第2回DIA メディカル・コミュニケーション
ワークショップ
CTDからリスク最小化資材へ
- 医薬品の適正使用のために部門を越えてすべきことは？ -

2019年10月9日(水)
日本橋ライフサイエンスビルディング 2階 201会議室

概要
患者さんが最適な治療を得るためには、ベネフィットとリスクに関する医薬品情報が医療関係
者に十分理解された上で、医薬品が患者さんに適切に使用される必要があります。製薬企業や
規制当局から発信される医薬品情報は、種々の情報媒体を通して、様々な立場の方に受け取ら
れています。
しかし、
これらの医薬品情報は、一貫したメッセージとして伝達され、正しく解釈され

プログラム委員長

ているでしょうか。患者さん中心の医療の促進、インターネット等による情報量の増加と入手方

MSD株式会社

法の多様化、国民への透明性や説明に関する社会的責任の増大等により、医療関係者、製薬企
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業、規制当局の間でのメディカル・コミュニケーションは、
ますます重要さを増してきています。

プログラム副委員長

メディカル・コミュニケーションで使用する様々な文書の多くは、医薬品の承認申請資料である

日本イーライリリー株式会社

コモンテクニカルドキュメント
（CTD）を基に作成されています。CTDの中には、添付文書やその
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根拠となる臨床試験成績及びベネフィットリスクバランスの評価など重要な情報が含まれてい
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ます。
しかしながら、CTDとRMP、添付文書及び適正使用のための資材の文書間には、文書の目
的の違いや、作成過程、承認申請中の経過により、本来あるべき一貫性がとられていなかったり、
一貫性がとられているものの、本来必要な一貫性であるのか疑問が残るケースもあります。
本ワークショップでは、CTD、RMP、添付文書及び適正使用のための資材のそれぞれの文書が作
成される目的、作成過程及び読み手がどのように利用するかを理解し、
さらに文書間のつなが
りを理解することで、企業の各文書の作成担当者や規制当局の立場で患者さんが最適な治療
を得るために自分自身がすべきことを考え実行できるようになることを目的に企画しました。
ま
た、医薬品情報を使用される医療関係者の方々にも、審査や承認申請の準備の段階でどのよう
な目的で、
どのような過程を経てどの文書にどのような情報が掲載されているかをご理解いた
だくことは、医療関係者、製薬企業及び規制当局の間でのコミュニケーションの前提として非常
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に重要なことであると考えております。
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本ワークショップでは、製薬企業からCTD、RMP又は適正使用のための資材作成の各視点、規制

ファイザー株式会社

当局から審査の視点、
さらに臨床現場の視点からの講演を通して、現状の課題及び事例を共有
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し、
グループディスカッションを通じて議論します。
また、本ワークショップ後にも本テーマにつ

プログラムアドバイザー

いての意見交換の場として、情報交換会の時間を設けました。

慶應義塾大学

本ワークショップは、医療関係者、規制当局及び製薬企業などの様々な立場の皆様にご参加い
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ただき、各文書の背景及び作成方法などに対して相互に理解を深め、出席者が抱える様々な課

アステラス製薬株式会社

中田
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題の解決策を考える貴重な機会になるものと考えております。多くの方々のご参加をお待ちして
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います。
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参加対象者：CTD臨床パートの作成に関わる担当者（メディカルライター等）、
ファーマコビジラ

卓上展示申し込み受付中

富岡

ンス担当者（RMP作成者）、添付文書作成担当者、
メディカルインフォメーション担当者（インタ

祥

佑介

詳細については、ディー・アイ・エージャパン

ビューフォーム、適正使用ガイド等の医療関係者への適正使用資材作成や問合せ対応の担当

までお問い合わせください。

者）、承認審査に関わる方、医薬品情報としてCTD、RMP、添付文書及び適正使用のための資材

Tel: 03-6214-0574 Fax: 03-3278-1313

を活用されている医療関係者等で、
このテーマに課題を持たれている方

E-mail: Japan@DIAglobal.org

Nihonbashi Life Science Building 6F, 2-3-11 Nihonbashihoncho,
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9:00 - 9:20

参加受付

10:55-11:55

9:20 - 9:25

開会の挨拶
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製薬企業におけるRMPの安全性検討事項の
設定プロセスに関する実情と課題事例
アステラス製薬株式会社

石田

9:35-10:35
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PMDAの承認審査におけるリスク最小化活動の
検討について
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

奥平

朋子

CTDの構造と適切な情報の流れ、作成上の課題、
事例紹介
PRAヘルスサイエンス株式会社

土井

和彦

講演1：承認審査の流れと関連文書 RMP（医薬品リスク管理計画）は、安全性に関するメディカル・

座長
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講演 2：RMPと市販後資材

正治

コミュニケーションの重要なツールであり、医薬品のリスクと市
販後の安全対策が簡潔にまとめられています。申請者は、CTD
に記載する情報をもとにこれらのリスクと添付文書、インタビ
ューフォーム、医療従事者・患者向け資材等の安全対策を決定
します。RMPに記載するリスク
（安全性検討事項）の検討過程に
おいては、安全性部門の担当のみならず、海外を含めた様々な
ステークホルダーと検討を行っており、
また、作成過程も添付
文書等とは異なっております。
この講演では、RMPを中心とした
各種資材の関係を整理しつつ、特にRMPの安全性検討事項の
検討過程に焦点を置きながら、製薬企業におけるRMPの安全
性検討事項の設定プロセスに関する実状と課題事例を共有し
ます。

市販後資材を用いた医療機関との
メディカル・コミュニケーション
（作成と活用方法）

CTDは、医薬品の承認申請のために作成する国際共通化資料
です。階層化構造を有しており、下位（第3～5部）に各試験報告
書を添付します。その上位（第2部）
で各試験成績を統合し申請
者の評価を記載します。最上位（第1部）
では、承認申請書、添付
文書やRMP等の行政文書を添付します。すなわち、CTDでは下
位から上位へと承認申請に関する情報が流れていくことにな
り、その適切な流れ（論理性）が重要と考えます。その中でも、試
験成績と行政文書を結ぶ第2部、特に評価を記載するM2.5 の
論理性が重要です。
また、CTDには、作成のためのガイドライン
があり、その中の留意事項には論理性に関するヒントが多く含
まれています。本講演では、安全性情報を中心に、臨床試験成
績から添付文書及びRMPさらには適正使用資材までの適切な
情報の流れを、CTDにいかに記載するか、
また、そのためには
何が必要か、皆さんと一緒に考えたい。

CTD及び審査報告書などの「承認時申請資料」や、添付文書及
びRMPなどいわゆるGVPに関連する資料を引用し、
さまざまな
市販後資材が作成されています。CTD等の内容がどのように市
販後資材に反映されているのかを例示します。
さらに、市販後
資材の作成目的、作成のための規制、作成のプロセス等の現状
と課題、課題に対する取り組みを紹介します。
また、
さまざまな
市販後資材をどのように医療関係者に対する情報提供として
メディカル・コミュニケーションに活用しているかも併せて紹介
します。

11:55-12:55

ランチブレイク

10:35-10:55

12:55-14:00

講演3：臨床現場からの期待
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病院薬剤師の立場からの医薬品情報のあり方
独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院
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医療機関では、添付文書、RMP、IF、審査報告書、論文、CTDなど
の医薬品情報媒体からどのような情報をどのように読み解い
ているか、それらの医薬品情報を読み解く上でどのような課題
があるのか、
どのような工夫がなされていると使用しやすいの
かなどを病院薬剤師の立場から講演します。

3
医師は現場で製薬会社からの情報をどのように
利用しているのか？
日本イーライリリー株式会社

片桐

秀晃

製薬会社では、
クロスファンクショナルなチームで工夫や努力
を重ね、かなりのリソースをかけて多くの資材の準備をします。
それらの文書は、様々なチャネルを使って、医療関係者や患者
さんに届けられています。しかしながら、現場の医師が、実際に
はどんなときに、
どうやってそれらの情報を使っているのか知
る機会があまりないのが現状です。医師の立場から、薬に関す
る情報をどのように入手しているのか、製薬会社からの情報は
実際どの程度役立っているのかを講演します。
また、製薬会社
に所属する医師の立場から、実際に感じる課題やジレンマにつ
いても併せて講演します。

14:00-14:20

ブレイク
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グループディスカッション
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講演で提起された課題に関する事例を通じた議論
および共有

本グループディスカッションでは、CTD、RMP、添付文書及び適
正使用資材における各文書間での一貫性をテーマに、企業、
規制当局、臨床現場からのそれぞれの講演を通じて垣間見た
各視点を踏まえて、違いが生じる理由や意味などについて話し
合います。
さらに各文書の繋がりや特徴などの理解を深めた上
で、患者さんが最適な治療を得るための情報提供についても
考えていきます。いつもと異なる雰囲気で話し合い、
より新たな
気づきを得られる機会とするため、今回のグループディスカッ
ションはワールド・カフェ形式で実施する予定です。
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17:30-19:00

With DIA, people and
ideas come together on a
global scale to accelerate
innovation and identify
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DIA and You:
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情報交換会

DIAのプログラム にて発表される内容は発表者本人の見解であり、所属する
組織あるいはDIAのものとは限りません。
プログラム及び講演者は予告なく変更される場合があります。
書面による事前の合意なく、DIAのプログラムの情報を録音もしくは撮影する
ことは、いかなる形態であっても禁止されています。

The More You
Put In, the More
You Get Out

DIA Communities
are unique global forums
offering neutral and
multidiscipline opportunities
to develop professionally while
raising the level of health and
well-being worldwide.
Find out more at
DIAglobal.org/Community
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◆ 参加申込方法

DIAウェブサイト(www.DIAglobal.org)よりお申し込み頂くか、
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◆ 参加費用 (該当するqにチェックしてください)
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