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■医療現場と薬学教育の乖離

【大八木】私が薬剤師をやっていた1990年の初めぐらい
は，薬剤師の病棟活動について議論はありましたがまだ
始まる一歩手前でした。実際に大学で学ぶことも基礎薬
学が中心でした。臨床に興味をもっている一部の学生だ
けが，先進的な病院に就職して臨床業務を行うという感
じでした。実際いまの現場の薬剤師はどれぐらい病棟業
務に関心があるのでしょうか？
【杉　田】2012年になって病棟薬剤業務実施加算が設けら
れ，だんだん薬剤師が病棟に行くという流れになってき
ました。しかし，病棟に行く人は行き，それに賛同でき
ない人は薬剤部内で調剤を頑張るといった時代が数年続
きました。ようやく薬学部が6年制となり研究よりも臨
床業務を重視した教育が進んだことで，病棟に行くのが
あたりまえというようになってきてはいます。ただ，病
院薬剤師が5万人いるなか，病棟に行くことを望んでい

るのは私の感覚では多分半分程度だと思います。さら
に，本当に好きでやりたくてというのがその半分で，あ
との半分の人たちは業務だからという感じです。
【大八木】積極的に病棟に行きたいと思っている薬剤師は
全体の2割くらいということですか？
【杉　田】そうですね。当院だけではなくて，近隣を見渡
してみてもそう感じます。それはなぜかというと，大学
で臨床薬剤師を育成しようとしているにも関わらず入学
する学生の先を見据えた考えがないからだと思います。
また，大学と現場との臨床的に必要な教育の考えに開き
があるからなのではないでしょうか。学生実習を受け入
れていても，すべてではありませんが，基本的なことが
できていない学生がいるのが現実です。5年生で病院・
薬局で実務実習を行いますが6年生になったら卒業論文
や国家試験の勉強ということで，臨床で必要な勉強が十
分にできているのかなという疑問はあります。
【大八木】医療現場が薬剤師に求めているものといまの薬

杉田　直哉氏 京都府綾部市立病院
薬剤部 薬剤部長 大八木秀和氏 JCHO大阪病院

循環器内科 山田　雅也氏 大分三愛メディカルセンター
薬剤部 薬剤部長

　もっと深く病態を理解して薬物治療に参加したい，薬剤師の専門知識を医師にもっとうまく伝えたい。多くの
薬剤師が目指す理想の薬剤師像に到達するために必要なものは何だろうか。その1つとして「基本的臨床医学知
識」の重要性を唱え『医師ともっと話せるようになるための基本的臨床医学知識（じほう）』の監修，編集を務
めた，大八木氏，杉田氏，山田氏が，その意義と習得方法を熱く語りました。

基本的臨床医学知識をマスターしよう！
理想の薬剤師像に近づくためのアプローチ

座談会
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■メーリングリストでの活発な情報交換が特徴
─IDATENは，日本感染症教育研究会（Infectious 
Diseases Association for Teaching and Education in 
Nippon）の略称です。感染症科がほとんど存在しなかっ
た2005年，感染症の実地診療が行える医師の育成・支援
を目的に活動を開始し，サマーセミナー，ウインターセ
ミナーなどの感染症診療合宿などを行ってきた
IDATENですが，現在は薬剤師や看護師，臨床検査技
師，さらに行政関係者など多職種かつさまざまな経歴の
方々が参加しています。活動の一番の特徴はメーリング
リストです。参加人数は7,500人ほどで非常に活発に情
報交換がされています。メーリングリスト開設から12
年で約1万2,500通，直近1年では年間900通，1日平均

で約2.5通もの情報交換がされています。投稿内容は感
染症に関するセミナーの情報，新しいエビデンスの紹介
などさまざまですが，一番は症例の相談ができるところ
です。薬剤師は日常の感染症診療・感染対策のサポート
を行うなかで周りに相談できる人がいなくて困ることも
多いかと思います。そんなときIDATENのメーリング
リストに相談すると会員の方々が豊富な経験やエビデン
スに基づいた知識で相談に乗ってくださいます。しかも
親身で回答が非常に早い，まさに「韋駄天」でとても助
かります。メーリングリストでの議論が白熱することも
ありますが，建設的にというルールと教育熱心な方が多
いことから炎上することはありません。ここでは，現在
まで多くの情報や知見が共有・蓄積されています。その

枦　　秀樹
H A S H I  H i d e k i

東京ベイ・浦安市川医療センター薬剤室

　抗微生物剤の不適切使用による薬剤耐性菌の増加が
いま国際的に大きな脅威となっている。わが国でも政
府が「AMR対策アクションプラン」を策定し対策に
乗り出すなかで，薬剤師への期待は大きく全薬剤師を
あげての取り組みが期待される。こうした状況から，
日本感染症教育研究会（IDATEN）はその薬剤師部会
としてIDATEN pharmを発足させた。今後，感染症
診療に関する情報共有の場や，診断・治療から抗微生
物剤の決定に至るまでの過程について各地域で体系的
に学べる教育コンテンツを提供していくという。
　今回，IDATEN pharm世話人である東京ベイ・浦
安市川医療センター薬剤室 枦秀樹氏に今後の活動に
ついて話を聞いた。

IDATEN pharm発足！
感染症診療の情報共有の場と教育コンテンツを提供
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特 集

生物学的製剤

IBD治療薬の選び方，使い方

コモンな難病 炎症性腸疾患の薬物療法

炎症性腸疾患に対する生物学的製剤
──Overview

　炎症性腸疾患（inflammatory bowel disease；IBD）
に対する生物学的製剤として，わが国では抗TNF- α抗
体製剤であるインフリキシマブ（レミケード®），アダ

リムマブ（ヒュミラ®），ゴリムマブ（シンポニー®），
抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤であるウス
テキヌマブ（ステラーラ®）の計4製剤が使用可能であ
る（2017年10月現在）（表1）。なお，インフリキシマブ
のバイオシミラーは，本稿ではインフリキシマブに統一
して扱う。各生物学的製剤の投与方法を表2に示した。

遠藤　克哉
ENDO Katsuya

 潰瘍性大腸炎に対しては抗TNF- α抗体製剤3剤（インフリキシマブ，アダリムマブ，ゴリムマブ）が
使用可能であり，ステロイド抵抗性で中等症以上の症例，ステロイド依存性で免疫調節薬の無効例・
不耐例が最も良い適応である。

 クローン病（CD）に対しては抗TNF- α抗体製剤2剤（インフリキシマブ，アダリムマブ）と抗ヒト
IL-12/23p40モノクローナル抗体製剤（ウステキヌマブ）が使用可能であり，いずれも既存治療で
効果不十分な中等症から重症の症例に適応がある。

  CDに対する抗TNF- α抗体製剤のTop down療法では予後不良因子を考慮した症例選別が重要であ
る。

  CDに対する抗TNF- α抗体製剤の効果減弱への対処法について知っておくべきである。

 炎症性腸疾患に対する各生物学的製剤の使い分けや使用順序については未解明の点が多く，今後議論
しなければならない。

Points

東北医科薬科大学病院消化器内科

表1　炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎・クローン病）に使用可能な生物学的製剤＊

一般名 商品名 製剤種別 投与経路 適　応

インフリキシマブ レミケード ヒト－マウスキメラ型抗体 点滴静注 UC・CD

アダリムマブ ヒュミラ 完全ヒト型抗体 皮下注 UC・CD

ゴリムマブ シンポニー 完全ヒト型抗体 皮下注 UC

ウステキヌマブ ステラーラ 完全ヒト型抗体 点滴静注・皮下注 CD

＊：2017年10月現在保険適用のもの



編集：野村　久祥（国立がん研究センター東病院薬剤部）
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はじめに
　何か情報を得たいとき，PCやスマホ，タブレットな
どでWebにアクセスし，サーチボックスにポンポンと
キーワードを入れて検索をすることは日常茶飯事のこと
ですね。こんなに簡単にChromeやFireFoxなどのサー
チエンジンで検索ができて，それなりの情報を得られる
状況で，なぜ仕事上では改めて医中誌WebやPubMed
で文献検索をしなければいけないのでしょうか？　文献
ならWebの検索でも見つかるのに…。そう感じたこと
はありませんか？
　皆さんが何気なく行っている検索も実はいろいろと深

いものがあります。そして，だからこそ医中誌Webや
PubMedで検索をするのです。本稿では，文献検索のだ
からこそとはいったい何であるのかという点，そしてい
つもよりもちょっと深く検索をしたいときのポイントに
ついてご紹介します。

海釣りと生け簀釣り
　さて，何気なく行う検索ですが，その検索をする場所
について考えたことはありますか？
　検索を釣りに例えてみましょう。釣りをする場所に
は，船あるいは海岸から直接釣るときの海や釣り堀のよ

なぜ医中誌WebやPubMedで文献を検索しなければいけないの？　
Web検索でも見つかるのに…

山崎むつみ　YAMAZAKI Mutsumi
静岡県立静岡がんセンター医学図書館

POINTS

 検索は例えていうと釣り。海釣りと生け簀釣りがあります。

 検索に使うコトバを，使う場面で意識してみましょう。キーワード，検索語，
索引語。3つの場面でコトバは変化します。

 文献検索は文献を探すときの根拠のある行動です。

第1回　文献検索

新連載
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その症状は医薬品が原因なのか？！
副作用の可能性を考えるときに，脳内ではどんな考えがせめぎ合うのか？！
3つのステップで副作用を推論しよう！

3stepで
考える！

15

この慢性血栓塞栓性肺高血圧症は
抗精神病薬によるものか

柴田　啓智　SHIBATA Akitomo
済生会熊本病院薬剤部

・ 慢性血栓塞栓性肺高血圧症の特徴を説明できるようになる。
・ 頻度の高い薬剤性血栓塞栓症について知りたくなり，調べてしまう。
・ 抗精神病薬による血栓塞栓症を疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようなる。

　60歳代男性。統合失調症のためA病院にて加療中であった。1年前より労作時の呼吸困難が出現し，
B病院を紹介された。検査では心胸郭比の拡大，BNP高値，心電図のST変化，心エコーでの壁運動異
常を認めたが，本人が精査を望まず経過観察となっていた。3カ月前より呼吸困難が増悪し，平地での
短距離歩行でも息切れを感じ，2カ月前からは下腿浮腫を認め，精査加療目的で当院へ紹介となった。
　心エコー，胸部CT，肺換気血流シンチグラフィーの結果などから最終的に末梢性の慢性血栓塞栓性
肺高血圧症と診断され，バルーン肺動脈拡張術などの治療が施行された。医師から，服用している医薬
品のなかに慢性血栓塞栓性肺高血圧症の原因となる医薬品があるか尋ねられた。
・家族歴：特記事項なし
・生活歴：臥床傾向はなく，屋内外活動されている
・嗜　好：喫煙（15本/日×20年）
・ 既往歴：統合失調症，逆流性食道炎（30年前より），気管支喘息（幼少期より），高血圧症，脂質異常
症（12年前より処方開始）

・ 薬剤アレルギー・副作用歴：なし

今月の一例



中野　一夫　NAKANO Kazuo
株式会社 ヘルスケア・システム研究所
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1メーカー1ディーラー制

　前回は1メーカー1ディーラー制の話に触れました。
今回は，この方式が医薬品メーカーとの交渉時にどのよ
うなメリットがあるのかについて述べてみたいと思いま
す。
　ヘルスケア・システム研究所が交渉の支援をしている
多くの施設において，購入実績1位の中外製薬を例に
とって考えてみましょう。主力商品は，アバスチン®，
ハーセプチン®，リツキサン®というところです。2017
年9月妥結時の状況をみても，やはりこの3品の購入割
合が高い印象でしたが，単品単価を値引き率でみると，
リツキサン®＞ハーセプチン®＞アバスチン®と1％ポイ
ントくらい価格差がついています。あくまで仮定での話
ですが，アバスチン®が13％とするとハーセプチン®が
14％，リツキサン®が15％というような価格体系になっ
ているところが多いようです。また，リツキサン®は中
外製薬より全薬工業から購入している病院のほうが，値
引き率は大きい傾向にあります。
　もし，アバスチン®をAディーラーから，ハーセプチ
ン®，リツキサン®をBディーラーから購入していると，
理屈からいうと中外製薬のメーカー加重は悪くなりま
す。なぜなら医薬品メーカー側としては，価格をいじら
れたくない薬剤と，ある程度やむをえないと考えている

薬剤は明確に分かれているのです。1メーカー1ディー
ラー制になっている病院であれば，価格を動かしやすい
リツキサン®の値引き率を大きくして，メーカー加重を
それなりにするという交渉が，医薬品メーカーと医薬品
ディーラーとの間でしやすくなります。
　逆に，単品ごとに医薬品ディーラーが異なれば，医薬
品メーカーはその品目ごとに希望価格を主張しやすくな
るので，病院にとっての交渉カードは少なくなってしま
うのです。
　オプジーボ®で世間を騒がした小野薬品工業でも同じ
ことがいえます。オプジーボ®とそれ以外の薬剤を異な
る医薬品ディーラーが納入していれば，小野薬品工業に
対する病院からの圧力は分散してしまいます。オプジー
ボ®は，昨年度に薬価が半額に下げられたとはいえ，ま
だまだ病院での購入額が大きい薬剤ですので，値引き率
0.5％の差といえども病院経営にとって与える影響は大
きいのです。
　以上のことを裏を返していえば，多品目の薬剤を病院
に納入している医薬品メーカーからすれば，品目ごとに
いろいろな医薬品ディーラーが帳合をもっているほう
が，医薬品メーカーは医薬品ディーラーに対して，自身
の都合を押し付けやすいのです。

価格交渉での具体的なアプローチ
第4回
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 症　例：50歳代女性
 初診時主訴：眠れない，食欲がない
 既往歴：特記すべき事項なし
 家族歴：精神科的家族歴否定
 生育歴：特記すべき問題なく生育し，高校卒業後
に自営業手伝いを経て，20歳代前半に見合い結
婚，一女をもうけた。現在は専業主婦であり，夫
および長女との3人暮らしだった。
 飲酒・喫煙習慣：否定
 有機溶剤吸飲・覚醒剤使用歴：否定
 月　経：閉経，妊娠は否定
 病前性格：陽気，友人多い

　半年前のある朝，OLの長女はいつものように自宅か

ら出かけましたが，最寄りの駅周辺から携帯電話で自宅
に連絡がありました。そんなことはこれまでなかったの
で，驚いて「何かあったの？」と応対したところ，「た
だ何となく掛けてみたの。これから電車に乗るの，行っ
てきます」とのことでした。その日，長女は仕事の後で
友人と出かける予定と聞いていたので，帰宅が少し遅く
なることは承知していました。「それにしては遅い」と
考えているところに警察から電話連絡があり，「お嬢さ
んが交通事故に遭い，病院に運ばれた」とのこと。大慌
てでその病院に駆けつけたところ，救急救命センターの
医師から「手は尽くしましたが」とまさかの悲報を伝え
られ，手も足も震えが止まらないまま「御遺体」と対面
することになりました。
　ところが，その御遺体は長女ではありませんでした
（！）ので，「娘ではありません！」と叫ぶと病院側も警
察官たちも大混乱に陥りました。乗っていたタクシーを

第4回
PTSD
不眠・食欲不振を訴えて受診した50歳代女性

　精神科医はいったい患者さんをどう診て，どう治療しているのか？　本連載では経験豊富な専門医が実際
の症例を通じて，時に真面目に，時に面白く精神科治療の実際を解説。映画好き必見のコラムもあります！


