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　医薬品業界は、2018年4月に実施された

7.48％、約7200億円の薬価引き下げと新た

に導入された新薬創出・適応外薬解消等促進

加算の見直しなどから国内市場の先行きに危

機感を深めている。

　17年12月18日、加藤勝信厚生労働相と麻

生太郎財務相の大臣折衝による薬価改定を含

めた診療報酬改定率の決定から４日後の22

日。厚労省は「医薬品産業強化総合戦略」の

一部改訂を公表し、あわせてその具体化に向け

た「日本創薬力強化プラン（緊急政策パッケー

ジ）を策定した」。

　薬価引き下げと産業強化̶̶ 。ブレーキと

アクセルを同時に踏むようなタイミングだ

が、15年に策定された同総合戦略改訂の背景

にグローバルな創薬環境の急速な変化がある

ことは確かだ。とくにビッグデータや人工知

能（AI）といった情報通信技術（ICT）の進展

への対応が新たな産業強化策における重要な

キーワードになっている。

　創薬力強化を支える医療分野のデータベー

スやAIの活用、そしてリアルワールドデータの

集積には、全国規模の保健医療情報ネットワー

クやデータプラットフォームの構築といった政

府が進める医療ICT基盤整備が必要だ。そし

てこれらの基盤整備は創薬にとどまらない広

範な変化を医療、医薬品産業に及ぼすものと

みられている。

　創薬力強化プランを掲げて改訂された同総

合戦略による医薬品産業政策も、今後の医療

ICT の基盤整備がもたらす医療そのものの変

化に対応した新たな政策的枠組み構築への過

渡期を迎えていると言えるかもしれない。

　本特別編集企画では、医療ICTの進展と今

後の医薬品産業政策の行方を展望する狙いか

ら、第１部で医薬品産業戦略をめぐる最近の

動向と厚労省医政局長武田俊彦氏のインタ

ビュー、第２部で、４月から本格運用する

MID-NETの運用開始記念シンポジウムの内

容をリポートする。

の

と
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　厚生労働省は 2017 年 12月、「わが国の医薬品産業
について、長期収載品に依存するモデルから、より高
い創薬力を持つ産業構造に転換する」ことを目的に「医
薬品産業強化総合戦略」の改訂を公表した（図1）。
　これは、「経済財政運営と改革の基本方針 2017（骨
太の方針 2017）」に 20 年 9 月までに後発医薬品の使
用割合を 80％とする目標が明示されたこと。また、
16年 12 月に策定された「薬価制度の抜本改革に向け
た基本方針」に「わが国の製薬産業について、長期収
載品に依存するモデルから、より高い創薬力を持つ産
業構造に転換する」ための結論を得ることとされたこ
とを受けて、産業戦略の見直しを行ったもので、この
総合戦略の見直しを踏まえて日本発の創薬産業拠点の
創出に向けた「日本創薬力強化プラン」（13 頁参照）
も合わせて公表した。
　改訂総合戦略と創薬力強化プランは薬剤費抑制を基
調とする医療政策の下でいかに医薬品産業の競争力を
強化するかという政策テーマへの現時点での厚労省の
回答である。
　改訂総合戦略は大きく 7つの柱を立てて具体的施策
を進める方針を示しているが、この中で ICTに関連
する項目をみると、「日本発のシーズが生まれる研究

開発環境の改善」として、①データベース情報の解析
を踏まえた戦略的な革新的シーズ開発の推進②臨床研
究・治験の患者向け公開DBの整備③AIの活用によ
る医薬品研究開発支援―が盛り込まれている。また、
「薬事規制改革等を通じたコスト低減と効率性向上」
では、リアルワールドデータの利活用促進（医療情報
DB〈MID-NET〉事業の本格運用開始）が明記され
ている。
　具体的な事業としては、がん、希少疾患 ･難病、感
染症、認知症などの症例から得られた詳細な臨床情報
とゲノム情報などを集積・統合し、遺伝子変異・多型
（遺伝子型）が疾患の発症（表現型）とどのように関
連付けられるかを日本人を対象に評価・検証するため
の『臨床ゲノム情報統合DB』の構築。臨床研究法の
付帯決議に基づく臨床研究の概要、進捗状況および結
果を登録する公的DB「臨床研究DBシステム管理事
業」の構築。そのほか、AIの医薬品開発への活用では、
京都大学、理化学研究所と製薬企業や IT系企業約 90
企業 ･団体で構成される「ライフ・インテリジェンス・
コンソーシアムの支援」などが盛り込まれている。
　創薬力の強化によって産業構造の転換を図ることを
主眼に置く厚労省の医薬品産業政策においても、医療
分野におけるDBの構築やAIの利活用基盤の整備が
重要なテーマと位置付けられている。

医療 ICT の進展と医薬品産業戦略特別編集
◉総論

INtroduction

【第1部】進化する医薬品産業戦略

新たな協業と競争の時代へ
第4次産業革命と製薬企業の未来
　Society5.0—「狩猟、農耕、工業、情報に続く人類史上5番目の新しい社会。あらゆる場面で快適で豊かに生活
できる超スマート社会の実現」（未来投資戦略2017より）。この第4次産業革命ともいわれる技術革新の波は医薬
品業界にも新たなビジネスモデルの創出を強力に促している。リアルワールドデータやAIの活用は創薬領域にとどま
らない大規模な変革を引き起こしつつある。こうした変化に対応するためには、個々の企業だけでなく産業関連施策
を担う政府のビジョン構築も必要だ。デジタルテクノロジーの進展に伴うこれからの時代の医薬品産業の方向を探る。

ICT 活用組み込んだ創薬力プラン
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　医療 ICTと医薬品産業におけるその活用策につい
て厚労省が基本的方向性を示す一方で、この領域に焦
点を当てた製薬協主催のセミナーが相次いで開催さ
れ、産業側の関心の高まりをうかがわせた。「2018 ラ
イフサイエンス知財フォーラム」と「政策セミナー　
医療の転換点と製薬産業」の2つだ。これらのセミナー
から、産業側の現状認識、取り組み状況に関わる部分
を以下に紹介する。
　2月13日に開かれた知財フォーラムは、「AI/ビッグ
データがもたらすライフサイエンス革命〜未来の医療
と将来の創薬、その可能性と課題」をテーマに製薬協知

産業側の関心裏付ける
2つのセミナー

講演する製薬協の森平知財委員長

○がんゲノム医療推進コンソーシアムの構築による革新
的な医薬品などの開発推進

○データベース情報の解析を踏まえた戦略的な革新的
シーズ開発の推進

○臨床研究・治験の患者向け公開データベースの整備
○AI の活用による医薬品研究開発支援

●わが国の医薬品産業について、長期収載品に依存するモデルから、より高い創薬力を持つ産業構造に転
換するため、「医薬品産業強化総合戦略」を見直し、革新的バイオ医薬品などの研究開発支援やベンチャー
企業への支援、流通改善に向けた取り組みを進める。

医薬品産業強化総合戦略の主な改訂内容

日本発のシーズが生まれる
研究開発環境の改善1

○最適使用推進などの各種臨床ガイドラインの整備
○バイオシミラーの科学的評価、品質などの情報発信を

含む、バイオシミラーの使用促進

適正な評価の環境・基盤整備4

○国際規制調和戦略の推進（日本規制の海外展開、途上
国への規制トレーニングの提供）

○医薬品などの国際展開に向けた環境整備のための人材育成

日本発医薬品の国際展開の推進5

○ 流通改善ガイドラインの策定

医療用医薬品の流通改善への
一層の対応7

○医療系ベンチャー相談などによる規制と開発・評価の
連携した支援

○医療系ベンチャー企業の人材育成、各種機関とのマッ
チング推進

○ベンチャー創出に向けた金融市場の整備

創薬業界の新陳代謝を促す
グローバルなベンチャーの創出6

○審査プロセスの予測性の高い開発支援型の「条件付き
承認制度」や「さきがけ審査指定制度」を制度化

○リアルワールドデータの利活用促進（医療情報データ
ベース（MID-NET）事業の本格運用開始）

○PMDA の体制整備

薬事規制改革などを通じた
コスト低減と効率性向上2

医薬品の生産性向上（バイオシミラー
を含む）と製造インフラの整備3

○新生産技術に対応した効率的な品質管理などのルール
の策定

○バイオ医薬品に関する人材の育成とＰMDA の体制整備

図1

（厚労省公表資料を基に作成）
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的財産委員会のコーディネートにより実施された。
　「10年後の創薬と知的財産部」をテーマに講演した
製薬協知的財産委員会の森平浩一郎氏（アステラス製
薬知的財産部長）は、ドラッグリパーパシング（リポ
ジショニング）など既存医薬品の再利用や投与方法な
どの新技術に関してはAIの活用が広がる一方で、新
規医薬品の創薬研究については「AI が候補化合物を
指示し、それを人がブラッシュアップする形の共同作
業になっていく」との見解を示した。こうした医薬品
開発形態の変化に、「従来型の物質特許の保護期間に
立脚した知財戦略モデルでは対応できない」と述べ、
AI による化合物創作時の発明者認定基準（誰の発明
か？など）や審査における問題点から知的財産制度の
見直しが必要になると見通した。
　また、製薬企業などのライフサイエンス系企業と
IT系企業のマッチングによる創薬AI開発を目的に、
「ライフ・インテリジェンス・コンソーシアム」（LINC）
を設立した京都大学大学院医学研究科の奥野恭史教授
は、ターゲット探索から承認、市販までの医薬品開発
プロセスの各段階をカバーする 30 種のAI 開発を進
めている現状を報告した。
　LINCでは、各テーマごとに文献情報や公開DBを

使ってライフ系企業の考え方をアカデミアが仲立ちし
て IT系企業とマッチングさせ、モデルを開発する。
ここまでは競争前段階と位置付け、企業が保有する社
内データなどによるモデルの改良は企業間で競争する
仕組みで、モデル構築のノウハウは非開示だが、学習
済みモデルについては参加企業は全員が利用可能とし
ている（図2）。
　奥野氏は、30種の各AIをつなげることで開発全段
階をカバーする究極の IT創薬を目指すとして、「AI
開発の共通の基盤構築のためバラバラに開発してい
る 30 種の学習済みモデルを活用するための共通のプ
ラットホームをアカデミアで整備する」との方針を示
し、製薬企業はこうした創薬基盤の整備については協
業し、医薬品が出てくる開発段階から競争すべきと指
摘。「基盤整備によって製薬企業には世界の競争に勝っ
てもらいたい」と述べた。

広範なヘルスケア領域における
課題解決へ　畑中製薬協会長

　3月 12 日に開催された第 30回製薬協政策セミナー
「医療の転換点と製薬産業〜医療ビッグデータの利活
用の推進〜」でもビッグデータやAIの活用をテーマ

LINCの枠組み・進め方図 2

製薬・化学・食品
医療・ヘルスケア関連企業など

アカデミア

IT と製薬・化学・食品企業などによる B2B

IT 系企業

Pre-Competitive Area

Competitive Area

Competitive Model

データ収集・整理
テーマ設定

（予測目標）

モデル構築の
ノウハウ蓄積指導

文献情報・公共 DB

データ提供

インハウスデータ
（プロジェクト取得実験データ、社内データなど）

標準モデルとして原則公開

インハウスデータ
によるモデル改良

モデル開発

（LINCホームページ掲載資料を基に作成）
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に討議された。
　産業界を代表して講演した製薬協の畑中好彦会長
（アステラス製薬社長）は、「医療ビッグデータのさら
なる活用―患者さんや国民に新たな価値をもたらすた
めに―」をテーマに講演し、創薬から医薬品の適正使
用にわたるビッグデータ活用への展望を示すととも
に、「製薬企業が果たすべき役割として、単に医薬品
の提供に止まらず ITをはじめとした異業種企業との
融合による健康・医療・介護支援のソリューションの
提案が期待されていることを自覚している」と発言。
より広範なヘルスケア領域における課題解決への製薬
企業の貢献を課題にあげた。
　畑中氏は、ビッグデータ活用における産業側の取り
組みについて、①東北メディカル・メガバンク機構の
複合バイオバンクデータの創薬研究への活用②クリニ
カル・イノベーション・ネットワークなど疾患レジス
トリのDB構築とその活用③ライフ・インテリジェン
ス・コンソーシアムにおけるAI開発④MID-NETの
活用―を紹介し、このほか個別企業レベルでは医薬品
開発におけるコスト削減や期間短縮、健康から未病―
発症―治療―予後にわたる疾患治療の把握などさまざ
まなビッグデータの利活用に着手している現状を示し
た。
　畑中氏はこうしたビッグデータの利活用は製薬企業
が主体的に取り組むべき課題と述べ、産業側として積
極的に対応していく姿勢を表明。とくにアカデミア、
政府との連携の重要性を重ねて指摘した。パネルディ
スカッションでは、国民皆保険の持続性とイノベー
ションの推進を軸に実施されている制度改革にも言及
し、「ビッグデータの活用によって社会的価値をもた
らしていくという最終目的を失わないことが必要」と
の認識を強調した。

協業と競争の新たな
ビジネスモデル構築へ

　相次いで開催された 2つのセミナーでは、医療ビッ
グデータやAIの創薬への活用に関する期待の一方で
課題も浮かび上がった。
　具体的には診療所で 4割、病院全体で 6割程度と推
計される電子カルテの普及といったデータ生成段階の
課題。大規模な健康、医療情報を集積する仕組みや基
盤の整備。5月に施行される次世代医療基盤法など利
活用ルールの整備。さらにはデータ利活用に関わる人

政策セミナーで発言する製薬協の畑中会長

材の確保、育成―等々。
　こうした利活用基盤の整備では、政府が 17年 12 月
8日に閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」に
以下の内容が明記されている。
　「最適な健康管理・診療・ケアを提供するための『全
国保健医療情報ネットワーク』について、連携すべき
情報の種類や情報管理などの課題の検討を行いつつ、
今年度の実証事業も踏まえ、来年夏を目途に工程表を
示すとともに、健康・医療・介護のビッグデータを連
結・分析するための『保健医療データプラットフォー
ム』について、来年度から詳細なシステム設計に着手
する。これらによりデータ利活用基盤の 20 年度から
の本格稼働を目指す。（抜粋）」
　利活用基盤整備の一方で、畑中氏の講演にある通り
企業側はそれぞれの目的に合わせてすでにさまざまな
取り組みを進めている。厚労省が進める創薬力強化に
向けたビッグデータやAI活用方策も、医療 ICTを巡
る基盤整備の進捗と同時進行で展開されていくことに
なる。
　製薬企業には、医療 ICTを巡る環境変化が加速す
る中で、産官学の連携をベースとした利活用基盤の構
築への対応と、創薬をはじめとしたイノベーションの
ための ITなど異業種企業との連携に係る戦略―協業
と競争による新たなビジネスモデル―の構築が求めら
れている。

INtroduction
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——ビッグデータやAIの活用など創薬を取り巻く環境

が大きく変化しています。創薬推進をはじめとした医

薬品産業関連施策の基本的な考え方をお聞かせくださ

い。

武田氏　創薬力が大事であることは変わりないが、今
までと同じではなく、明らかに変わってきているとい
うことを医薬品産業関係者は認識する必要がある。
　今まで製薬企業がやってきた研究領域を超えて新し
い創薬にチャレンジしようとすると、研究所の在り方
を含めて見直さなければならない。
　それぞれ大きな研究所を持って自前の研究者で重点
領域でやってきたということが、時代の変化のスピー
ドについていけなくなっているのではないか。
　オープンイノベーションということで、厚労省が最
近力を入れているのはベンチャーの育成だ。これから
の創薬の鍵を握る新しい技術がそこにあるし、従来型
の製薬産業がベンチャーの取り組みとコラボレーショ
ンしていけるかが大事だと見ている。
　今までは成功のめどが立ったら交渉するというスタ

イルが多かったと思うが、候補物質の選定からそこに
至るまでには深い谷がある。
　医薬品開発はネタがあって資金があればできるとい
うものではなく、開発に至る長い道のりがある。ここ
を理解しないかぎり医薬品の研究開発の振興策はな
い。これまでの施策は、この深い谷を埋めるために国
が研究費を使うということであったが、これは国の問
題だけではないのではないかと最近強く思う。国がで
きることは技術の融合であり、財政的な支援であり、
研究費配分の重点化である。

——企業側はどのような対応が求められるでしょうか。

武田氏　オープンイノベーションにつながるが、いろ
んな意味で垣根を越えなければならない。業界の垣根
がだんだんなくなっていく。製薬産業と IT 産業の垣
根が崩れていくだろうし、企業と企業の垣根もなくな
る。それぞれの事業の強みがある中で、今まで通りに
単独で残っていけるかということを今こそ真剣に考え
る必要がある。
　アイデアがあり、それを実用化するためにまずは安

医療 ICT の進展と医薬品産業戦略特別編集
◉インタビュー

Interview

従来型の組織、戦略を転換し
大きなチャンスに
キーワードは
オープンイノベーション、
ベンチャー、そして多様性

ベンチャーの育成に力点

産業間、企業間、
そして人材の垣根を越える

　ビッグデータやAI の活用を巡る変化は創薬分野にも確実に広がっている。厚生労働省は医薬品産業について、長
期収載品に依存するモデルからより高い創薬力を持つ産業構造への転換を掲げ、「医薬品産業強化総合戦略」を改訂し、
合わせて「日本創薬力強化プラン（緊急政策パッケージ）」を策定した。その中で、リアルワールドデータの活用な
どデジタルテクノロジーによって研究開発環境の改善や開発コスト低減を図る方向も盛り込まれている。ICTの広
がりを背景とした医薬品産業政策の基本的考え方と今後の展望について、武田俊彦厚労省医政局長に話を聞いた。

武田 俊彦 氏
《厚生労働省　医政局長》
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全性の確認があり、そして有効性の確認がありとス
テップを踏んでいく時に専門家が不可欠である。一方、
既存の製薬企業の研究所は、あまり新薬が出なくなっ
てくる中で極めて優秀な経験を持っている人を抱えた
ままでいる。
　人材の垣根もある。企業の中にいる人材がそのまま
でいいのかどうか。国全体の問題だが働き手がどんど
ん減っている。労働力減少の社会で一人一人の能力を
最大限に活用しなければならない。それは企業の持っ
ている人材をいかに活用するかという問題だ。
　企業の中で同じ仕事をしているモデルからの変換を
迫り、他の会社を手伝ったり、将来的には移籍もある
かもしれない。そういう世界がこれから始まる。
　昨年 10 月に厚労省が開催した「ジャパン・ヘルス
ケアベンチャー・サミット 2017」で、武田薬品工業
の研究所からスピンアウトした会社にブースを出して
いただいた。そこがいろんな企業から注目され、さま
ざまなマッチングができていることはこれからの時代
を象徴しているような気がする。
　出来上がった完成品を買う前にシーズを育てること
を誰かがやらなければならない。育てるところに官だ
けではできない民の役割がある。長い間、そういう機
能がないと言われてきたが、そういう人材は製薬企業
の中にいるのではないか。そのことをわれわれも気が
付き始めたし、企業も気が付き始めたということでは
ないか。そうして考えれば、まだまだ日本にはいろん
なチャンスがあると見ている。

——オープンイノベーションにおけるベンチャーの活

用についてはどのように見ていますか。

武田氏　ベンチャーの活用については、大学と製薬企
業ともう一つ忘れてはいけないのが医療機関だ。臨床
現場の中にさまざまなニーズがある。これをいかに敏
感にキャッチできるか、そこに製薬企業が貢献してい
けるか。こういう感覚は病院の中に入り込まないと分
からない。
　一方で MR の訪問規制があって、企業が病院の先
生に接触できなくなっている。あたかも二律背反のよ
うに見えるが、それは企業が今まで通りの作戦でいこ
うとするからうまくいかないのではないか。
　MR は基本的に販売サイドの業務なので、そこに訪

問規制がかかるのは時代の必然だと思う。当該企業の
情報しか提供できないならネットでよいだろうという
話になるし、現にすごい勢いでそうなりつつある。し
かし、企業は臨床のニーズは欲しいし、臨床の側もさ
まざまな情報を必要としている。
　企業が自らの研究所をオープンにするだけではな
く、なるべく臨床に近いところに軽装備な研究拠点が
置けるかどうかも一つの選択肢だ。臨床の側もある程
度のコラボレーション、臨床研究をこれから積極的に
やっていきたいと思っており、そこが今後の製薬企業
と医療機関の接点になっていくと見ている。研究所の
在り方、製薬企業の組織の在り方、臨床との協力関係
をどのようにやっていけばよいかをいろんなところが
考えていく必要があるのではないか。
　時代の変革期だが、製薬企業は従来型の自分たちの
役割はないのかというように決して悲観的に考える必
要はない。薬事にしても、薬価も、そして治験のプロ
といっても結局優秀な人材は製薬企業の中にしかいな
い。自分たちの持っている人材の価値を再度認識して、
ふさわしい役割を与えて能力を最大限生かすことを考
えなければいけない。

——2017 年 12 月に医薬品産業強化総合戦略の改訂

が発表され、それを受ける形で日本創薬力強化プラン

がまとめられました。データベースの活用やAI の活

用などが盛り込まれていますが、策定の狙いについて

お聞かせください。

武田氏　医薬品産業強化総合戦略に基づく日本創薬力
強化プランを緊急政策パッケージとして策定した。昨
年末の薬価改革の議論に隠れた印象だが、これは昨年
夏から練っていた政策パッケージであり、医政局と医
薬・生活衛生局、経済産業省も巻き込んで考えていた
話だ。一見すると唐突に出てきたように見えるかもし
れないが、全ての項目が 18 年度予算概算要求に入っ
ていたことからも分かるように、練りに練っていたプ
ランである。
　予算額はそれほど大きくはないと言われるかもしれ
ないが、厚労省の通常の予算編成からすると極めて大
きな増額要求になっている。82.2 億円は倍増に近い増
額になっている。
　その中にはゲノム、それと AI、データベースの話

人材は製薬企業の中に
能力を最大限活用へ

練りに練った
「日本創薬力強化プラン」
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もある。このゲノム、AI、データベースまたはリア
ルワールドデータは非常に大きなインパクトがあると
思っている。これらの予算項目は、直接的な企業の研
究費というよりは、プラットフォーム、インフラスト
ラクチャーという点で意味がある。
　国の役割としてもう一つ重要なことはルール作りで
ある。ルールをきっちり作り、そのルールの下で競争
が行われる。その競争が民間の活力につながる。
　ルールを作る。インフラを作る。これは国でなけれ
ばできない。適切なルールと環境が整備されれば企業
も育つ。
　具体的には早期承認制度など薬事規制の面で業界の
要望を踏まえて入れている。臨床試験はこういうもの
で、そのかわり市販後のデータの取り方はこうですよ
ねと。ルール作りの中には、データの活用に関連した
匿名化や本人同意の確認の仕方の問題なども含まれる
だろう。
　また、国際展開、とくに日本の規制がアジアに浸透
していくことが極めて重要な課題と考えている。多く
の方からアジア進出の支援を求められる中で、厚労省
としてまずやるべきで、なおかつ効果が大きいのはこ
うした規制調和の部分だ。
　かつて日本の企業が欧米に出ていけるようになった
背景に ICH の貢献が大きいと思うが、そのアジア版
をしっかり作り、日本が主導権を取れるかということ
だと思う。そこでプランの中に「日本発医薬品の国際

展開の推進」として柱を立てた。
　一方、インフラについては、MID-NET を使えば開
発コストも下げられるし期間も短縮できるのではない
かといったことになる。MID-NET は実際に使ってい
ただいて、検索してみてここまでできるのかというこ
とを実感してもらいたい。これはおそらく、IT が進
んでこういうことができたらいいなということが初め
て実用化にたどり着くということではないかと見てい
る。誇張抜きですごいと思う。本格実施が始まるので
様子見をしているような状況ではない。

——医薬品産業強化策に込められた業界へのメッセー

ジは。

武田氏　国全体として向かう医療の目標は健康寿命の
延伸になっていく。これまで予防と言ってきたが、予
防から健康寿命の延伸にシフトした方がよいと思って
いる。
　予防で効果があるのは若いうちのメタボ対策などだ
が、人口が高齢化すると成人病の予防というよりは重
症化予防が重要であり、さらには健康寿命の延伸が課
題になっている。これによって医療と介護の両方の
ニーズを減らしていけないかということだ。
　製薬産業にとってどういうことを意味するかという
と、かねてから言っているように薬から食事といった
話が出てくるだろう。症状に応じて薬を足し算してい
くようなやり方は効果よりも弊害が目立ってきてい
る。
　この問題については、厚労省の医薬・生活衛生局に
検討会が立ち上がり第一段階の結論がまとまりつつあ
る。
　そうなってくると製薬企業としては、とにかく営業
部隊を使って数を売ろうという発想ではもう立ちゆか
なくなるのではないか。今までメーカーは薬価が下
がった分を数で挽回してきたが、「大方針としてそれ
でいいのか」という疑問が出されていると受け止めて
いただきたい。
　むしろ健康産業なのだから健康のことを考えて何が
健康にとって良いのか、何が健康寿命を延ばすことに
良いのかというところにわれわれの施策をシフトした
い。それに製薬業界が対応できるかどうかが問われて
いる。

健康産業としての貢献に期待
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　一方で、企業の取り組みが健康寿命の延伸や医療費
効率化に効果があるということであれば、何とか行政
としても評価できないかという発想になる。そういう
点についても業界として、どんなことができるのかを
考えていただきたい。

——これからの創薬、医薬品開発の在り方について見

解をお聞かせください。

武田氏　創薬力と言いながら全く新たな薬を作り出す
ことはだんだん困難になってくる。既存の薬であって
もまだ見つかっていない効能・効果があるかもしれな
い。既存の薬も使い方によっては思っていた以上の効
果があるかもしれない。既存の薬の効果を確かめて、
それを国も再度評価するようなことがあってもいいの
ではないかと思っている。
　私が 10 年ほど前に医政局経済課長だった時に「医
薬品産業ビジョン」が策定されたが、その中で生活習慣
病分野の研究開発から今後はがんなど life threatening 
disease（命に関わる病気）への対応が大事だと書い

ている。その後、各社ががん領域に力を入れていただき
ありがたいことだが、あまりに多くの企業が同じ領域を
目指すというところには若干リスキーな感じがする。
　選択と集中はうまくいくときはいいが、リスクに対
応するという点で見るとどうなのか。ビジョンから
10 年を経過して、現在はもっと多様な取り組みがあっ
てよいのではないかという気がしている。
　世界のトップの大企業といえども市場の数パーセン
トしか持っていない。製薬産業は一社独占の世界では
ない。病気の数が星の数ほどあり、専門領域も多岐に
わたる。
　行政の立場からするとバランス良く、国民に求めら
れる多様な領域の薬の開発が進むことが大事である。
一つの領域に集中するというよりは、それぞれの得意
分野を伸ばしていく。ホームランバッターだけでなく
中距離打者も必要だし、シングルヒットを打つのが得
意な企業も必要だ。ぜひ、それぞれの持ち場、得意な
領域を伸ばしていってほしい。ゲノム、AI、リアルワー
ルドとか言っているが最終的に何が出てくるか分から
ない。企業も分からないのではないか。そこでも企業
の多様性が大きな鍵を握っていると見ている。

選択と集中から多様性へ

日本創薬力強化プラン（緊急政策パッケージ） 529.4 億円（1、２間の重複除き）
（厚労省計上分）

「医薬品産業強化総合戦略」の見直しに伴う
創薬環境強化経費

日本発のシーズが生まれる研究開発環境の改善
がんゲノム医療の実現、データベース活用創薬、AI の活用

より高い創薬力を持つ産業構造への転換を図るため、わが国の創薬力強化にかかる創薬環境強化経費
および医療分野の研究開発関連経費（AMED経費）を予算措置する。《概要》

82.2 億円（重複除き）

49.1億円

医療分野の研究開発関連経費（AMEDを
通じて交付される経費）475.4 億円（重複除き）1

1

薬事規制改革等を通じたコスト低減と効率性向上
早期承認制度、リアルワールドデータの活用、規制改革

23.1億円2

適正な評価の環境・基盤整備
臨床ガイドラインの整備、バイオシミラー使用促進

4

日本発医薬品の国際展開の推進
国際規制調和、国際展開に向けた人材育成

5

創薬業界の新陳代謝を促すグローバルなベンチャーの創出
医療系ベンチャー企業への支援、人材育成

6

医薬品の生産性向上（バイオシミラーを含む）と
製造インフラの整備
品質管理ルールの整備、バイオ技術人材の育成

18.4億円（一部再掲）

2.8億円（一部再掲）

19.3億円（一部再掲）

3

疾患領域対応型統合プロジェクト
がん、精神・神経疾患、新興・再興感染症、難病等の
各疾患領域に対応した研究開発の推進にかかる経費等

236.5億円（重複あり）

肝炎、エイズ等の感染症対策等の上記統合
プロジェクト以外の研究開発等74.1億円

2

医療研究開発革新基盤創成事業（CiCLE）
産学官の連携を通じて、新たな医薬品・医療機器等の
創出に向けた研究開発等を推進

3

横断型統合プロジェクト
革新的医薬品創出に向けた研究開発の充実、臨床研究中核病院を
活用した革新的医薬品等の研究開発の推進にかかる経費等

254.7億円（重複あり）
1

2

5.8億円

2017年度補正予算で対応
（内閣府計上：300億円）

AMEDの予算については、内閣官房健康・医療戦略
室を中心に、関係省庁が連携し、推進。

（厚労省資料を基に作成）
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　研究では国内外の有害事象のセルフレポートを蓄積
した、米国食品医薬品局のDB「FAERS」を活用する。
FAERS からある薬物Aの有害事象を軽減する併用
薬Bの存在を突き止め、これを出発点に動物実験や
既存DBとの照合を行うことで、有害事象が生じる分
子メカニズムの解明を試みる。
　FAERSに掲載されている医薬品名は商品名、一般
名、剤型や用量が追記されたもの、スペルミスなどが
混在している。金子氏は 20 年来構築してきたライフ
サイエンス辞書で日米シソーラス（語彙の概念ごとに
単語を分類している辞典）を完成させており、これを
FAERSの医薬品名に利用して名寄せを行った。辞典
はルールベースと機械学習を用いた更新によって、医
薬品名の網羅率が 99.3%になるという。

▎臨床データで「薬につながる確率高い」
　例えばクエチアピン、オランザピンといった非定型
統合失調症治療薬は、急激な高血糖を起こすことで知
られているが、FAERSデータの解析でも糖尿病関連
の有害事象を認めた。そこで症例数の多いクエチアピ
ンに関して、「たまたま使われていた併用薬」の中か
ら有害事象を軽減させた医薬品を探ったところ、ビタ
ミンDが最有力候補であることが判明。これらの結
果を受けたマウスの動物実験では、クエチアピンによ
る急性の高血糖はインスリン抵抗性に基づくもので、
ビタミンD誘導体（コレカルシフェロール）の前投
与がいずれも改善させることを確認した。
　さらに遺伝子発現DBと生体シグナル伝達DBか
ら、クエチアピンがホスファチジルイノシトール三リ
ン酸キナーゼ（PI3K）を抑制するという仮説を立て、
マウスと骨格筋培養細胞による実験を実施。クエチア

ピンによって生じるインスリン抵抗性と高血糖の分子
メカニズムは、PI3Kの発現とその機能が同剤によっ
て阻害されるというもので、ビタミンD併用による
PI3Kの活性化でそれらを阻止できることを実証した。
つまりクエチアピンに関する解析から、ビタミンD
のドラッグ・リポジショニングとPI3Kが新たな創薬
標的となる可能性を見いだせた。
　金子氏はドラッグ・リポジショニングと創薬標的の
探索を目的に、研究手法を他の薬剤にも広げていると
説明。従来の創薬研究では臨床予測性の問題がネック
の一つだったが、「（FAERSで）人間のデータから始
めて動物実験で立証するスタイルの方が、最終的に薬
につながる確率が高い」との見方を示す。
　すでに複数の製薬企業と共同研究を実施済みで、研
究手法が創薬のアプローチとして使えることに手応え
を感じているという。一方で、より詳細にデータを積
み上げていくことを今後の課題に挙げる。このほか確
実性の高い結果を生み出すには、電子カルテやレセプ
トといった臨床関連のデータが必要だと訴える。

▎WCP2018でシンポジウム開催
　金子氏は今年 7月に京都で開催される国際薬理学・
臨床薬理学会議（WCP2018）で、「リアルワールド‘ビッ
グ’データに基づいたシステム薬理学とAI」をテー
マに、サテライトシンポジウムを主催する。薬物間相
互作用を、臨床データから始めて基礎に返り科学的に
思考するという趣旨で、日本、米国、中国、フランス
の研究者が登壇する予定だ。金子氏はこうした研究で
は将来的にAI を活用していくことになると見通し、
シンポジウムを「そのスタートポイントとして未来を
見せるきっかけになればいい」と語る。

T opics データ利活用の最前線

有害事象ビッグデータから創薬標的を検出
動物実験や既存DBで確認
新しいフローの可能性も
▶金子 周司 氏 京都大学大学院薬学研究科生体機能解析学分野 教授

　臨床で生じる医薬品の有害事象を集めたビッグデータの解析結果を基に、動物実験での実証、既存の生体デー
タベースとの照合などを行い、ドラッグ・リポジショニングや新しい創薬標的の検出につなげる研究が進められ
ている。ヒトのデータを起点とした研究であるため、創薬における臨床予測性の問題を解消できる可能性もある。
研究に取り組む京都大学大学院薬学研究科生体機能解析学分野の金子周司教授（写真）は「新しい創薬のフロー
ができるのではないか」と期待を寄せる。



http://ls.ctc-g.co.jp/products/list/box.html
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MID-NET
期待と課題のなかで動き出した

運用開始記念シンポジウム
医療リアルワールドデータ活用の幕開け詳報

【第2部】RWDからRWEへの挑戦 MID-NET

　厚生労働省の医療情報データベース基盤整備事業（MID-NET）として2011年度から構築が始まった
電子診療情報データベース（DB）とその解析システムが18年4月から本格稼働の運びとなった。医療機関、
企業からの副作用報告の限界を補い、薬剤疫学的手法による医薬品などの安全対策の推進に向けた取り
組みがいよいよ具体的に動き出すことになる。リアルワールドデータ（RWD）を活用した新たな時代の
幕開けとなるMID-NET本格稼働を記念するシンポジウムが18年2月26日に都内で開催された。

▎構想から7年を費やし実用化に
　シンポジウムにはMID-NETへの協力医療機関、製
薬企業、アカデミアから700人を超える関係者が参加し、
事業構築に至る経緯とその意義、そしてDBとしての
現時点での限界と今後の課題について討議された。
　冒頭主催者を代表して挨拶した医薬品医療機器総合
機構（PMDA）の近藤達也理事長は、「事業開始以来デー
タの信頼性の確認、利活用ルールの体制整備に大変多

くの時間を要した」と実用化に向けたこれまでの苦労
を振り返りながら、18年4月1日からMID-NETの利活
用申し出の受け付けを開始することを改めて明示した。
　近藤氏は、従来の市販後安全対策の限界として医薬
品使用者数の適正な把握ができないことなどを指摘し、

「こうした限界を補いつつ、より科学的かつ効率的な
医薬品安全性評価を実施する際のきわめて有用なツー
ルになる」と事業構築の意義を強調した。
　また、事業開始以来蓄積してきた経験が日本におけ

厚労省大臣官房審議官　森和彦氏PMDA 理事長・近藤達也氏
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る医療情報の標準化や薬剤疫学的手法の確立、信頼性
基準の明確化などにおいて、「貴重なものとなった」と
の認識を表明。「（MID-NETが）わが国におけるRWD
活用の先導役になってきた」とした。
　また、今回のシンポ開催の狙いが、RWD実用化へ向
けた課題や方向性を議論することとした上で、17年10
月に京都で開催された第12回薬事規制当局サミットで、

「RWDからリアルワールドエビデンス（RWE）への転
換が大きな議論になった」と述べ、国際的にもこの分
野に高い関心が寄せられている現状にも言及した。
　続いて挨拶した厚労省の森和彦大臣官房審議官（医
薬・生活衛生局担当）は、事業開始当時から関わってき
た立場から、ようやく実用化にたどり着いたことを感
慨深く振り返った。森氏は、「RWDは患者が治療に取
り組み、医療従事者がこれを記録した宝の山」と表現
し、「薬が役に立っているのか。レアだがシリアスで長
期間ないと見つかってこない副作用のシグナルをキャッ
チできるインフラが日本で動き始める」とMID-NET
運用開始に期待を寄せた。今後の展開では、「このイン
フラをどう動かして日本の医療に活かしていくかを考
えてほしい」とシンポジウム参加者に呼びかけた。

▎関係者が揃って指摘する特徴と限界
　シンポジウムでは、MID-NETの運営主体である
PMDAの宇山佳明医療情報活用推進室長が事業構築
の経緯と概要を説明した後、アカデミア代表の大江和
彦東京大大学院医学系研究科教授、製薬企業代表の荒
井美由紀日本製薬団体連合会安全性委員会委員長、政
府関係部門から日本医療研究開発機構（AMED）の正
田卓司創薬戦略部医薬品等規制科学課長、内閣官房健
康・医療戦略室の堀内直哉企画官による講演とパネル
ディスカッションが行われた。
　この中で宇山氏は、MID-NETの特徴と限界につい
て概説し、多数の病院のデータをリアルタイムで解析
可能であることや検査結果データが利活用でき信頼性
も高いといった特徴の一方で、数百万人規模では希少
疾病への対応が困難であることや協力機関以外の医療
機関データと連結できず追跡可能性に限界があること
を指摘。さらに、協力医療機関には大学病院が多く一
般化可能性にも限界があると指摘した。

　他の講演者も、MID-NETによってRWDの利活用
が大きく進展するなどその意義や可能性を指摘しなが
ら、現状ではいくつかの限界があることを揃って指摘
し、今後の運用を通じてこうした課題の解決が進むこ
とに期待を寄せる展開となった。
　シンポ後半のパネルディスカッションでは、浜松医
科大の木村通男教授と九州大病院メディカル・インフォ
メーションセンターの中島直樹教授、そして国立がん
研究センター研究支援センターの柴田大朗生物統計部
長の３氏が加わって、特にデータの品質と規模、アウ
トカム定義の公開などについて討議した。

▎利活用事例の蓄積で精緻化目指す
　木村氏は、現状のMID-NETの問題点として対象が
急性期病院に偏っていることを指摘し、「生活習慣病
の初回投与は診療所で行われる。診療所のデータをい
かに収集するかが一番のポイント」と述べた。また、処
方、検体検査、病名のノイズも問題とし、DPCやNCD
などの「医者が選んで入れる情報の活用」を課題にあ
げた。
　協力病院として事業開始からシステム構築に関わっ
てきた中島氏は、「MID-NETの運用開始は、RWD活
用の起爆剤になるとみている」としながら、７年間に
わたるシステム構築作業で得られたノウハウが医療情
報DB活用の基盤になるとの展望を示した。また、リ
アルタイムにデータの品質を監視する手法の整備と電
子カルテ情報から副作用を検知するPhenotypingに関
するルール作りを課題にあげた。
　一方、柴田氏は、今後のPMDAによる事業運営につ
いて①安全性評価項目などのアウトカムの定義、副作
用などのPhenotypingの定義およびその性能の公開②
利活用事例、方法の公開③若手研究者の利活用促進―
への積極的な対応を求めた。
　パネルディスカッションで座長を務めた厚労省医薬
･生活衛生局の佐藤大作医薬安全対策課長は、「MID-
NETは期待の一方で限界もあるが、これまで世の中に
対して、医療情報DBのフロントランナーとして規範
を示してきた。このシステムを糧としてRWDをRWE
に変えていく。それをMID-NETが引っ張っていくこ
とになる」と総括した。
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▎プロジェクトの開始
　MID-NETは2010年に医薬品の安全対策に関する「薬
害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政の
あり方検討委員会」と「医薬品の安全対策における医療
関係データベースの活用方策に関する検討会」の提言
がきっかけとなって開始された。
　MID-NETは医療情報DBを活用した薬剤疫学的手
法による医薬品等の安全対策を推進することを目的に
スタートし、SS-MIX2に基づきデータを標準化し各拠
点にDBを作り、PMDAにも情報分析システムを構築
するということで10拠点23病院の協力を得て進めてき
た。
　これによって今までの自発報告と現在行われている
製造販売後の安全性評価の限界を補う形でMID-NET
の活用が期待されている。MID-NET構築というチャ
レンジは容易なものではなく、多くの関係機関などの
協力によってようやく今日日の目を見ることができ、
うれしく思っている。
　事業開始当初から13年度末に10拠点へのシステムを

導入するところまでは順調に進んだが、データのバリ
デーションを開始したところ、全拠点でデータの不整
合が認められその解決に取り組むこととなった。ちょ
うどその頃（14年6月）に「医療情報データベース基盤整
備事業のあり方に関する検討会報告書」がまとまり、ま
ずは10拠点で具体的な成果を出すべきとの結論が示さ
れた。これを踏まえて本格運用を18年度へ２年間延期
し、14年から本格的な品質管理を始めた。その結果、デー
タの信頼性が確認され、試行により有用性も確認され、
さらに利活用ルールなどの体制が整備されたことから
18年度4月1日から運用開始の運びとなった。

▎特徴と限界
　MID-NETの特徴は、多数の病院のデータをほぼ
リアルタイムで1カ所から解析可能であり、運用開始
時に400万人超のデータが利活用可能であることだ。
PMDAの20階にオンサイトセンターの準備ができて
おり、そこに来ていただいて解析する環境も整っている。
　多種多様なデータが使えることや検査結果そのもの
が利活用できることでより客観的な評価が可能である
こと、そして非常に高い信頼性が確保されていること
も大きな特徴である。
　とはいえMID-NETは万能ではない。利用可能症例
数が数百万人規模であることから、希少疾病への対応
には限界がある。また、他の医療機関データと連結で
きないため追跡可能性にも限界がある。協力医療機関
は大学病院が多く、重症、急性期の患者が多い傾向にあ
ることから集団の一般化可能性について結果を評価す
る際には、一定の考慮の必要性があるだろう。これら
の特性を十分理解したうえで活用していただくことが
大事だと思っている。
　製薬企業の安全監視活動の中にMID-NETを含めて
いただくことをわれわれは期待しているし、それによっ

MID-NET構築の経緯とその意義　
—リアルワールドデータの実用化に向けて—

1

医薬品医療機器総合機構（PMDA）医療情報活用推進室長

宇山 佳明 氏

MID-NETに基づく製造販売後データベース調査

製造販売後
調査等

申
請審査

結
果
通
知

再
審
査
申
請

安定性定期報告
（半年ごと、1年ごと）

市販直後調査
（6ヶ月間）

自発報告
（副作用報告・研究報告・
海外措置報告、等）

審査承
認

販売
一般的に 8年

製造販売後調査へのMID-NETの積極的活用
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▎電子カルテの普及
　2年ほど前に厚労省の「保健医療分野におけるICT
活用推進懇談会」がまとめた提言の中で、保健医療シス
テムにICTを活用していくうえでの重要な視点がレ
イヤーに分けて３つ（つくる、つなげる、ひらく）書かれ
ている。一つ目が作るというレイヤーである。データ
を生み出すことが重要であるということは大変重要な
視点である。　
　医療のリアルワールドデータ（RWD）の出発点は電
子カルテである。データを生み出している電子カルテ
がどれくらい医療機関に入っているかは常に意識しな
ければならない。
　一般病院の電子カルテの導入率はほぼ60％程度。
400床以上では90％を超えており、診療所を含めた全
数では50％程度の導入状況とみられる。ここが医療の
RWDを生み出しているところである。米国は最近急
速に増えて現在は90％近くが電子カルテを導入してい
るということでかなり水をあけられている。診療録を
電子的に保管することができるようになってきた2000
年頃から、情報のやりとりと共有化、２次利用というこ
とが語られてきた。一つは患者の診療に役立てるため

医療機関間で情報を共有するという１次利用が言われ、
一方で医療機関から情報を匿名化してデータベースに
預けることによって研究者や行政が使うという２次利
用のイメージが描かれてきた。MID-NETはまさにこ
ういうイメージで構築されてきている。
　データの２次利用については、疾患ごとに学会など
専門診療グループが自分たちの診療領域のデータを蓄
積していく症例レジストリ事業DBがある。

▎2次利用の仕組み
　このようにRWDは医療機関からデータを収集する
使い方と疾患ごとに専門家が登録していくという２種
類がある。どちらの場合も重要なことは、識別IDが病
院によって違うのでこれを標準化する必要がある。そ
こでSS-MIX２標準化ストレージ規格に出力すること
でそれぞれ標準化されたデータのプールを利用すると
いう考え方が必要になった。SS-MIX２の標準化され
たデータストレージを集めて名寄せして匿名加工して
利用するという法的枠組みが間もなくスタートする。
　MID-NETは2000年頃からイメージされてきた２次
利用が具現化したものである。具体的には医療機関の
中の電子カルテシステムをSS-MIX２標準化ストレー

て製造販売後の調査がより効率的で質の高いものにな
ることを期待している。これまでは、使用成績調査あ
るいは特定使用成績調査がほとんどであったが、そこ
に製造販売後のDB調査という新たなツールがGPSP
省令上も出てきている。その中でMID-NETも一つの
チョイスになる。
　MID-NETの本格運用が始まるが、これはゴールで

はないと思っている。まだ生まれたばかりであり、課
題も残っている。運用開始後に新たな課題も出てくる
だろう。利活用事例を集積して、「意義の見える化」と

「課題の見える化」に継続的に取り組むことによって
MID-NETが価値あるDBとして認識され成長してい
くと考えている。運用開始によってMID-NETの新た
なNEXT STEPへのロードマップを明確化したい。

MID-NETへの期待
—アカデミア（医療情報学）の立場から—

2

東京大学大学院医学系研究科 医療情報学分野 教授

大江 和彦 氏
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ジに変換し、統合型のデータソースを作り上げる。デー
タの利活用者は目的に応じてスクリプトを作成し協力
医療機関すべてに送信し、各医療機関が承認するとデー
タが外部データセンターに送られ必要な結果を入手で
きるという仕組みだ。特徴的なことは各病院のデータ
を一元化DBにした上で解析しているのではないとこ
ろだ。それぞれの医療機関の中で処理をして、その中
間生成物をデータセンターに持ち寄って解析すること

によって、個人の全データをどこかに預けることがな
いシステムになっている。
　MID-NETは7大学病院と3グループ病院の計400万
人規模に達する国内初の分散型の臨床分析用のインフ
ラで、レセプトデータも併用できるメリットは非常に
大きい。RWDの特性を十分理解して活用するかが重
要である。

▎利用可能性
　改正GPSP省令が4月に施行される。この中で製造販
売後データベース調査が入る。これは医療情報DBを
活用した調査ということでMID-NETがここで使える
ようになる。
　医療情報DB調査が加えられたことで調査の設計の
考え方が変わる。これまでは主に比較対照群のない使
用成績調査でいろいろなことを見てきた。今回の改正
で一つ一つの安全性検討項目に対してリサーチクエス
チョンを立てどんな手法が良いかを考えて実施するこ
とになる。
　医療情報DBが医薬品の安全対策に適している場面
としては、まずは特定集団における事象の発現頻度、発
現傾向、関連する要因の探索がある。これは従来の使
用成績調査よりも踏み込んだ内容を確認することがで
きる。
　それから母集団の把握というところで適正使用確認
のための処方実態の確認がある。どんな併用薬が投与
されているか、背景はどうか、といったことを確認する
ことができる。また、因果関係の検証については、対照
群を設定して行うため類薬や既存療法、薬剤投与前後

の比較によって検証が行われる。リスク最小化活動の
評価として市販後の安全対策の効果の確認が必要にな
るので、これがDBの活用によってやりやすくなる。

▎申請前の対応
　企業側は申請前の十分な議論が必要になる。開発段
階から治験で何が見られるのか、何が見られないのか、
市販後にどんなリスクが考えられるのか、を検討しな
がら進めていく必要がある。リサーチクエスチョンに
応じた適切なアプローチを検討する。
　ただ、敵は社内にある。社内にはこれまでのやり方
を踏襲する流れが残っている。「使用成績調査では有
効性も見られる。なぜ使用成績調査でやらないのか」
という意見もありなかなか厳しい状況に陥ることもあ
る。
　DBを活用した製造販売後調査を考えたとき、実現
できるDBの有無や想定されるサンプルサイズなど実
施の可能性をあらかじめ検討しておく必要がある。そ
うでないと審査段階で適切な議論ができないことに
なる。そのため開発段階からしっかり検討するととも
に社内への教育も必要であり、申請後の議論のために
フィージビリティを確認しておく必要があることを十

MID-NETへの期待
—製薬企業の立場から—

3

日本製薬団体連合会 安全性委員会 委員長

荒井 美由紀 氏
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分考慮しなければならない。
　MID-NETの特徴は何よりも検査値結果を保有して
いること、データの品質管理が確保されていること、そ
してリアルタイムデータが格納されていることだ。一

方で限界点は、10拠点23病院という特定の医療機関に
限られていること。患者の転院先などの情報は捉えら
れない。追跡期間も限られている。今後は、施設の拡大
や長期投与事例にも対応できる工夫が必要になる。

▎重点化
　MID-NETは画期的な医療情報データベースであり
これを使った新しい医薬品の研究開発が進むことを確
信している。
　リアルワールドデータ（RWD）の重要性については、
多額の費用を要する医薬品開発において、実臨床を反
映したデータの利活用によって大幅な効率化、低コス
ト化、迅速化が期待できる。厚労省の医薬品産業強化
総合戦略が2015年9月に策定され、17年12月に一部改
訂された。その中でRWDの利活用として、クリニカル
イノベーションネットワークの構築・拡充、MID-NET
の本格運用、そして次世代医療基盤法の円滑な施行な
どが書かれている。
　AMEDの医薬品等規制調和・評価研究事業における
MID-NET関連予算（17年度）は３課題0.8億円で、同研
究事業におけるICT関連課題（12課題1.6億円）のうち
予算額では半分を占めており、力を入れている。
　具体的には、「MID-NETを用いた医薬品等のベネ
フィット・リスク評価のためのデータ標準化の普及に
関する研究」（九州大・中島班）、「医薬品等の安全対策の
ための医療情報データベースの利用拡大に向けた基盤
整備に関する研究」（九州大・康班）、「MID-NETデータ
の特性解析及びデータ抽出条件・解析手法等に関する
研究」（PMDA・宇山班）を行っている。

▎疾患登録データベース
　AMEDではこのほかクリニカル・イノベーション・
ネットワーク事業として疾患登録システムの活用に向
けた取り組みを始めている。国内でも先駆的な取り組
みとして国立がんセンターにおける“Scrum-Japan”お
よび国立精神・神経医療センターにおける“Remudy”
があるほか、各ナショナルセンターにおいても14年か
ら疾患登録システムの構築を開始している。疾患登録
システムの活用例としては、市場性調査、患者リクルー
ト、治験対照群、市販後安全性調査がある。
　18年度は、疾患登録情報を活用した臨床開発インフ
ラの整備として、難病患者登録DBの構築で1.8億円、医
薬品と医療機器の開発でそれぞれ11.2億円と3.1億円、
疾患登録システムの利活用支援に2.5億円、規制当局と
連携し疾患登録情報を臨床開発に活用する手法の研究
に0.2億円を各研究機関に配分している。臨床研究中核
病院、厚労省、PMDAとAMEDが手を組んで疾患レジ
ストリの構築を行っている。
　もう一つの事業として、診療画像等DBプラット
フォームの構築がある。ICT技術や人工知能（AI）など
による利活用を見据えたインフラの整備に取り組んで
いる。
　AMEDでは「画像三兄弟」といわれているもので、日
本病理学会が持つ「病理切片像」、日本消化器内視鏡学

リアルワールドデータ活用に向けた
AMEDでの取り組み

4

日本医療研究開発機構 創薬戦略部 医薬品等規制科学課長

正田 卓司 氏
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会が持つ「内視鏡画像データ」、日本医学放射線学会が
持つ「撮影画像」を疾患登録情報とともに診断画像デー
タとして統合し、AI解析による診療支援や診断補助シ
ステムを開発し、効率的な臨床研究・治験への応用を目
指している。17年からは日本眼科学会の「網膜画像デー
タ」も統合し「画像四兄弟」に増えた。

▎創薬インフォマティクス事業
　また、15年度から19年度における事業として、創薬イ
ンフォマティクス事業を進めている。本プロジェクトは、
医薬基盤研や理研などがそれぞれ保有していた薬物動
態のDB、心毒性、肝毒性に関する化合物情報が含まれ
ているDBを統合し、化合物の構造活性相関手法によ
る予測システムを開発することにより、創薬のスクリー
ニングにおける候補化合物のふるい分け、構造最適化

における分子設計支援ができるというもの。このシス
テム構造は２階建てになっており、公共のDBを統合
した基本版と企業が持っているデータを追加した公開
版を構築する。その結果、データ量が増えることで予
測性が高まる。連携参加企業は公開版のデータが閲覧
可能で、非連携企業に対してはこれを商用版として販
売し、その資金を統合DBの維持・発展に充当する。
　これまでMID-NET以外のRWDの活用について紹
介した。すでに日本には優れたDBがたくさん存在し
ているが、それぞれが有機的につながっていないので
使用する側の範囲が限定されている。AMEDが俯瞰的
に見ることによって、それぞれのDBのメリットを踏
まえて統合することで、使用者が拡大し優れた価値を
生み出していけるのではないかと考えている。

▎問題意識
　2015年頃から検討を本格化させている次世代医療
ICT基盤構築における問題意識としては、医療分野の
高度化と効率化の両立による社会保障給付費の適正
化、成長戦略という視点を重視している。デジタル化
とともにその利活用を進めていくということで、MID-
NETで着手されるアウトカムに関するデータの活用
が重要な課題と考えている。
　データ利活用を大規模に行い社会保障給付費の適正
化を掲げると、すぐに医療費の削減目的でやっている
のかと見られることがある。効率性の悪い部分があれ
ば医療費の削減につながることもあるが、データの活
用によって最適な医療を分析していけば必ずしも医療

費の削減につながるとは限らない。コストの最適化の
みを目指しているのではなく、データに基づいてどんな
医療が最適なのか、それにかかるコストについてきちん
と分析できることが必要だということで進めている。
　25年に団塊世代が後期高齢者になる。政府としては
20年をめどに、医療分野のデータの利活用基盤を本格
的に稼働させることを目標に進めている。厚生労働省
ではナショナルデータベース（NDB）や介護DBの整備・
連結、あるいは介護DBの抜本改革を20年をめどに進
めている。そのほか医療等IDの導入も検討されている。
それとあわせて、次世代医療基盤法という枠組みでの
データ利活用を20年までには実利用に供していきたい。
　リアルワールドデータ（RWD）であってもそれが正
しいデータかどうか。リアルなデータであるけれども

リアルワールドデータ活用に向けた
政府の取り組み
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部分だけ切り取ってみているといった場合もある。日
本の医療のデータを、患者単位で広がりをもったデー
タを速やかに利用できる環境を整備することがまずもっ
ての目的である。
　医療情報収集の現状と課題ということでは、インプッ
トデータの利活用はある程度期待できるがアウトカム
の部分をいかに進めていくかが課題だと考えている。
　医療の実態として、受け付けから問診、診察、検査、治
療・リハビリから院外、最後は死亡診断書という流れが
ある。もう一つは病院や診療所をまたがる情報の収集
という課題もある。１つの疾患であっても検査や治療
を複数の医療機関で受けていたり、高齢者であれば同
時に内科や外科、皮膚科などを並列して受診している
ケースもある。人のライフコースを考えると小児の時
期の診療情報と進学を機に転居してかかっている医療
機関では時間的にも地理的にも動いてしまう。そういっ
たデータも中長期にわたりフォローできるような医療
機関をまたがった情報収集も課題である。
　医療情報の範囲を情報の悉皆性と深さ・細かさとい
う点でみると、悉皆性ではNDB、あるいは全国版がん
登録がある。これらはデータの深さということではレ
セプトデータだけとか登録されるがんの診断と死亡だ
けの情報ということになる。
　一方で学会などが行っているレジストリはそれぞれ
の研究目的に応じて相当深く掘り込んだ情報を収集し
なければならない。この場合には患者の同意取得が必
要であったり医療機関も限られるため悉皆性としては
狭い範囲に止まっている。
　現場のデジタル化が進むと、必ずしも本人の同意で
なく本人への通知や提供拒否を条件にアウトカム情報
を柔軟性を持って収集する、さらに医療機関や時間の
経過を超えた情報収集を可能にするような枠組みが必
要になる。

▎次世代医療基盤法
　次世代医療基盤法が17年５月に公布され、１年を超
えない範囲で政令で定める日を施行期日としている。
　施行に向けて、まずこの法律に定められている政府
が閣議決定する基本方針を検討している。それから情
報を収集して匿名加工する事業者の認定を行うための
基準、あらかじめ本人に通知し拒否しない場合に情報
提供できるという部分の具体的な手続き、それから匿

名加工医療情報についてどのような加工で使用が可能
になるか利活用を進める観点できちんとしたものを示
していきたい。
　次世代法は国が認定する事業者が匿名加工の責任を
負うので、医療機関に責任はない。認定事業者は多数
の医療機関の情報を収集することが可能で個人の情報
をここで突合することができる。
　患者への情報提供の手続きは、医療機関受診時に書
面で通知することが基本である。本人との関係に応じ
て文書ではなく明示的に確認することもかまわないし、
通知やお知らせを医療機関が随時行うことも可能とし
ている。提供停止の求めは受診時に医療機関の窓口で
も可能であり、その後いつでも受け付けは可能にした
いと考えている。また、すでに提供済みの情報につい
ても提供拒否の申し出があれば本人を識別可能な情報
については可能な限り削除する。

▎適正規模
　認定事業者の認定については、基本的な考え方に沿っ
て総合的に判断するということで、組織体制について
は安定性、透明性の確保と広報・啓発相談の体制が取れ
る必要がある。人員としては医療分野の中身が分かり、
大量の医療情報の適切な収集や管理、医療情報の匿名
加工などに関する高度な専門性をもっていること。情
報としては一定以上の規模でアウトカムをきちんと収
集できることが必要だと考えている。
　法律のポイントとしては適正な規模で始め徐々に拡
大するということで、あくまでも医療機関の参加は任
意であり患者も情報提供を拒否する機会があるので、
理解が得られなければ進めていくことができない事業
である。認定事業者のどこかが問題を起こしたら制度
自体の信頼性にも大きな影響を与えるので、適正な規
模から信頼性を確保できるように丁寧に進めていくこ
とが必要である。
　匿名加工の考え方は、一般的な医療従事者、医療事業
者が具体的な人物と情報の間に同一性を認めるに至る
ことができるかどうかにより判断される。利活用の方
法では、何らかの研究や研究開発のニーズがあって情
報の利活用が行われるということが前提であると考え
られるので、事業者が利活用者との間で情報の共有な
どを契約で明確化することもセキュリティ確保の一つ
として取り組みたい。
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 後 援  日本製薬工業協会、日本ジェネリック製薬協会、日本CRO協会、健康経営研究会、日本予防医学協会、日本保険薬局協会、ITヘルスケア学会、
日本遠隔医療学会、日本ペイシェント・エクスペリエンス研究会、ヘルスケア IoTコンソーシアム、スマートヘルスケア協会、日本健康企業推進者協会、
ウェルネス経営協議会、健康経営共創ラボ、バイオ産業情報化コンソーシアム、日本クラウドセキュリティアライアンス、日本自動認識システム協会、
ロコモ チャレンジ！推進協議会、モバイル・コンテンツ・フォーラム、日本マーケティング協会、日本マーケティング・リサーチ協会

IT を活用して予防・未病の取り組みを
検討している方
●自治体●健康保険組合●企業（人事・総務・
労務、経営企画など）●医療・治療・介護施
設●生命・損害保険会社●フィットネス、ビュー
ティー関連施設●ハウスメーカー、不動産

医薬品の研究・開発から営業・マーケ
ティングに関わる方
●医薬品メーカー （研究、開発、営業、マー
ケティング部門など）●創薬支援企業●CRO
（開発支援）●CMO（受託製造）●バイオベン
チャー●原薬メーカー

医療・介護現場において IT 活用を検
討されている方
●病院・クリニック（医師、看護師、薬剤師、
システム部門など）●治療・リハビリ施設（経
営者、管理部門、技師など）●介護施設（経
営者、ケアマネージャーなど）

来場対象者 来場対象者 来場対象者

最新のテクノロジーとヘルスケア企業、医療事業者、自治体等を結び付けることを通じて、生活者・患者の
QOL の向上を推進することにより、健康長寿社会の実現に貢献することを目指しています。長年にわたりヘ
ルスケア分野でメディア、イベント事業を展開している UBM グループのネットワークと経験を活かして、テク
ノロジーやノウハウを持つビジネスパートナーと出会う最適な場をご提供いたします。

企業の働き方改革における健康増進の
実践、健康経営から自治体によるデータ
ヘルス計画を中心に予防、健康増進、
重症化予防等に貢献する事例や IT、ア
プリケーション等をご紹介します。

薬価の抑制、画期的な新薬不足、地域
包括ケアなど製薬企業を取り巻く環境が
変化をし続ける中、リアルワールドデー
タ、AI、IoT など新しいテクノロジーを
持つ有力企業が集結します。

地域医療ネットワークの構築、医療、介
護現場におけるクオリティや業務効率の
向上など現状の課題に挑戦する IT、事
例等を多数の医療、介護関係者と有力
ITベンダーがご紹介します。
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※敬称略　2018 年 3月 29日現在

【ア】
iCARE
IT ヘルスケア学会
アンテリオ
イートライアル
伊藤忠商事
伊藤忠テクノソリューションズ
医薬情報ネット
インタラクティブソリューションズ
エー・アンド・デイ
エス・エム・エス
SBクリエイティブ
AnyCare Japan
NEC
エムキューブ
エムステージ
O：
OQTA
オムロン ヘルスケア
【カ】
神奈川県
キーウェアソリューションズ
キュア・アップ
きりんカルテシステム
グッピーズ
ケアネット
【サ】
シーエムプラス
Jストリーム
SIGNATE（オプトワークス）

志成データム
社会情報サービス
シャンティ
情報医療
スリーゼット
SELVAS AI
ソニー
ソニーネットワークコミュニケーションズ
【タ】
タイムワールド
ダッソー・システムズ・バイオビア
帝人
テンダ
東北大学
トビー・テクノロジー
トライベック・ストラテジー
【ナ】
日鉄日立システムエンジニアリング
日本医療データセンター
日本遠隔医療学会
日本クラウドセキュリティアライアンス
日本自動認識システム協会
【ハ】
パイプドビッツ
パソナ
バックテック
PALTEC
日立製作所
Vidyo Japan
ピュア・ストレージ・ジャパン

ブイキューブ
フィンランド大使館商務部
PREVENT
HealtheeOne
Box Japan
VOYAGE
【マ】
松本ヘルス・ラボ
ミーカンパニー
ミクス
みんなの認知症情報学会
メディウィル
メディエイド
メディカル・データ・ビジョン
メディコム
mediVR
メディリード
モバイル・コンテンツ・フォーラム
【ヤ】
薬事日報社
ヤフー
UL Japan
ユカシカド
【ラ】
ライオン
リープ
リキッド・デザイン・システムズ
ロコモ チャレンジ！推進協議会

12 の関連業界の展示会に、

1200 社を超える出展社が国内外から集結！

Life science innovation; creating a better world
日本最大級のライフサイエンス総合展！製薬・医療機器・ヘルスケア・化学業界のための 12の展示会を同時開催
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ーー講演のポイントをお聞かせください。
清水氏　まず日本における医療ビッグデータの現状か
ら説明したいと思っています。現在国内で整備されて
いる医療データベースを網羅性と情報の粒度・深さに
着目して整理すると全体状況がよく理解できると思い
ます。例えば、市場調査会社が集計している医薬品販
売データはカバー率は極めて高いけれども、患者ごと
のトレーサビリティは低く、一方、医薬品治験データ
ベースは情報量、粒度等はとても高いのですが限られ
た症例のため網羅性はありません。国内の医療データ
ベースは民間企業が提供しているサービスを含めて複
数存在しますが、それぞれの特徴は網羅性と深さの視
点からわかりやすく区分できます。
ーー現状では医療データベースの活用には問題が多い
ということでしょうか。
清水氏　民間が提供する各データベースでは、調剤レ
セプト、健保データ、医事会計データなどがありそれ
ぞれ長所と短所があります。政府のNDB（ナショナ
ルデータベース）はレセプト情報・特定健診等情報の
データベースです。製薬企業など民間には公開されて
いませんが、情報を抽出し集計した結果が NDBオー
プンデータとしてこれまで２回（2015 年 10 月、16
年 9月）公表されています。
　このオープンデータには薬効群ごとの医薬品の処方
数量等のデータが含まれていますが、これは処方患
者数ではない点に注意が必要です。このほか 4月か
ら本格運用が開始された医療情報データベース（MID-
NET）がありますが、今のところデータ集計施設は全

国の大学病院を中心とした 10拠点 23病院に限定され
ています。これらのデータベースを使って解析する際
には、それぞれの特徴を十分把握することが必要です。
ーー医療データベース個々に特徴があることを前提に
活用するということですね。
清水氏　網羅性やトレーサビリティの点で各データ
ベースには短所がありますが、それぞれの特徴を把握
してうまく組み合わせることで価値を生み出せる部分
はあります。その前提としてこれらのデータベースに
よって「何がわかるか」という発想ではなく、データ
を利活用する当事者が「何を知りたいか」を明確にす
ることが原点であり、重要であるということです。明
確なリサーチクエスチョンを立てて、どのデータベー
スを使うか、どう組み合わせるか、各データベースの
特徴を理解して分析の目的に合ったモデルを組み立て
る経験と技術が必要です。
　現状の医療データベースをいかに活用するかで、企
業間競争においても差がつくでしょう。セミナーで
は、将来的な PHR（パーソナルヘルスレコード）へ
の広がりを含めた医療ビッグデータの集積によるイノ
ベーションの可能性についても展望したいと思ってい
ます。

東京工業大学大学院で統計学修士を取得後、マッキンゼー・アンド・カンパ
ニーにて経営戦略コンサルタントとしてキャリアをスタート。2000年医療
機器のエドワーズライフサイエンス株式会社に入社し、医療の世界に飛び込
む。その後IMSを経て、07年グラクソ・スミスクライン株式会社に入社。14
年東京医科歯科大学大学院にて医療情報データベースの比較研究で博士（医
学）号を取得。15年5月より現職にて、医療ビッグデータやRWDの利活用に
ついての研究と教育に携わる。

P R O F I L E

医療ビッグデータ／ＲＷＤは
医療にイノベーションを起こせるか？

▶清水 央子 氏 東京大学大学院薬学系研究科 PBI 教室特任准教授

〜医薬品の開発、販売活動に向けた解析例と
　その限界・課題に挑戦する〜

　わが国では国民皆保険制度の下、レセプト情報を中心に「ビッグデータ」「リアルワールドデータ（RWD）」の
集積が進んでいる一方、カルテなどの診療記録は、数十施設単位で集積されたデータベースが散在している状
況である。すなわち個々のデータベースは情報の粒度やカバレッジが限定的であるため、各種のリサーチクエス
チョンに対して回答を導き出すためには、さまざまな情報と統合するモデリングやデータサイエンスが鍵となる。　
本講演では、RWD の現状を解説した上で、医薬品の開発、販売活動に向けた解析例とその限界や課題につい
て考察する。

【
講
演
概
要
】

4月18日（水）10：30〜11：15　B会場
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ーー従来の概念を超える新しいPVの考え方について
お聞かせ下さい。
青木氏　これまでのPVは、製薬企業関係者をはじめ
としてGVP省令に基づく規制要件として認識されて
きました。しかし、そもそもPVは、規制要件に設定
されている範囲を超えて医薬品に関するあまたのイベ
ントを含む広い概念です。PVに対する企業の取り組
みも省令で規定された規制要件の順守を基本に進めら
れてきました。例えば、偽薬を発見するようなことは
企業に義務はないので、規制で義務付けられている範
囲を超えてまで偽薬対策に投資することは企業経営の
観点から難しいということでしょう。PV業務におけ
る ITの活用も、省令で規定された業務の効率化や作
業負担軽減を目的としたシステムの導入という形で推
移してきました。
ーー新たな概念に基づくPV2.0の具体的なイメージ
は。
青木氏　企業に義務付けられてはいないけれども、例
えば遠方の高齢者が飲み忘れなどしていないかといっ
た服薬状況を把握することもPVです。技術的にはス
マートフォンなどの情報通信機器を使うことでそれが
できる状況になっているのに、義務ではないのでどこ
の企業も行いません。スマホが患者を助ける可能性が
あるかもしれません。新たなデジタルテクノロジーを
これまでのような既存業務の効率化から、より広範
なPV活動をサポートするツールとして活用できない
か、ということが PV2.0 のイメージです。現に、瘙

痒感や痛みを客観的に測定できる技術も開発されてい

ます。技術に対する信頼性の確保が重要なので、義務
でないだけでなく、ツールの信頼性に対する指摘にも
応えなければならない。その意味で、二重の苦しみが
ある。PVの概念を広げるには勇気が必要です。
ーーテクノロジーの進歩を背景にあるべきＰＶの姿を
模索する試みですね。
青木氏　企業に属する立場で新たな規制を設けてほし
いとは言いませんし、あるべきPVの実現が行政だけ
の責任であるとは思いません。規制による義務付けで
なく、新たな動きを企業がリードしてもよいのではな
いかということです。PVで人を救いたいという根性
のある人がいるかどうか。もちろん、企業は回収でき
ない投資はできないので、何らかのインセンティブは
必要です。４月の診療報酬改定でオンライン診療料が
新設されましたが、PVの仲間である服薬コンプライ
アンスの確認が新たなビジネスにつながるのではない
かと期待しています。
　本来あるべきPVを実現するために使える技術が出て
きているにも関わらず、その導入に対するポジティブな
動きが全くないままで良いのかということを問いかけ
たいですね。セミナーでは、PVの本質を考えている人
に悩みを持ち帰ってもらいたいと思っています。

1991年4月日本ロシュ株式会社（現：中外製薬）入社。以降、一貫して安全性部
門にて生物統計、データマネジメント業務に従事。2017年4月安全性リアルワー
ルドデータサイエンス部の新設に伴い異動、現職

【主な社外活動】▽日本薬剤疫学会理事・評議委員▽日本臨床疫学会上席専門
家▽東京医科歯科大学　非常勤講師▽日本製薬団体連合会　医薬品安全対
策WT3（薬剤疫学・医療DB活用） リーダー

【製薬業界代表として下記活動への参画】▽医療情報データベース基盤整備事
業（MID-NET）▽小児医療情報収集システムデータ利活用要綱検討会

P R O F I L E

ファーマコビジランス2.0

▶ 青木 事成 氏 中外製薬　安全性リアルワールドデータサイエンス部長

〜顧客は行政か患者さんか〜

　日本では「ファーマコビジランス（pharmacovigilance、PV）」を医薬品の安全性監視活動と翻訳すること
が多いが、本来的には異物混入、誤飲、偽（にせ）薬などを見つけることも含んだより広い概念である。従来
の PV 活動では人の目や判断を中心に据え、その脇役として副作用症例の報告管理システムや EDC（Electrical 
Data Capturing）システム、CDM（Clinical Data Management）システムなど、業務効率の向上や業務・ア
ウトプットの品質に貢献する目的にて IT 技術が貢献してきた。このような IT テクノロジーはフィンテック的
に分類するならば「ファーマコビジランス 1.0」といえよう。では、フィンテック 2.0、つまりこれまでの既成
概念を白紙にして考えるテクノロジーの利用「ファーマコビジランス 2.0」とは何だろう。少なくとも行政当
局の指示に従うのみの活動ではないはずだ。今回はその「ファーマコビジランス 2.0」を一緒に考えてみたい。

【
講
演
概
要
】

4月19日（木）14：00〜14：45　A会場
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10:30 ▶ 11:15 　A-1●
ヘルスケアにおける課題の ICT
による解決を探る：米国と欧州
の事例から
多摩大学
医療・介護ソリューション研究所
教授　真野 俊樹 氏

10:30 ▶ 11:15 　C-1●
『健康経営』というビジネスチャ
ンスの到来
DeNA
CHO 室　室長代理
平井 孝幸 氏

10:30 ▶ 11:00 　D-1●
AI・ビッグデータを活かし、医療の
課題解決目指す ―立命館大学と草
津総合病院の共同プロジェクト―
社会医療法人誠光会 草津総合病院
糖尿病・内分泌内科　医員　手塚 祐司 氏
立命館大学　先端 ICT メディカル・
ヘルスケア研究センター長　陳 延偉 氏

10:30 ▶ 11:15 　E-1●
創薬 R&D における最高精度
AI 開発、AI 人材育成・採用を
同時に達成する唯一の方法
～オープン型 AI 創薬戦略の世
界的潮流～
SIGNATE
代表取締役社長 CEO/CDO　
齊藤　秀 氏

10:30 ▶ 11:15 　B-1●
医療ビッグデータ /RWD は医療
にイノベーションを起こせるか?
～医薬品の開発、販売活動に向けた 
解析例とその限界・課題に挑戦する～
東京大学大学院薬学系研究科
ファーマコビジネス・イノベーション教室
特任准教授　清水 央子 氏

11:30 ▶ 12:15 　A-2●
遠隔医療の現状と展望
～オンライン診療の知識をアップ
デートする～
京都府立医科大学
眼科学教室　加藤 浩晃 氏
[ 企画協力： 日本遠隔医療学会 ]

11:30 ▶ 12:30 　B-2●
健康保険組合の活用による健
康経営の推進
―人材派遣健康保険組合の活動
内容と事業主との連携事例―
人材派遣健康保険組合
常務理事　伊藤 康子 氏
人材派遣健康保険組合
業務部　部長　佐藤 貴弘 氏

【モデレーター】セルメスタ
代表取締役　熊倉 利和 氏

11:30 ▶ 12:15 　C-2●
世界初！　内視鏡画像人工知能
診断システムについて
～ピロリ菌胃炎と胃がんを AI で診断～
AI Medical Service Inc. CEO
医療法人ただともひろ胃腸科肛門
科　理事長　多田 智裕 氏

11:30 ▶ 12:15 　D-2●
製薬会社におけるセールス＆
マーケティングの最適化
～ Marketing Automation
と意思決定支援テクノロジーと
の連携可能性～
マルケト　営業本部 アカウント
エグゼクティブ　大田 幸嗣　氏
AKTANA　ナショナルセール
スディレクター　丸山 冬樹　氏

11:30 ▶ 12:30 　E-2●
【逐次通訳】職人依存の医薬品
研究を超える AI 駆動型ドラッ
グデザイン
Dassault Systemes Biovia 
Corp.
BIOVIA Scientific R&D 
Development Senior Manager 
Leo Bleicher

13:00 ▶ 13:45 　A-3●
CPAP 遠隔モニタリング
～遠隔診療に初の診療報酬化～
社会医療法人春回会
井上病院　副院長　吉嶺 裕之 氏
[ 企画協力：日本遠隔医療学会 ]

13:45 ▶ 14:15 　D-4●
医療専門音声認識エンジンや適応症粒度の
医薬品マスタを活用した医療関連ビジネス

（アプリ開発、SFA対応、AIレコメンド）のご提案
アンテリオ　執行役員　事業開発部長　佐藤 暢章 氏
アドバンスト・メディア　医療事業部 開発部長　岩瀬 
浩一　氏
医薬情報研究所　情報・出版部　部長　早稲田 高司　氏

13:45 ▶ 14:15 　E-4●
Box によるデジタル変革の実現と加速
～ Box GxP Validation, Zones のご紹介～
Box Japan
エンタープライズ営業 2 部
アカウントエグゼクティブ
永田 英三 氏

13:00 ▶ 13:45 　B-3●
18 年度改定から読み解く次世
代デジタルマーケティング
－産業構造転換で突き付けられ
たＭＲの生産性向上－
ミクス
代表取締役　ミクス編集長　 
沼田 佳之 氏

14:00 ▶ 14:45 　B-4●
松本ヘルスバレー構想の取組み
～官民連携の必要性について～
松本市　商工観光部　
健康産業企業立地担当部長
小林 浩之 氏

14:00 ▶ 14:45 　C-4●
ICT で変わる薬局の現状と未来
グリーンメディック
代表取締役　本局　管理薬剤師
多田 耕三 氏
KAKEHASHI
代表取締役 CEO　中尾 豊 氏

15:00 ▶ 15:45 　B-5●
医療分野におけるブロック 
チェーン活用の現状と可能性
医療ブロックチェーン研究会会長
国立保健医療科学院　研究情報
支援研究センター長
IT ヘルスケア学会 代表理事　
水島 洋 氏　
[ 企画協力： IT ヘルスケア学会 ]

15:00 ▶ 15:45 　C-5●
医療過疎に対する回答としての
オンライン診療と ICT を用いた
医師同士の互助概念に基づいた
コミュニティー形成
エクスメディオ　代表取締役・
CEO　精神科医　物部 真一郎 氏
エクスメディオ　CMIO ／整形
外科医　竹村 昌敏 氏

13:00 ▶ 13:45 　C-3●
地方創生と健康づくり　－タニ
タグループの取り組み事例－
タニタヘルスリンク
取締役　土志田　敬祐 氏

15:15 ▶ 15:45 　D-6●
ヘルスケア事業における遠隔診
療の活用可能性と深層学習を用
いた健康予測技術等のご紹介
情報医療
代表取締役　原 聖吾 氏

15:15 ▶ 15:45 　E-6●
カスタマーエクスペリエンスを
高める MR の情報提供「対話 ×
思考の質的データアナリティクス
で情報提供を可視化」
リープ
取締役　荒木 恵 氏

14:30 ▶ 15:00 　D-5●
ライブ映像で遠隔医療を変える
～医療分野におけるライブ・コ
ミュニケーション活用の最前線
Vidyo Japan
ビジネス開発本部　本部長　
佐別當 雅美 氏

14:30 ▶ 15:00 　E-5●
データインテグリティへの対策～今できる DI 対策～
～コンプライアンス・コンサルティングサービス～
アジレント・テクノロジー
ネットワークデータシステム　営業部　
峯岸 徹也 氏
ラボエンタープライズ部門　椎名 秀樹 氏

12:45 ▶ 13:30 　D-3●
企業成長の手段となる「健康経営」
～従業員の健康・幸福を高める

「Well－Being 経営」の実現に
むけて～
アイ・ネット・リリー・コーポレーション
人材開発室　管理栄養士　
岩重 希依 氏

13:00 ▶ 13:30 　E-3●
テキストマイニング技術を活用
した文献・知財等のビックデー
タ分析事例
クラリベイト・アナリティクス・ジャパン
リサーチ&コンサルティングサービス部門

16:00 ▶ 16:45　　　A-6●●
医療・製薬からみるライフサイ
エンス分野への AI 利活用
京都大学大学院医学研究科
人間健康科学系専攻臨床看護
学講座
ビッグデータ医科学分野
教授　奥野 恭史 氏

16:00 ▶ 16:45 　B-6●
ブロックチェーン時代の医療情
報データ取扱いにおける考え方
～データ取り扱いに関する意識をど
のように変えねばならないのか ? ～
TRIART　
代表取締役　今津 研太郎 氏
[ 企画協力： IT ヘルスケア学会 ]

16:00 ▶ 16:45 　C-6●
東京都の中小企業における健康
経営の取り組み
全国健康保険協会　東京支部　保健
グループ　グループ長補佐　
三上 竜也 氏
サンシン電気　執行役員 CAO 兼 CFO　
真船 悠子 氏
VOYAGE　代表取締役　新井 卓二 氏

16:00 ▶ 16:45 　D-7●
在宅患者様の服薬管理と多職種
連携、遠隔地に住むご家族の見
守りに資する IoT 化した服薬支
援機器「e お薬さん」のご紹介
エーザイ　hhc ソリューション
本部　ソリューション企画推進部　
ディレクター　辻本 道彦 氏
＊平成 29 年度（第 35 回）ＩＴ賞

「 ITビジネス賞」受賞
記念講演（主催：公益社団法人 企業情報化協会）

16:00 ▶ 16:45 　E-7●
機能訴求から体験へ、VR・AR
を活用した一般用医薬品の情
報提供とコミュニケーション
ライオン
コミュニケーションデザイン部
阿曾　忍　氏

14:15 ▶ 15:30 　A-4●
伊藤忠の健康経営を実現する
ソリューションと実例のご紹介

（経営課題～分析～施策実施）
スポルツ　
ディレクター ヘルスコーチ　

（一財）生涯学習開発財団認定
コーチ　里見 将史 氏
伊藤忠商事　情報・金融カンパ
ニー　情報・通信部門　情報産業
ビジネス部　IT ビジネス第三課　
主任　宮本 剛 氏
NTT ドコモ　法人ビジネス本部
　第二法人営業部　第四営業　第
二担当　主査　鈴木 隆行 氏
ウェルネス・コミュニケーションズ
ヘルスケア IT 事業部　デジタルヘ
ルス事業開発責任者　林 早苗 氏

Ａ　会　場 B　会　場 C　会　場 D　会　場 E　会　場
9:00 ▶ 10:00 　K-1●
ヘルスケア産業のデジタル経営革命 ～日本のヘルスケアビジネスへの提言と処方箋～
アクセンチュア　製造・流通本部　アジア・パシフィック　
医薬品・医療機器産業グループ総括、マネジング・ディレクター　
永田　満 氏

2018.4.18 (WED) 2018.4.19 (THU) 2018.4.20 (FRI)

【セミナー会場】東京ビッグサイト　東6ホール内
事前受付終了のセミナーにつきましては、当日、お席に余裕が
ある場合は、入場受付を実施いたします。
受講の可否につきましては、講演開始およそ 10 分前に、直接
セミナー会場にお越しいただき、ご確認ください。

●：基調講演　　●：医療・介護
●：医薬品　　　●：予防・未病

関連セミナー情報

セミナースケジュール　 WEB事前登録制 � ■全プログラム参加無料■

2018 年 3月 29日現在の情報です。最新情報はWEBサイトにてご確認ください。都合により予告なく内容等が変更になる場合がございます。ご了承ください。
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10:30 ▶ 11:15 　A-7●
認知症予防をめざしたオンライ
ン健常者レジストリ、IROOP
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
脳病態統合イメージングセンター
センター長　松田 博史 氏

[ 提供：日鉄日立システムエンジニアリング ]

10:30 ▶ 11:15 　C-8●
神奈川県大磯町における健康寿命延伸の取組み
－高齢者の運動器機能維持・向上率が８割を
超えた取り組みとは？－

【プレゼンター】社会福祉法人 恩賜財団 
済生会湘南平塚病院　整形外科 顧問 
元東海大学体育学部生涯スポーツ学科教授、
現「おおいそアンチロコモ教室」顧問 中村 豊 氏

【モデレーター】アルケア ヘルスケア事業部 
部長  関 良一 氏

10:30 ▶ 11:15 　D-8●
美容・健康市場最前線～
進化するビューティテック、サービス
や商品のパーソナライズ化
アイスタイル　Beauty Tech.jp 編集部 
プロデューサー　矢野 貴久子 氏
ダイエット＆ビューティ　
編集長・事業部長　江渕 敦 氏

10:30 ▶ 11:15 　E-8●
ジェネリック医薬品 ×IT：新た
な医薬品情報データベースで、
ジェネリックにさらなる安心を
榎本薬品
代表取締役　社長・医師　
榎本 真宏 氏

※講演に関する詳細は、近日公開
致します。

16:00 ▶ 16:45 A-12●
認知症・軽度認知障害の方やそ
のご家族のための ICT コミュニ
ケーションツール「わすれなびと」
のパイロットスタディについて
東京大学　医学部附属病院
神経内科　岩田 淳 氏

16:00 ▶ 16:45 B-12●
製薬会社の営業革新への挑戦　
～ 5 年後、10 年後のあるべき姿を描く～
田辺三菱製薬　営業本部　マー
ケティング部
デジタルマーケティンググループ
グループマネージャー　
齊藤 浩史 氏

16:00 ▶ 16:45 C-13●
申請電子データ提出に伴う部門
間・企業間連携
CAC クロア
臨床開発事業部　レギュラト
リーソリューション部　
eSubmission グループ　チーフ
石守 伸崇 氏

16:00 ▶ 16:30 D-14●
健康経営にオフィスリラクゼー
ションとＷＥＢカルテを取り入
れてみませんか
ＶＯＹＡＧＥ
代表取締役　新井 卓二 氏

16:00 ▶ 16:45 E-14●
患者目線の疾患啓発サイトの作
り方。進化する製薬企業のデジ
タルマーケティング
メンバーズグループ　
MOVAAA( ムーヴァー ) 
代表取締役社長　長野 清哉 氏

15:00 ▶ 15:45 A-11●
メンタルヘルス不調者の休職・復
職の実践的対策！ ルール作成 ×
産業医 ×ＩＴ活用が成功のカギ！
特定社会保険労務士／シニア
産業カウンセラー／キャリアコ
ンサルタント／メンタルヘルス
法務主任者　舘野 聡子 氏
エムステージ
執行取締役　鈴木 友紀夫 氏

15:00 ▶ 15:45　　B-11●●
ゲノム多型解析サービス利活用
の事例紹介と九州大学別府病院
及びヤフーの共同研究について
九州大学医学部　別府病院
外科　教授　三森 功士 氏
ヤフー　CISO 室　ゲノム R&D
サービスマネージャー　
井上 昌洋 氏

15:00 ▶ 15:30 C-12●
埼玉県における糖尿病重症化予防
埼玉県
保健医療部　健康長寿課

15:15 ▶ 15:45 D-13●
ヘルステック分野のビジョンと
パートナーシップ戦略
アクサ生命保険
取締役　専務執行役 兼 チーフ
マーケティングオフィサー
松田 貴夫 氏

15:15 ▶ 15:45 E-13●
エリアにおける講演会の Web
化とそのトレンド
エムキューブ
マネージャー　倉内 彰 氏

14:30 ▶ 15:00 D-12●
健康経営を睡眠で支援する
O: ( オー )
Founder / CEO　谷本 潤哉 氏

14:30 ▶ 15:00 E-12●
学術集会データのマーケティング効
率化への活用について　～KOL 抽出、
DR の関係／思考性推測の可能性～
医薬情報ネット　
代表取締役　金子 剛章 氏

14:00 ▶ 14:45 A-10●
ファーマコビジランス 2.0
～顧客は行政か患者さんか～
中外製薬
安全性リアルワールドデータサ
イエンス部長　青木 事成 氏

14:00 ▶ 14:45 B-10●
地域包括ケア時代のディテーリン
グを製薬メーカーとともに考える
ブイキューブ
営業本部　副本部長
メディカルヘルスケア推進グ
ループマネージャー
佐藤 博史 氏

14:00 ▶ 14:45 C-11●
PX( 患者経験価値 )の最新動向
～海外病院及び日本の PX 概況～
スーペリア／日本ペイシェン
ト・エクスペリエンス研究会
代表取締役社長　曽我 香織 氏

13:45 ▶ 14:15 D-11●
伊藤忠商事にて導入中の健康経
営施策のご紹介
伊藤忠商事　情報・金融カンパ
ニー　情報・通信部門　
情報産業ビジネス部　IT ビジネ
ス第三課　主任　宮本 剛 氏

13:45 ▶ 14:15 E-11●
プレゼンティーズム指標 WHO-HPQ
のエビデンスと生産性可視化、IT 活用
による実社会への応用事例
産業精神保健研究機構 RIOMH
代表理事／国際医療福祉大学
医学部 教授　宮木 幸一 氏

13:00 ▶ 13:45 　A-9●
H28 年度　経産省の健康寿命延
伸産業創出推進事業の事業採択を
受け実証事業を行った【ICTリハ】
エムダブルエス日高
代表取締役社長　北嶋 史誉 氏

12:45 ▶ 13:45 　B-9●
企業の価値向上につなげる健康
経営とは
～ Apple Watch を活用した健
康経営施策の試み～
ヤフー
グッドコンディション推進部　
部長　市川 久浩 氏
Phone Appli
代表取締役　石原 洋介 氏

13:00 ▶ 13:45 C-10●
自律型移動ロボットを用いた
院内搬送システムの実証実験
－開始時の状況について－
名古屋大学医学部附属病院
メディカル IT センター　
システム管理部門長 / 病院助教
山下 暁士 氏

13:00 ▶ 13:30 D-10●
最先端の健康経営企業や地域医療連携で
活用されるヘルスケアソリューション

「健康からだコンパス　LifeRoute」のご紹介
キーウェアソリューションズ
官公システム事業部　第三シス
テム部　部長　畠山 和哉 氏

13:00 ▶ 13:30 E-10●
これから Web 講演会の実施・
検討を行う企業が、理解してお
きたいポイント
J ストリーム
メディカルマーケティングソリュー
ション部　課長　伊藤 智宏 氏

11:30 ▶ 12:45 　A-8
ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテス
ト2018 ～ 2018 年開催のレビュー～
[ 概要説明 ]
経済産業省　商務・サービスグループ　ヘルスケア産業課　
課長補佐（情報担当） 高熊 万之 氏
＜株式会社 iCARE＞　中小企業でも大企業並み
の産業衛生体制を実現できる健康経営プラット
フォーム「Carely」
＜OQTA 株式会社＞　世の中から人生最大の悲
しみ「孤独」を無くしたい
＜株式会社 PREVENT＞　惨事を防ぐ三次予防！
オンライン重症化予防「iPrevent」
＜株式会社 ユカシカド＞　世界初、尿から栄養の
過不足を評価するパーソナル検査「VitaNote」
＜株式会社 mediVR＞　Virtual Reality 及び人工知
能技術を利用したDual Task型運動リハビリテーショ
ン治療機器

11:30 ▶ 12:15 　B-8●
医療費の削減のためのフォーミュ
ラリーの有用性
日本医薬総合研究所
病院コンサルタントグループ　
部長　増原 慶壮 氏

11:30 ▶ 12:15 　C-9●
製薬企業における統合型マーケ
ティングの実践
－医師のインサイトに基づいたス
トーリー型のコミュニケーション
戦略とは－
インテグレート
代表取締役 CEO　藤田 康人 氏

11:30 ▶ 12:30 　D-9●
健康経営における健康投資の
リターンを最大化する SCSK
の広報戦略
SCSK　法務・総務・広報・CSR
グループ　広報部　広報課　
杉岡　孝祐 氏
山野美容芸術短期大学　
講師　新井 卓二 氏

11:30 ▶ 12:00 　E-9●
ベンダーの保守切れに伴う、病院情報
システム更新の課題を解決　データ移
行不要で永久利用が可能なストレージ
ピュア・ストレージ・ジャパン
社会基盤営業部　
部長　山本　純 氏

Ａ　会　場 B　会　場 C　会　場 D　会　場 E　会　場
9:00 ▶ 10:00 　K-2●
デジタルヘルスケアイノベーション
経済産業省
ヘルスケア産業課　課長　西川 和見 氏

2018.4.18 (WED) 2018.4.19 (THU) 2018.4.20 (FRI)

【セミナー会場】東京ビッグサイト　東6ホール内
事前受付終了 のセミナーにつきましては、当日、お席に余裕が
ある場合は、入場受付を実施いたします。
受講の可否につきましては、講演開始およそ 10 分前に、直接セ
ミナー会場にお越しいただき、ご確認ください。

●：基調講演　　●：医療・介護
●：医薬品　　　●：予防・未病

関連セミナー情報

セミナースケジュール　 WEB事前登録制 �
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10:30 ▶ 11:15 　A-7●
認知症予防をめざしたオンライ
ン健常者レジストリ、IROOP
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
脳病態統合イメージングセンター
センター長　松田 博史 氏

[ 提供：日鉄日立システムエンジニアリング ]

10:30 ▶ 11:15 　C-8●
神奈川県大磯町における健康寿命延伸の取組み
－高齢者の運動器機能維持・向上率が８割を
超えた取り組みとは？－

【プレゼンター】社会福祉法人 恩賜財団 
済生会湘南平塚病院　整形外科 顧問 
元東海大学体育学部生涯スポーツ学科教授、
現「おおいそアンチロコモ教室」顧問 中村 豊 氏

【モデレーター】アルケア ヘルスケア事業部 
部長  関 良一 氏

10:30 ▶ 11:15 　D-8●
美容・健康市場最前線～
進化するビューティテック、サービス
や商品のパーソナライズ化
アイスタイル　Beauty Tech.jp 編集部 
プロデューサー　矢野 貴久子 氏
ダイエット＆ビューティ　
編集長・事業部長　江渕 敦 氏

10:30 ▶ 11:15 　E-8●
ジェネリック医薬品 ×IT：新た
な医薬品情報データベースで、
ジェネリックにさらなる安心を
榎本薬品
代表取締役　社長・医師　
榎本 真宏 氏

※講演に関する詳細は、近日公開
致します。

16:00 ▶ 16:45 A-12●
認知症・軽度認知障害の方やそ
のご家族のための ICT コミュニ
ケーションツール「わすれなびと」
のパイロットスタディについて
東京大学　医学部附属病院
神経内科　岩田 淳 氏

16:00 ▶ 16:45 B-12●
製薬会社の営業革新への挑戦　
～ 5 年後、10 年後のあるべき姿を描く～
田辺三菱製薬　営業本部　マー
ケティング部
デジタルマーケティンググループ
グループマネージャー　
齊藤 浩史 氏

16:00 ▶ 16:45 C-13●
申請電子データ提出に伴う部門
間・企業間連携
CAC クロア
臨床開発事業部　レギュラト
リーソリューション部　
eSubmission グループ　チーフ
石守 伸崇 氏

16:00 ▶ 16:30 D-14●
健康経営にオフィスリラクゼー
ションとＷＥＢカルテを取り入
れてみませんか
ＶＯＹＡＧＥ
代表取締役　新井 卓二 氏

16:00 ▶ 16:45 E-14●
患者目線の疾患啓発サイトの作
り方。進化する製薬企業のデジ
タルマーケティング
メンバーズグループ　
MOVAAA( ムーヴァー ) 
代表取締役社長　長野 清哉 氏

15:00 ▶ 15:45 A-11●
メンタルヘルス不調者の休職・復
職の実践的対策！ ルール作成 ×
産業医 ×ＩＴ活用が成功のカギ！
特定社会保険労務士／シニア
産業カウンセラー／キャリアコ
ンサルタント／メンタルヘルス
法務主任者　舘野 聡子 氏
エムステージ
執行取締役　鈴木 友紀夫 氏

15:00 ▶ 15:45　　B-11●●
ゲノム多型解析サービス利活用
の事例紹介と九州大学別府病院
及びヤフーの共同研究について
九州大学医学部　別府病院
外科　教授　三森 功士 氏
ヤフー　CISO 室　ゲノム R&D
サービスマネージャー　
井上 昌洋 氏

15:00 ▶ 15:30 C-12●
埼玉県における糖尿病重症化予防
埼玉県
保健医療部　健康長寿課

15:15 ▶ 15:45 D-13●
ヘルステック分野のビジョンと
パートナーシップ戦略
アクサ生命保険
取締役　専務執行役 兼 チーフ
マーケティングオフィサー
松田 貴夫 氏

15:15 ▶ 15:45 E-13●
エリアにおける講演会の Web
化とそのトレンド
エムキューブ
マネージャー　倉内 彰 氏

14:30 ▶ 15:00 D-12●
健康経営を睡眠で支援する
O: ( オー )
Founder / CEO　谷本 潤哉 氏

14:30 ▶ 15:00 E-12●
学術集会データのマーケティング効
率化への活用について　～KOL 抽出、
DR の関係／思考性推測の可能性～
医薬情報ネット　
代表取締役　金子 剛章 氏

14:00 ▶ 14:45 A-10●
ファーマコビジランス 2.0
～顧客は行政か患者さんか～
中外製薬
安全性リアルワールドデータサ
イエンス部長　青木 事成 氏

14:00 ▶ 14:45 B-10●
地域包括ケア時代のディテーリン
グを製薬メーカーとともに考える
ブイキューブ
営業本部　副本部長
メディカルヘルスケア推進グ
ループマネージャー
佐藤 博史 氏

14:00 ▶ 14:45 C-11●
PX( 患者経験価値 )の最新動向
～海外病院及び日本の PX 概況～
スーペリア／日本ペイシェン
ト・エクスペリエンス研究会
代表取締役社長　曽我 香織 氏

13:45 ▶ 14:15 D-11●
伊藤忠商事にて導入中の健康経
営施策のご紹介
伊藤忠商事　情報・金融カンパ
ニー　情報・通信部門　
情報産業ビジネス部　IT ビジネ
ス第三課　主任　宮本 剛 氏

13:45 ▶ 14:15 E-11●
プレゼンティーズム指標 WHO-HPQ
のエビデンスと生産性可視化、IT 活用
による実社会への応用事例
産業精神保健研究機構 RIOMH
代表理事／国際医療福祉大学
医学部 教授　宮木 幸一 氏

13:00 ▶ 13:45 　A-9●
H28 年度　経産省の健康寿命延
伸産業創出推進事業の事業採択を
受け実証事業を行った【ICTリハ】
エムダブルエス日高
代表取締役社長　北嶋 史誉 氏

12:45 ▶ 13:45 　B-9●
企業の価値向上につなげる健康
経営とは
～ Apple Watch を活用した健
康経営施策の試み～
ヤフー
グッドコンディション推進部　
部長　市川 久浩 氏
Phone Appli
代表取締役　石原 洋介 氏

13:00 ▶ 13:45 C-10●
自律型移動ロボットを用いた
院内搬送システムの実証実験
－開始時の状況について－
名古屋大学医学部附属病院
メディカル IT センター　
システム管理部門長 / 病院助教
山下 暁士 氏

13:00 ▶ 13:30 D-10●
最先端の健康経営企業や地域医療連携で
活用されるヘルスケアソリューション

「健康からだコンパス　LifeRoute」のご紹介
キーウェアソリューションズ
官公システム事業部　第三シス
テム部　部長　畠山 和哉 氏

13:00 ▶ 13:30 E-10●
これから Web 講演会の実施・
検討を行う企業が、理解してお
きたいポイント
J ストリーム
メディカルマーケティングソリュー
ション部　課長　伊藤 智宏 氏

11:30 ▶ 12:45 　A-8
ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテス
ト2018 ～ 2018 年開催のレビュー～
[ 概要説明 ]
経済産業省　商務・サービスグループ　ヘルスケア産業課　
課長補佐（情報担当） 高熊 万之 氏
＜株式会社 iCARE＞　中小企業でも大企業並み
の産業衛生体制を実現できる健康経営プラット
フォーム「Carely」
＜OQTA 株式会社＞　世の中から人生最大の悲
しみ「孤独」を無くしたい
＜株式会社 PREVENT＞　惨事を防ぐ三次予防！
オンライン重症化予防「iPrevent」
＜株式会社 ユカシカド＞　世界初、尿から栄養の
過不足を評価するパーソナル検査「VitaNote」
＜株式会社 mediVR＞　Virtual Reality 及び人工知
能技術を利用したDual Task型運動リハビリテーショ
ン治療機器

11:30 ▶ 12:15 　B-8●
医療費の削減のためのフォーミュ
ラリーの有用性
日本医薬総合研究所
病院コンサルタントグループ　
部長　増原 慶壮 氏

11:30 ▶ 12:15 　C-9●
製薬企業における統合型マーケ
ティングの実践
－医師のインサイトに基づいたス
トーリー型のコミュニケーション
戦略とは－
インテグレート
代表取締役 CEO　藤田 康人 氏

11:30 ▶ 12:30 　D-9●
健康経営における健康投資の
リターンを最大化する SCSK
の広報戦略
SCSK　法務・総務・広報・CSR
グループ　広報部　広報課　
杉岡　孝祐 氏
山野美容芸術短期大学　
講師　新井 卓二 氏

11:30 ▶ 12:00 　E-9●
ベンダーの保守切れに伴う、病院情報
システム更新の課題を解決　データ移
行不要で永久利用が可能なストレージ
ピュア・ストレージ・ジャパン
社会基盤営業部　
部長　山本　純 氏

Ａ　会　場 B　会　場 C　会　場 D　会　場 E　会　場
9:00 ▶ 10:00 　K-2●
デジタルヘルスケアイノベーション
経済産業省
ヘルスケア産業課　課長　西川 和見 氏

2018.4.18 (WED) 2018.4.19 (THU) 2018.4.20 (FRI)

【セミナー会場】東京ビッグサイト　東6ホール内
事前受付終了 のセミナーにつきましては、当日、お席に余裕が
ある場合は、入場受付を実施いたします。
受講の可否につきましては、講演開始およそ 10 分前に、直接セ
ミナー会場にお越しいただき、ご確認ください。

●：基調講演　　●：医療・介護
●：医薬品　　　●：予防・未病

関連セミナー情報
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10:30 ▶ 11:15 B-13●
新薬の適応症の変化に対応した
フォーキャスティング－生活習慣
病から希少疾患、個別化医療へ－
ファーマビジネスアナリスト
石橋 幸雄 氏

9:00 ▶ 10:00 　K-3●
保険者機能の強化に向けて ～第 2 期データヘルス計画への期待
厚生労働省
保険局　保険課長　安藤 公一 氏

10:30 ▶ 11:15 C-15●
認知症情報学とマルチモーダル
ヘルスケア技術が拓く新しい産
業と未踏高齢社会
静岡大学（創造科学技術大学院）
特任教授　竹林 洋一 氏

10:30 ▶ 11:15 E-15●
腰痛・肩こり対策で気軽にメンタルヘ
ルス対策を～生産性向上を目的とし
た “ポケットセラピスト” のご紹介～
バックテック（京都大学大学院医学
研究科 健康経営プロジェクト研究員）
経営企画室　代表取締役　
福谷 直人 氏

10:45 ▶ 11:15 D-15●
完全無料クラウド電子カルテを
活用した、“無料で始める” 新し
い地域医療連携
きりんカルテシステム
代表取締役　山口 太一 氏

11:30 ▶ 12:15 D-16●
ＩＴ活用 × 中小企業診断士で推進
する！
中小企業の健康経営
健康経営共創ラボ
森岡 誠希 氏

11:30 ▶ 12:15 C-16●
介護予防にとどまらず健康寿命
延伸をも目指すロコモの戦略と
最新情報
NTT 東日本関東病院
整形外科　
主任医長　大江 隆史 氏

11:30 ▶ 12:30 B-14●
エリア戦略に活かすマルチチャ
ネルとＡＩ活用の新潮流

【モデレーター】　ミクス
代表取締役　ミクス編集長　
沼田 佳之 氏

【パネラー】　アストラゼネカ
コマーシャルエクセレンス本部　カスタ
マーリレーションシップマネジメント &
デジタルマーケティング部　
部長　山下 篤志 氏
実務薬学総合研究所　
教育事業部　担当薬剤師　水 八寿裕 氏
海外文献サービス　
マーケティング監査人　佐藤 龍太郎 氏

11:30 ▶ 12:30 A-14●
（一部）ICT を活用した糖尿病重
症化予防の取り組み
東埼玉総合病院　地域糖尿病セン
ター　センター長　中野 智紀 氏

（二部）地域医療での ICT 活用
を支えるとねっとの取り組み
埼玉利根保健医療圏医療連携推進
協議会　システム WG リーダー　
栗原 智之 氏

15:00 ▶ 16:10 D-18●
＜オムロン ヘルスケア　プライベートセミナー＞
～健康ステーションと自宅等の垣根
を超えた IT プラットフォームとは～

【15:00-15:50】
サービスシステム紹介『健康ポイント』
[ 講演 ]
ベネフィットワン・ヘルスケア
取締役　企画部　管掌役員　河原　章 氏

【15:55-16:10】
プラットフォーム紹介『オムロンコネクトPro』
[ 講演 ]
オムロン ヘルスケア

15:15 ▶ 16:00 E-20●
薬局薬剤師による慢性疾患患者支援ツール:
RxING Practice Tool を使った糖尿病患
者療養支援の効果とデータベースの構築
京都大学大学院医学研究科 健康情報
学 研修員
University of Alberta EPICORE 
Centre Research Fellow
岡田　浩 氏

16:15 ▶ 16:45 E-21●
医薬品・医療機器開発、製造販売後
の調査等に利活用可能な疾患登録
システム（患者レジストリ）のご紹介
日立製作所
ヘルスケアビジネスユニット
主任技師　佐藤 恵一 氏

16:00 ▶ 16:30 C-20●
資生堂の IoT をベースとしたスキン
ケア・ソリューション「オプチューン」
資生堂ジャパン
ブランドマネジメント部　
ブランドマネージャー　
川崎 道文 氏

15:00 ▶ 15:45 C-19●
日本初「糖尿病 EQ システム」導
入企業における取り組みの実際
～ EQ を活用したヘルスケアプ
ログラムご紹介
バンドー化学　人事部　保健師 松村 祐子 氏
EQ　会長　高山 直 氏

【モデレーター】
アイビーシステム　執行役員　永倉 俊幸 氏

16:00 ▶ 16:45 A-18●
患者の想いに寄り添う患者・家
族中心の地域医療・介護連携を
支える ICT ツール「ナラティブ
ブック秋田」
伊藤医院
院長　伊藤 伸一 氏

14:30 ▶ 16:15 B-16●
≪メンタル予防を生産性向上に
転換する健康経営におけるモバ
イルヘルス≫
従業員が前向きに取り組み “結
果健康になる” 健康サービス

【モデレーター】
スポルツ　HealthBizWatch 他ヘル
スケアメディア · ディレクター　
渡辺 武友 氏
富士通ゼネラル　健康経営推進室 
室長　兼　人材開発部 主席部長　
佐藤 光弘 氏　　

【プレゼンテーター】
日立製作所　ヘルスケアビジネスユ
ニット　担当部長　川上 昌毅 氏
東京メンタルヘルス　法人事業部　
武藤 収 氏
ウィット　あすけん事業部　法人事
業部　部長　今木 慈子 氏
Noom Japan　代 表　Country Manager  
濱嵜 有理 氏
WINフロンティア　取締役 CAO　
博士（工学）　駒澤 真人 氏

【企画協力：スポルツ】

14:00 ▶ 14:45 A-16●
神奈川県が取り組む、未病指標
の構築及び ICT を活用した医療
情報の共有における現状と課題
について
神奈川県
政策局　ヘルスケア・ニューフ
ロンティア推進本部室　
未病産業グループ　谷 康雄 氏

15:00 ▶ 15:45 A-17●
AI 利活用による介護の働き方
改革
エクサウィザーズ
代表取締役社長　石山 洸 氏

14:00 ▶ 14:45 C-18●
広がる AI 活用の可能性！Watson
を利用したコールセンター支援シス
テムの導入
第一三共　製品情報部　製品情
報企画グループ長　小林 典貴 氏
第一三共　IT 企画部 企画グルー
プ　課長代理　朝生 祐介 氏

13:30 ▶ 14:40 D-17●
＜オムロン ヘルスケア　プライベートセミナー＞
～国内最大 30 万人以上参加のよこはま
ウォーキングポイント事業とは～
健康データの一元管理システム

【13:30-14:20】
自治体の成功事例『よこはまウォー
キングポイント事業』
[ 講演 ]
横浜市 健康福祉局健康安全部保健
事業課　担当課長 粟屋しらべ氏

【14:25-14:40】
サービスシステム紹介『健康マイレージ』
[ 講演 ]
ドコモ・ヘルスケア

13:45 ▶ 14:15 E-18●
患者向けデジタルマーケティング入門
～ヘルスケア・マーケティング 2018 年
最新動向～
メディウィル
代表取締役　城間 波留人 氏

14:30 ▶ 15:00 E-19●
動画プラットフォームで解決！　これからの
MR 営業に求められる新たな顧客アプローチの
手法について、効率的なディテーリングを求め
られる製薬業界に向けた新たなツールをご紹介
ブイキューブ　営業本部　副本部長
メディカルヘルスケア推進グループマ
ネージャー　佐藤 博史 氏
クムジャパン　エンタープライズビデオ
事業推進室　セールスダイレクター・
上級医療情報技師　杉原 弘恭 氏

12:45 ▶ 13:45 A-15●
【逐次通訳】
AI（人工知能）とコグニティブ・コン
ピューティングのヘルスケアサービス
における役割とビジネス機会の展望
フロスト& サリバン
トランスフォーメーショナル・ヘ
ルスケア部門　デジタルヘルス　
インダストリーマネージャー　
ナターシャ・グラティ 氏

13:00 ▶ 14:15 B-15●
≪メンタル予防を生産性向上に転換す
る健康経営におけるモバイルヘルス≫
◇海外事例にみる健康経営のヒント
スポルツ
HealthBizWatch 他ヘルスケアメ
ディア・ディレクター　渡辺 武友 氏
◇株式会社富士通ゼネラル　健康
経営への取り組み＞
富士通ゼネラル
健康経営推進室　室長 兼 人材開
発部　主席部長　佐藤 光弘 氏

【企画協力：スポルツ】

12:30 ▶ 13:45 C-17●
【逐次通訳】
ビッグデータと AI で製薬企業の
セールスとマーケティングはど
う変わるのか
ユーラリス
CEO ／博士　アンドレ・ベイツ 氏

13:00 ▶ 13:30 E-17●
エムスリーデジタルコミュニ
ケーションズが提案する次世代
Web 講演会
エムキューブ　小泉 剛 氏

10:30 ▶ 11:15 A-13●
服薬アドヒアランスを測定できる世
界初デジタルメディスンについて
Otsuka Pharmaceutical 
Development & Commercialization, 
Inc.　Global CNS Business　
Vice President　倉橋 伸幸 氏

Ａ　会　場 B　会　場 C　会　場 D　会　場 E　会　場
2018.4.18 (WED) 2018.4.19 (THU) 2018.4.20 (FRI)

【セミナー会場】東京ビッグサイト　東6ホール内
事前受付終了のセミナーにつきましては、当日、お席に余裕が
ある場合は、入場受付を実施いたします。
受講の可否につきましては、講演開始およそ 10 分前に、直接
セミナー会場にお越しいただき、ご確認ください。

●：基調講演　　●：医療・介護
●：医薬品　　　●：予防・未病

関連セミナー情報
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