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はじめに

　「薬のデギュスタシオン」の第二作をお送りする。

　前作同様，薬の評価は「比較」によってなされるべきだ。A と B の違いは

どこか，同じところはどこか。

　世に「非劣性試験（non-inferior trials）」という研究方法がある。A と B と

いう治療法のどちらがベターか，を探索する「優越性試験（superiority 

trials）」，A と B は同じような効果であることを示す「同等性試験（equivalence 

trials）」と比較される。「A という治療法は B という治療法よりも劣っている

とはいえない」という二重否定を使うややこしい概念だ。これが否定されると

「非劣性とはいえない（not non-inferior）」という三重否定になり，更にややこ

しい表現となる。

　では，なぜこのような非劣性試験が必要なのか。

　それは，薬は薬効だけでは評価できないからだ。

　例えば，同じ薬効でもずっと安い薬があるかもしれない。より安い薬で同じ

効果が得られるならば，そっちのほうがベターに決まっている（コスト効果が

高い）。

　あるいは，錠数がずっと少なくなる。注射薬が経口薬になる，といった患者

の利便性における優位性も大事だ。より副作用が少なくなる，というのもいい

だろう。

　例えば，HIV 感染症の治療薬は近年どんどん必要な錠数が少なくなり，副

作用が少なくなり，長期内服を容易にしている。それはアドヒアランスの向上

をもたらし，患者の予後も改善させるというわけだ。もはやエイズは「死の

病」ではなく，HIV 感染者は非感染者と同じ長寿をまっとうできる（Trickey A, 

May MT, Vehreschild J-J, Obel N, Gill MJ, Crane HM, et al. Survival of HIV-
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positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 2013: a 

collaborative analysis of cohort studies. The Lancet HIV Internet. published 

online 2017 May 10, cited 2017 May 13. Available from: http://www.thelancet.

com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018（17）30066-8/abstract）。

　というわけで，非劣性試験の存在意義（レゾンデートル）は，「既存の治療

薬より劣っていないけど，ベター」な治療の吟味である。ベターでなければ，

意味がない。

　それなのに，非劣性試験は間違った目的で使われることもある。同等性試験

や優越性試験よりもアウトカムが出しやすく，ハードルが低く，「エビデンス」

としやすいからだ。抗菌薬の世界ではより高額で広域で耐性菌を作りやすく，

副作用については市販後調査が不十分で「ブラックボックス」な新薬が，既存

の安価で狭域で耐性菌が問題になりにくく，副作用については十分なデータの

ある抗菌薬と比較されて「非劣性」というやつだ。

　臨床系の論文はその論文の内的な質だけを吟味するだけではだめだ。もっと

遠いところから，「鳥の目」でその論文の存在意義そのものを問わねばならな

い。いくら精緻なデザインで巧妙な統計解析を用いたややこしい研究でも，「意

味がない」論文には意味がない。

　本書では気鋭の著者らが治療薬の比較をする。それは比較のための比較では

ない。あくまでも臨床的に使うための比較である。「意味のある」比較である。

　本書が単なる情報としてではなく，現実の診療に活用されることを心から希

望して「はじめに」とする。「あとがき」は前作のものを再掲する。あれは何

度でも読んでいただきたい名文だからだ（笑）。背中のファスナーを下ろすと

MR が出てくるような医者たちが消滅することを心から願ってやまない。

　2017 年新緑の 5 月

岩田健太郎
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ポイント

◉内服可能な場合，セロクエルⓇ（クエチアピン），ルーランⓇ（ペロスピロ
ン），リスパダールⓇ（リスペリドン），ジプレキサⓇ（オランザピン）から
選択することが推奨されている。

◉内服困難な場合，セレネースⓇ（ハロペリドール）注射剤の使用が推奨さ
れている。

◉高齢者には半減期の短い薬剤を低用量から開始していくことが望ましい。

イントロダクション

　せん妄は身体疾患により惹起される精神や行動の障害であり，臨床現場で頻

繁にみられる症候群の一つである 1）。せん妄の発症率は年齢や基礎疾患により

異なるが，65 歳以上の患者さんでは，入院症例の 10 〜 42％に認められる 2）。

術後症例では 17 〜 61％，終末期症例では 25 〜 83％とされている 3）。術後せ

ん妄の危険因子としては，せん妄の既往（オッズ比 4.1），70 歳以上の高齢

（オッズ比 3.2），術前の認知機能障害（オッズ比 2.2）が報告されている 4）。薬

ポイント

イントロダクション

大滝　優・鎌田一宏

1 せん妄に対する薬物療法
Dégustation
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剤によってせん妄が引き起こされることもあり，原因となるものとしては，オ

ピオイド，抗コリン薬，コルチコステロイド，ベンゾジアゼピンなどがあげら

れる 5）。特に，せん妄患者さんを眠らせようとベンゾジアゼピン系睡眠薬を使

用することは，逆にせん妄を惹起してしまうことにつながるので注意が必要で

ある。

　せん妄の治療は，適応をもつ薬剤がないことから，長年，現場の医師の経験

に基づく裁量で行われてきた 5）。1996 年にせん妄治療に関する最初のランダ

ム化臨床試験（RCT）が行われ，抗精神病薬の有効性が実証された 6）。それ以

降，少しずつ質の高い研究報告が発表されるようになり，2010 年にはプラセ

ボ対照の RCT でクエチアピンの有効性が報告された 7, 8）。2011 年には厚生労

働省が，クエチアピン，ハロペリドール，ペロスピロン，リスペリドンのせん

妄に対する使用を審査上認めるという通知を出した 9）。せん妄に対する抗精神

病薬の使用状況を前向きに調査した研究では，全国 33 の総合病院の 2,453 例

のうち，リスペリドンが 34％で最も多く，次にクエチアピンが 32％，ハロペ

リドールが 20％と続いた 10）。また，同研究で発生した重篤な有害事象は 0.9％

であり，抗精神病薬の副作用の可能性が除外できないものは 0.4％であったと

報告している。

せん妄に対する薬剤選択

　日本総合病院精神医学会せん妄指針改訂班による「せん妄の臨床指針」で

は，推奨される抗精神病薬が公表されている。患者さんが内服可能な場合は，

クエチアピン，ペロスピロン，リスペリドン，オランザピンから使用していく

ことが治療アルゴリズムとしてあげられている。リスペリドンやオランザピン

は服用させやすい剤形（液剤や口腔内崩壊錠）があり，実務的に便利な側面が

あるが，どちらも半減期が長く，特に高齢者では睡眠覚醒サイクルの障害につ

ながることがある。したがって，高齢者では半減期の短いクエチアピンやペロ

せん妄に対する薬剤選択
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スピロンが初回投与に向いているとされている。ただし，クエチアピンやオラ

ンザピンは糖尿病患者さんには禁忌とされていることには留意しておかなけれ

ばならない。

　患者さんが内服困難な場合はハロペリドールの使用が推奨されているが，副

作用として錐体外路症状が出現しやすいため，嚥下性肺炎の危険性を上げた

り，抗コリン薬を必要としてせん妄を増悪させたりする可能性がある。また，

パーキンソン病の患者さんへのハロペリドール投与は禁忌とされていることに

も留意が必要である。そのため，内服可能となり次第，ハロペリドールから非

定型抗精神病薬に切り替えるのが一般的と考えられている。

　高齢者への抗精神病薬の投与に関しては，薬物代謝能の低下や腎排泄能の低

下があるため，半減期の短い薬剤を低用量から開始していくことが望ましいと

感じる。ただ，実際の臨床現場ではせん妄による興奮や攻撃性が激しく，家族

や病棟スタッフが疲弊してしまう場面にも遭遇する。状況によっては早期の治

療効果を狙って，半減期の長い薬剤を選択しなければならない場合も存在する

だろう。そのような場合でも初回投与量は可能な限り必要最小量を狙って設定

しなければならない。高齢者は抗精神病薬によって容易に過鎮静となりやす

く，それによって入院を余儀なくされることも珍しくない。効果不十分な場合

には同量〜倍量の追加を不穏時指示として繰り返し，その投与量の合計を参考

に翌日の投与量を決定していく。定時投与の時間は，原則，夕方以降とし，睡

眠覚醒サイクルの改善を図る。

　個人的な印象としては，リスペリドンは治療効果も高く，糖尿病患者さんに

も使えるので，せん妄症状の激しい患者さんには第一選択となることが多い。

ただ，過鎮静にもなりやすいため，用量設定が難しい部分もある。的確な薬剤

調整を行うには，ある程度の臨床経験が必要になってくる。自身で病状のコン

トロールが難しい場合は精神科医にコンサルテーションするのがよいだろう。

　

31．せん妄に対する薬物療法
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デギュスタシオン

　せん妄は臨床現場で頻繁にみられる精神症状・病態であり，適切に対応して

いくことが求められる。近年，せん妄に対する抗精神病薬投与の有効性が示さ

れてきており，今後も知識をアップデートしながら，せん妄治療に臨んでいく

必要がある。抗精神病薬の調整が難しく，病状がコントロールできないケース

に関しては，精神科の医師と連携していくことが大切と考えられる。
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ポイント

◉高齢者の原発性不眠症に対しては非ベンゾジアゼピン系睡眠薬が推奨され
ている。

◉ベンゾジアゼピン系睡眠薬は転倒・骨折リスクを高めるため推奨されてい
ない。

◉高齢者では副作用のリスクが相対的に高いことを考慮した薬剤選択・用量
設定が必要である。

イントロダクション

　わが国では 60 歳以上の高齢者の 20％以上が睡眠障害を自覚しており，加齢

とともに睡眠薬の服用率は上昇傾向がみられる 1）。高齢者では，心疾患，慢性

肺疾患，糖尿病，泌尿器科的疾患，皮膚疾患，整形外科的疾患などの身体疾患

を有することが多く，疼痛，頻尿，呼吸困難，掻痒などの症状が不眠の原因と

なっており，このような身体疾患の治療薬も不眠の原因となることがある 2）。

さらに同研究では，高齢者は喪失体験，社会的孤立，病気の罹患など様々な心

ポイント

イントロダクション

大滝　優・鎌田一宏

2 高齢者への睡眠薬の
投与方法

Dégustation
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理・社会的ストレスを受けやすく，うつ病や認知症などの不眠を引き起こしや

すい精神疾患の発症率が高いことも指摘している。また，高齢者では臨床薬理

学的な側面からも注意が必要である。加齢に伴い，脂溶性薬剤の分布容量の増

大，薬物代謝能の低下，排泄能の低下による消失半減期の延長と体内蓄積が生

じやすいほか，睡眠薬の主流であるベンゾジアゼピン系薬物に対する感受性が

亢進する 3）。そのため，健忘，運動失調，転倒などの副作用を引き起こしやす

い 4, 5）。高齢者では若年者に比較して睡眠薬の副作用のリスクが相対的に高

く，リスク・ベネフィット比が低下することを考慮した薬剤選択・用量設定を

すべきである 3）。

高齢者に対する睡眠薬の選択

　高齢者に対するベンゾジアゼピン系睡眠薬の有用性に関するメタ解析では，

60 歳以上の不眠高齢者に対するベンゾジアゼピン系睡眠薬の使用はリスクに

見合った十分な効果が得られないことが指摘されている 6）。そのため，「睡眠

薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン」では高齢者の原発性不眠症

に対して，ベンゾジアゼピン系睡眠薬は推奨されておらず，筋弛緩作用が少な

い非ベンゾジアゼピン系睡眠薬［マイスリーⓇ（ゾルピデム），アモバンⓇ（ゾ

ピクロン），ルネスタⓇ（エスゾピクロン）］が推奨されている。メラトニン受

容体作動薬ロゼレムⓇ（ラメルテオン）は高齢者の不眠治療に対する有効性と

安全性を示した報告も存在するが 7-9），転倒・骨折に関するデータが乏しく，

同ガイドラインでは推奨には至っていない。オレキシン受容体拮抗薬ベルソム

ラⓇ（スボレキサント）も同様に推奨には至っていないが，薬剤添付文書では

高齢者で血漿中濃度が高くなる傾向が認められており，高齢者への投与量が設

定されている。

　現状では不眠高齢者に対して，非ベンゾジアゼピン系睡眠薬（ゾルピデム，

ゾピクロン，エスゾピクロン）が推奨されるが，どのように使い分ければよい

高齢者に対する睡眠薬の選択
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だろうか。この 3 剤はいずれも消失半減期が 2 〜 4 時間の超短時間作用型の睡

眠薬に分類され，入眠障害を改善させるために用いられる。作用としては似た

働きをもっているので，デメリットを比較すると特徴を把握しやすいだろう。

ゾルピデムは食事とともに服用すると，速やかに吸収されず，作用開始が遅れ

ることがある 10）。そのため，就寝直前の食事を望む患者さんには使いにく

い。ゾピクロンのデメリットとしては苦味がある。ゾピクロンの商品名である

アモバンⓇのインタビューフォームでは，4.18％に苦味の副作用があったと報

告されている。この苦味は服用直後だけでなく，翌日にも残ることがある。こ

れはゾピクロンの代謝産物が唾液から分泌されることによるものと考えられて

いるが，具体的な原因物質については明らかになっていない。患者さんによっ

てはこの苦味のために服用できず，他の睡眠薬に変更せざるを得ない場合があ

り，やっかいな副作用である。ゾピクロンは互いに鏡像異性体の関係にある 2

つの成分で構成されているが，そのうち睡眠効果のある S 型鏡像異性体のみ

を取り出したのがエスゾピクロンである。そのため，エスゾピクロンにも苦味

の副作用があるが，投与量をゾピクロンよりも低く抑えられており，苦味もゾ

ピクロンほどひどくはない。実際に非ベンゾジアゼピン系睡眠薬を処方する時

は，これらの副作用の可能性を考慮して薬剤を選択し，処方後も患者さんに副

作用が出現していないか観察していくことが必要だろう。

デギュスタシオン

　高齢者では薬物代謝能の低下などから睡眠薬の血中濃度が高まりやすく，副

作用が生じやすい。転倒・骨折などの副作用は高齢者の QOL を大きく損なう

ことにもつながるため，注意が必要である。患者さんの状態を観察し，リスク

とベネフィットを考慮した薬剤選択・用量設定が重要である。

72．高齢者への睡眠薬の投与方法
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ポイント

◉半減期により大まかな分類をする。
◉副作用を知っておくことが何よりも重要。
◉離脱症状も多く，“原疾患の悪化”ととらえられがちである。
◉熟知したうえで“使う”，“使わない”を考えるべきである。

イントロダクション

　ベンゾジアゼピン系薬剤は GABA-A 受容体のベンゾジアゼピン結合部位に

結合してその作用を発揮するが，その特性は大きく以下の 5 つにまとめられる

（図 1）。個々の薬剤でこれらの特性が微妙に異なると考えておこう。たとえば

抗不安作用が強ければ抗不安薬として，鎮静作用が強ければ睡眠薬として使用

される。今回は後者を考えてみる。

　代表的なベンゾジアゼピン系睡眠薬を半減期でグループ化してみよう（表

1）。なお，Z-drug といわれるマイスリーⓇ（ゾルピデム），アモバンⓇ（ゾピ

クロン），ルネスタⓇ（エスゾピクロン）は非ベンゾジアゼピン系に分類され

ポイント

イントロダクション

宮内倫也

3 ベンゾジアゼピン系睡眠薬
Dégustation
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るが，作用機序やその効果・副作用がベンゾジアゼピン系と同一なので，ここ

ではそれらを含めてベンゾジアゼピン系とする。

　半減期で分類するものの“半減期＝効果持続時間”ではない。超短時間型と

される薬剤であっても翌日に持ち越し，結果として注意力や判断力の低下が認

められる（本人が無自覚であることも多い！）。これは，ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン系の特性図1

半減期

抗不安鎮静

５つの特性の
強さで考える

筋弛緩 抗てんかん

①超短時間型 ゾルピデム（マイスリーⓇ），ゾピクロン（アモバンⓇ），エスゾピク
ロン（ルネスタⓇ）トリアゾラム（ハルシオンⓇ）

②短時間型 ブロチゾラム（レンドルミンⓇ），リルマザホン（リスミーⓇ），ロル
メタゼパム（エバミールⓇ／ロラメットⓇ）

③中間型 ニトラゼパム（ベンザリンⓇ／ネルボンⓇ），エスタゾラム（ユーロジ
ンⓇ），フルニトラゼパム（ロヒプノールⓇ／サイレースⓇ）

④長時間型 クアゼパム（ドラールⓇ），フルラゼパム（ダルメートⓇ）

表1 ベンゾジアゼピン系睡眠薬―半減期グループ化
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薬剤は GABA-A 受容体をわずか 27％占拠すれば効果を発揮することから説明

できるだろう 1）。より半減期の長いものであればなおさらである。

　ベンゾジアゼピン系薬剤の特性はアルコールと似ているが，これはアルコー

ルの作用の一部に GABA-A 受容体への結合があるためである。アルコールの

副作用を思い描くとそれはベンゾジアゼピン系薬剤の副作用につながってくる

だろう。有名な副作用である“脱抑制”も“酒グセの悪さ”である。他には骨

折，市中肺炎，睡眠中の奇異行動などがベンゾジアゼピン系薬剤の副作用とし

て知られている。認知症との関連も取り沙汰されているが，それを肯定する報

告 2）もある一方で最近は危惧するレベルではない 3, 4）ともいわれており，意見

の一致をみていない。以前ほど強く警戒する必要性はなさそうだが，抗コリン

作用の強いベンゾジアゼピン系薬剤，たとえばデパスⓇ（エチゾラム）などで

はまた話が違ってくるかもしれない。

　依存や離脱症状に注意すべきなのは論じるまでもない，といいたいところだ

が残念ながらその実際を知らない医療者も多い。特に離脱症状は多様な症状が

みられ，知らなければ不定愁訴と一蹴されてしまうことも多い。基本的に薬剤

を中止・減量することで速やかに出現する症状は原疾患の悪化ではなく，離脱

症状と考えたほうが無難である。

　薬剤相互作用について，ベンゾジアゼピン系薬剤は CYP を阻害することは

ほとんどないが，代謝は CYP3A4 でなされることが多い。そのため CYP3A4

を強力に阻害する薬剤の存在下では作用が増強されてしまう。また，ベンゾジ

アゼピン系薬剤はほとんどが血漿蛋白結合率 90％以上であることも注目すべ

きである。概して，薬剤は血漿蛋白と結合しない遊離型が作用を発揮する。そ

のため併用薬が多い場合は血漿蛋白の結合部位を競合し，単剤であれば結合し

ていたであろう分が遊離し，効果が想像以上に出てしまうことがある。さらに

高齢者では血漿蛋白濃度が低下しているため，薬剤が想定されるほど結合せず

に遊離型が増加する。通常，一般検査で行える血中濃度測定では遊離型と結合

型を合わせた濃度がデータに出てくるため，血漿蛋白濃度が低下している場合

113．ベンゾジアゼピン系睡眠薬
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は，血中濃度で予想される以上の効果発現となる可能性もある。血漿蛋白濃度

低下や肝腎機能低下などによって，高齢者では常用量のベンゾジアゼピン系薬

剤で意識障害を生じた例も報告されており 5），非常に示唆的である。

　数多あるベンゾジアゼピン系睡眠薬のうち，ここでは頻用されるマイス

リーⓇ（ゾルピデム）について注意を促しておこう。製薬会社からは高い安全

性が喧伝されてはいるものの，実際は乱用や依存性 6），骨折 7）などが他のベン

ゾジアゼピン系薬剤と同様に認められ，睡眠時における行動異常の報告 8, 9）が

多いことは特筆すべきである。「ゾルピデムだから安心」とは決していえない

と覚えておきたい。事務的な話だが，保険病名が“統合失調症”や“躁うつ病”

では査定で切られてしまうため注意しておこう（「原疾患の治療が優先される

べき」との考えらしい）。

　2012 年に発売されたばかりのルネスタⓇ（エスゾピクロン）についても触れ

ておく。これはアモバンⓇ（ゾピクロン）の光学異性体で，分類上は超短時間

型だが半減期は 5 時間ほどであり，自動車運転や記憶や協調運動を 11 時間以

上にわたって障害するため，FDA は 2014 年に推奨用量を 3mg から 1mg に減

量している 10）。また，ゾピクロンの欠点であった独特の“苦味”が軽減され

ているのが特徴である（患者さんの中には「あの苦さがクセになってくる」と

いう人もいるが…）。筆者が内服してみたところ，苦味はゾピクロンの 3 割減

程度であり，そして明らかにエスゾピクロンのほうが翌日に持ち越した。薬価

もゾピクロンに比べて割高であり，エスゾピクロンの 2mg 錠が約 81 円なのに

対し，ゾピクロンの 7.5mg 錠は先発品でも約 22 円となっている。なお，ゾピ

クロンは米国で販売されておらず，エスゾピクロンは欧州で販売されていな

い。日本は両方を処方できる（できてしまう？）稀有な国なのである。

デギュスタシオン

　不眠はコモンな訴えであるが，睡眠薬を処方する前に原因となる身体疾患や
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精神疾患や薬剤などによる二次性不眠を除外しておく必要がある。それらによ

らない一次性不眠であっても，睡眠薬は第一選択ではないことを銘記しておき

たい。“不眠は眠りだけの問題ではない”ので，不眠という訴えは視野を生活

全体に向けるきっかけとなるべきであろう。緊急性がない場合，筆者は患者さ

んに行動療法のワークブック 11）を買ってもらい，“良眠は一日にして成らず”

の気持ちで取り組んでもらうようにしている。ベンゾジアゼピン系睡眠薬の即

効性は諸刃の剣であり，患者さんは効果を実感してしまうと時間のかかる行動

療法に取り組む気が失せてしまう。そのため，改善には生活全体を見直すこと

が必要で少し時間がかかるものだとあらかじめ共通理解としておくのがコツで

ある。

　仮に使用するのであれば持ち越しを避けて短時間型までのものを，依存を避

けて 1 〜 2 週間程度までとしたいが，上述の便利さによってずるずると連用し

てしまうことが多く，そうなると“眠れないから飲む”はずのものが“飲まな

いと眠れない”となってしまい，抜け出せなくなる。よって，ベンゾジアゼピ

ン系薬剤は“問題を先送りにする薬”と肝に銘じておくとよいだろう。薬剤そ

のものは患者さんの問題を解決する役割をもたない。

　筆者はベンゾジアゼピン系薬剤を使うなといっているわけではない。使用す

る場合は併せて患者さん自身に主体的に解決に向かう姿勢をもってもらい，

我々はそれを支援する存在となるべきである。それを前提として適正に使用す

るならば，この薬剤は“良い薬剤”となってくれるだろう。

　睡眠薬であれ抗不安薬であれ，薬剤は必要なタイミング，使い方，そしてや

め方を正しく認識できて初めて処方すべきである。いずれかでも欠けてしまう

と安易な処方につながり，結果として患者さんに不利益をもたらしかねない。

特に若手は自ら使用制限をかけて不便さを知ろう。そこから薬剤以外の工夫が

生まれ，精神療法の第一歩がみえてくると思われる。

133．ベンゾジアゼピン系睡眠薬
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あとがき ─ 製薬メーカーとの付き合い方

（「薬のデギュスタシオン」より再掲）

　外科系，内科系問わず，医療において薬はなくてはならないものです。その

ことは，現代医学における「薬」がなかった時代を思い出していただければ，

すぐに理解できます。

　現代医学における「薬」とは，抗生物質とビタミン剤がその嚆矢であるとぼ

くは思います。両者は 20 世紀に誕生しました。秦佐八郎とパウル・エールリッ

ヒが梅毒治療薬サルバルサンを開発し，アレクサンダー・フレミングがペニシ

リンを発見し，鈴木梅太郎が（脚気治療薬の）ビタミン B1 を発見する時代で

す。要するに，薬理学の黎明期です。Goodman & Gilman の第 1 版が出版さ

れたのが 1941 年です。この時代こそが「薬」時代の幕開けなのです。それ以

前は敗血症や脚気や壊血病などでたくさんの人が死んでいたのです。「薬」以

前と以後においては，人間の健康のあり方は激変しました。

　もちろん，それ以前にも薬はありました。現代の漢方薬のほとんどはそれ以

前に開発されたものですし。しかし，こうした薬は患者の病気という「現象そ

のもの」をターゲットにした薬でした。漢方ではこれを「証」と呼んだのでし

た。もちろん，漢方医学にも病態生理的な理論はありますが，現代ではこれを

サイエンティフィックに承認するのはむずかしいとぼくは思っています。西洋

医学においてもかつては水銀とか，かなり危うい「薬」を使っていました。経

験的にマラリアや心不全に効く植物は見つかっていましたが，これもペニシリ

ン・ビタミン B1 以降の「薬」とは全然違うレベルの考えかただったとぼくは

思います。

　繰り返しますが，現代医学における「薬」は人間の健康のあり方を激変させ

ました。ぼくは「サルバルサン戦記」を書いていてそれを強く実感しました。

だから，ぼくは創薬という営みにものすごく敬意を払っています。創薬に携わ

る人々にも最大級の敬意を払っています。秦佐八郎という人物を心から尊敬す
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るように，現代の創薬関係者も心から尊敬しています。

　昨今，医者と製薬メーカー関係者との付き合い方について，いろいろな議論

がなされています。「医療において薬は必要不可欠であり，製薬業界を全否定

するのは間違っている」という意見を医者側から聞くことがあります。全くそ

のとおりだとぼくも全面的に賛成します。

　しかし，です。そのような「製薬業界は全否定してはならない」と言う医者

の大多数が，たとえば MR さんたちと会話するときに，タメ口なのにぼくは

閉口します。そこには人間の健康のあり方を激変させた，創薬に携わる人達に

対する敬意が微塵にも感じられません。医者のほうがずっと上から目線なので

す。高齢の医者がこれをやっているのを見ると，「ああ，まだやってんだ」と

少しがっかりします。若手の医者がこれをやっているのを見ると，「何を勘違

いしているのだ，指導医は何を教育していたのだ」とぼくはとてもがっかりし

ます。

　結局のところ，「製薬業界を全否定するのは間違っている」とのたまう連中

のほとんどは，単に製薬業界からの接待を正当化する方便として，そのような

セリフを使って言い訳しているにすぎません。そうやって，製薬業界が主催す

る薬の説明会（と称するお弁当配布会）や，新薬発売 1 周年記念講演（と称す

るパーティー）や，社内勉強会の講師（と称する接待）にのこのこ出かけるエ

クスキュースにしているのです。

　秦佐八郎や鈴木梅太郎やドラモンドやフレミングやドーマクが現代医学に必

要不可欠な人物であったように，現代医学に製薬業界は必要不可欠な存在で

す。それを自覚するのであれば，製薬業界の方々と接するときには敬語を使

い，プロとプロの仕事として対等に議論したり，ともに研究すればよいのです。

　サッカーの試合は選手とレフリーがともにプロフェッショナリズムを発揮

し，共同作業をすることによってよい試合になります。選手がレフリーを無視

したり，リスペクトしない状態であれば試合は壊れます。レフリーが選手を無

視したり，リスペクトしないとやはり試合は壊れます。両者は共同作業を行

い，そして名試合を共に造り上げているのです。選手のない試合は成立せず，

385あとがき
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レフリーのない試合は成立せず，両者が互いを無視した試合も成立しません。

　かといって，選手がレフリーに食事をごちそうしたり，飲みに行って飲み代

をこちらもちにしたり，ましてや金品を渡したりすることは絶対に許されませ

ん。それを我々は「賄賂」「八百長」と言います。

　両者はプロとしての礼節を保ち，付き合いを保ちつつもアンタッチャブルな

領域には絶対に踏み込んではいけません。弁護士と検察と裁判官，賞の審査員

と応募者など，同様の構造はいくらでも見出すことができます。

　医者は薬を施設に採用したり，処方したり，あるいは講演で宣伝したりする

絶対的な権限を持っています。製薬業界はこの権限を最大限に利用し，自社利

益を追求しようとします。医療・医学において診療界と製薬業界は対等な立場

にあるはずですが，金銭的利益という観点からは両者にはラテラリティーが存

在します。そのラテラリティーを利用して，製薬業界は医者を誘惑し，医者は

それに見事にひっかかるのです。

　営業活動を行う MR はプロの営業者であり，プロのビジネスマンです。自

社製品を売り込むための才能に秀でており，訓練も受けております。しかし，

医者の方はこうした営業活動に抗う訓練など受けておらず，そのような才能も

所与のものではありません（そういう才能は大学入試や医師国家試験では検定

しないからです）。前者は営業のプロであり，後者はアマチュアです。プロと

アマチュアが対峙した場合は「勝負にならない」のが一般的です。

　ところが，多くの医者は「自分たちは MR にはだまされない。ちゃんと情

報を取捨選択して吟味している」（だから，MR から接待されたっていいんだ）

と言います。「自分たちはダマされない」と固く信じこんでいる人物は，詐欺

師にとってもっともたやすく騙すことができるカモだというのに。騙すのが難

しいのは「おれは騙されているんじゃないか」と常にビクビク怯えているよう

な人物なのですから。

　「自分はカモにされているんじゃないか」とビクビクするような人物が，そ

もそも賭場で丁半張るようなリスクを冒すでしょうか。ありえません。君子危

うきに近寄らず。そういう人物はだから，MR の巧みな新薬説明会や，新薬発
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売記念パーティーや，講演会，ランチョンセミナーの類には近寄らないので

す。「自分が騙されていない」と確信している人物だけが，諸肌脱ぎにギャン

ブルに走るのです。

　そういう製薬業界のカモにされた人物は，業界にべったりしているうちにだ

んだん業界の口調を身につけるようになっていきます。これはどこの業界でも

同じことです。芸能界にどっぷりいると芸能界の符丁を身につけ，ヤクザの世

界にいるとヤクザの符丁を覚えます。朱に交われば赤くなるのです。製薬業界

の自主勉強会の講師なんかに呼ばれ続け，そこでチヤホヤされている医者は，

だんだん業界の符丁を覚え，まるで MR のような口の利き方をするようにな

ります。ある医者の HIV 系の講演を聞いていたとき，隣にいた奥さんは「ま

るで背中のファスナーをおろしたら中から MR が出てきそうだ」と言いまし

た。そういう，MR が医者のキグルミを着ているかのような講演は珍しくあり

ません。

　神戸大学病院感染症内科では初期・後期研修医は MR と直接コンタクトを

とることは禁止されています。薬の説明会と称する弁当配布会もありません。

新薬発売一周年記念パーティーみたいなのは「自主的な判断」に任せていまし

たが，これも目に余るので先日禁止しました。ただし，後期研修を卒業した彼

らが，新天地でそのような誘惑に負けてしまった場合のリスクは危惧していま

す。女を知らないナイーブな田舎者が都会に出てキャバクラなんかにハマりこ

むことがあります。だから，形式的に禁止にするだけでなく，何がどう問題な

のかを自分で理解してもらわねばなりません。が，言うのは簡単ですが，実際

にやるのは難しい。シャブのリスクを体得させるために，「実際にやってみる」

ことはできませんから。

　背中のファスナーをおろすと MR が出てきそうな医者たちの問題は，彼ら

にまったく病識がないことです。少しずつシャブ漬けにされたようなもので，

「別に問題無いじゃん。気持ちいいし」なのです。そして，自分たちのあり方

を正当化するためにあれこれ詭弁を用いるようになります。「製薬業界は全否

定するのは間違っている」といった，ありがちな常套句（クリシェ）を使って
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自らを正当化します。製薬業界を肯定するのと，MR にタメ口きいたり接待を

受けて権力者の耽美に浸ることは別物なんだ，ということがわかっていませ

ん。いや，わからないふりをしています。

　「MR なしでどうやって薬の勉強をしたらいいの？」と今でも真顔で訊いて

くる医者がいます。逆に「MR からどのようにまっとうな薬の勉強ができるの

か」とぼくは問いたい。A という薬を使えるということは，A という薬につ

いての一意的な知識があるのみでは不可能です。B や C や D や E といった類

似の薬と A を比較して，B でも C でも D でも E でもなく，A を選ぶべきだ，

という必然性を見出して，初めて A という薬を選択できるのです。そのよう

な相対的な視座から薬を語る MR は稀有な存在です。バイアスなしに相対情

報を提供する MR は，まずゼロです。「皮膚軟部組織感染症には，うちの第 3

世代なんとかマイシンよりも値段が安くて PK 的に有利で，しかも安価なセ

ファレキシンのほうがベターですよ」という MR はまだ見たことがない。

　薬について情報を得たければ，薬のプロで利益相反のない薬剤師さんを活用

すればよいのです。そういえば，薬剤師さんにタメ口きく医者もいやですね。

ぼくはコメディカルには敬語を基本としていますし（友だちになればタメ口で

すが），研修医にもそう指導しています。薬剤師さんは A，B，C，D，E とい

う薬を相対的に見ることのできるプロですから，MR よりもはるかに妥当性の

高い情報を提供してくれます。また，薬剤師とはそういう存在であるべきで

す。そういう意味では，気軽に相談できる薬剤師を遠くに追いやったものとし

て，院外薬局制度とはまったくイケてないシステムでした。検査の外注同様，

カネの論理でのみものごとを決めると失敗する事例です。

　サッカー選手とレフリーの関係のように，医者と製薬業界も誠実に，プロ

フェッショナルに，互いをリスペクトして医療・医学の発展のために協働して

いきたいものです。まず今からすぐできることとして，ちゃんと敬語を使うこ

と，から始めるというのはどうでしょう。

岩田健太郎
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