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この度、会員各社のご推挙により、千畑会長の後をうけまして日本

RAD-AR協議会の会長を務めさせて頂くことになりました。これ

まで、当協議会が果たして参りました多大な役割を考えますと、その責

務の重大さと使命の大きさに、大変身の引き締まる思いで一杯でござい

ます。内藤名誉会長を始め、歴代の会長が残されました軌跡を踏まえな

がら全力をあげて取り組む所存でございますので、皆様のより一層のご

指導、ご支援を頂きたくお願い申し上げる次第でございます。

21世紀はIT革命、ゲノムの時代という、情報をベースにした活動が

その重要性を増して来ました。そして、情報を真に必要とする消費者へ

の対応が何よりも大切となって来ました。今日では、その受け手である

消費者の自助能力と情報が互いを高め、進展させている時代と言っても

過言ではないでしょう。スポーツ、ガーデニング、旅行、芸術、レスト

ランなど、消費者の周りのあらゆることに関する情報が用意され、簡単

にアクセスでき、その結果、消費者の評価が、情報の質および量を高め

ることになっているからです。

ところで、医療は患者さんを含めた医療消費者が関係するサービス産

業に位置づけられる。その医療における自助能力と情報はどうでしょう

か。互いを高め、進展させるという段階にはまだ、程遠いのではないで

しょうか。特に、我が国においては。

医療消費者が声を発しないからでしょうか。医師をはじめとする医療

提供者が声を聞こうとしないからでしょうか。それとも両方なのでしょ

うか。海外での状況を見てもお分かりのように、自助能力の発揮、情報

の発信の時代は確実に来るのです。

日本RAD-AR協議会は、こうした動きに素早く対応して、最善の医療、

医薬品情報が医療消費者に届けられるよう、活動を展開していこうと考

えております。今後、当協議会活動は時代の要請で、益々注目を集める

ことになるかと思いますので、会員各社の皆様、並びに関係各位のなお

一層のご協力とご支援を賜りますようお願い申しあげまして、私のご挨

拶とさせて頂きます。

日本RAD-AR協議会会長 渡守武
と も た け

健
たけし

新
会
長
　
あ
い
さ
つ
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日本RAD-AR協議会　第7回理事会／第17回通常総会

第7回理事会と第17回通常総会を開催

平成13年3月21日午後、経団連会館にて理事会、通
常総会が開催された。
理事会は総会に先立ち開催された。各議題は事務局
の説明と提案の後、審議された。「会長、副会長、理
事の選任」では渡守武新会長を選出し副会長、理事長
ともに2年の任期を決定した。「会費の改定」では最近
の収支バランスから見て650万円を600万円にすること
が妥当と提案し、承認された。「平成13年度の事業計
画と予算」については平成12年度の進捗状況も合わせ
て説明し、後出のとおりの内容で承認された。なお、
追加議題「新規入会について」では日本イーライリリー
株式会社の会員申請があり、新規入会が了承された。

総会は会員33名の出席（委任状、代理人を含む）を
得て千畑会長が議長となり、進められた。
千畑会長から「今年は21世紀の入り口の年でありま
す。先ごろのヒトゲノムの研究によって現在我々が抱
いている医薬品のイメージが大幅に変わることが期待
されます。科学の粋を集めた医薬品が次々と作られ
我々の生活、健康に利便を与えてくれるとしても根底
には高い倫理観、人間性の重視がなければいけないと
思われます。日本RAD-AR協議会はこのことを重視し
た活動を今後も継続していくべきだと思います。」と所
信を述べられ開会宣言後、議事に入った。理事と監事
の選任、会費の改定、平成13年度の事業計画と予算に

ついて事務局から説明と提案をし、審議の結果、承認
された。
また、先に開催された理事会の報告として、新規会
員が紹介され、さらに、「会長、副会長、理事長の選
任について」事務局の報告があり、千畑会長より渡守
武新会長の紹介とご自身の退任の挨拶があった。なお、
事務局での住事務局長の退職および松田新事務長につ
いても紹介があった。
総会終了後、懇親会が開かれ、国会、厚生労働省、

報道機関など各方面からの多数の来賓のご臨席をいた
だいた。千畑会長の挨拶、今井参議院議員の祝辞、藤
井日本薬剤師会常務理事の乾杯の音頭で始まり、その
後も仙谷衆議院議員、五島衆議院議員、水島参議院議
員から祝辞をいただき、盛会のうちに閉会した。



副会長
藤野　政彦

武田薬品工業株式会社
代表取締役会長

副会長
藤山　朗

藤沢薬品工業株式会社
代表取締役会長

副会長
通筋　雅弘

ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長

副会長
竹中　登一
山之内製薬株式会社
代表取締役社長

会長
渡守武　健
大日本製薬株式会社
代表取締役会長
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Ⅰ. 基本方針
（1）患者さん、医療消費者の健康と幸せに活動の出発

点があることを念頭に、よりよい医療、医薬品のあ

り方を探求し、社会への貢献に資する。

（2）医薬品、医療に関係する者が一堂に会する情報交

換の場を用意するとともに、そこからの情報創製、

社会への情報発信を図る。

（3）患者さん、医療消費者に内在する各種バリア、更に

医薬品、医療に関係する者間に存在する情報の格

差を配慮した、等しく優しい環境づくりを進める。

（4）活動の展開に際し、コストを意識する。併せて人材

の効率的登用および配置を図る。

Ⅱ. 目標と特記事業
（1）薬剤疫学関連

医師、薬剤師など医療提供者を対象にした薬剤疫

学の啓発活動を進める。更に、広く社会に薬剤疫

学を理解してもらえるよう情報提供を行い、医薬

品の適正使用に役立てる。

1）薬剤疫学に関する研修会の開催、研究相談の応

需体制の整備を充実する。

2）海外団体と連携し、ベネフィットとリスクのバラ

ンスの視点から医薬品の価値の評価方法につき

調査研究を行う。

（2）コミュニケーション関連

医薬品をめぐる情報（薬剤疫学関連を含める）に関

して、患者さんや医療消費者と医療提供者とコミュ

ニケーションの促進を図る。また、広く社会にその

成果を発信し、医薬品の適正使用に役立てる。

1）医師、薬剤師および一般市民を対象とするシン

ポジウムを開催する。

2）「くすりのしおり」の内容の質および量の拡充と

ともに利用の拡大を図る。

3）妊婦を対象とする「RAD-AR（レーダー）カード」

を発行し、配布する。

4）海外団体との情報交流を進める。

（3）事務局関連

（1）および（2）を支える活動を進める。

1）医療、医薬品に対する患者さんや医療消費者が

抱くニーズ、課題を調査する。

●予算の概要
上記の事業は薬剤疫学関連11事業、コミュニケーション関

連12事業、事務局関連1事業を計画しており、事業費と

して約1億円、予算総額は2億650万円である。

（敬称略）■新役員

名誉会長
内藤　祐次
エーザイ株式会社
代表取締役会長

監事
上野　公夫
中外製薬株式会社
名誉会長

監事
北里　一郎
明治製菓株式会社
代表取締役社長

理事長
海老原　格
（運営委員長兼務）

特別顧問
武市　匡豊
エーザイ株式会社

顧問

運営委員会副委員長
真山　武志（薬剤疫学部会長）
明治製菓株式会社

石井　庸－（コミュニケーション部会長）
田辺製薬株式会社

■平成13年度事業計画および予算の概要
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第 5 回 医 療 シ リ ー ズ ・ シ ン ポ ジ ウ ム （ 東 京 ）

あなたはくすりの何を知っていますか？

開催日：2001年 2月3日（土）
会　場：銀座ヤマハホール

あなたはくすり嫌い？それともくすり好き？

参加者からのアンケートでは、「圓歌さんの話は時間があっ

という間に過ぎた」と言うコメントが多く寄せられていた他に、

「平石先生の話が大変参考になった」と言う声や「薬のクイズは

アイデアがよい」と回答した人も多く、このようなシンポジウ

ムとしては若干型破りのプログラムが案外好評であることが

読み取れた。しかし一方では、「もっと医療や薬の話を中心

にした内容を希望」とする人も多く、参加者の多くは医療や

薬についての知識を求めている人達であることも分かった。

今後はこのようなニーズも十分に考慮していくことも必要で

あろう。

なお、当協議会では活動の基本方針の一つに「患者さん、

医療消費者の健康と幸せに活動の出発点がある」を掲げてお

り、このシンポジウムはそれを具体化したものとして、東京

だけでなく地方都市での開催も重ねていきたい。

落語家、落語協会会長　三遊亭  圓歌�

～くすりと友達となって～�

�
�
長いこと生きちゃった�
　おれ、昭和4年生まれ、72歳だよ。長いこと生きちゃっ
たよ。入院したことあるよ、手術もしたよ。いまだって
医者が酒飲んじゃいけねえ、タバコ吸っちゃいけねえっ
たって、やってるよ、おれは。�
　ずっと前、泉重千代翁にテレビ番組で会ったとき、いろ
いろ聞いちゃったね。「圓歌師匠、体を思うんだったら、
タバコは止めるべきだよ。私なんかもうスッキリ止めたよ」
って。「おいくつのとき止めたんですか」と聞いたら、「72
のとき」だって。あと大して生きねえんだから、吸ったって、
どうってことはねえと思うけど。その代わり焼酎だけは
毎日召し上がっていました。行ったときも焼酎を飲まさ
れました。「これはくすりだよ」、「自分で体にいいと思え
ば、焼酎飲もうとウイスキー飲もうといいんですよ」だって。�

「じじい」と「ばばあ」�
　人生の間にはいろいろなものを体験します。「女」の
人は男と違って一番「良い」とき、これを「女偏」に「良い」
と書いて「娘」と言います。親のところで育っていて、
自分の夫となる人と初めて家を持ちます・・ですから「女」
が「家」を持つと「嫁」という字になる。それで長い人生、
生きてきたなぁと。波風立てながら暮らしてきて、「女」
の上に「波風」と書いて「婆（ばばあ）」になるわけです。�
　同級生を見てみると、みんな爺だよ。やることがみん
なおんなじで。おまんま食い終わると全員、袋から薬出
して。薬飲む時ぐらいきれいに飲め、1粒ずつ。それを
ワザワザまた、プチッ、プチッと。それから改めて、ま
とめてモグモグさせながら水飲んで、このあと入れ歯出
して洗うなよ。・・こうなったら、もう爺と婆だよ。こ
こになったときに、介護の時代です。どうやって生きて
くかってことが大事になって参ります。�

ゲスト
講演�

このシンポジウムも5回を数え、毎回魅力的な
ゲスト講演者やプログラムの内容が工夫されてき
たことも相まって、多くの人に参加頂けるよう
になった。今回は落語家の三遊亭圓歌さんがゲ
ストであったことからか500人を超える来場者が
あり、会場のヤマハホールが少し手狭に感じられ
るほどであった。



第 5 回 医 療 シ リ ー ズ ・ シ ン ポ ジ ウ ム （ 東 京 ）

くすりの常識クイズも東京では今
回で3回目となったので、今までよ
りもちょっとひねった問題を出題し
た。そのためか、今回の全問正解者
は65名（参加者中13％）であったが、
その概要を紹介する。

Q.1 丸い赤色の実をつける「ナンテン」は、どんな病気の
くすりの元となっているか？ 〔正解率87％〕

A1．痛風　　A2．喘息

Q.2 1947年の日本人の平均寿命は50歳、5年後には60歳
と著しく伸びたのは、当時恐れられていた病気に対
するくすりが開発され使用されたからだろうと言わ
れている。それはどんなくすりか？ 〔正解率71％〕

A1．結核薬　　A2．抗生物質などの感染症薬

Q.3 狭心症の特効薬ニトログリセリンで、次の剤形がない
ものは？ 〔正解率54％〕

A1．軟膏　　A2．坐剤

Q.4 福沢諭吉の日記に「風邪をひいたので“ドウフル散”
を服用す」とあるが、“ドウフル散”とは次のどれか？

〔正解率47％〕
A1．アヘン・トコン散
A2．センブリ・重曹散

Q.5 私と弟は一卵性双生児、私は胃痛で前に医師から貰
ったくすりを弟にあげようと思うが問題ないか？

〔正解率95％〕
A1．DNAが一緒だから問題ない
A2．クローン人間で同じでも症状の原因まで同じとは限らな

いから問題

Q.6 抗生物質を服用中、飲酒をしたら気持ちが悪くなっ
たが、抗生物質が原因ではないか？ 〔正解率81％〕

A1．抗生物質は関係ない
A2．抗生物質が関与している可能性はある

Q.7 市民対象の調査で、「薬の副作用をどう考えるか」
の設問に対し、「人によって、また症状によって出
ると思う」が多かったが、その次に多かったのはど
れか？ 〔正解率65％〕

A1．沢山の種類で多くの量を飲むと出ると思う
A2．副作用はあってはならないと思う

くすりの常識クイズ
日本RAD-AR協議会 理事長 海老原 格

（正解　Q1：2Q2：1Q3：2Q4：1Q5：2Q6：2Q7：1）
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�

楽しく生きる�
　昔ね、「お隣のおばあちゃん、いい年をして口紅つ
けてる」って、下町だからよく言ってたよ。「この婆た
ち、みんなバカじゃねえか」と。いいじゃねえか、隣
の婆さんが口紅つけようと、白粉つけようと。何も隣
の家のをカッパラッて、つけてんじゃねえんだから。
余計なことを言うのが日本人なんだよ。人間ってのは、
年を取ったら取っただけ、自分が楽しんで生きるべき
だよ。自分で自分の人生を生きていきゃいいんですよ。
なにも、人様にお節介やかれて、云々されることはないよ。�
�
6人の親（じじい、ばばあ）�
　おれは6人の親（爺､婆）と暮らしてきた。落語家にな
ったとき、おれを追ん出しやがった親､死んだかみさ
んの親、新しいかみさんの親で計6人。6人いてみろ、
いたわるじじい、ばばあなんて1人もいねぇぞ。おれ
は母親には何の世話もやいてません。その代わり、�
じじいには、張り倒してやりたいほど世話をやかされ

ましたね。・・3人で13年間、やかされっぱなし。�
　でも、そのじじい3人を介護したおかげで、いま介
護の先端をいってますよ。だから年寄りだと思ってや
ることはねえんだよ、おれに言わせりゃ。親と思って
やる必要もないしね。ただ、自分もその年になるんだ
よってことを自分が考えりゃいいんですよ。�
�
くすりと友達に�
　くすりと人間というのは、一緒になっていかなきゃ
いけません・・くすりを毛嫌いしちゃいけません。お
れなんか、朝出てくるとき、かみさんに「お父さん、
昼の食事が終わったら、これとこれをのみなさい」とピ
シッと言われて、守ってますよ。�
　また、年を取ったとき、おれもみんなとおんなじよ
うに年取ってよかったなと思うように、最近歌を詠み
ました・・�

「齢老いて   万事枯れゆく   昨日今日�
　　　　　   むさ苦しさに   なるまいぞゆめ」�
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巨人・村田、清原、
西武・松井について

一昨年に巨人の村田真一が顔
面にデッドボールをうけ、左頬骨
の骨折で全治6週間と診断した。
一日も早く治るように毎日往診

にいき、村田も治療に専念し、この悪夢から46日後、
村田はグラウンドに戻って来た。恐怖心と闘いなが
ら復帰戦でヒット。このようにプロの根性を見せた、
すごい村田がいた。
7月7日、七夕の夜、あの男が帰って来た。清原和
博。肉離れを再発させ、2度の二軍落ち。高々と舞
い上がった打球は屈辱を晴らす一打だった。清原の
奥さんは、ホームランを打った時、打てなかった時、
どんなものを食べたのか、記録に残している。この
ように食事に気をつけている。
西武ライオンズの松井稼頭央。素晴らしいランナ

ーである。今時のスピードランナーは、手を開いて、
そして足は引っ掻くようなかたちで、ちょうどスキ
ーのエッジを切るように走る。お家にお孫さんなど
がいらしたら、ぜひ教えてあげて欲しい。このよう
な速い選手で、しかも下を向いて頭を上げずに速く
スピードに乗るにはどうしたらいいか。学校や駅の
階段を2段ずつ上がることである。それだけで練習
になる。

スポーツ選手の食事と3大栄養素

スポーツ選手はこのように食事にも大変神経を使
っている。3大栄養素について言及したい。
一番目は糖質であり、それには蔗糖類とでんぷん
類の2種類がある。1日2000キロカロリー食べられる
方はその60％を糖質での摂取が必要であり、その理
由は二つある。
赤血球は多くの栄養素、酸素を運ぶ、その重要な

赤血球の栄養素が糖質である。もう一つの役目は神
経の栄養素、頭の疲れたときにぜひ甘いものを召し
上がって頂きたい。甘いものは皆さんの神経にとっ
て非常に大事であり、ただ糖質を食べるだけではな
くビタミンB1を一緒に食べることによって、エネル
ギー効率がよくなる。実はスポーツ選手は豚肉の料
理をよく食べる。これは疲労回復にも良いし、力を
作ってくれる。ご参考にして欲しい。
2番目は脂質である。1日のカロリーの約20～25％
ぐらい食べて欲しい。脂肪の一番の働きは肌をきれ
いにしてくれる。その脂肪にはよい脂肪とよくない
脂肪がある。
一番良い脂肪は牛肉の霜降りの脂である。これは
悪いコレステロールをどんどん出し、動脈硬化を取
ってくれる。それに代わるものとして、毎朝ピーナ
ツバターをパンにつけて食べると良い。なぜなら、
和牛の霜降りの脂とピーナツバターは構造式が同じ
である。
3番目は蛋白質である。体重1kg当たり1日に2gぐ
らいといわれている。例えば70kgの人なら140gで若
い人でも十分蛋白質が足りている。蛋白質といって
も実は一番いいのはアミノ酸で、皆さんの体の中に
は20種類のアミノ酸が必要である。
必須アミノ酸という8種類のアミノ酸は体の中で

は作れないので摂取しなければいけない。そのため
には納豆を食べればいい。納豆には7種類の必須ア
ミノ酸が入っている。残りの1種類は卵の黄身に入
っている。納豆を食べられる時に卵の黄身を召し上
がればよい。
また、スポーツ選手には基本的には蛋白質をたく
さん食べ、牛乳を飲む癖をつけてもらっている。
例えば、野球の選手が1球を思いきり投げると、

筋肉を5本切るといわれている。筋肉は蛋白質でで
きているので、より強い筋肉がつくのは約2時間後
といわれている。各選手は、試合が終わったらすぐ
に牛乳を飲む。このことは大切なことである。

なんでも健康相談のできる方を
見つけること

皆さんの周りにも素晴らしいお医者さんや看護婦
さん、いろいろな方々がいらっしゃると思うので、
そんな方たちと一生懸命勉強しながら、少しでも長
く素晴らしい人生を送って欲しい。

スポーツドクター・平石クリニック院長 平石 貴久

プロスポーツ選手から
学ぶ健康法
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●学校薬剤師とは？
学校保健法第16条に「大学以外の

学校には学校薬剤師を置くこと」と定

められている。その職務内容は「学校

環境衛生の維持及び改善に関し、必

要な指導と助言を行うこと」「学校に

おいて使用する医薬品、毒物、劇物

ならびに保健管理に必要な用具及び

材料の管理に関し、必要な指導と助

言を行い、必要に応じて試験、検査

または鑑定を行う」等、5項目が定め

られている。

実際には環境衛生検査と理科室の

試薬の管理、保健室の医薬品の管理

を主な仕事としている。さらに最近

では、「保健管理に関する専門的事項

に関する技術及び指導」が重要視さ

れて来ている。この中に、薬物乱用

防止の話とか、薬の正しい使い方の

教育が入ってくるわけである。

●「薬の正しい使い方」の講義
福島県立須賀川養護学校医大分校

（小中学生20～40名）の学校薬剤師に

なった3年前、その年の「薬物乱用防

止」の講義をキッカケに、「薬の正し

い使い方」について生徒に教えて貰え

ないかとの校長先生の依頼を引き受

けた形である。養護学校の生徒は一

生涯薬を服用しなければならない場

合が多く、薬の基礎知識が絶対必要

だと言うことからである。

●テキスト作り
フランスの例との出会い
当時、小中学生向けの薬に関する

テキストは殆どなかった。一から手

作りである。その時、徳島での日本

薬学会の「フランスの小中高3段階の

薬の正しい使い方」の講演にヒント

を得た。日仏薬学会の先生から資料

を頂き、フランスの学校教育を参考に

手作りテキストを作ったわけである。

このフランスでのカリキュラム化の

コンセプトは、「健康を守る本質的な

要因は、若年から生活の行為と習慣

を通して築かれる個人の責任の自覚

にある」と言うところにあった。

私のテキストの教育目標も、若い

頃から

「薬と他の商品との違いを知ってほしい」

「薬を知ってほしい」

「薬の正しい使い方を知ってほしい」

の3項目であった。

●小学生低学年用、高学年用、
中学生用テキスト
当初の小学生高学年用テキストで

の講義（小中学生対象）では、理解度

に多少のバラツキが出た。その反省

から、小学生低学年用、高学年用、

中学生用の3段階に分けてのテキスト

作りにした。小学生低学年用には、

ストーリー性を持たせて、絵本のよ

うに読めるテキストにした。小学生

高学年用には、文字を並べても読ん

で貰えないことから、Q＆A方式を採

用し、受け入れ易いようなソフトな

イラストも意識して取り入れた。中

学生用には、できるだけ薬の基礎知

識の実際のデータをキチンと示し、

その説得力を高めた。

講義後のアンケートでは、「とても

良く分かった」「間違って覚えていた

こともあったので、今日はよく聞け

て良かった」「普段何気なく飲んでい

る薬でも、使い方を誤ると危険なこ

ともあると聞いてビックリした」など、

私を感動させてくれた。

3段階のテキストを作成したことに

よって、「薬の正しい使い方」の理解

度がさらに高まったと思う。

●セルフ・メディケーションと
薬の基礎知識
21世紀はセルフ・メディケーション

（S･M）の時代と言われる。S･Mが進

展していく中で、義務教育における

「薬の正しい使い方の基礎教育」は必

須のものとなって来よう。こうした

教育により、すぐさまその成果が上

がるものではなかろうが、10年後、

20年後の成果に大いに期待したい。

福島県立医科大学附属病院
試験研究室主任薬剤技師

斎藤 百枝美

平成13年 1月

学校薬剤師の活動と義務教育における

薬の基礎知識に関する
講義の実践

運営委員会特別講演より�
平成１３年 １月／２月�
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●科学技術関係予算と新しい動き
厚生労働省の平成13年度科学技術

関係予算は合計1,235億円（旧厚生省

関係が1,186億円）である。そのうち

1,008億円が「科学技術振興費」である。

主なものは、

Ⅰ.厚生科学研究費補助金（大学・

国立研究機関等々の研究者個

人に対し競争型公募により交

付される資金）約330億円

Ⅱ.試験研究機関および研究機関

経費（国立系研究機関の運営費、

人件費）約230億円

Ⅲ.特定疾患研究費（難病あるいは

小児慢性難病の治療研究費）約

300億円

Ⅳ.保健医療分野における基礎研

究出資金等（医薬品機構におけ

る研究費）114億円

などである。

上記の予算のうち、新しい動きに

ついて紹介する。「Ⅰ. 厚生科学研究

費補助金」のなかで、総合的プロジェ

クト研究分野としては、平成13年度

から展開する21世紀型医療開拓推進

事業（EBMのガイドラインやエビデン

スづくりの臨床研究に関する研究費

44億円）に加え、ヒトゲノム再生医療

等研究（40億円）が本格化し、ミレニア

ム・プロジェクトの一角をなして来る。

また、医薬品機構における研究費

である保健医療分野における基礎研

究出資金等（114億円）では、疾患・

薬剤反応性の遺伝子解明とともに、

たんぱく・医用工学・開発促進型の研

究を新たに進めようとしている。

●厚生労働省関連研究機関
18機関1600名を配しているが、一

部の研究機関の独立行政法人化を予

定、また国立病院についても16年を

目途に独立行政法人化を目指してい

る。さらに特殊法人・公益法人も見

直しの予定である。

●メディカル・フロンティア戦略
豊かで活力のある長寿社会を創造

することを目指して、二大死因であ

るがん・心筋梗塞、要介護状態の大き

な原因となる脳卒中・痴呆および骨折

の5疾患を中心に研究し、予防と治療

成績の向上を果たす総合的戦略であ

り、医療体制整備のため総額303億

円を計上している。

そのために、下記の項目を4本柱と

して推進する

①ゲノム科学やたんぱく質科学を用

いた治療技術・新薬などの研究推進

②疾病予防、健康づくり対策の推進

③質の高いがん医療の全国的な展開

および心筋梗塞･脳卒中の早期治療

体制の推進

④総合的な痴呆対策の推進と骨折に

よる寝たきり予防対策の充実

また、2005年をめどに次の3つを

目標にしている。

①がん患者の治癒率20％改善。

②心筋梗塞、脳卒中の死亡率を25％

低減（年間5万人以上）。

③自立している高齢者の割合を90％

程度（現在約87％）まで高め、疾病

などにより支援が必要な高齢者を70

万人程度減らすこと。

●ミレニアム・プロジェクト
平成12年度より国家的プロジェク

トとして発足した。厚生労働省関連

では、健康で安心して暮らせる高齢

化社会の実現を目指し

①疾患遺伝子

②薬剤反応性遺伝子の解明

③再生医療

④組替え食品の安全性

⑤より機能的な組替え食品の開発

などについて検討されている。

ミレニアムプロジェクト関連予算

は約110億円であるが、そのうちゲ

ノム関係は医薬品機構を経由の約70

億円および厚生科学研究費28億円、

再生医療が11億円、たんぱくあるい

は医用工学研究などの推進が20億円

などである。

一方、政府全体ではミレニアム・

プロジェクトに約1,200億円が投じら

れ、そのうち700億円近くにのぼる

予算が医療と食品のゲノム分野に投

じられている。

個人・企業・業界の利益のために

も、科学技術庁や文部科学省の研究

機関との共同研究などをもっと取り

入れるなど積極的に利用してもらい

たい。

厚生労働省大臣官房
厚生科学課 研究企画官

中垣 俊郎

平成13年 2月

厚生労働省の科学技術
施策について



　わが国において薬剤疫学は、現在でも新しい学問分野
である。この薬剤疫学への理解を深めるため、「薬剤疫学
とは？なぜそれが必要なのか？」日本RAD-AR協議会は、
このテーマを追求し、啓発するセミナーを全国各地で開
催してきた。�
　医薬品の市販後に起こるさまざまな事象の評価・分析
を行うことも薬剤疫学であるという観点から、今年度か
らは病院薬剤師に対して啓発活動を行うこととした。そ
こで、日本病院薬剤師会の学術第5小委員会の協力をえて、
「病院で発生する薬剤に関わる情報を活用するための薬
剤疫学的な考え方を知ること」を目的に、医療現場にいる

病院薬剤師を対象として双方向性の質疑応答式で少人数
制のセミナーを開催することとした。�
　平成13年2月24日（土）日本橋の東京シティーホテルに
て第1回目のセミナーを開催した。当日はあいにくの雨模
様であったが、講師と参加者全員がお互いに活発な意見
交換を行い、当初目的とした双方向性のセミナーが実施
できた。講演終了後も今後の取り組みなどについて話が
尽きなかった。今後の成果が期待される。�

薬剤疫学普及セミナー開催�
薬剤疫学部会　萩原 卓爾（協和発酵工業株式会社）�

病院薬剤師のための薬剤疫学�
―病院施設の医薬品データを如何に活用するか？―�

1「企業における薬剤疫学」�講師：吉澤潤治（万有製薬）�

　降圧薬、レニベースの1896年7月から2000年7月までに
収集した国内の市販後副作用自発報告症例2,357例の解析
結果について報告された。特に重篤な「血管浮腫」31例
に焦点を当て薬剤疫学的視点から解析したものであった。�
　医薬品による副作用の発現を最小化するためには、そ
れぞれの副作用毎にリスクファクターを見極め、リスク

ファクターを有する患者への投与を慎重に行うことが重
要である。また、副作用の兆候を早期に発見し、早期に
適切に対処することが、副作用被害の拡大を最小化する
ことに寄与する。製薬企業が収集した副作用情報につい
ても、薬剤疫学的検討を行い、医療現場で役立てて貰っ
て初めて有意義なこととなる。�

2「医療施設における薬剤疫学」�講師：田中照夫（高知医科大学附属病院薬剤部）�

　はじめに薬剤疫学の一般的知識についての解説がなさ
れ、次いで薬剤疫学研究に利用できる情報源として、院
内の総合医療情報システム、カルテ看護記録、薬剤管理
指導記録があること。�
　そして、薬剤疫学研究の実践例として①四国地区にお
ける降圧薬の使用実態②薬剤肝障害に関する検討③癌化

学療法で発現する骨髄抑制に及ぼす年齢、施行回数の影

響④急性骨髄性白血病に対するトレチノイドの有用性に
ついて、かなり詳しく説明された。また、薬剤管理指導

業務における副作用イベントの集積状況と薬剤疫学への
利用についての具体例が示された。�
　医療施設にある情報で薬剤疫学に活用できるものにつ
いて、情報源ごとに研究デザインとその検討結果を、そ
れぞれテーマごとに解説を頂いた。医療施設にある情報
の宝の山を如何に活用するかが提案され、セミナー参加
者の施設での情報の捉え方、考え方について具体的にや
さしく解説を頂いた。�

3「PE研究会とPERC（薬剤疫学情報センター）の紹介」� 講師：清水善行（エーザイ）�

　日本RAD-AR協議会の新しいプロジェクトである薬剤疫
学情報センター、略称PERC（Pharmacoepidemiology 
Research Center）の事業内容について紹介があった。�
 当センターは、平成12年9月に設置された。薬剤疫学の手
法を用いた研究を実施しようと考えておられる研究者に、
研究計画の作成から実施および解析までの相談に応じる

ことにより、我が国での薬剤疫学の普及、医療関係者・
企業研究者への啓発を行うことを目的としている。また、
各施設で医薬品関連データを用いて薬剤疫学研究を行い、
その結果を日本発の薬剤疫学研究論文として多く発表さ�
れ、創出された適正使用情報が患者さんの治療に役立つ
ことも目的としている。�

い か�

�
パ ー ク �
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医師と患者、相互理解と患者の権利
近年になって患者の権利という表現がいろいろな機会に
使われるようになりましたが、医療の実際の場ではなかな
か患者自らが自分の権利として治療に関して医師に尋ねた
り、自分の診療記録の交付を求めたりすることは難しいと
されています。このような患者の権利については、医師並
びに患者両者の相互理解がないことには全然話が進みませ
ん。もちろん、そこには患者側の患者としての認識がなく
てはなりません。このような場合、患者の権利とは何か、
厳密には患者の権利憲章のようなものが設定されていて、
その憲章が医療関係者全員に認識、理解されるようになる
ことが望まれます。そのためには基本となるそのような憲
章が存在することが第一になります。
例えば、スイスでは次の十カ条からなる患者の権利憲章
が消費者団体から公表されています。この憲章は今までの
医療関係の法例や過去の事例などを参考にして専門家によ
りまとめられたものですので、患者の権利のあるべき姿を
まとめてあると理解することができるかもしれません。
これらの憲章はスイス独特のものではなく、日本でも大い
に参考になるのではないでしょうか。

権利憲章の内容
第一条「人間としてふさわしく、且つ又、綿密な治療を受ける権利」

医師は患者の人間性を維持し、人格を尊重し、且つ又患者の
意思並びに権利を尊重しながら患者を常に専門的に治療する義
務がある。しかし、医師は緊急の場合を除いては患者の治療を
拒否する権利もある。但し、緊急の場合にはいかなる場合でも
入院を拒否することはできない。
第二条「情報の権利」

医師は患者が理解できるような表現で医療上の所見、これか
ら行われる治療の内容、該当疾患の経過の説明、治療経過につ
いての説明をしなければならない。
第三条「自己選択・決定権」

治療開始に先立って、医師は患者に治療方針を説明し、患者
の同意を確実に得なければならない（但し、緊急の場合は例外と
する）。同意のない治療は身体傷害行為としての犯罪行為になり、
その行為は損害賠償支払いの対象となる。患者は治療を受ける
か受けないかの判断をする権利がある。患者は医学的に緊急な
治療を拒絶することができる。たとえ患者の健康状態を改善で

きる場合でも、医師は強制的に治療を施行することはできない。
但し、例外として精神病患者で本人自身又は他人への傷害の恐
れがある場合にはこの権利が失われる。又、特定の伝染性疾患の
場合にもこの権利は保留される。
第四条「患者の診療記録情報閲覧の権利」

患者は自分の診療記録の閲覧やそのコピ－を入手する権利が
ある。この権利は開業医や病院の両者の場合に該当する。また
医師はその内容を患者に説明しなければならない。
第五条「秘密保持の権利」

医師並びに医療職（薬剤師、助産婦、看護婦、臨床検査士、医
療事務従事者、歯科助手、病院事務員）は刑法上保護されている
職業上の秘密を保持しなければならない。患者デ－タ保護法に
よって患者デ－タに直接関与した人達はデ－タについて黙秘の
義務を保持しなければならない。
第六条「判断力欠如の患者並びに後見人を必要とする患者の権利」

患者が判断力不十分な未成年や後見人を必要とする場合には
両親又は後見人が判断しなければならない。通常は十六歳以下
がこの条文に該当する。
第七条「親族の権利」

患者が同意する場合には一親等の親族や、同棲パ－トナ－は医
師からの説明を受けることが出来る。患者が自己意思表示能力
が無くなっている場合には、医師は治療の前に親族と協議しな
ければならない。但し、緊急の場合は例外となる。
第八条「治験並びに臨床教育に提供時の権利」

治験に参画することが求められる時にはその研究の目的、リス
クの可能性が十分に説明され、納得、承諾した場合のみに限定さ
れなければならない。さらに治験プロトコ－ルに記載されてある
事項について口頭または書類にて患者が同意することが求められ、
また、臨床教育の場で公開される場合には、その意図並びに診察
方法などについて納得のいく説明が成されなくてはならない。
第九条「安楽死の権利」

患者は治療の継続を拒絶することや、施行されている治療処
置を中止してもらう権利がある。また、患者自身が自己意思表
示能力が無くなっている場合、もし“患者意思表示書”が存在す
れば、医師はそこに記載されてあることを尊重しなければなら
ない。
第十条「剖検並びに臓器提供の権利」

“患者意思表示書”に明確に剖検や臓器提供拒否が記されてい
ない場合のみに剖検、臓器提供の可能性が生じる。もちろん、
最終的には死亡した患者の親族に最終決定権があることになる。
但し、剖検に関して上記以外の場合でも例外的に認められてあ
る場合（不自然死とか伝染性疾患など）がある。

11

スイスにおける患者の権利憲章�
日本RAD-AR協議会ヨーロッパ事務所　鈴木 伸二�

ヨーロッパ便り�

●本稿についての質問、コメント等はssuzuki@datacomm.chに日本語で直接どうぞ。
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米国は、元来ヨーロッパから移住してきた人
たちが植民地を開拓し、皆が平等の立場から発
言してルールを決め、誰もが何らかの貢献をし
て地域社会の運営をしてきた国であるから、誰
もが思っていることを自由に発言する。患者な
らびにその支援者達も、ご多聞に漏れず活発な
活動を展開している。

患者団体の活動と患者同士の絆
患者団体は、通常患者自身と患者の日常の世話をし
ている家族が中心になっている。その活動の最も大切
な部分は、同じ病気で苦しんだり悩んだりしている人
達が他にもいることを知り、お互いに経験を話し合っ
て病気との共存、あるいは戦いの日々をより充実させ
ようとするところにあるようだ。
例えば、一度癌と診断され現在も生きている人たち
は、自分達をCancer Survivors（生存者）と呼んでいて、
癌と宣告された者にしか分からない苦しみや悩みを分
かち合い、自分が経験してよかった治療法や医者のこ
とを教え合ったりしているようである。
非常に稀な病気に侵されている患者の場合は、確立
した治療法もなく専門医も少なく、同じ病気の患者と
の情報交換はさらに重要だと思われる。最近はこうい
った患者団体もインターネット上にホームページを開い
ていて、患者団体への登録や患者同士の情報交換もイ
ンターネットを介して比較的簡単に行われている。
癌あるいはエイズなどの患者は、自分と同じ病気の
仲間が毎日何処かで息を引き取って行く現実に直面し
て、明日は自分の番かもしれないと思いながら毎日を
暮らしている。日本では「同病相憐れむ」という言葉が
あるが、これら不治の病の患者同士は同じ病気と日々
闘っている戦友と表現した方がピッタリするような絆
で結び合っているように感じられる。

米国の患者は発言する
かつて、まだ有効なエイズの治療薬がなかった頃の
話である。ある製薬会社の研究所でエイズの治療に使
えそうな物質が見つかったので、そのことを学会で発
表した。これを聞き付けたエイズ患者およびその支援

者の団体がその会社へ押し掛けて、「一刻も早くその
物質の開発を進めてくれ、こうして話している間にも
仲間が次々に死んで行っている。開発を遅らせること
は我々を見殺しにするに等しい」と訴え、会社の態度
が煮え切らなかったので会社の前に座り込んで抗議行
動をしたこともあった。
また、新薬審査の過程で、FDAがAdvisory Committee
を招集して、専門家の意見を参考として聞くことがあ
る。 この会合は、患者のプライバシーが侵されるな
どの特別な支障がない限り一般公開され、予め申し込
んでおけば誰でも自分の意見を述べる機会を会議の冒
頭に与えられることになっている。
私が傍聴したある抗癌剤に関するAdvisory Committee
には多数のCancer Survivorsが傍聴に来ていて、最初の
一般の意見を聞くセッションで次々にマイクの前に進
み出て、癌に対する新しい治療薬を一刻も早く許可し
て欲しいと訴えた。
Cancer Survivorsの一人は、「私は、癌と診断されて
から治療・再発・別の治療といったサイクルを繰り返
しながら幸運にも10年間生存している。この間に私の
癌に対して米国で許可されている医薬品を総て使いき
ってしまい、今度再発したら私がトライできる別の薬
は現在米国にはない。今日これから議論される薬の有
効率が低いことも、副作用が強いことも承知している。
でも、私の場合、今度再発したら他に延命の可能性を
託す方法がないことを理解して、FDAは1日も早く新
しい抗癌剤を我々に提供して欲しい」と訴えた。
他のSurvivorsや妻を癌で失った男性なども、口々に
新しい抗癌剤の許可促進を訴えていた。このような行
動も、患者団体が組織だって行っている活動の1例で
ある。

活発な患者支援組織の活動
米国では患者を支援する組織の活動が、ある意味

では患者団体以上に活発である。例えば､子供を癌で
失った資産家や自分が癌と診断された資産家が基金を
出して、癌患者の支援や癌の治療法に関する研究推進
を目的とする非営利団体（foundation）を設立する例も
珍しくない。



　団体の一般的活動�
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このような団体は、基金および会社や個人からの寄
付金を資金として、関連する医学研究に研究費を提供
したり、患者に対する援助活動などを行っている。患
者や家族にその疾患のことを説明し、悪化や進行を防
ぐためにどんなことに注意して日常生活をすればよい
か、どんな治療法があるか、どんな治療研究（治験等）
が行われているか、どこに行けば専門家に診てもらえ
るか、などの情報提供活動もなされている。
このような団体の中には、チャリティーゴルフ大会

を開催して寄付金を募って活動資金の一部に加え、ま
たゴルフプレーの前あるいは後に専門家を招いて、そ
の病気のこと、予防や早期発見の方法などを参加者に
説明する等の広報活動をしているものもある。
米国では、非営利団体あるいは慈善団体の活動が多
くの会社や個人からの寄付金に支えられている。
会社や個人は社会をよくするために積極的に貢献す
べきであるという考え方、個人の収入の10％程度は寄
付すべきであるという考え方、税務当局から認められ
ている団体へ寄付した額は課税対象から免除される税
制、などがこのような活発な寄付活動の背景にあるよ
うだ。

希少疾患患者への支援
また、希少疾患の患者を支援する団体もある。希少
疾患の多くは、普通の人が名前を聞いたこともないの
で、そのような疾患があることを一般に知ってもらう
ことも大切な活動の一つになっている。
希少疾患や難病では、その原因も解明されておらず
治療法も確立していない場合が多いので、その病気の
疫学的な統計、どこにその疾患を専門に研究している
医師がいるか、どんな薬がorphan drugに登録されてい
てどこに連絡すればその臨床試験に参加できるか、と
いった情報を患者や家族に提供することも大切な活動
である。
医薬品などに対する重篤なアレルギー反応として生
じる副作用であるStevens Johnson Syndromeに関する
foundationもある。このfoundationの活動目的は、この
ような事象の存在を医者および一般の人に広く知らせ
ることによって、Stevens Johnson Syndromeに早く気

が付いて、原因と疑われる医薬品の投与を一刻も早く
中止して適切な治療が行われるようにすることである。
その他、特定の疾患の患者ではないが、positron

emission tomography（PET：陽電子放射断層撮影）など
の最新医療診断器具による検査費用をMedicareでも償
還するようにすべきであるとロビー活動をしたり、あ
る新薬メーカーが特許法を悪用して安いジェネリックド
ラッグの許可を妨害しているとして、その会社を相手
に訴訟を起こしているグループもみられる。

●インターネットアドレス

Cancer Survivors Network

▼http://www.acscsn.org/

Stevens Jonson Syndrome Foundation

▼http://members.aol.com/_ht_a/sjsupport/sjsmain.html



MRのための実践薬剤疫学（1）�

～非ステロイド性抗炎症剤との関連性について～�

薬剤疫学部会　神田 誠一（ノバルティス ファーマ株式会社）�

Q何を求めようとしてこの研究は
実施されたか

A 非ステロイド性抗炎症剤（以下非ス剤）は医療
用、一般用と汎用されており、副作用として

消化管障害が問題視されているが、わが国において
は上部消化管出血性病変と非ス剤との関連性を検討
した疫学的研究はなかった。そこで、緊急内視鏡検
査を必要とする重篤な障害と非ス剤の関連性の検討
がなされた。

Qどのようにしてこの研究が
進められたか

A ケースコントロール研究の手法を用いた東北
地区44施設の共同研究。

ケースとしては出血または穿孔を伴う上部消化管
の潰瘍性病変を有し、症状発現後24時間以内に緊急
内視鏡検査や緊急治療のため受診した患者。
コントロールとしてはケースと同施設に入院した

患者で、上部消化管の出血や穿孔がなく、性・年齢
がマッチする患者を無作為に選択した。
調査はケース、コントロールともほぼ共通の質問

票を用いて、担当医による患者へのインタビュー方
式で行われた。

Qどのような成績であったか

A 非ス剤と出血性潰瘍性病変との関連性

最終調査例数はケース250例、コントロール239
例であったが、ケース／コントロールのペア229例
が最終的に解析対照となった。結果は非ス剤使用に
より出血性潰瘍性病変の発現リスクは約5倍近く高
くなる（オッズ比4.6）ことが示された。このオッズ
比は消化性潰瘍の危険因子と考えられる年齢・喫
煙・ストレスの影響（いわゆる交絡因子）を考慮し
ない場合のもので、この研究では消化性潰瘍の危険
因子と考えられる年齢・喫煙・ストレスの影響を調
整したオッズ比は、それぞれ4.6、4.7、3.7であった。
未調整のオッズ比は4.6倍であり、これに比べると、
喫煙および年齢で調整したオッズ比に大きな違いは
なかったが、ストレスで調整したオッズ比は3.7倍
に下がった。
この研究では非ス剤を使用して出血性潰瘍性病変

を起したケースのうち、どれくらい非ス剤が原因で
発現したかも検討された。これを寄与危険度割合
（Attributable risk percent）というが、本研究結果で
はこの割合は78.3％であった。

Q薬剤疫学としてどのような検討が
なされたか

A このケースコントロール研究では、総合感冒
薬を含めたすべての非ス剤のオッズ比は4.6

で非ス剤使用により吐血や下血を伴う上部消化管障
害のリスクが約5倍上昇することが示されたが、こ
れは欧米での研究結果と一致している。非ス剤以外
のリスクファクターである喫煙、ストレス、年齢の
3つの要因で調整したオッズ比はいずれも有意であ
り、これら要因の影響を考慮しても非ス剤のリスク
が高いことがうかがわれる。

この研究の原著論文：浅木茂ほか

上部消化管出血性潰瘍性病変の発生要因に関する

ケースコントロール研究

－非ステロイド性抗炎症剤との関連性について－

医学と薬学 1991；26（4）：865-874

オッズ比�
（95％信頼区間）�

計�コントロール�ケース�非ス剤�

使用患者�

未使用患者�

70

159

20

209

90

368

計� 229 229 458

4.6
（2.7～7.9）�

RAD-AR News Vol.12, No.1 (May 2001)

14



医療消費者
市民グループ紹介コーナー（7）

社団法人「呆け老人をかかえる家族の会」
代表理事　高見国生

〒602-8143 京都市上京区堀川通り丸太町下ル
京都社会福祉会館 2F

TEL. 075-811-8195   FAX. 075-811-8188
ホームページ：http://www2f.biglobe.ne.jp/̃boke/boke2.htm

最近発表された、全国16市町村の60歳以上の高齢
者2万4,000人を対象とした実態調査では家族が痴呆と
認識しているのは1％程度で、全国で約36万人が家族
に痴呆症と認識されずに放置されている可能性があ
るとのことです。今後は高齢者の家族が、痴呆と疑
ってみる能力の向上とその支援や仕組づくりが課題
といわれています。
呆け老人をかかえる家族の会では、「ぼけの人の介
護はそれは大変です。やってみないとわからない－
といっても言い過ぎではありません。だからこそ、
家族どうしの励ましあい、助けあいが、大きな力を
わかせてくれます。“家族の会”に入会することは、
苦労や悩みをグチに終わらせず、社会への“声”にす

ることもあります。あなたもぜひ、全国の家族の
輪－“家族の会”へお入りください。」と、入会を案内
しています。
家族の会は「ぼけの人」と「家族」を代表する組織と
して1980年に結成され、1994年には社団法人化され
て、昨年結成20周年を迎えました。39都道府県に支
部を置く、会員6,500人余の社団法人です。
「ぼけの人」は実はなにもわからなくなった人では
なく「ぼけても心は生きている」ことの理解を広め、
しかし、その介護は家族だけの力ではできないこと
を訴えてきました。そして、21世紀はこの流れをい
っそう推し進めて「人としての尊厳」が守られる時代
になるように取り組んでいきたいと考えています。
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「ぼけ（痴呆）」が社会の関心を集める以前から、
ぼけのお年寄りと家族を支えるためにさまざまな活動を行ってきています。

●ぼけ老人・家族のつどい
家族の交流や勉強会、施設見学、本人同伴の一泊旅行など
を定期的に行っています。

●相　談
電話などを通じて介護経験者などが相談にのっています。

●会報の発行
会員向の「老人をかかえて」や「支部だより」の会報を発行
しています。

●行政への要望
行政施策の充実を求めて、過去13回、当時の厚生大臣に要
望書を提出しています。

●啓発・啓蒙
9月21日の世界アルツハイマーデーを中心に、啓発・啓蒙の
全国一斉街頭行動や各地での講演会やシンポジウムを開催
しています。

●国際アルツハイマー病協会に加盟
世界50カ国が加盟する国際アルツハイマー病協会に加盟し
て国際会議に代表団を派遣しています。

●初老期（若年）痴呆への取り組み
日本で最初に若年性痴呆の対策について当時の厚生大臣に
要望しました。初老期のつどいなども開いています。

●全国研究集会
ぼけに関する調査・研究、ぼけ老人と家族への援助を進め
る全国研究集会を開催しています。

●ホームページ
ホームページによる活動内容を情報提供しています。

活動はさまざまで、さらに「ぼけ」の予防からターミ
ナルケアまで活動の領域を広めてきています。



本日は外側から医療を眺めてきた人間として、現代医
療と薬学というか、薬剤師というか、その役割について、
私の考え方をご紹介する。
最近の医療の方向として、三つの柱を考えてみたい。

第1番目の柱：患者さんの自己決定、
自己責任の重要性とパラメディカルの重要性
生活習慣病は基本的にはいったん発病してしまえば、

生涯治ることがない病気だと考えていいわけで、どうい
う医療を受けながら、どのように自ら生活していくかと
いうことについて決定するのは患者さんである。医師は
それを支える役割であると考えざるをえない。
そういう意味で患者さんが自らの責任において自分の
健康管理をしていくというときには、医師だけではなく
て、パラメディカル、特に開業薬局の薬剤師の方々、介
護、訪問看護、その他の方々の支えというものが、決定
的に重要になってくる。

第2番目の柱：情報の開示
病院や診療所の広告規制の緩和が、3月からの医療法の
改正に伴い、実施される。患者さんが自ら情報を集め、
それによって自ら判断を下して行動する。これがいわば

情報社会と呼ばれるものの本質であるとすれば、ようや
く日本の医療もそこへ一歩踏み出したと考えることがで
きる。少なくとも医療機関の情報の開示は今後もさらに
進むであろう。
患者さん・医療消費者にしてみれば、いままでとは違
った医薬品情報についてさまざまな情報を得る一つのチ
ャンネルができた。
しかし、情報というのは決して一方的に流れるもので
はない。つまり、医療提供者は医療消費者が持っている
情報を集めなければならない。患者さんたちがくすりを
飲んでいる、あるいは治療を受けているときに、患者さ
んたちの間に隠れた情報をいかに医療提供者がうまく吸
い上げていくかということは、プラスの面でも、マイナ
スの面でも、安全という面から考えても、極めて重要な
ことである。
その意味で、単に医療提供者のほうが情報を開示する
というだけではなくて、いかに川下情報を川上が吸い上
げていくかというメカニズムも、これからの社会の中で
は決定的な意味を持つと思われる。

第3番目の柱：安全性の向上という問題
医療機関における過誤の問題が報道されている。アメ
リカの医療過誤を防ぐためのレポートを読んでいると、
アメリカでもほかの業種に比べて、医療は10年遅れてい
ると書いてあった。日本の医療も、大変失礼な言い方な
がら、何年遅れているのだろうと感じた。
医療機関の中での安全性確保ということに関して、少
なくとも主要な病院の中では、インシデントレポートがよ
うやく広がり始めた。こういうことが起こってしまった、
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基調講演

現代医療と薬学

患者参加型の医療における医薬品情報の提供は、患者さんと医療提
供者が病気の治療という共通目標を目指すパートナーとして、医療情
報を共有するという前提に立たなければいけないといわれている。医
療現場の医師、薬剤師、医療の消費者である患者さんの立場、さらに
は製薬会社と患者さんの唯一の接点である企業のくすり相談室の立場
から、それぞれの問題や課題を取り上げられた。患者さんが自立して
意欲的に治療に取り組むためには何が大切で、何が必要かなどが討議
され、そして、医療を取り巻く関係者が認識を共有する場にできた。

日本薬学会 第121年会・日本RAD-AR協議会シンポジウム

開催日：2001年 3月30日（金）
会　場：札幌メディアパーク・スピカ（STVホール）

国際基督教大学教授　村上陽一郎

患者さん中心の医療における薬剤師の役割
－知りたい、知らせて欲しいくすりの情報とは－



医師になって今年で32年になる。この間薬剤師さんと
一緒にいろいろ工夫したり、相談しあったりして臨床医
としてやってきた。その経験の中から薬剤師さんへ期待す
る役割や思いなど3つの点について話してみたい。
第1点は私が医師として、患者さんに説明したいこと

を服薬の目的からはじめて10カ条にまとめてみた。これ
を薬剤師の皆さんが参考にして頂ければと思う。
第2点は手稲渓仁会病院の薬剤部の先生方が発表した

データを紹介する。プレアボイド（未然に防ぐという意

味の和製英語）の件数が右肩あがりで増えている。それ
だけリスクが未然に防がれている患者さんが増えている
ことは非常に喜ばしい。実際に副作用、リスクの発見者
は85%が薬剤師ということで、非常に心強く思う。これ
からもわかるが、経験年数が増えるとプレアボイドの報
告件数も増える。発見から対応までに要した日数は1日
以内が殆どで、5日までには100％解決できている。
第3点は当院薬剤部が一昨年の日本老年医学会で発表

したものである。要介護のお年寄りは自分でくすりを飲
める人は1割に満たない。介護の負担度と服薬の自立度
の相関は密接で、くすりの飲み方ひとつを見ても介護者
の苦労は大変である。突出したわが国の高齢社会は世界
の最先端を走っているわけで、薬剤師の皆さんもそうい
う場面で活躍することがまだまだたくさんあることを強
調しておきたい。

座長のあいさつ
最近米国で薬剤師が慢性疾患の治療

に介在することで、どのような効果が
あったかという大規模な臨床試験が行
われた。医療消費額、生活の質の改善

度、患者さんの満足度、薬剤関連の問題点とその解決件
数、糖尿病のコントロール度、高脂血症の改善度、服薬
状況等ほぼ全ての項目が有意に改善されたという結果が
報告されている。
さらに薬剤師の介在によって、年間3,048例の薬剤関連

の問題点が見出され、そのうち2,109例の臨床上の問題点
が解決されている。一方、わが国の現状は、薬剤師教育
の現況や熟練度からみて米国のようにはいかないまで
も、少なくともこれに近づける努力が必要だと思う。現
に種々の患者ケアに真剣に取り組んでいる薬剤師も多く
なっている。
本日のシンポジウムでは、臨床成績をより高めるため

の薬剤師による患者ケアのあり方、すなわち処方薬剤の
情報提供、服薬指導、有害事象の防止と早期発見等々に
対して忌憚のない提言と意見交換を願いたい。

医師の立場より

薬剤師の役割と医師からの期待
渓仁会西円山病院院長 峯廻攻守

座長：北海道大学大学院教授・医学部附属病院薬剤部長 宮崎 勝巳パネルディスカッション

くすり、医療の視点から見ると、患者の混乱や不安を
理解出来て、はじめて医療や福祉がいきてくるとの考え
から、幅広い層の人々が共に考え、学び、行動する会と
して生活介護ネットワークが十年前に発足した。
基本は、電話相談および実態調査で、厚生省、県、市
に提言するとともに、高齢者、障害者などの市民の生活

医療消費者の立場より

福祉、医療を市民の暮らしから
考えるために必要だったこと
NPO法人「生活介護ネットワーク」代表 西村美智代
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あるいは起こりかけたが、だれかが機転を働かせたか知
恵を働かせたかで、免れたという実例を徹底的に集める
ことは安全対策上、重要なことである。
医薬分業の重要な一つのポイントは、ダブルチェックとい
う機能である。医者の処方に薬剤師がもう一回、目を通す
というチェッキングの機能、これはまさに安全対策上重要
な点である。

まとめ
日本では、社会統計的な本格的な疫学的アプローチが

広く普及しているとは言えないが、EBMは大切な概念で

ある。EBMに基づいた医療の標準化は患者さんの利益が
減るという考え方と，患者さんの安全性の向上に役立つ
という考え方がある。しかし、EBMは医療の安全向上の
ために必要な手だてと評価したい。
今日、私たちの個人の医療情報と、医療の周辺を取り
巻くさまざまな医療情報の一括管理をどのように実現し
ていくかということが、患者の自己責任・自己決定、安
全性、そして情報という三つの柱のいずれにも決定的
にかかわってくることである。その意味で、このRAD-AR
の仕事もまた非常に重要で、これからの社会を作り上げて
いく役割を果たしていくことを期待している。



薬剤師法25条の2が施行されて5年、我々薬剤師は患者
さんの薬の自己管理の支援、災害時のカルテ代りとして
の「おくすり手帳」や、わかりやすい文章で薬効や副作用
等の説明をした「医薬品情報提供紙」などを用いて服薬説
明を行い、積極的な情報提供を推し進めてきた。
医薬品情報を一方的に伝えるだけでは情報提供とは呼べ
ない。「情報」とは「判断を下し、行動を起こしたりするため
に必要な知識」と定義される。また、「提供」とは「差し出
して相手の用に供すること」と定義される。患者さんが欲
しい情報を適切な表現により伝えて理解され、患者さん

のためにならなければ「情報提供」とは呼べないのである。
現在、日本病院薬剤師会ではプレアボイド報告を収集

している。薬物療法に関連する患者さんの不利益、すな
わち､副作用とメディケーションエラーの2点を未然に防い
だり、軽微な段階で回避した事例を指す。その多くは薬
剤師が処方された薬剤の副作用の初期症状を説明し、そ
の結果、患者さんが副作用に気づき、すぐに投与中止に
なり大事に到らなかったものである。
適切な情報提供を行ったことにより防げた事例には、①
イミダプリルの血管浮腫の早期発見例②スパルフロキサ
シンの光線過敏症の事例③ダカルバジンの血管痛の事例
などがある。患者さんに薬の情報を適正に伝えることで、
患者さんは薬に対して興味を持ち、知識を深め、薬物療
法に参加しやすい環境を生み出している。薬剤師は薬の
情報を「提供」することにより、患者さんの医療への参加
を支援していかなければならない。

製薬企業のくすり相談の立場から、本日のテーマにつ
いて考えてみたいと思う。くすりの情報は、医師、薬剤
師などの医療関係者を介して患者さんに伝えられるの
で、製薬企業はエンドユーザーである患者さんに直接的
な接点はあまりなかったのが現状である。
医療における薬剤の適正使用のために患者さんへの情
報提供の高まり、製薬企業としても薬剤師を中心とした
相談担当者を配置して、くすり相談窓口を整備した。日
本製薬工業協会86社の調査で、98年は95年に対して総相

談件数は、約50％程度増加している。当初は薬品名や薬
効を尋ねる患者さんが多かったが、最近では副作用や飲
み合わせ（相互作用）などの安全面に関する相談が多くな
り、相談内容は変化している。
患者さんが企業のくすり相談窓口に相談するのは、患
者さんの情報希求度が高くそれに見合う情報（量・質）が
医療現場で十分伝わっていない場合と、情報の理解度が
低い場合がある。相談には十分に傾聴し、相談の背景や
医療関係者とのコミュニケーションの状況を確認した上
で、過不足にない情報の提供を行い、医療へのサポート
に努めている。
相談の内容は医療現場で不足している情報、欲している
情報そのものでありこれらの情報を医療関係者と共有・
連携していくことや、患者さんを視点とした情報を企業
の活動に生かしていくことが今後の重要な課題である。

薬剤師の立場より

患者さんの医療への参加を
支援するために
北海道大学医学部附属病院薬剤部 試験研究室長 小林道也

製薬会社の立場より

くすり相談窓口の
現状と企業活動
山之内製薬製品情報センター所長 久田保彦

自立を支援するサービスを提供することにある。
第一の柱は痴呆性老人のデイサービスとグループホーム
の運営である。第二は、介護している方たちがどのよう
に痴呆性老人を介護しているか。本人は、それに満足し
ているかの調査である。
この在宅の調査では医学的な診断に関しての、説明、

助言の不備、不足が明らかになった。そこで、3年前に
医療、福祉関係者、患者側が、それぞれ自分たちは何を
すべきかという問題提起を行う地域コミュニティーネッ
トワークとして、チーム医療を進める会を作った。これ

からの社会はピラミッド構造ではなく専門性を生かした
横並びの関係で、皆が一緒に考えていくことが必要であ
ると思う。
しかし、今年に入って700件という電話相談から、市

民の医療への不満や不安の根強さを感じているが、市民
に薬剤師の顔が見えていない。市民が住み慣れた地域で
安心して生活できるため、薬剤師には医師との信頼関係、
連携を作り、市民に還元すべく、地域に根ざした活動を
お願いしたい。
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3月21日、経団連会館にて日本RAD-AR協議会「第7回理事会

および第17回通常総会」が開催された。二期にわたりご活躍頂

いた千畑会長から、渡守武会長にバトンタッチされた。新会長

は「ゲノム、IT革命の基本は情報にある。情報を検証し、正し

い情報を必要な人に伝えることが協議会の使命であり、その

使命を果たすために全力を尽くす。」と述べられた。また平成

13年度事業計画も承認され、日本イーライリリー（株）の新入会

も了承され、21世紀の新たなスタートを切った。

まさに、情報公開の時代である。インターネットの普及がそ

れを確固たるものとした。製薬企業に限らずあらゆる業種で、

情報公開の姿勢によって、選別され淘汰されていく。今はそ

ういう時代なのだ。もちろん、医療の世界も情報公開の波に

さらされている。

その一つとして、厚生労働省では、現在、医薬品情報提供の

あり方について、有識者等からなる「医薬品情報提供のあり方

に関する懇談会」を本年2月に設置し、以後毎月開催している。

視点として「医療関係者・患者に対する医薬品情報提供のあり

方」と「国民に対する医薬品情報提供のあり方」が大きな二つの

柱になる。まさにこのテーマは当協議会の目指すところであり、

すでに「第1回の懇談会」には海老原理事長がお話され、当協議

会で調査した「医師・一般市民の医薬品及び医療に関する意識

調査概要」を基に意見を具申された。また、その後厚生労働省

は医薬品情報提供に対する国民のニーズを把握していくため

に、医療品情報提供のあり方について広く意見を求め始めた。

なお製薬協でも、審議される課題が医薬品情報全般に及ぶと

判断して「医薬品情報プロジェクト」を設置しメーカーとしての

情報のあり方や、その方向性を検討し意見を出すようにする

とのことである。

今後、さらに高まると考えられる情報に対する国民のニーズ

に対して、行政をはじめあらゆる団体や企業などは積極的な

対応を求められることとなる。「懇談会」が秋口の9月まで開催

される。十分議論され、提言としてなされたものが実行に移

されることを大いに期待したいものである。

（H.I）

編 集 後 記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜日本イーライリリー株式会社の概要＞�
本　　社 〒651-0086�
 神戸市中央区磯上通り7-1-5�
 TEL.  078-242-9000

�
設　　立 1975年11月1日�
資 本 金 4億4400万円�
社 員 数 1140名�
総売上高 431億200万円�

＜運営委員＞�
薬剤疫学部会 古閑  晃（医薬情報部  医薬品安全性情報室長）�
コミュニケーション部会 安原  菜津子（医薬情報部  学術情報課長）�

�

代表取締役社長�

アンドリュー・A・マスカレイナス氏�

新規会員紹介�

　第7回理事会において日本イーライリリー株式会社の新規入会が承認され、第17回
通常総会の場で同社の入会が報告されました。�
　日本イーライリリー社は、米国イーライリリー社の100％子会社で、現在は内分泌系、
中枢神経系、循環器系、悪性腫瘍などの領域の製品を販売しています。リリー社が日
本で独自の活動を開始したのは1980年代ですが、製品は1900年代初期から日本で使
われています。米国リリーの豊富なパイプラインと、すでに海外で大型化している製品
の日本での発売に向けて組織を拡大しながら、全力を傾けています。�

日本RAD-AR協議会は、この度、薬剤疫学の普及の一環として作成している薬剤疫学シリーズ
小冊子、『入門「薬剤疫学」』および『実践「薬剤疫学」』に続く3作目として掲題の小冊子を刊行した。
本小冊子は、本誌昨年5月号から本年3月号に6回シリーズで掲載した記事をまとめたもので、

MRが医師等の医療関係者と薬剤疫学について話ができるように、MRの重要な業務である市販
後調査に絡めて薬剤疫学を簡単に解説したものである。
内容は①PMSの定義・位置づけおよび薬剤疫学の範囲②副作用自発報告の基礎知識③使用成

績調査関連の諸問題④特別調査と市販後臨床試験⑤コホート研究と相対危険度⑥ケースコント

ロール研究とオッズ比、となっている。

小冊子「MRのための市販後調査（PMS）と薬剤疫学」を刊行

●本小冊子をご希望の向きは、送料（切手140円分）を添えて

当協議会あて申し込み下さい。
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RISK / BENEFIT ASSESSMENT OF DRUGS-ANALYSIS & RESPONSE

tRAD-AR（レーダー）って、な～に？s
RAD-AR（Risk/Benefit Assessment of Drugs-Analysis and Responseの略称）活動とは、医薬

品が本質的に持っているリスク（好ましくない作用など）とベネフィット（効能・効果や経済的
便益など）を科学的に検証して分析を行い、その成果を基にして社会に正しい情報を提供し、医
薬品の適正使用を推進すると共に、患者の利益に貢献する一連の活動を意味します。

日本RAD-AR協議会（RAD-AR Council, Japan=RCJ）は、わが国におけるRAD-AR活動の発展
を図るために、国内の主要研究開発指向型製薬企業によって1989年5月に結成された団体です。
医学・医療・薬学・経済・統計など、各領域の専門家ならびに行政当局やジャーナリズムの協力
を得て、薬剤疫学など医薬品の評価に関する研究から医薬品
情報システムの研究、さらに医療担当者と患者とのコミュニ
ケーションの改善に資する情報提供に関する研究など、幅広
い活動を行っています。
当協議会は創設当時、まったく知られていなかった「薬剤

疫学」Pharmacoepidemiologyが、近い将来医療の重要な分野
になると予測し、日本にそれを導入して、その進展を図るこ
とを基本事業の一つに選びました。さらにいま一つ、インフ
ォームド・コンセント時代を迎え、医薬品情報の正しいあり
方を開発するというテーマも基本事業に組み込みました。

医薬品を創製・開発し、医療の場に提供している製薬企業
としては、最新の科学を駆使して、自らそれら医薬品のベネ
フィットとリスクを検証し、安全性を最大に拡げつつ、社会
に正しい情報を提供し続ける基本的な義務があるという認識
のもとに、製薬企業は自主的にRAD-AR活動を推進していく
べきであり、そういう活動の中に当協議会の存在意義がある
と考えております。従って、当協議会の通称も「くすりのリ
スク・ベネフィットを検証する会」としました。

日本RAD-AR協議会のホームページ
http://www.rad-ar.or.jp/
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