す仕組
みになっている。
　日本エンブレースの
伊東学社長は、アプリ
との連動によりMCS
をがん治療薬に特化し
たソリューションと見
なすことができると指
摘。またチーム医療を
促進し、主治医の負担
軽減にもつながると説明する。
　アプリは医師が患者に勧め、同意を得た上で
使用が始まる。竹本氏は「必要な患者にだけ出す
仕組みを実現したかったが、自社だけではでき
なかった」と、エンブレースとのコラボを評価す
る。そして「結果として薬剤に対するアドヒアラ
ンスが上がるのではという期待もある」。

地域包括ケア参画へのツールに

　現在は大学病院、がんセンター、基幹病院な
ど数施設でアプリを試行中で、患者ごとに6カ
月以上観察し、全体の結果は年内に得られる予
定だ。このコラボの特徴として、アイ・エム・
エス・ジャパンが第三者の立場からアプリの有
用性と課題を検証することになっており、治療
継続率などのデータだけでなく行動変容や心理
的変化の指標の分析も行う。
　中外は検証結果を踏まえ、アプリのがん領域
以外での活用を検討していく考え。同社には、
重篤な副作用が懸念される薬剤がポートフォリ
オの多くを占めるが、「（MCSと連動する）土壌
があれば広げることが容易にできる」（竹本氏）
という。
　加えてMCSは約200の医師会に採用される
など全国各地で利用環境が整備されつつあり、

「横展開するときに速い」（伊東氏）広がりが見込
める。大寺氏はこの利点を生かし、中外が地域
包括ケアシステムへ参画するためのツールの一
つとして、アプリを活用していく可能性を示す。

新設部署で“破壊的技術”との融合検討

　中外はICT、人工知能といったデジタル技術
を、市場を壊し新たな変化と価値を生み出す“破
壊的技術”に位置付け、こうした技術の急速な進
歩により、製薬業界全体が大きな変化にさらさ
れようとしていると現状を捉える。この変化を
飛躍の機会とするために、関連の情報やノウハ
ウを収集・分析する機能を持つ科学技術情報部
を、4月1日付でプロジェクト・ライフサイクル
マネジメントユニットに新設した。
　同部の大きな機能は、社内外からの情報を基
に製薬とデジタルの融合などによるプロジェク
トを策定し、経営層に提言することだ。その中
で社内各部署で進められているデジタル関連の
活動を一元的に理解し、必要に応じて協業を促
す役割も担う。アプリとMCSの連動はこの組織
改正以前からの取り組みだが、同部のプロジェ
クトによって今後、さらに発展・深化していく
可能性もある。

（中外製薬提供）
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デジタル業界からの認知度向上

　バイエルはデジタル技術を使ったヘルスケア
の取り組みについて、革新的技術を持っている
デジタル関連企業とともに新しいソリューショ

ンを生み出す
ことで、患者
への貢献を実
現できると捉
えている。具
体的には、14
年6月に立ち
上げた「オー
プンイノベー
シ ョ ン セ ン
ター（ICJ）」の
役割の一つと
して、デジタ
ルヘルス領域

の施策を検討してきた。
　活動当初はデジタル業界で製薬企業は新しい
プレーヤーであったため、デジタル関連企業に
対する認知度の向上を取り組みの第1段階に位
置付け、第2段階で相乗効果を生み出す企業を
探索する方針を掲げた。スタートアップ企業を
支援するG4A Tokyoを16年に始めたことによ
り、今ではデジタル関連企業から個別にコラボ
の声掛けもあるほど認知度は上がったという。
現在はさまざまな形でコラボの機会を検討する
段階に入っている。
　デジタルヘルス領域で展開すべき取り組みに

「Grants4Apps Tokyo」でスタートアップ支援
ソリューションの実用化想定した設定に

　バイエル薬品株式会社は、革新的なデジタルヘルス技術を支援するオープンイノベーションプ
ログラム「Grants4Apps Tokyo（G4A Tokyo）」を2016年に始めた。ライフサイエンス関連の課題
に対しスタートアップからソリューションを募るもので、現在第4回のプログラムが進行中だ。回
を重ねる中で、実際にソリューションを活用して日常業務の効率化や患者のサポートを行うことを
想定し、選考テーマやアイデアを設定する方向性も出てきた。
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ついて、社内各部署の担当者が集まって検討し
た結果①データ分析や人工知能の活用により業
務の効率化を図る②ウエアラブルデバイスやモ
バイルといったデジタル技術を使って患者に貢
献する―という2つの大きな方向性が打ち出さ
れた。これらの方向性で現在、具体的なプロジェ
クトが走っており、G4A Tokyoは②に沿った事
業となる。
　G4A Tokyoはバイエルが設定した課題に対
し、デジタル技術を使った解決法をスタート
アップが応募するプログラム。革新的なアイデ
アを提案した上位チームには助成金が贈られ
る。オープンイノベーションセンターの菊池紀
広マネジャーがドイツ・バイエル社でグローバ
ルプロジェクトとして行われていたG4Aを知
り、「日本でもやろう」と準備を進め、16年に
G4A Tokyoを始めた。

予測モデルを買い取り、業務導入へ

　G4A Tokyoのプログラムはこれまでに3回
終了。応募された技術は①患者、医療関係者が
抱える問題に対して画期的でインパクトのある
解決策②“Something different”（これまでとは
違うやり方）で新たな価値を生み出す革新性の
ある解決策③ビジネスとしての実現可能性と適
合性―を基準に審査している。
　第1回は「服薬アドヒアランスを改善する革
新的な解決方法」を選考テーマに実施。16年6月
の最終選考会で慶応大学医学部循環器内科（代
表：木村雄弘氏）の「飲み忘れゼロ！プロジェク
ト」が最優秀賞に決まった。第2回のテーマは

オープンイノベーションセンター・菊池氏



各社
の

取り組み

23

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

バ
イ
エ
ル
薬
品
株
式
会
社

「ベターライフのための革
新 的 な モ ニ タ リ ン グ ソ
リューション」とし、12月
にナノティス（代表：坂下理
紗氏）の「いつでも、だれで
も、チップとアプリでイン
フルエンザを迅速検診」を
大賞に選んだ。
　 第3回 のG4A Tokyoで
は、治験結果や安全性報告
を分析するための用語統一
作業「メディカル・コーディ
ング」を自動化することを
目的に、人工知能やアナリ
ティクス（分析方法）を活用
した予測モデルを募集。127
人から1759件の応募があり、今年8月の表彰式
でディー・エヌ・エーの藤川和樹氏に大賞が授
与された。
　この回はそれまでの2回と異なり、応募者が
作成したモデルの解析精度を競うコンペ形式で
行った。応募者は公開されたコーディング前後
の用語例を基にモデルを作成。そのモデルを
使って問題用の用語をコーディングし、解析精
度によって順位付けした。さらに未公開のデー
タでモデルを検証し、最終的な順位を決めた。
　また第3回は日常業務の効率化を見据えて
テーマ設定をしており、上位3人の予測モデル
の権利はバイエルが買い取る条件を付けた。今
後は3つのモデルを組み合わせ、さらに精度を
上げた後に実際の業務で使用する。年内にモデ
ルの検証を終え、18年中に導入する予定だ。

第4回が進行中、テーマは眼疾患

　バイエルは14年からデジタルヘルス分野へ
の取り組みを検討する中で、注力疾患領域の患
者についてペイシェント・ジャーニーの各段階
での課題を洗い出し、解決すべきテーマをリス
トアップした。第1、2回のG4A Tokyoのテー
マは、そこから選んだものだ。対して第3回は、
デジタル技術によりメディカル・コーダーを支
援することで、業務の効率化を図れる可能性が
ICJの活動の中で指摘され、その方法を探し出

す場としてG4A Tokyoを利用した。
　G4A Tokyoで設定するテーマについては、解
決すべき課題が対象となる一方で、範囲を絞り
過ぎると新しいソリューションが提案されない
という懸念もある。菊池氏は「興味深い解決策が
出てきそうなもの、という観点も加味してテー
マを選んでいる」と話す。
　第4回は「眼疾患患者さんをサポートする革
新的なデジタルソリューション」をテーマとし、
最終選考会を来年1月に開催する予定。「認知/
予防」「発症/診断」「病態の解明/治療」「治療管
理」「ロービジョンケア」の各段階で課題と求め
られるアイデア・技術を例示し、患者に寄与す
るデジタル技術を募っている。最終選考会に
残ったチームには、ソリューション開発に対す
る医療上のアドバイスや、実際に患者に活用し
てもらう機会の提供に向けた支援を行い、技術
の実用化を後押しする。
　製薬企業とスタートアップでは文化が全く異
なる。菊池氏はスピードを重視し、柔軟性を持っ
て新たなモノ作りに取り組むスタートアップと
事業を進めていくには、「両者にとって新しい試
みとして、うまくいく方法を見つけていく」こと
が課題になると受け止めている。それを踏まえ
革新的なソリューションにつなげる機会として
G4A Tokyoを続け、「われわれとシナジーがあ
るような応募であれば、そこからコラボしてい
きたい」と考える。

（バイエル薬品提供）
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