
薬物有害事象の発現リスクにおける性差分析

徳島大学大学院医歯薬学研究部薬理学分野

石澤 有紀

2021年8月18日 日本学術会議公開シンポジウム ジェンダード・イノベーション



循環薬理学研究

Gendered innovations

基礎薬理研究

医療ビッグデータ

バイオインフォマティクス

ERK5

徳島大学AWAサポートセンター
2018年9月〜2020年12月
「文部科学省平成30年度科学技術人材育
成費補助事業 ダイバーシティ研究環境実
現イニシアティブ（牽引型）」に従事



大規模医療情報データベースの有用性検証



大規模医療情報データベース：リアルワールドデータ (RWD)

緊急性の高い疾患や希少疾患、発現頻度が低い有害事象
(副作用) に対する治療薬・予防戦略の探索に適している

種 類 名 称 特 徴

レセプト

データベース

JMDC
（日本医療データセンター）

全国の医療機関から健保組合に

収集された1200万人のレセプト情報

NDB
（ナショナルデータベース）

厚生労働省が管理している

日本全国民の約193億件レセプト情報

有害事象
自発報告

データベース

JADER
(PMDA医薬品副作用データベース) PMDAに報告された67.8万件の副作用情報

FAERS
(FDA有害事象報告システム)

アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、日本

からFDAに集まった1,380万件の有害事象（副作用）情報

VigiBase
(独立非営利財団法人UMC)

WHO国際医薬品モニタリング制度加盟国から報告された約

2,450万件の個別症例安全性報告

医療情報

データベース
MID-NET

(医療情報データベース基盤整備事業)
10施設の医療機関における血液・生理、病理検査などの

詳細な情報を含む530万人の医療情報
2021年6月時点



免疫チェックポイント阻害剤の有害事象発生

関連背景の探索



免疫チェックポイント阻害剤
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発症機序
不明

免疫チェックポイント阻害剤
による心筋炎は発症後急
激に病態が悪化することが
知られており、50%の患者が
死亡するという報告も

(NPJ PRECIS. ONCOL., 1, 31 (2017), LANCET
ONCOL., 19, 1579-1589 (2018))

免疫チェックポイント阻害剤による心筋炎



薬剤
免疫チェックポイント
阻害剤なし (%)

免疫チェックポイント
阻害あり (%)

オッズ比
(95%CI) p

抗PD-L1抗体

アテゾリズマブ
912/1,978,475 

(0.046) 2/682 (0.293) 6.38
(1.59 –25.59) 0.04

デュルバルマブ
912/1,978,897 

(0.046) 2/260 (0.769) 16.81
(4.18–67.69) 0.007

抗CTLA4抗体 イピリムマブ
903/1,977,457 

(0.046) 11/1700 (0.647) 14.25
(7.39–26.05) <0.001

抗PD-1抗体

ニボルマブ
864/1,973,128 

(0.044) 50/6029 (0.829) 19.10
(14.22–25.47) <0.001

ペムブロリズマブ
893/1,976,177 

(0.045) 21/2980 (0.705) 15.7
(10.17–24.23) <0.001

抗CTLA4抗体+
抗PD-1抗体

イピリムマブ＋ニ
ボルマブ

893/1,977,600 
(0.045) 21/1557 (1.349) 29.87

(18.70–46.17) <0.001

免疫チェックポイ
ント阻害剤の投
与は心筋炎の発
症率を高める

有害事象自発報告データベースFARES解析による
免疫チェックポイント阻害剤の心筋炎発症率の検証

(Zamami Y, Izawa-Ishizawa Y, et. al., JAMA Oncol, 5, 1635-7, 2019.)
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これまでの疫学研究では、心筋炎は
女性や高齢者において少ないことが
報告されている

年齢(歳)

10
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心筋炎/全件数 オッズ比 (95%CI) p

性別
男性 68/7,977 13.68 (10.60-17.66)

<0.001
女性 34/4,798 25.37 (17.81-36.14)

年齢
75歳未満 79/10,654 15.76 (12.49-19.88)

<0.001
75歳以上 26/2,442 112.51 (66.71-189.77)

0

女性や高齢者に免疫チェックポイント阻害剤を投与する場合は
注意深くフォローする必要がある

免疫チェックポイント阻害剤による心筋炎発症例の背景

(Zamami Y, Izawa-Ishizawa Y, et. al., JAMA Oncol, 5, 1635-7, 2019.)



結 語
n 同じ病態でも、薬物に関連して発症するものと

そうでないものでは、そのリスクとなる患者背景
が異なる例がある。

n 有害事象の発生における性差を明らかにするこ
とは、安全な薬物治療を行う上で重要である。

n 医療ビッグデータの活用がGendered Innovation
の推進に有用となる可能性が示された。
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