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Abstract 

 
Purpose: The objectivity of efficacy and safety information included in the printed 
material provided by pharmaceutical companies for promotion of pharmaceuticals 
(hereinafter referred to as “the brochures”) was evaluated by comparison with the 
contents of the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA)’s review reports.
Methods: We examined the brochures provided during the period from December 1, 
2013, to January 30, 2014, by companies for promotional purposes to physicians 
working at a hospital to which the author (N. K.) belongs to. The contents of each 
brochure were evaluated by 5 pharmacists working at different hospitals for at least 5 
years. Eighteen evaluation items were selected based on the items listed in the “JPMA 
Promotion Code for Prescription Drugs” established by the Japan Pharmaceutical 
Manufacturers Association（JPMA）. The objectivity of the contents of the brochures 
was evaluated through a comparison between the brochure contents and the contents 
of review reports announced by the PMDA for each of the pharmaceuticals. The 
evaluation score for each item was defined as the percentage (mean standard 
deviation) of brochures judged to include the evaluation items by the evaluator. 
Results and Discussion: The brochure contents were scored low in many items. This 
finding reflected the difficulty in identifying an objective overview of each 
pharmaceutical drug only by brochure information. Thus, brochure information failed 
to meet the requirements for proper and effective use of pharmaceuticals in treatment. 
The present evaluation revealed that it would be important to recognize these 
inadequacies of information through brochures and to disseminate the PMDA’s review 
results, one of the objective information, in clinical settings. 
 

要旨(日本語訳) 
 

目的：企業から提供されている医薬品プロモーション用印刷物（以下、パンフレット）に記載されて
いる有効性・安全性情報を対象に、その客観性を PMDA の審査報告書の内容と比較することに
よって評価した。 
方法：2013 年 12 月 1 日から 2014 年 1 月 30 日にプロモーション目的で企業から著者(N.K)が
勤務する病院の医師に提供されたパンフレットを対象に検討した。独立した病院経験年数 5 年以
上の薬剤師 5 名でパンフレット中の記載内容を評価した。日本製薬工業協会が策定した医療用
医薬品プロモーションコードに挙げられている事項をもとに18評価項目を設定した。PMDAが公
表している当該医薬品の審査報告書の内容とパンフレット記載内容の比較を行う事で、パンフレ
ット記載内容の客観性を評価した。項目毎の評価点は、評価者が各評価項目について記載があ
ると判断したパンフレット割合(平均±標準偏差)で示した。 
結果・考察： 多くの項目で評価点が低く、パンフレット記載の内容のみでは、当該医薬品の客観
的全体像の把握が難しく、有効に適切に医薬品を治療に用いていく条件を失していることが分か
った。パンフレットの有するこれら不十分さを認識し、客観的情報の一つである PMDA の審査結
果を医療に持ち込むことの重要性が示された。 
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背景 

我が国において医療用医薬品（以下、医薬品と略

す）の情報は主に企業が作成するツールを通して医

療に提供されている。薬物治療が適切に行われるた

めには、医薬品の情報は客観的で正確に記載されて

いなければならない。日本製薬工業協会は「製薬企

業は、医薬品の製造販売に携わる者として、より高い

倫理的自覚のもとに薬事法・独禁法等の関係法規と

医療用医薬品製造販売業公正競争規約等の自主規

範を遵守し、医薬情報を適切な手段で的確かつ迅速

に提供・収集・伝達する責務があり、医薬品の適正使

用を歪めるおそれのある行為は厳にこれを慎まなけ

ればならない」１）とし、製薬企業が医薬情報を提供す

る場合に遵守すべき行動基準を自らが定め、それを

医療用医薬品プロモーションコード（2012 年 5 月 16

日改訂）（以下、PC と略す）１）として明示している。 

小室らは、医薬品プロモーション用印刷物（以下、

パンフレットと略す）の記載内容を検討した。その結

果、医薬品の「特徴」と「臨床成績」の項目には、企業

が独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、

PMDA と略す）に承認申請した際の企業の主張が記

載されている一方、PMDA の評価、主張が記載され

ていないという問題点を見出した。それは、パンフレッ

ト記載内容は PC により自主規制がもうけられている

が、実際には、記載されている医薬情報は客観性に

欠け、医療従事者に誤った印象を持たせる可能性が

あるものが存在することを示している２）。 

上記の不十分さに対し、あくまで、企業の自主的な

改善が求められており、行政機関による監視・指導体

制の強化を図ることが妥当であると考えられている３）。

一方、医療側の取り組みとして、提供される情報には

一部、不十分な内容が有りうることを前提に、その不

足している内容、客観性に欠けると思われる医薬情

報を明らかにし、それらを補い発信していくことが求

められる。この様に、企業、医療両者の取り組みが、

医療現場での医薬品の適正使用につながると考えら

れる。 

今回、製薬企業の医薬品情報担当者(以下、MR

と略す)が医師に対し提供したパンフレットを収集し、

PMDA の審査報告書に記載された内容からの逸脱

の有無をみることにより、パンフレットにおいて不足し

ている情報の実態の把握を試み、その結果をもとに、

医薬品を適切に使用する際に医療側として補うべき

医薬品情報項目を明らかにすることを試みた。 

 

方法 

2013 年 12 月 1 日から 2014 年 1 月 30 日に MR

が医療法人社団青葉会新座病院（以下、当院と略

す）の医師(消化器外科 1 名、小児科 1 名、整形外科

1 名、内科 2 名、脳神経外科 1 名)に提供した 43 冊

のパンフレットを収集した。この際、勉強会の案内、医

薬品の同一系統の有効性安全性を表現した特定の

医薬品名のないパンフレット、重複しているパンフレッ

トは収集対象から除いた。パンフレット収集後、客観

的な評価を可能とするために承認審査には用いられ

ていない研究内容を記載しているパンフレット、審査

報告書が公開されていない医薬品のパンフレットは

除外した。 

次に PC の「４．プロモーション用印刷物及び広告

等の作成と使用」の項目で指示された(1)から(9)の項

目のうち、以下の項目について評価する具体的な内

容を設定し、各評価項目について記載があると判断

した場合は「該当する；Y」、記載がないと判断した場

合は「該当しない；N」とする二段階評価で行った

（Table 1）。その評価は、PMDA の審査報告書に記

載されている内容からの逸脱の有無を判断すること
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によって行った。 

 

(1)「効能・効果、用法・用量等は承認を受けた範 

囲を逸脱して記載しない。」（該当評価項目番号 

は 1-1 から 1-3） 

(2)「有効性、安全性については、虚偽、誇大な表 

現または誤解を招く表示・レイアウト、表現を用 

いない。とくに「副作用が少ない」等安全性を特 

徴（特性）のひとつとする場合には、限定条件な 

しには用いず、その根拠となるデータの要約を 

付記する。」（有効性については評価項目番号 

2-1 から 2-3、安全性については評価項目番号 

3-1 から 3-3） 

(3)「有効性に偏ることなく、副作用等の安全性に 

関する情報も公平に記載する。」（該当評価項目 

番号は 4-1 から 4-3） 

(4)「他剤との比較は、客観性のあるデータに基づ 

き原則として一般的名称をもって行う。」（該当評 

価項目番号は 5-1 から 5-3） 

(6)「例外的なデータを取り上げ、それが一般的事 

実であるかのような印象を与える表現はしな 

い。」（該当評価項目番号 6-1 から 6-3）。 

なお、(5)「他社および他社品を中傷・誹謗した記

載をしない。」(7)「誤解を招いたり、医薬品としての品

位を損なうような写真・イラスト等を用いない。」につい

ては客観的に評価することが困難であること、(8)「品

名のみを主体とする広告では、記載事項は名称（販

売名）、薬効分類名（製品タイトル）、規制区分、一般

的名称、薬価基準収載の有無とし、併せて当該製品

に関する資料請求先を明示する。」については品名

のみを主体とするパンフレットを除外しているため、こ

の項目については評価から除外した。また、(9)「プロ

モーション用印刷物および広告等は、会員会社内に

医療用医薬品製品情報概要管理責任者等を中心と

する管理体制を確立し、その審査を経たもののみを

使用する。」については確認困難であるため評価項

目からは除いた。 

評価者によって評価内容が異ならないよう以下の

ように定義づけた。2－2有効性（図表表現）、3－2安

全性（図表表現）の図表の誇大表現の定義としては

審査報告書に記載されたもの以外の図表が記載され

ている場合とした。2－3 有効性（文章表現）、3－3 安

全性（文章表現）の文章の誇大表現の定義としては

審査報告書に記載されている PMDA の見解ではな

く、製薬企業(申請者)の見解が記載されている場合と

した。5－3 他剤比較（臨床的有用性の記載）の臨床

的有用性を客観的に述べているとは、審査報告書に

記載している PMDA の見解を記載している場合とし

た。6－1 外的妥当性（例外的なデータの記載）の例

外的なデータとは、理由を付すことなく記載された副

次評価項目とした。6－3 外的妥当性（文章表現）の

外的妥当性の誇大表現とは、表示している承認試験

の対象患者を限定せずに有効と表現している場合と

した。 

評価者は病院経験年数 5 年以上の薬剤師 5 名で、

異なる場所で互いに独立し評価を行った。評価対象

ページは表紙、パンフレットの添付文書の抜粋頁を

含むすべてのページとした。評価手順は全評価者へ

同じ版のパンフレット、審査報告書を配布し、各評価

項目について記載があると判断した場合は「該当す

る；Y」、記載がないと判断した場合は「該当しない；

N」と評価した。評価者には配布した資料以外を見る

ことは禁じた。評価対象パンフレットのうち、評価者５

名により「Y」と評価されたパンフレットの割合と標準偏

差を示した。 

また、パンフレットによる情報内容の違いを確認す

るため、当該医薬品の情報を網羅的に記載したパン

フレット（以下、総合製品情報概要と略す）４）と、それ

以外のプレゼンテーション用コンテンツに分類される

パンフレット（以下、その他のパンフレットと略す）４）の

各評価項目で「Y」と評価された割合を比較した。 
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Table 1．パンフレット評価の妥当性の評価項目 

番号 評価名 [評価項目] 該当 PC

1-1 承認内容（効能効果の記載） 
[日本で承認された効能・効果について記載している。] 

PC1 

1-2 承認内容（用法用量の記載） 
[臨床試験で施行した薬剤の用法・用量の記載がある(日本で承認された用法・用量かは

問わない)。] 
1-3 承認内容（国内の用法用量の記載） 

[日本で承認された用法・用量での試験結果のみを記載している。（1-2 の項目で N で

ある場合は N）] 
2-1 有効性（実際の対象患者の記載） 

[臨床試験の結果を示すときに組み込まれた患者群の背景的データの記載がされてい

る。] PC2 

有効性
2-2 有効性（図表表現） 

[有効性についての図表が誇大表現ではない。] 

2-3 有効性（文章表現） 
[有効性についての文章が誇大表現ではない。] 

3-1 安全性（注意する副作用の記載） 
[注意する副作用が承認時に指摘されており、その旨が記載されている。] 

PC2 

安全性

3-2 安全性（図表表現） 
[安全性についての図表が誇大表現ではない。] 

3-3 安全性（文章表現） 
[安全性についての文章が誇大表現ではない。] 

4-1 公平性（有効性・安全性の平等な表現） 
[臨床試験それぞれについて有効性と安全性を記載しており、記載方法が同じである。] 

PC3 
4-2 公平性（試験の中止例の記載） 

[試験の中止例数とその理由について記載がある。] 
4-3 公平性（情報収集継続項目の記載） 

[有効性・安全性の情報について製造販売後も情報収集を継続する必要がある内容を記

載している。] 
5-1 他剤比較（既存薬との比較試験の記載） 

[他剤と比較している試験を用いている（承認時にプラセボ対象の試験のみで審査して

いる）。] 

PC4 
5-2 他剤比較（主要評価項目の記載） 

[他剤と比較した試験(プラセボ対象試験を含む)の結果は主要評価項目を記載してい

る。] 
5-3 
 

他剤比較（臨床的有用性の記載） 
[他剤と比較した承認薬の臨床的有用性について客観的に述べている）。] 

6-1 外的妥当性（例外的なデータの記載） 
[例外的なデータをとりあげていない。] 

PC6 
6-2 外的妥当性（組入れ基準・除外基準の記載） 

[患者の組入れ基準・除外基準の記載があり、外的妥当性の評価が可能である。] 
6-3 外的妥当性（文章表現） 

[試験の組み入れ基準以外の対象患者(年齢、疾患重症度等)で有効性を誇示していな

い。] 
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結果 

収集したパンフレットは 43 冊であった。そのうち審

査報告書が公表されていない医薬品のパンフレット 3

冊、承認審査時に使用していないデータを使用して

いる理由で 27 冊を除外し、13 冊のパンフレットを評

価した（Fig.1）。 

 評価パンフレット 

1. 興和株式会社、2 型糖尿病患者の脂質管理、SNT-25(No.60031)、2013.10 

2. 興和株式会社、スイニー投与による合併症予防の為の HbA1c 目標到達率、SNT-29(No.60035)、2013.12 

3. 興和株式会社、スイニーにより 47.2%から 52.1％の患者さんが HbA1c7.0%未満に到達しました、 

SNT-28(No.60034)、2013.12 

4. 興和株式会社、スイニーは優れた HbA1c 低下作用を示しました、SNT-31（No.60037)、2014.1 

5. ブリストル・マイヤーズ株式会社、守りたい人がいる。非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中 

及び全身性塞栓症の発症抑制に、ELQ51D007A、2013.10(第 2 版) 

6. 大正富山医薬品株式会社、「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2011 年度版」におけるエディロール(エ 

ルデカルシトール)の位置づけ、No.63653、2013.7 

7. 大塚製薬株式会社、サムスカの作用機序と臨床成績、SS1310249(8378)IF、2013.10 

8. 帝人ファーマ株式会社、１日１回で目標値へ Go down 高尿酸血症治療はフェブリクで、FET023(IF)1308 改 5、

2013.7 

9. Meiji Seika ファルマ株式会社、オーキシス 9µg タービュヘイラー28 吸入、0X00202(MCP)10M-14Y、2013.10 

10. 大日本住友製薬株式会社、成人の化膿性髄膜炎に対するメロペン６ｇ/日投与の臨床効果、 

MPM-511-0-1312/13Ａ983､2013.12 

11. 杏林製薬株式会社、スギ・ヒノキ花粉飛散予測、KI0226、2014.1 

12. サノフィ株式会社、POSITIVE ADDITION 基礎インスリン＋GLP-1 受容体作動薬による併用療法へ、  

LYX015A、2013.09.14 

13. 小野薬品工業株式会社、リバスタッチパッチ、RVT-P002、2012.8 

Fig. 1 評価医薬品 
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Fig.2 適正に記載されていると評価できたパンフレット割合

（検討対象数 13、評価者数 5；平均記載割合±標準偏差) 

各パンフレット評価項目について評価者の「Y」の

割合を示した(Fig.2)。記載平均割合が 80％を越え

高かった事項は、1-1 承認内容（効能効果の記載）、

1-2 承認内容（用法用量の記載）、1-3 承認内容（国

内の用法用量の記載）の項目であった。また、記載平

均割合が 20％よりも低い事項は、2-2 有効性(図表表

現) 、2-3 有効性(文章表現) 、3-2 安全性(図表表

現)、3-3 安全性(文章表現)、4-2 公平性（試験の中止

例の記載）、4-3 公平性(情報収集継続項目の記載)、

5-3 他剤比較(臨床的位置づけの記載)、6-2 外的妥

当性(組入れ基準・除外基準の記載)、6-3 外的妥当

性(文章表現) であった。 
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Fig.3 総合製品情報概要とその他のパンフレットの比較

総合製品情報概要（検討対象数４、評価者数 5；平均記載割合±標準偏差）、その他のパンフレット（検討対象数 9、

評価者数 5；平均記載割合±標準偏差） 

また、総合製品情報概要のパンフレットとその他の

パンフレットの記載割合を比較すると、両者間には大

きな相違は認められなかった。しかし、詳細に見ると、

4-1 公平性（有効性・安全性の平等な表現）、5-2 他

剤比較（主要評価項目の記載）の項目において、総

合製品情報概要の方がその他のパンフレットに比べ

て記載割合が高かった。一方、1-3 承認内容（国内の

用法用量の記載）は総合製品情報概要の方がその

他のパンフレットに比べて記載割合が低かった

(Fig.3)。 

 

 



Vol.7 No.2(2016) - 51 -

考察 

MR によって医師へ提供されたパンフレット 43 冊

の内、承認申請時に提出された試験データ以外の情

報を示すパンフレットが 27 冊と過半数を占めていた。

このことから、承認審査制度を通して評価されたデー

タでないものが、医師には多く渡されていることが分

かった。 

今回評価対象としたパンフレットにおいて、適切に

記載されている項目(80%以上)は 1-1 承認内容（効

能効果の記載）、1-2 承認内容（用法用量の記載）、

1-3 承認内容（国内の用法用量の記載）であった。そ

れに対し、記載が不十分な項目（20%未満）は多く、

小室らが問題提起したとおり ２ ） 、審査報告書の

PMDA の主張とは異なる製薬企業（申請者）の見解

が記載されているものが多いことが明らかとなった。 

4-3 公平性（情報収集継続項目の記載）が全く記

載されていないことが認められた。製造販売後も情報

収集を継続する必要がある内容は重要な不足情報と

してリスク管理計画書に記載される。日本製薬工業協

会も医薬品のベネフィット・リスク評価においては情報

不足による懸念事項も適切に考慮する必要があると

している５）。医療側にとっても、臨床試験の結果を患

者に適用できるか判断するために、臨床試験の実際

の患者群を把握することは必要である。そのため、記

載が不十分だった 4-3 公平性（情報収集継続項目の

記載）や 6-2 外的妥当性（組入れ基準・除外基準の

記載）についても欠かせない情報である。不足してい

る情報をパンフレットに記載することを企業に求めると

共に、医療側も自ら情報を評価し、パンフレットでは

不足していると判断できる情報を補う必要がある。 

総合製品情報概要のパンフレットとその他のパンフ

レットの記載割合を比較したが、記載率の多少の傾

向には大きな差異は認められなかった。但し、4-1 公

平性（有効性・安全性の平等な表現）、5-2 他剤比較

（主要評価項目の記載）の項目の記載率が大きくなっ

ており、これらにより、臨床試験の結果の記載がより

詳しくなっている点が認められた。1-3 承認内容（国

内の用法用量の記載）の項目はその他のパンフレット

に比べて Y の割合が低下していたが、国内で承認さ

れた用法用量ではない海外の臨床試験の結果を記

載することを N と定義したためと推察した。 

本研究の限界点は次のように考える。評価者数は

5 名で、少ない点である。審査結果報告書に記載さ

れている事項が正確にパンフレット中に記載されてい

るかの判断を行ったため、評価者の判断には大きな

相違は生じないと考え、評価者数を 5 名とした。標準

偏差の大きな評価項目が 2-1 有効性（実際の対象患

者の記載）と 3-1 安全性（注意する副作用の記載）の

2 項目存在した。これらは、審査報告書の情報量が

膨大であり、どの程度以上の記載を Y とするかの規

定まで設問に設定していなかったため、5 名の評価

にぶれが生じたと考えられる。一方、上記 2 項目以外

に関しては、当該パンフレット中での記載の有無の判

断には大きな変動が認められず、パンフレットの記載

事項の傾向は把握出来たと考える。 

次に評価の対象としたパンフレットの種類に偏りが

ある点があげられる。当院は回復期リハビリテーション

病棟が全病棟の 75%を占め、取り扱うことが少ない抗

がん剤等の、より安全性を考慮する必要がある医薬

品は含まれていない。そのような医薬品での状況は、

あらためて検討することが必要と考える。 

今回は、承認審査制度を通して評価された臨床試

験を記載していない 27 冊のパンフレットは除外対象

としたが、医師に渡される半数以上を占めており、そ

れらの内容も評価が必要であると考える。このパンフ

レットの評価には承認申請には用いられなかった臨

床試験論文が引用されていることが想定されることか

ら、臨床試験論文内容を客観的に評価するための取

り組みが求められると考えられる。 

 

結論 

承認申請時の試験データが用いられているパンフ

レットの記載内容を PMDA 審査報告書との対比で客

観性を評価した。その結果、パンフレットのみからで

は当該医薬品の客観的全体像の把握が難しく、有効

に適切に医薬品を治療に用いていく条件を確保しに

くいことが明らかとなった。また、医薬品の評価に関し

客観的な検討が加えられている PMDA の審査結果

を医療に持ち込み、有効性・安全性、引き続き情報

収集が必要な項目、外挿できない患者層に関しての
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情報を補うことが大切であることが明らかとなった。 
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