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・在日米国商工会議所ヘルスケアIT小委員会委員長

・一般社団法人日本クラウドセキュリティアライアンス・代表理事

旧労働省（現厚生労働省）、日米のメディア関連企業を経て、B2C／B2Bのデジ
タルマーケティング実務と、健康医療／介護福祉／医薬品／ライフサイエ
ンス分野のITガバナンス関連調査研究を行った実績を有する。

また東日本大震災後は、東北地方の介護福祉／健康増進（食事）／ICT
関連ソーシャルビジネス新規立ち上げ支援活動（クラウドファンディング／
クラウドソーシング等）を行っている。

・慶應義塾大学文学部人間科学専攻（産業関係論）卒業

・Boston University Graduate School of Management修了（MBA）、
・千葉大学大学院医学薬学府博士課程先進医療科学専攻修了（博士・医薬学）
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1. 製薬企業とステークホルダーを繋ぐ
ソーシャルメディアの重要性
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1-1. マルチステークホルダー・プロセスにおける
ソーシャルメディアの役割

�医療プロセスの特徴：
規制当局、医療機関、患者／家族、サプライヤー（製
薬メーカー含む）など、様々なステークホルダーが参加
した対話や合意形成によって物事が進む
＝「マルチステークホルダー・プロセス」

�ソーシャルメディアの特徴：
一方向型の情報発信機能にとどまらず、双方向型のオ
ンラインコミュニティ機能を通じて、テキスト、音声、画
像、動画などマルチコンテンツをユーザー主導で生成
しながら（UGC：User-Generated Contents）、対話や合意
形成の共通プラットフォームとしての役割を果たす
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1-1. マルチステークホルダー・プロセスにおける
ソーシャルメディアの役割

�マルチステークホルダーの対話／合意形成支援を
担うソーシャルメディア
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1-1. マルチステークホルダー・プロセスにおける
ソーシャルメディアの役割

�ソーシャルメディア成熟度から見た日米比較（例）
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1-1. マルチステークホルダー・プロセスにおける
ソーシャルメディアの役割

�ソーシャルメディア成熟度とビッグデータの3Vの関係
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1-1. マルチステークホルダー・プロセスにおける
ソーシャルメディアの役割

�ソーシャルメディアとビッグデータを活用した
統合的医薬品ライフサイクル管理の方向性
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1-2. マルチステークホルダー・プロセスにおける
ソーシャルメディアマネージャーの役割

�「ソーシャルメディアマネージャー」とは何か？

�“Hospitals‘ new specialist: Social media manager”

（American Medical News、2010年11月8日）
http://www.amednews.com/article/20101108/business/311089960/4/

インタラクティブ・マーケティング・スペシャリスト
＋ソーシャルメディア分野における通訳

�（例）米国医師会（AMA）における
Social media Community Coordinatorの職務：

�戦略的なソーシャルメディアへの働きかけを通じて、AMAのプログラム、
ポリシー、イニシアティブをプロモートする

�AMAのソーシャルメディアチャネルやWebサイトを通じて、医師やヘルス
ケアリーダーのエンゲージメントを高めるように、率先して活動する
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1-2. マルチステークホルダー・プロセスにおける
ソーシャルメディアマネージャーの役割

�（例）米国医師会（AMA）における
Social media Community Coordinatorの職務（続き）

�具体的な責務

•日常のコンテンツを作成・収集し、対象となるソーシャルメディア全てのア
ウトレット（Facebook、Twitter、LinkedIn、Google+、YouTube）の投稿スケ
ジュールを監視する

•全てのソーシャルメディアコミュニティおよびブログのコメントをモニタリン
グし、エンゲージメントの働きかけや反応を監視する

•キャンペーンの効果およびインパクトを測定するために、ソーシャルメデ
ィアやWebサイトの分析をモニタリングする

•既存のソーシャルメディアチャネルや期待される新チャネルに関する調
査および戦略の面で、ニューメディア戦略ディレクターを補佐する
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1-2. マルチステークホルダー・プロセスにおける
ソーシャルメディアマネージャーの役割

�マルチステークホルダー視点に立った「ソーシャルメディア
マネージャー」と「データサイエンティスト」の連携が鍵
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2. 医薬品バリューチェーンにおける
ソーシャルメディアの利活用事例

（希少疾病のケース）
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2-1. ソーシャルメディアが牽引する
消費者主導型イノベーション

�クラウドソーシング（Crowdsoucing）

�特定の仕事を成し遂げるために組織が不特定多数の人々と
協働すること
・クライシスマッピングによる災害情報共有
・オープンイノベーション など

�クラウドファンディング（Crowdfunding）

�銀行、投資家など金融の専門家ではない「クラウド（Crowd＝
人々、大衆」から「ファンディング（Funding＝資金調達）」する
・寄付型
・購買型
・投資型 など

14

出典：山本純子著「クラウドファンディ
ング - スタートアップ、新規プロジェクト
実現のための資金調達法」
（日本実業出版社、2014年3月）

出典：ショーン・エイブラハムソン他著
「クラウドストーミング – 組織外の力を
フルに活用したアイデアのつくり方」
（阪急コミュニケーションズ、2014年2月）



2-2. 希少疾病におけるソーシャルメディア活用事例
〜アルカプトン尿症のケース〜

�アルカプトン尿症

�ホモゲンチジン酸として知られている物質の蓄積を招く欠
損酵素が原因の遺伝性疾患で、軟骨損傷や心臓障害、そ
の他多くの健康問題を引き起こす

�白人集団全体に多く見られるが、全世界の患者数は正確
に把握されていない（白人での発生率は約1/10,000出生）

�日本の場合、「平成23年度の小児慢性特定疾患治療研究
事業の全国登録状況」による登録患者数は3人
（http://www.aiiku.or.jp/~doc/houkoku/h24/19001A020.pdf）

�アルカプトン尿症協会（AKU Society）

�2003年、英国リバプールで創設された患者／家族支援団
体で、欧州、中東、アジア、北米にネットワークを有する
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2-2. 希少疾病におけるソーシャルメディア活用事例
〜アルカプトン尿症のケース〜

�アルカプトン尿症協会（AKU Society）（http://www.akusociety.org/））））
＜オウンドメディアのTOPページ＞
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2-2. 希少疾病におけるソーシャルメディア活用事例
〜アルカプトン尿症のケース〜

�アルカプトン尿症協会（AKU Society）（http://www.akusociety.org/）
＜ソーシャルメディアを含むオンラインコミュニケーション管理者＞
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2-2. 希少疾病におけるソーシャルメディア活用事例
〜アルカプトン尿症のケース〜

�アルカプトン尿症協会（AKU Society）（http://www.akusociety.org/）
＜「Facebook」「Twitter」のページ＞
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2-2. 希少疾病におけるソーシャルメディア活用事例
〜アルカプトン尿症のケース〜

�アルカプトンアルカプトンアルカプトンアルカプトン尿症向け医薬品国際共同臨床試験コンソーシアム尿症向け医薬品国際共同臨床試験コンソーシアム尿症向け医薬品国際共同臨床試験コンソーシアム尿症向け医薬品国際共同臨床試験コンソーシアム
「「「「DevelopAKUre」（」（」（」（http://www.developakure.eu/））））
＊クラウドソーシング／オープンイノベーションを活用＊クラウドソーシング／オープンイノベーションを活用＊クラウドソーシング／オープンイノベーションを活用＊クラウドソーシング／オープンイノベーションを活用
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2-2. 希少疾病におけるソーシャルメディア活用事例
〜アルカプトン尿症のケース〜

�クラウドファンディングクラウドファンディングクラウドファンディングクラウドファンディングによるアルカプトン尿症治療薬臨床試験によるアルカプトン尿症治療薬臨床試験によるアルカプトン尿症治療薬臨床試験によるアルカプトン尿症治療薬臨床試験
費用調達費用調達費用調達費用調達（（（（https://www.indiegogo.com/projects/cure-black-bone-disease)
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2-2. 希少疾病におけるソーシャルメディア活用事例
〜アルカプトン尿症のケース〜

�クラウドファンディングによるアルカプトン尿症治療薬臨床試験
費用調達（https://www.indiegogo.com/projects/cure-black-bone-disease)

�目的＝臨床試験に参加する患者140人のリクルーティング
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2-2. 希少疾病におけるソーシャルメディア活用事例
〜アルカプトン尿症のケース〜

�クラウドファンディングによるアルカプトン尿症治療薬臨床試験
費用調達（https://www.indiegogo.com/projects/cure-black-bone-disease)

�調達資金の用途
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2-2. 希少疾病におけるソーシャルメディア活用事例
〜アルカプトン尿症のケース〜

�患者ポータル「PatientLikeMe」とアルカプトン尿症協会（AKU 
Society）の協働によるオープンなグローバル患者登録システム
（（（（http://www.patientslikeme.com/join/aku））））
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2-2. 希少疾病におけるソーシャルメディア活用事例
〜アルカプトン尿症のケース〜

�希少疾病患者サイト「希少疾病患者サイト「希少疾病患者サイト「希少疾病患者サイト「RareConnect」と」と」と」とアルカプトン尿症協会
（AKU Society）の協働によるアルカプトン尿症コミュニティアルカプトン尿症コミュニティアルカプトン尿症コミュニティアルカプトン尿症コミュニティ
（（（（https://www.rareconnect.org/en/community/alkaptonuria-aku））））
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3. ソーシャルメディア利用に関わる
FDAドラフトガイダンスの概要
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3-1. ソーシャルメディアに関連する
4つのFDAドラフトガイダンス
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公表時期公表時期公表時期公表時期 タイトルタイトルタイトルタイトル URL

2011年12月 “Guidance for Industry Responding to Unsolicited Request 

for Off-Label Information  About Prescription Drugs and 

Medical Devices”

http://www.fda.gov/downloads/

Drugs/GuidanceComplianceRegul

atoryInformation/Guidances/UC

M285145.pdf

2014年1月 “Guidance for Industry Fulfilling Regulatory Requirements 

for Postmarketing Submissions of  Interactive Promotional 

Media for Prescription Human and Animal Drugs and 

Biologics”

http://www.fda.gov/downloads/

Drugs/GuidanceComplianceRegul

atoryInformation/Guidances/UC

M381352.pdf

2014年6月 “Guidance for Industry Internet/Social Media Platforms: 

Correcting Independent Third-Party Misinformation About 

Prescription Drugs and Medical Devices”

http://www.fda.gov/downloads/

Drugs/GuidanceComplianceRegul

atoryInformation/Guidances/UC

M401079.pdf

2014年6月 “Guidance for Industry Internet/Social Media Platforms 

with Character Space Limitations – Presenting Risk and 

Benefit Information for Prescription Drugs and Medical 

Devices”

http://www.fda.gov/downloads/

Drugs/GuidanceComplianceRegul

atoryInformation/Guidances/UC

M401087.pdf



3-2. “Guidance for Industry Responding to Unsolicited Request for 
Off-Label Information About Prescription Drugs and Medical Devices”

（2011年12月公表）

�FDAが承認した製品の適用外使用に関する情報の取り扱い
について、FDAが検討する自発的（Unsolicited）要求の概要を
示す

�このような要求に対して、製薬企業がどのように回答すべき
かを明示する

�自社製品について、第三者のWebサイトから発せられた誤
情報に関する患者からの問い合わせに回答するのに役立つ

＊具体的な解釈については、多くのグレーゾーンが存在する

＊ソーシャルメディアプラットフォーム（例．Facebook、Twitter、
YouTubeなど）は時代と共に変化しやすいので、特定のプラット
フォームにフォーカスしないスタンス。
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3-2. “Guidance for Industry Responding to Unsolicited Request for 
Off-Label Information About Prescription Drugs and Medical Devices”

（2011年12月公表）

�ドラフトガイダンスの具体的内容
�イントロダクション

�背景

�要求が自発的（Unsolicited）か、非自発的（Solicited）かに関
する判断

�適用外情報に係る自発的要求への回答に関するFDAのポ
リシーの概略

�医薬品／医療機器企業宛の適用外情報に係る非公開の自
発的要求への回答

�適用外情報に係る公開の自発的要求への回答。医薬品／
医療機器企業が、新興の電子媒体（Emerging Electronic 

Media）を介して遭遇したものを含む。
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3-2. “Guidance for Industry Responding to Unsolicited Request for 
Off-Label Information About Prescription Drugs and Medical Devices”

（2011年12月公表）

�要求が自発的（Unsolicited）か、非自発的（Solicited）
かに関する判断
�自発的（Unsolicited）要求

�非公開の場合
（例示）電子メールによる1対1コミュニケーションなど

�公開の場合
（例示）自社サイト／第三者Webサイト上でのQ&A など

�非自発的（Solicited）要求

（例示）-第三者の動画共有サイト（例．YouTube）
-ブログ（例．著名なブロガー）
-マイクロブログ（例．Twitter）
-自社サイトのFAQページ など

29



3-3. “Guidance for Industry Fulfilling Regulatory Requirements for 
Postmarketing Submissions of Interactive Promotional Media for 
Prescription Human and Animal Drugs and Biologics” （2014年1月公表）

�インタラクティブ・プロモーショナル・メディアとは：
�企業が、医薬品のプロモーションに利用する、リアルタイム
のコミュニケーションや相互作用（例．ブログ、マイクロブロ
グ、ソーシャルネットワーキングサイト、オンラインコミュニテ
ィ、ライブポッドキャスト）にしばしば利用可能なツールおよ
び技術

�FDAは、伝統的なプロモーショナル・メディアと区別してイ
ンタラクティブ・プロモーショナル・メディアを定義している。

�インタラクティブ・プロモーショナル・メディアを利用した
FDA承認薬／医療機器の表示／広告については、FDAへ
の市販後申請を条件とする。
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3-3. “Guidance for Industry Fulfilling Regulatory Requirements for 
Postmarketing Submissions of  Interactive Promotional Media for 
Prescription Human and Animal Drugs and Biologics” （2014年1月公表）

�ドラフトガイダンスの具体的内容
�イントロダクション

�背景

�表示および広告に関する法令／規制要件の法的概要

�インタラクティブ・プロモーショナル・メディアに関する市販後
申請の要件を判断する際に考慮される要素

�インタラクティブ・プロモーショナル・メディアの申請に関する
推奨事項

31



3-3. “Guidance for Industry Fulfilling Regulatory Requirements for 
Postmarketing Submissions of  Interactive Promotional Media for 
Prescription Human and Animal Drugs and Biologics” （2014年1月公表）

�インタラクティブ・プロモーショナル・メディアに関する市販後
申請の要件を判断する際に考慮される要素

�1. 企業が所有する／コントロールする／制作する／影響を
及ぼす／運営する／代行委託するサイト上での製品プロモ
ーション・コミュニケーションについては、企業が責任を負う

�2. 特定の環境下では、第三者サイト上でのプロモーションに
関して、企業が責任を負う
＊財務的支援の有無に関わらず、第三者サイトに対してコン
トロールしたり影響を及ぼしたりしていれば、市販後申請の
要件が関わる

�3. 企業の製品をプロモーションするために、従業員または
企業に代わって活動する代理人が生成するコンテンツ（＊ユ
ーザー生成コンテンツ含む）に関して、企業が責任を負う
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3-4. “Guidance for Industry Internet/Social Media Platforms: 
Correcting Independent Third-Party Misinformation About Prescription 
Drugs and Medical Devices”（2014年6月公表）

�独立した第三者が、インターネット／ソーシャルメディアを介
して、企業のFDA承認薬／医療機器に関連する誤情報を生成
／拡散した時の対応方法を示す

�ユーザー生成コンテンツ（UGC：User-Generated Content）
�企業のコントロール下にあるWebサイトやインタラクティブなインターネ
ット／ソーシャルメディア、または企業のコントロール／影響下にない独
立のインターネット／ソーシャルメディアプラットフォーム上で、UGCが公
開されることがある

�誤情報（Misinformation）の定義

�企業のコントロール／影響下にない独立した第三者が生成／拡散し
た、企業の製品に関する肯定的／否定的で不正確な表現若しくは暗示
するものであって、いかなる場合も、企業や企業の代理人によって、ま
たは企業に促されて生成されたものでないもの
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3-4. “Guidance for Industry Internet/Social Media Platforms: 
Correcting Independent Third-Party Misinformation About Prescription 
Drugs and Medical Devices”（2014年6月公表）

�ガイダンス草案の具体的内容
�イントロダクション

�背景

�ドラフトガイダンス適用の有無の判断

�処方せん医薬品／医療機器に関連する誤情報修正の際の
推奨事項
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3-4. “Guidance for Industry Internet/Social Media Platforms: 
Correcting Independent Third-Party Misinformation About Prescription 
Drugs and Medical Devices”（2014年6月公表）

�ドラフトガイダンス適用の有無の判断
�適用外のケース：

�企業が所有する／コントロールする／制作する／影響を及ぼす／運
営する／代行委託するインターネット／ソーシャルメディア上での製品コ
ミュニケーションについては、企業が責任を負い、適用外となる

�.第三者により提供される製品固有のコンテンツについて、企業が寄稿
、協業、コントロールしたり、影響を及ぼしたりしている場合、コンテンツ
制作の責任は企業に帰することとなり、適用外となる

�適用されるケース
�企業が、自身のフォーラム、独立した第三者のWebサイト若しくはソー
シャルメディアを介した製品に関連するコミュニケーションに責任を負わ
ない場合、適用される
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3-5. “Guidance for Industry Internet/Social Media Platforms with 
Character Space Limitations – Presenting Risk and Benefit Information 
for Prescription Drugs and Medical Devices” （2014年6月公表）

�文字数に制限のあるインターネット／ソーシャルメディアを利
用したFDA承認薬／医療機器の表示／広告におけるベネフィ
ットおよびリスク情報の取り扱いに対する方向性を示す

�対象プラットフォーム

�マイクロブログ〜（例）Twitter

�オンライン検索連動型広告〜（例）Google、Yahoo

�ガイドラインの対象外

�製品Webサイト、ソーシャルメディアネットワーキングプラッ
トフォーム上のWebページ

�オンラインWebバナー

�Webデザイン、レイアウトに関する技術機能
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3-5. “Guidance for Industry Internet/Social Media Platforms with 
Character Space Limitations – Presenting Risk and Benefit Information 
for Prescription Drugs and Medical Devices” （2014年6月公表）

�ガイダンス草案の具体的内容
�イントロダクション

�背景

�文字数に制限のあるインターネット／ソーシャルメディアプラットフォーム
におけるベネフィットおよびリスク情報提供に関するFDAの政策の概要

�文字数に制限のあるインターネット／ソーシャルメディアプラットフォーム
でベネフィットおよびリスク情報を伝達する際に考慮される要素

�文字数に制限のあるインターネット／ソーシャルメディアプラットフォーム
でベネフィットおよびリスク情報を開示する際に考慮される要素

�文字数に制限のあるインターネット／ソーシャルメディアプラットフォーム
で他の製品情報を含める際の推奨事項
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3-5. “Guidance for Industry Internet/Social Media Platforms with 
Character Space Limitations – Presenting Risk and Benefit Information 
for Prescription Drugs and Medical Devices” （2014年6月公表）

�文字数に制限のあるインターネット／ソーシャルメディアプラ
ットフォームにおけるベネフィットおよびリスク情報提供に関す
るFDAの政策の概要

�文字数に制限のあるインターネット／ソーシャルメディアプラ
ットフォームで製品のベネフィットを訴求する際には、合わせ
てリスク情報を伝えなければならない

�その際には、リスクに関する詳細な情報に直接アクセスでき
るメカニズムを提供しなければならない

�個々の製品の表示とリスクの可能性の複雑性について検
討した上でプラットフォーム採用の是非を判断し、ベネフィット
とリスクの表示を制作する際に、ガイドラインを考慮する
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4. まとめ

�ソーシャルメディアの著しい発展と共に、FDAのガイ
ダンス草案の対象や内容も大きく変化している。

�ソーシャルメディアを介した（マルチチャネル化）×（
マルチコンテンツ化）×（マルチステークホルダー化）
が進展している
⇒製薬企業のソーシャルメディア利活用は、
待ったなしの時を迎えている

�ソーシャルメディア利活用がビッグデータ戦略に直
結することを前提に、リスク管理対策や人材（ソーシ
ャルメディアマネージャー）育成策を行うべき
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