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「真のエンドポイント」と「代理エンドポイント」 

 「代理」のところは「代替エンドポイント」が正式なのかな。まあ、とにかく。「真と代理」の話。 
 
 薬の臨床試験をやる場合、結論として「この薬が有効である」と証明しなきゃいけませんね。 
では「何をもって有効と判断するか」が重要。それを「エンドポイント」と呼ぶことにします。 
 
【例えば、糖尿病の薬の「真のエンドポイント」】 
 糖尿病の薬の有効性を判断するエンドポイントを定めよと言われたら、当然、「長生きしたか」
「透析導入を減らせたか」「血管合併症を減らせたか」あたりですよね。 
 こういうのを「真のエンドポイント」と言います。これで評価すれば間違いない。 
 ただ、「長生きしたか」をエンドポイントにして薬の開発試験をやるとすれば、「薬を飲んだ人が
長生きするかどうか」を観察することになり、そりゃもう、全員の死亡まで見届けないと結論は出
なかったりで、恐ろしく長い期間、治験をやらなきゃいけない。ありえないでしょ。 

【代理（代替）エンドポイント】 
 最終的には「長生きするか」を観察したいんだ
けど無理。なので、何か代わりになる指標は無い
か、ということで設定されるのが「代理（代替）エン
ドポイント」ということになります。 
 糖尿病の場合、「血糖値が高いと病状が悪い」
という相関があるので、通常はHbA1ｃを指標にし
て「良い・悪い」を判断してます。 

 従って、糖尿病の薬を開発する場合にも「代理（代替）エンドポイント」としてHbA1ｃを指標に
設定して、「 HbA1ｃを規定以下に下げることができれば、この薬は有効」と判断します。 
 こうすれば、多くの患者さんに治験に協力してもらって、早く有効性を確認することができま
すから、薬の開発もスムーズになり、世の中で新薬の登場を待っている患者さんに、早く、薬
を届けることができるわけです。 
 「代理エンドポイント」の使い方と、その有用性は、理解していただけましたか？ 

【代理（代替）エンドポイントは、いいことばっかりなのか？】 
 世の中で販売されている、特に慢性疾患の薬の開発試験は、ほぼ「代理エンドポイント」で
有効性が認められたものです。論文も、ほぼ「代理エンドポイント」止まりですね。 
 
 しかし、代理エンドポイントには問題点もあります。 
 糖尿病の薬を例にすれば、検査ごとのHbA1cが下がって有効とされたとしても、その薬で
「長生きする」という「真のエンドポイント」は調べてないですよね。 
 極端な例で言えば、その薬は「長く飲み続けるとガンの発生率が高くなる」とすれば、どう？ 
 「長生きする」という真のエンドポイントを満たせない可能性もあるわけです。 
  
 抗がん剤で「腫瘍縮小効果」を代理エンドポイントにして世に出てきた薬が、真に「長生きす
る」のかどうか。脂質異常症で「TGが下がった」ことを証明した薬は、真に「心筋梗塞や脳梗
塞の回避」が出来ているのか。本当に知りたいことは、そこでしょ。 
 
 「その薬は有効か？」と疑問を持って調べる場合は、必ず、「真のエンドポイントは何か？」
を自分に問いかけてから、調べ始めることをオススメします。その上で、「代理エンドポイント」
だらけの論文の海に挑むことで、変な結論に至らずにすむと思いますよ。 
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医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子について 

１．はじめに 
 医薬品の副作用報告については，医薬品・医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等
に関する法律（医薬品医療機器等法）第68条の10第１項に基づき，製造販売業者が医療機関・
薬局から情報を収集し，製造販売業者がPMDAへ報告する仕組み（企業報告）と，医薬品医療
機器等法第68条の10第２項に基づき，医師，薬剤師等の医薬関係者が直接PMDAへ報告する
仕組み（医療機関報告）があります。医薬品の副作用・感染症報告の件数としては，企業報告の
数は年々増加し，平成27年度に約51,000件の報告が寄せられているのに対し，医療機関報告
の数はほぼ横ばいで，平成27年度の報告数は約6100件となっています。 

２．医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子 

 そこで，平成28年度厚生労働行政推進調査事業補助金（厚生労働科学特別研究事業）「薬
局・薬剤部の機能を活用した副作用報告の推進に関する研究」（東京薬科大学薬学部 益山光
一教授）において，医薬関係者における副作用報告の推進という観点から，その取組事例につ
いて整理するとともに，医療機関内での職種間，さらには院外の薬局を含めた施設間の連携等
をポイントとした，「医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子」案が作成されました。 

 医療機関等からの副作用報告を促進するため，医療機関等における医薬関係者による副作
用報告業務の参考となるよう，医療用医薬品と関連が疑われる副作用について，医療機関から
の副作用報告及び医療機関と薬局が連携して行う副作用報告を円滑に実施する上で想定され
る留意点を示したものである。 
【ガイダンスのポイント】 

○近年の医療用後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及，高齢者のみならずポリファー
マシーによる医薬品単剤のみではない複合的な副作用の発生など，医薬品の安全性を
取り巻く環境の変化がみられる。 

○医薬関係者においては，患者が被る恐れのある副作用について，可能な限り未然に
防止するよう努めるとともに，様々な機会をとらえ，患者に発生した副作用の端緒に気づ
き，軽減できるよう，医療機関内での職種間，さらには院外の薬局を含めた施設間で連
携するとともに，必要な副作用報告などを行う。 
○医療機関等から当局（（独）医薬品医療機器総合機構（以下「ＰＭＤＡ」という。）及び厚
生労働省）への副作用等の報告に関しては，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び
安全性の確保等に関する法律（以下「医薬品医療機器等法」という。）第68条の10第２項
において規定されており（以下「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」という。），医
療機関等においては，その重要性を踏まえて必要な対応に努めることが不可欠である。 
○副作用報告においては，複数の処方薬剤やジェネリック医薬品を特定する情報の提
供が求められる。その観点から，医薬品・医療機器等安全性情報報告制度を活用し，当
局（ＰＭＤＡ）への直接報告を促す視点で医療機関が対応することを整理した。 
 

【速やかに報告する副作用】 

○製造販売業者においては，医薬関係者から知り得た副作用について，「医薬品
等の副作用の重篤度分類基準について」（平成４年６月29日付け薬安第80号厚生
省薬務局安全課長通知）の重篤性評価の考え方に沿って，死亡，入院相当以上の
重篤な副作用を15日，30日の報告期間内に当局（ＰＭＤＡ）に報告している。医
薬関係者が，医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告様式を用いて直接当
局（ＰＭＤＡ）に報告する場合は，次に掲げる事項や，症例の重篤性については
医療機関においても当該通知別添を参考とすることを考慮する。 
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医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子について 

【速やかに報告する副作用】 

○製造販売業者においては，医薬関係者から知り得た副作用について，「医薬品
等の副作用の重篤度分類基準について」（平成４年６月29日付け薬安第80号厚生
省薬務局安全課長通知）の重篤性評価の考え方に沿って，死亡，入院相当以上の
重篤な副作用を15日，30日の報告期間内に当局（ＰＭＤＡ）に報告している。医
薬関係者が，医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告様式を用いて直接当
局（ＰＭＤＡ）に報告する場合は，次に掲げる事項や，症例の重篤性については
医療機関においても当該通知別添を参考とすることを考慮する。 

【医療機関の対応について】 
○患者において，薬剤に関連することが疑われる副作用であって，治療を要するもの，
臨床検査値の異常，患者の生活に著しい影響を及ぼすもの等があった場合は，副作用
報告をすることが期待される。当局（ＰＭＤＡ）では，これらの副作用報告について，他の
医療機関を含む集積状況の横断的な評価を行い，医薬品の適正使用のための対策を
検討しており，医薬関係者においても，これに協力することが期待される。 
○医療機関においては，患者の病態に応じ，例えば，急性疾患では，有効性も期待され
るものの一定以上の副作用が服用後比較的短期間で発現することもあり，また，慢性疾
患では，１年２年の服用の継続ではじめて発見される副作用もあることから，そのような
副作用をしっかりと見極め，必要に応じ副作用報告することが期待される。また，在宅療
養への移行の際にフォローアップができるよう，地域診療所や薬局への情報提供できる
ようにすることが望まれる。 
○医療機関内で，当局（ＰＭＤＡ）に報告する必要のある副作用が疑われる症例が現れ
たときに，保健衛生の向上に資するよう，遅滞なく副作用の報告（対製造販売業者，対当
局（ＰＭＤＡ及び厚生労働省））を円滑に行うため，医療機関内での診療科間，診療科と
薬剤部門間での連絡について，方法，書式，連絡項目をあらかじめ設定し，医療機関内
で共有しておく。 
○副作用が疑われる事例に関する情報が異なる診療科の医師間，薬剤部門その他の
医療機関内の支援部門との間を行き交うことになる場合，副作用が疑われる事例の発
生後の管理漏れがないよう，医療機関内で発生した事例の発生時までの情報（症例経
過，検査値その他カルテ記載情報，服薬管理情報等）及び当局等に副作用報告する情
報を一元的に集約管理する管理者を医療機関内で定めておくことが望ましい。例えば，
医療安全管理室，医薬品安全管理責任者，ＤＩ室，薬剤部等がその役割を担うことが想
定される。 
○また，上記の管理者の下で，医療機関内で発生している副作用が疑われる事例の情
報を集約し，常に効率的に確認し，把握できていることが望ましい。 
○特に，他の診療科の副作用を早期に検出する機会，副作用の鑑別の機会の確保には，
専門領域の学会が作成し，厚生労働省の発行する各種重篤副作用疾患別対応マニュア
ルを活用することができる。 
○処方・投薬された薬剤の特定，服薬管理状況，さらに薬剤と副作用が疑われる傷病と
の関連性の評価においては，医療機関内の関係診療科と薬剤部門と情報の連携を密に
する。副作用の診断や処置の検討については，医師が主体となることが特に重要となる
が，報告などの業務について薬剤部門，ＤＩ室，医薬品安全管理責任者等の薬剤師も分
担するなど，関係職種・部門が対応する範囲をあらかじめ医療機関内で定めておくこと等
で，必要な副作用報告が遅れないように配慮する。 
○薬剤との因果関係が必ずしも明確でない場合や，既知の副作用であっても，製造販売
業者に報告すること，又は，医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告様式を用
いて当局（ＰＭＤＡ）に報告することを検討する。 
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医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子について 

なお，併用薬剤が複数あり，被疑薬の個別の特定が難しい場合，併用薬の多数の
個別製造販売業者への報告が困難な場合などは，医薬品・医療機器等安全性情報
報告制度の報告様式を用いた当局（ＰＭＤＡ）への報告を優先することで差し支
えない。 

○副作用報告の要否の検討の際の参考としては，製造販売業者が報告の際の重篤
度評価の指標としている「医薬品等の副作用の重篤度分類基準について」（平成
４年６月29日付け薬安第80号厚生省薬務局安全課長通知）別添を用いることがで
きる。 

○医薬品・医療機器等安全性情報報告制度については，副作用と疑われる疾病の
発生から当局（ＰＭＤＡ）に報告するまでの期限は法令では定められていないた
め，任意であるが，保健衛生上の優先度を考慮して，グレード３に相当するもの
は15－30日を目途に報告することを目指すことも考慮する。 

○副作用報告の第一報では，詳細情報は必ずしも必要ないので，追って詳細を第
二報以降で報告する対応でもよい。 

○院外処方の薬剤を投薬された患者での副作用を疑う疾病への対応については次
の手順を盛り込む。 

  ・ 特に，６剤以上を服用している高齢者の場合などにおいて，コンプライ
アンスの低下や有害事象が多い点を考慮する。 

  ・ 院外処方の薬剤を処方された患者については，ジェネリック薬が調剤さ
れている可能性があるため，投薬された薬剤を特定するため，患者のお薬手帳等
から情報を得る他，必要に応じて，調剤した薬局情報を得て，当該薬局に使用し
た薬剤名を照会して入手する。なお，医療機関から問い合わせを受けた薬局は，
問い合わせをした医療機関が処方せん発行元ではない場合，処方せんを発行した
医療機関へ情報提供することが望ましい。 

  ・ その際，他院で処方されたもの，他薬局で調剤されたものなど，患者の
服薬状況について知り得た情報を，問い合わせをした医療機関に提供するように
薬局に依頼する。 

  ・ 薬局の薬剤師からのトレーシング・レポート等により，患者の副作用と
疑われる状況が報告された場合にあっては，来院・診察時に確認し，処方上の必
要な処置の他，副作用報告するかについても検討する。 

【薬局の対応について】（略） 
 
３．終わりに 

今後，医薬関係者における副作用報告の推進に関して，国立研究開発法人日本医
療研究開発機構（AMED）医薬品等規制調和・評価研究事業「医薬品開発等にお
ける安全性向上のため，医薬関係者からの副作用等情報の活用方策に関する研
究」において，さらに実証的な調査・検討を行い，本ガイダンス骨子に関しても，
より具体的なものとなるよう検討することとしています。 

 医薬関係者におかれては，医療用医薬品と関連が疑われる副作用について，医
療機関からの副作用報告及び医療機関と薬局が連携して行う副作用報告を円滑に
実施するための参考として，本ガイダンス骨子を御活用いただけますようお願い
いたします。 

薬剤部注）当院においては、旧建物の時代より毎年、副作用報告施設証を受けてお
り、適宜当局・製造メーカーへの報告を実施している。薬事委員会毎に状況を報告
の通り。 
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ジスロマック（各種） 

アジスロマイシン水和物 

６１４ 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」 
一部改訂 

「中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群
（Stevens-Johnson症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症： 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、急性汎発性発疹性膿疱症があらわれ
ることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤
の投与等の適切な処置を行うこと。これらの副作用は本剤の投与中または投与終了
後１週間以内に発現しているので、投与終了後も注意すること。」 

ワルファリンカリウム ３３３ 血液凝固阻止剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」 
追記 

「カルシフィラキシス： 

周囲に有痛性紫斑を伴う有痛性皮膚潰瘍、皮下脂肪組織又は真皮の小～中動脈の
石灰化を特徴とするカルシフィラキシスがあらわれ、敗血症に至ることがあるので、
観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこ
と。」 

アデムパス錠 

リオシグアト 

２１９ その他の循環器官用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注
意］追記 

「特発性間質性肺炎に伴う症候性肺高血圧症を対象とした国際共同試験において、
本剤投与群ではプラセボ投与群と比較して重篤な有害事象及び死亡が多く認められ
た。間質性肺病変を伴う肺動脈性肺高血圧症の患者に本剤を投与する場合は、間
質性肺疾患の治療に精通した専門医に相談するなど、本剤投与によるリスクとベネ
フィットを考慮した上で、投与の可否を慎重に検討すること。」 

イナビル吸入粉末剤 

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 

６２５ 抗ウイルス剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注
意］一部改訂 
 
 
 
［副作用］の「重大
な副作用」 
一部改訂 

「インフルエンザウイルス感染症により気道過敏性が亢進することがあり、本剤投与
後に気管支攣縮や呼吸機能の低下がみられた例が報告されている。気管支喘息及
び慢性閉塞性肺疾患等の慢性呼吸器疾患の患者では、患者の状態を十分に観察し
ながら投与すること。」 

 

「気管支攣縮、呼吸困難： 

気管支攣縮、呼吸困難があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認
められた場合には適切な処置を行うこと。」 
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【新規仮採用申請薬】 

アシクロビル錠200mg「トーワ」（東和）42.4円  

【効】単純疱疹、造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹）の発
症抑制、帯状疱疹 

ザルトラップ点滴静注100ｍｇ、200ｍｇ（ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ：ﾔｸﾙﾄ）78614、153409円  

【効】治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 

アノーロエリプタ30吸入用（ウメクリジニウム・ビランテロール：GSK）8324.2円  

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の気道閉塞性障害に基づく諸症状の
緩解 

タイガシル点滴静注用50mg（チゲサイクリン：ファイザー）12,536円  

【効】他の抗菌薬耐性菌株に限る：深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手
術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎 

【緊急購入申請】 

モゾビル皮下注24mg（プレリキサホル：サノフィ）581,972円  

【効】自家末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員促進 

パーサビブ2.5mg、5mg静注透析用（ｴﾃﾙｶﾙｾﾁﾄﾞ：ファイザー）873、1283円  

【効】血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症 

リクラスト点滴静注液5mg（ゾレドロン酸水和物：旭化成）39,485円  

【効】骨粗鬆症 

【新規院外処方申請】 

ベムリディ錠25mg（テノホビルアラフェナミドフマル酸塩：ギリアド）996.5円  

【効】B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患における
B型肝炎ウイルスの増殖抑制 

【緊急購入申請】 

エムプリシティ点滴静注用300mg（エロツズマブ：ブリストル）160,696円  

【効】再発又は難治性の多発性骨髄腫 

リンゼス錠0.25mg（リナクロチド：アステラス）92.4円 吉松先生 

【効】便秘型過敏性腸症候群 

ランタスXR注ソロスター（インスリングラルギン300単位/ｍL：サノフィ）3102円  

【効】インスリン療法が適応となる糖尿病 

ミティキュアダニ舌下錠3300u、10000u（ダニエキス：鳥居）64.2、194.7円  

シダトレンスギ花粉舌下液200瓶、2000瓶・包（スギ花粉：鳥居）421.1、1006.6、100.8円 

【効】それぞれ減感作療法。添付文書参照。 

【後発品：※は、JCHO本部命令品目】 

※マキシピーム注１ｇ→セフェピム静注用１ｇ：変更了承するも、メーカーが納品拒否（品薄） 

※エルプラット50ｍｇ、100ｍｇ（27923、51378円） 

         →オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ、100ｍｇ「ＮＫ」（12276、23125円） 

※リプル注10μｇ（4124円）→ アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「日医工」（1648円） 

※ドブトレックスキット200ｍｇ、600ｍｇ（2639、5055円） 

         →ドブタミン点滴静注２００ｍｇ、600ｍｇキットファイザー（1202、2382円） 

※クラビット錠５００ｍｇ（415.7円）→ レボフロキサシン錠５００ｍｇ「日医工」（169.9円） 

エスラックス静注５０ｍｇ（1080円）→ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ「マルイシ」（437円） 


