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医療，教育，研究における臨床薬理学の役割

―IUPHAR，WHO，CIOMSの合同ポジションペーパー―
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日本語訳への序文

日本臨床薬理学会は，1970年に臨床薬理研究会として発足し，その後 1980年に学会組

織に移行して以来着実な発展を遂げ，現在では会員数約 3,000名を擁する法人格の学術団

体である．歴史的には，臨床薬理学は欧米で 1960年代に薬物治療の個別化を共通の目的と

する多分野の専門医が自発的に集合して設立された学問分野であり，当初から学際的な性

格を帯びていた．日本においても設立当初は医師が学会の主要な構成員であったが，近年

では薬物治療および医療全般における他職種（薬剤師，看護師など）協働が推進され，医

学研究へのバイオテクノロジー（遺伝子解析など）や情報科学の導入が進み，さらに社会

の高齢化に伴う医療内容の変化と新規医薬品開発に関わる規制制度の国際化等の社会情勢

の変化による影響を受け，現在では学会構成員は医師の他に薬剤師，看護師などの医療専

門職や企業の生物科学研究者の比率も増加し，一層学際的な性格が強まっている．また，

医薬品開発の国際化の潮流の中で臨床薬理学者は規制当局および製薬企業において臨床試

験（治験）関連の諸規制制度をハーモナイズする過程で多大な貢献を行っている．さらに，

新興感染症に対する未承認薬物のコンパッショネート使用や，開発途上国における経済格

差の制約のなかで薬物治療の質を確保するためのエッセンシャル薬物リストの作成は臨床

薬理学の貢献分野として注目されている．

このように臨床薬理学のミッションはますます学際的な性格を帯び，学会のあるべき姿

を包括的に議論し理解することは困難となりつつある．臨床薬理学を取り巻く国内外の情

勢変化に対応して，我が臨床薬理学会はいかに対応すべきであろうか．学会は共通の学問

上の興味や社会的目的を有する研究者が科学の発展と成果の社会還元を目的として自発的

に設立する学術団体であるから，それぞれの団体は自らの存在意義と使命を公にする必要

がある．そのような折から，2010年に欧州の臨床薬理学研究者が中心となり International

Union of Basic and Clinical Pharmacology（IUPHAR）, World Health Organization（WHO）およ

び Council for International Organization of Medical Sciences（CIOMS）との共同事業として公

刊した Position Paper,BClinical Pharmacology in Health Care, Teaching and ResearchCは臨床薬

理学の歴史と現状の総括に基づき将来の展望に始まり，臨床薬理学のミッションである薬

物治療における臨床薬理学の実践，臨床薬理教育のカリキュラム，科学研究の方向性，医

薬品開発における規制機関および製薬企業における臨床薬理専門家のキャリアパスまで包

括的に論じた，臨床薬理学の今日的な自画像とも言える労作である．

「臨床薬理」編集委員会は，日本臨床薬理学会会員が臨床薬理学会のミッションを議論し，

その存在意義を広く関連諸学会にアピールするために，本 Position Paperを邦訳し学会誌

に掲載すべきであると考えた．そこで，編集委員会は理事会承認のもとで IUPHAR担当者

から本 Position Paperの邦訳許可を得て今般学会誌に邦訳版を掲載するに至った．この間，

編集委員の方々には多忙を顧みず快く翻訳の労をお取り頂いたことに深く感謝する．

平成 26年 11月

「臨床薬理」誌 編集長 越前宏俊

（編集委員会を代表して)
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略 語

ADR Adverse drug reaction 薬物有害反応

ADME Absorption, distribution, metabolism and excretion 吸収，分布，代謝，排泄

AIDS Acquired immunodeficiency syndrome 後天性免疫不全症候群

CIOMS Council for International Organizations of Medical Sciences 国際医科学機構評議会

CME Continuing medical education 生涯医学教育

CNS Central nervous system 中枢神経系

CP Clinical pharmacology 臨床薬理学

CPT Clinical pharmacology and therapeutics 臨床薬理・治療学

CRO Clinical research organization 臨床研究（受託）機関

CVS Cardiovascular system 心臓血管系

CYP Cytochrome P450 チトクローム P450

DNA Deoxyribonucleic acid デオキシリボ核酸

EMA European Medicines Agency 欧州医薬品庁

EU European Union 欧州連合

FDA Food and Drug Administration（in USA） （米国）食品医薬品局

GCP Good clinical practice 医薬品の臨床試験の実施の基準

GLP Good laboratory practice 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施基準（公式の日本語訳はない)

GMP Good manufacturing practice 医薬品の製造管理および品質管理に関する基準

GxP The combination of GCP, GLP, and GMP 医薬品規制 3基準

HIV Human immunodeficiency virus ヒト免疫不全ウイルス

HTA Health technology assessment 医療技術評価

IP Intellectual property 知的財産

IUPHAR International Union of Basic and Clinical Pharmacology 国際基礎・臨床薬理学連合

NIH National Institute of Health（in USA） （米国）国立衛生研究所

(訳者注：伝統的に衛生研究所と訳されているが，素直に訳せば国立健康機関)

NMRA National Medicines Regulatory Authority 国立医薬品規制機関

OTC Over the counter 非処方薬（一般用医薬品)

PD Pharmacodynamics 薬力学

PK Pharmacokinetics 薬物動態（学)

R&D Research and development 研究と開発

RCT Randomised controlled trial 無作為化比較（臨床）試験

RUM Rational use of medicines 合理的医薬品使用（医薬品の適正使用）

TDM Therapeutic drug monitoring 治療薬物（血中濃度）モニタリング

TNF Tumor necrosis factor 腫瘍壊死因子

WHO World Health Organization 世界保健機関



1 ．総概要

定 義

臨床薬理学は，薬物とヒトとの関係のあらゆる側面に関

係する科学である．この分野は，いわゆる集学的領域であ

り医学，薬理学，薬学，生物医学，看護学を含む多種多様

な科学的技術をもつ専門家が関連する．ただし，「臨床薬理

学者」という用語は，通常，臨床薬理学を専門分野とする

医師を意味している．臨床薬理学の専門家を目指す者は数

年間の卒後研修を医療や教育，研究に関連する上記領域で

行う．臨床薬理学者の第一の目的は，優れた医薬品を開発

し，安全かつ効果的な薬物の利用を促進することにより，

直接または間接的に，患者ケアを改善することにある．

目 的

本ポジションペーパー（以後 PPと略）は，1970年に世

界保健機関（WHO）により刊行された報告書の内容を受け，

21世紀初頭における臨床薬理学の現状を詳述する目的で

作成された（1）．本 PPはおもに政府や省庁および関連諸

機関の意思決定者を対象に，加えて第一次ならびに第二次

医療に携わる医療機関の経営者ならびに責任ある立場にあ

る者，製薬企業幹部を対象として想定した．本 PPでは，臨

床薬理学の専門知識がすべての社会構成員に対してより良

質の医療を提供し，大きな利益をもたらしうることを詳細

に述べる．

患者ケアにおける臨床薬理学

臨床薬理学は，患者の臨床ケアを向上させうる多くの手

法を開発した（第 6章参照）．その主要な目的は，患者個人

とその地域に住む患者集団のために，医薬品の合理的な使

用を実現することである．とくに，小児や高齢者の患者の

臨床ケアは，臨床薬理学者による特別な注意が必要な領域

であり，7章と 8章で述べられる．臨床薬理学者は新旧の

治療法の厳密な評価を行う専門家であり，薬物の適正使用

研究や薬剤疫学的手法，ならびに薬理遺伝学などのスキル

はその評価を手助けするものである．臨床薬理学者は，薬

物・治療委員会（Drug and Therapeutics Committees）で重要

な役割を担っており，医療の提供に新しく高価な医薬品を

いかに合理的に導入し利用するかを支援する．臨床薬理学

者は，薬剤師などの他の医療スタッフと協働して，医薬品

情報サービスを処方者に提供する．また，臨床薬理専門家

の業務には，薬物血中濃度モニタリング（TDM），臨床薬物

中毒学と医薬品安全性監視（pharmacovigilance，ファーマ

コビジランス）への関与も含まれる．薬物の有害事象は，

未だに患者に多くの問題を引き起こしている．しかし，そ

れらのほとんどは薬理学の知識によって予測可能であり，

医療の中で有害事象を防ぐ多くの対策をとることができる

はずである．

個別化医療とは，薬物治療が特定の患者における遺伝薬

理学または他の（臨床的）特性に基づくものであるとの認

識に基づいている．分野としては未だに揺籃期にあるもの

の，個々の患者の遺伝子情報または他の患者特性の知識を

利用して有害作用を最小限に抑えつつ，薬効を増強できる

という成果が得られつつある．

臨床薬理学の教育

臨床薬理学の教育は，臨床薬理学者の重要な任務である

（第 9章，付録Ⅰ，付録Ⅱ参照）．おそらく最も重要なのは，

医学部学生と早期研修期の医師などの未熟練な処方者の教

育である．地域によっては看護師や薬剤師が独自に処方す

る傾向が増加しているので，それらの医療職の処方教育や

訓練にも注意を払う必要がある．近年，若い医師たちの安

全かつ効果的に薬物を処方する能力が低下しているとの指

摘がある．医学生の訓練において処方能力を強化するため

に，新しい教育制度が開発されている．教育の評価は学習

意欲を増進させるので，評価制度も改善されつつある．臨

床薬理学の専門家は世界的に不足しているので，医師の中

で臨床薬理専門医を目指す者のための教育が付録Ⅱで言及

されている．しかし臨床薬理専門家に対する必要性（ニー

ズ），資源（リソース），および規制制度は国によって異な

るので，本 PPで提案されている臨床薬理学教育は，すべ

ての国にそのままで適応できるものではない．

臨床薬理学の研究領域

研究は，臨床薬理学者の自己研鑽と日常業務において極

めて重要な部分である（第 10章参照）．診療に従事する臨

床薬理学者は，個々の患者および患者集団における薬物使

用の質を向上させる方法および戦略を開発することに努力

を払っている．臨床薬理学的研究は，薬物に関する新たな
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科学的データを合理的な患者ケアに外挿することを目指す

という意味で，常に（基礎科学からの）橋渡し的な性格を

もつ．臨床試験のデザイン，実施および遂行においては，

とくに早期第Ⅰ相試験の段階において臨床薬理学者の関与

が増加することが有益である．これらの領域内で関与でき

る臨床薬理学者の訓練の強化が必要とされている．

臨床薬理学と製薬企業

製薬業界は，これまで最前線で臨床薬理学者の養成を支

援してきた（第 12章参照）．製薬企業において獲得できる

臨床試験などにおけるスキルの多くは，臨床薬理学者の包

括的な訓練に役立つ．しかし，製薬企業で長期的なキャリ

アを積む場合には，それだけでは不足で新たな訓練と経験

が必要な一揃いの能力育成が必要となる．

政府：臨床薬理学が果たす必須な役割

政府は，国民に対して安全で効果的な薬物療法の提供を

確保するために臨床薬理学者を必要としており，その多く

は病院や規制機関あるいは医療技術評価（health technolo-

gy assessment：HTA）の領域などで働いている（第 13章参

照）．臨床薬理学の貢献のない HTAは，少数の例外を除き

見られない．

150 カ国以上の国々が批准している WHO の協議事項

「国家的医薬品政策の構築のためのガイドライン」を実現

するために，臨床薬理学者は重要な役割を担っている（2）．

そのガイドラインでは以下の内容を保証することを目的と

している．

・医薬品の品質，安全性と有効性

・すべての人々の医薬品への公平なアクセス

／・合理的／高品質な薬物の使用

・成長可能かつ責任能力のあるその地域の製薬企業

臨床薬理学者は，従来合理的な薬物治療の恩恵を十分に

得られなかった人々の健康ニーズに，より多くの注意を

払っている．その中には小児や希少疾患患者，そして世界

の最貧地域での風土病患者が含まれる．現在，これらの患

者の医療ニーズを満たすための臨床薬理学者の養成のあり

方は，1970年に最初のWHO報告が予測したものとはかな

り異なったものとなっている（1）．

2 ．緒 言

約 40年前に世界保健機関（WHO）は当時の臨床薬理学

専門家のグループを招集し，臨床薬理学を定義し，それが

いかに医療における薬物の使用状況の改善に役立つかの概

要をまとめるために，議論させた（1）．その後，薬物療法

の重要性は，使用される薬物の効果や，薬物数とその多様

性，そして治療対象となる疾患数の面で著しく変化した．

とりわけ，分子生物学の分野の研究が医薬品開発において

ますます重要性を増してきたが，医薬品の合理的使用

（rational use of medicines：RUM）を支える薬理学的原則の

重要性は 1970年当時と変化していない（訳者注：RUMは

医薬品の適正使用と訳されることもあるが，ここでは合理

的，科学的に当たる rationalの語感を尊重して合理的使用

とした）．

1970年の報告書が公表されて以来，医薬品開発のコスト

は大幅に上昇しており，新規化学物質を市場に参入させる

ために要するコストは優に 10億米ドル（6.38億英ポンド，

7.64億ユーロ）を超す．その結果，新たに開発された薬物

は非常に高値となり，経済資源の乏しい国々では，住民に

対してそれらの高価な薬物療法を提供することが困難と

なっている．ただし，大手製薬企業が非常に低価格あるい

は無償で新規医薬品（例：オンコセルカ症治療薬イベルメ

クチン）を提供するなど歓迎すべき例外事例はある．先進

国で資源豊かな国々でさえ，患者が高価な薬物療法にアク

セスすることが経済的理由で制限されることが増え，これ

が薬物療法の対費用効果などの新しい概念と薬剤経済学の

分野の発達を生んでいる．

臨床薬理学が，これらの新たな問題に直面している一方

で，我々は未だに 1970年代に認識された薬物療法におけ

る諸問題を解決しきれていない．薬物による有害反応（副

作用）（ADRs）は入院の原因として珍しくないが（3），この

問題が過去数十年以上減少していない主な理由は，我々が

この問題についてほとんど対策をとらなかったためであ

る．さらに，有害反応の問題は併用療法の増加と，患者の

高齢化によりかつてよりも深刻化さえしている．有害反応

が入院原因の約 7％を占めており，とくに高齢の患者にお
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いては死因となることも珍しくないと考えられている（4，5）．

このような疫学研究からファーマコビジランスの分野が生

まれた．これらの副作用の多くは予測可能であり，処方者

に対する教育がもっと適切に行われていれば，防ぐことが

できるものである．1970年以降，適切な医薬品情報や知識

への容易なアクセスを提供するコンピュータとインター

ネットの普及にもかかわらず，処方過程に発生する過誤の

問題は大幅には改善されていない（6）．この問題は，これ

までのところ資源の豊かな国々について多く報告されてい

るが，資源の乏しい国々にも同様に存在するはずである．

以上の教訓や指摘された問題に鑑みて，WHO報告を改

訂する時に来ていることは明らかである．今回の PPは，

世界保健機関（WHO），国際基礎・臨床薬理学連合（In-

ternational Union of Basic and Clinical Pharmacology：IU-

PHAR）と国際医科学機構評議会（Council for International

Organizations of Medical Sciences：CIOMS）との間のパート

ナーシップから生まれた．臨床薬理学は 1980年代から 20

年間にわたり勢力を拡大したが，その後多くの国で幾分退

潮の兆しがある．製薬企業にとって臨床薬理学は今後も重

要であることを疑う余地はないが，ここ数年間に臨床薬理

学が関係する新たな分野が生まれ再び臨床薬理学への関心

が高まる兆しが見られる（7）．製薬業界と国民保健サービ

ス（英国における NHS）との関係に関する最近の報告書で

は，NHSにおいて臨床薬理学を中核分野として再構築する

ことは，英国における医療の将来のために極めて重要であ

ると述べており，これは他の多くの国々においても当ては

まることである（8）．

本 PPでは，（1970年の）WHO報告書の概念を更新する

ことによって，21世紀初頭の臨床薬理学のための新たな舞

台を設定することを目標としている．我々は，製薬業界お

よび政府との関連における臨床薬理学を記述し，医療，教

育，研究における臨床薬理学の重要な役割について詳述す

るために，著名な臨床薬理学者に各章の執筆を依頼した．

この文書が，多くの人々，とくに若い医師で臨床薬理学を

専門分野として選択しようとしている者，そして，WHO

の医薬品政策の合理的使用に例示されているように，より

安全で効果的な薬物療法への改善にとくに関心を持ってい

る者に役立つことを願っている（9）．しかしこの PPは政

府や保健衛生関連省庁，同様に第一次と第二次医療機関の

経営者や責任ある立場にある者，製薬企業幹部など，種々

の組織における意思決定者をとくに対象としている．この

PPは臨床薬理学の専門知識がすべての患者集団のために

より良い医療を提供するために，大きな利益をもたらすこ

とを詳細に述べている．

3 ．臨床薬理学の定義

臨床薬理学は，薬物とヒトとのあらゆる側面に関与する

科学である．その領域は，新規医薬品の発見と開発，治療

薬としての薬物の応用，薬物使用，個人レベルと社会全体

における薬物の有益効果と有害効果，そして薬物の意図的

濫用にまで及ぶ．臨床薬理学は，医学や薬理学，薬学，生

物医学，看護学を含む多種多様な科学的技術をもって専門

家が協働する集学的科学である．その他にも臨床薬理学は，

社会および行動科学者，歯科医師，経済学者，疫学者，遺

伝学者，毒物学者，数学者やコンピュータ科学者等とも協

働することがある．

「臨床薬理学者」という用語は通常，臨床薬理学を専門分

野とする内科医師を指す．彼らは通常，臨床試験，薬効評

価，薬剤疫学，薬剤経済学，ファーマコビジランス，臨床

薬物毒性学などを含む臨床薬理学の重要な分野で卒後研修

（付録Ⅱ参照）を数年間実施している．一部の国では，臨床

薬理学専門医を内科学の専門医として認証する制度がある

が，多くの国ではそうなっていない．今回の PPは，医学分

野の臨床薬理学者（medical clinical pharmacologists）につい

て言及したものである．
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4 ．臨床薬理学の歴史

臨床薬理学という用語は新しいが，本質的には古くから

ある学問領域である．薬物療法の実践は古代にもあったし，

また最初の生薬として使用されたキニーネ，レセルピンや

アルテミシニンなどのような薬物の発見にまで遡る．心不

全の治療（10）におけるジギタリス（foxglove，キツネノテ

ブクロ）の使用についての，ウィリアム・ウィザリング

（WilliamWithering）の論文が，臨床薬理学の最初の科学論

文であるとしばしば言及されているが，ジギタリス（digi-

talis）の薬理学が正確な臨床薬理学的方法で検討されるま

でに実に 200年もの時間がかかった．科学的な分野として

の臨床薬理学は，20世紀の半ばから始まった．誰が最初に

この名称の使用を開始したかを確定することは各国間で意

見が異なり，困難である．20世紀の半ばに活躍した著名な

薬理学者たちが協働して，薬理学と薬物についての臨床知

識を蓄積し，薬物評価をそれまでの試行錯誤に依存した方

法論から科学的方法論に変革した．英語圏では，コーネル

大学のハリー・ゴールド（Harry Gold）が，1940年代初頭に

臨床薬理学の名前を最初に導入した人物として一般に引用

されている（10，11）．しかし，独語圏では 1914年に，教科

書でハンス・ホルストマイヤー（Hans Horst Meyer）とルド

ルフ・ゴットリード（Rudolf Gottlied）がこの用語を使用し

ている．その書籍の題名は「臨床および実験薬理学

（Pharmacology, Clinical and Experimental）」である．また独

語文献では，1932 年にボン大学内科学教授ポール・マル

ティーニ（Paul Martini）が「治療研究の方法論（Method-

ology of Therapeutic Investigation）」と題する単行本を発表

したため，最初の臨床薬理学者と一部では考えられている

（12）．シェリーとバウアー（Shelley and Baur）によると，

（マルティーニは独語のみで業績を公表したため）彼の貢

献は英語圏では注目されなかったとされる（12）．英語文献

では，とくにスコットランドに「マテリア・メディカ（materia

medica）」（訳者注：マテリア・メディカは治療に用いられた

植物などの知識を集積した本草学書）の長い伝統がある．

1884年，ジョン・ミッチェル・ブルース（John Mitchell Bruce）

は「マテリア・メディカと治療．病気の合理的治療入門」と

題した教科書を出版した．これは 20版を重ね，ディリング

（Dilling）が編集した「臨床薬理学（Clinical Pharmacology）」

となった．この本は，「臨床薬理学（Clinical Pharmacology）」

と題されたデズモンド・ローレンス（Desmond Laurence）の

教科書と同じ年（1960年）に出版された．しかし，学問分

野として臨床薬理学を発展させるために最も積極的な試み

が米国で行われたことは間違いない（13，14）．重要な里程

標としては，1960年にグッドマンとギルマン（Goodman

and Gilman）が「治療の薬理学的基礎（The Pharmacological

Basis of Therapeutics）」の初版本を刊行し，コーネル大学の

ウォルター・モデル（Walter Modell）が「臨床薬理学と治療

（Clinical Pharmacology and Therapeutics）」と題するこの分野

で最初の学術雑誌の刊行を開始した．

1960年代初頭に，米国が臨床薬理学者の養成の世界的中

心地となった．NIH 主任ジェームズ・シャノン（James

Shannon）と彼の同僚バーナード B.ブロディ（Bernard B.

Brodie）とジュリウス・アクセルロッド（Julius Axelrod）は，

生化学的薬理学を科学として確立し，また体液中の薬物濃

度測定を臨床薬理学のツールとして導入した．臨床薬理学

の卓越したいくつかのセンターでは，世界中から集まった

若い臨床薬理学者に訓練の場を提供した．ジョン・ホプキ

ンス病院のハリー・ビーチャー（Harry Beecher）の弟子で

あったルーイス・ラザニア（Louis Lasagna）によって，臨床

的な薬物評価法を向上させるためになされた努力は，とく

に評価されるべきである（13，14）．1966年に，ラザニアは

今でも通用する素晴らしい論文で臨床薬理学の現状と将来

の発展を記述した（14）．臨床薬理遺伝学の誕生は，ワー

ナー・カロー（Werner Kalow）と A. G. モトルスキー（A. G.

Motulsky）の先駆的な貢献に帰することができる（15，16）．

臨床薬理学は，同時期にヨーロッパでも基礎薬理学と臨

床医学における強い基盤を有する英国を中心として急速に

成長した．とくに言及されるべき人物は，ジョン・ガデュム

卿（Sir John Gaddum），ホレス・スマーク卿（Sir Horace Smirk）

とオースティン・ブラッドフォード・ヒル卿（Sir Austin

Bradford Hill）である（10）．スコットランドではマテリア・

メディカの講座が古くから設立されていたものの，臨床薬

理学の大学講座は，1960年代の終わりにまずドイツ，英国，

スウェーデンで設けられた．分野の学術的成長はまたフラ

ンスでも見られた（17）．IUPHARは臨床薬理学を発展させ

るために早期から関与しており，臨床薬理学の分科は 1970

年代初頭に，そして部門は 1990年代に設置された．幾人か

の IUPHARの中心人物がこの分野を強く牽引した．とくに

スウェーデン出身の初代会長のビョリィエ・ウヴネス

（Börje Uvnäs），また英国のアーノルド・バーゲン卿（Sir

Arnold Burgen）とチェコスロバキアのヘレナ・ラスコバ

（Helena Raskova）は，薬理学が発展するためには，臨床つ
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まり患者のベッドサイドに進出すべきであることを理解し

ていた．WHOは 1970年に，臨床薬理学の領域，組織と訓

練に関する報告をまとめるために，ルーイス・ラザニア

（Louis Lasagna）（米国），フランツ・グロス（Franz Gross）

（ドイツ）とレオン・ゴールドバーグ（Leon Goldberg）（米

国），デリック・ダンロップ卿（Sir Derrick Dunlop）（英国）

が率いる研究班を組織した（1）．1991年に欧州WHOは，

教育，研究，医療における臨床薬理学の役割に関する論文

を掲載する欧州臨床薬理学雑誌（European Journal of Clini-

cal Pharmacology）の刊行を開始した（18）．また，この頃か

らプライマリケアにおける RUMの原理の重要性が強調さ

れるようになった．ジョン・ベイン卿（Sir John Vane），

ジェームス・ブラック卿（Sir James Black），ジョージ・ヒッ

チングス（George Hitchings），ガートルード・エリオン

（Gertrude Elion）とアービッド・カールソン（Arvid Carlsson）

のような医学の分野におけるノーベル賞受賞者は，最良の

意味で臨床薬理学的研究の代表者と考えることができる．

彼らは皆，臨床医学に新しい薬物療法の原理を導入するた

めに努力した際に，臨床薬理学を「実践」していたのであっ

た．

5 ．グローバルな医療における

臨床薬理学の位置づけ

現代の薬物療法は，過去 50年間で紛れもなく先進国の

人々の健康状態を改善した．ポリオ，ジフテリアや百日咳

などの疾患は，経済的に豊かな国々ではおおよそ根絶され

ている．かつては致命的であった感染性疾患も，現代の抗

菌薬治療では治癒が可能になった．複雑な手術も，我々の

祖先の想像を超えて，近代的な麻酔薬を使用して安全かつ

効果的に行うことができる．喘息，高血圧や高コレステロー

ル血症などの慢性疾患患者は，安全かつ効果的な（薬物í治

療法の出現で計り知れない恩恵を受けている．

一方，発展途上国，新興国，先進国のいずれにおいても，

薬物治療の十分な恩恵を受けられない膨大な数の患者が未

だ存在するのも事実である．たとえば，喫緊に必要なもの

／ ／としてヒト免疫不全ウイルス／エイズ（HIV／AIDS）やマラ

リアや結核に対する，有効なワクチンが未だに利用できな

いことが挙げられよう．また，我々は，未だにアルツハイ

マー病，パーキンソン病，ハンチントン病など，神経変性

疾患を持つ人々の神経機能の低下を防止する手段を全く

持っていない．たとえ，効果的なワクチンや治療法が開発

されたとしても，多くの場合，世界の貧しい地域の人々に

とって直ぐに利用できないだろう．20世紀後半における新

薬の供給源は，事実上研究基盤を持つ製薬企業のみであっ

た．これらの企業は，しばしば創造性をもって医薬品を発

見し，開発し，製品を提供してきたが，その対象はもっぱ

ら自らの活動基盤を維持するのに必要なコストを支払うこ

とができる豊かな国々の医療システムの下にいる人々で

あった．

貧しい国々の人々は，創薬研究の成果を利用するための

適切な医療基盤が不足しているだけでなく，コストを調達

することができないため，ほとんど最新の薬物治療の恩恵

を受けることはなかった．（これらの地域で）満たされてい

ない医療の必要性（unmet medical needs）を解決する見通し

についてはかつて一度も改善の兆しが見えたことがない．

分子生物学的技術の進歩によって，生命に関わる悲惨な疾

病を軽快または治癒させる可能性のある薬物感受性標的を

同定できる見込みがある．多くの大手製薬企業の大規模な
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医薬品候補群（chemical library）は，高能率な候補化合物ス

クリーニングとコンビナトリアル化学（combinatorial

chemistry）により，想像を超えた恩恵を我々に提供してい

る．また，一連のバイオテクノロジー（生命工学）技術の

出現は，革新的な医薬品の開発に比類のない取組み方を提

供している．

しかし，このような科学の進歩による新規医薬品開発に

もかかわらず，将来の展望は必ずしも明るくない．製薬企

業，バイオ医薬品企業と同様に，政府と非営利団体による

生物医学研究への記録的な資本投資にもかかわらず，医薬

品審査規制当局によって認可される新規活性分子の数が劇

的に減少している．市場に新製品を上市するコストが，年

率 10％の割合で増加しており，その原因の一部は開発中の

製品の失敗による損失だけでなく，規制当局から提出を求

められるデータ量が増加（例：高齢者患者のデータ）した

ことも原因の一つとして指摘されている．これに加え，最

大手の製薬企業の多くは，彼らの「ブロックバスター商品」

の特許が失効し，売上高の大幅な減少に直面している．

安全性への懸念から，いくつもの医薬品が市販後に市場

から大規模な撤退を余儀なくされた．結果として，医薬品

規制当局はますますリスクを回避するようになり，製薬企

業に対して安全性を市販の前後で検証するよう，これまで

以上に大きな要求を課すようになった．これは，薬物の安

全性担保の観点で利点があるかもしれないが，よほど注意

して実施されなければ，医薬品の開発コストを増大させる

可能性がある．さらに，現時点で世界の医療保険制度は，

製薬会社が上市する新製品の高価格化への対応に苦慮して

いる．政府は，手頃な価格で医療システムを提供すること

を国民から求められている．高齢者および超高齢者の増加

（多くは複数の薬物療法を必要とする慢性疾患を持つ），効

果的な疾病スクリーニング対策（とくに高齢者における）

の実現に対する高齢国民からの高まる期待，これらすべて

の要因が限りある（経済的）資源を圧迫している．ヨーロッ

パや北米における医療技術評価（health technology assess-

ment：HTA）機構の急速な台頭の理由の一つには，薬物治

療の臨床的有効性と対費用効果をこれまで以上に厳密に評

価する必要性が生じてきたことが挙げられる．

将来の展望

このような悲観的な見通しにもかかわらず，以下の新た

な取組みがなされていることは指摘されねばならない：

1．医薬品規制当局は，人々が革新的な医薬品を利用する

ためには自らに変化が必要であることを認識している．

米国食品医薬品局（FDA）（19）と EUの欧州医薬品庁

（EMA）（20）の両者が，安全かつ効果的である革新的な

医薬品の審査プロセスを迅速化するための計画を発表し

ている．

2．20世紀の大半に，製薬企業の研究室に限られていた創

薬は，はるかに多元的になってきた．とくに，大学の科

学者は「薬物ハンター」となって，何人かは見事に成功

している．25年前の大手製薬企業であれば，自社の研究

所以外で発見された製品を導入し開発することを意図す

ることさえ不本意であっただろうが，今では自社外で創

薬された化合物を積極的に導入し開発することに抵抗は

ないようである．実際，企業側は，彼らの chemical li-

braryへのアクセスを外部研究者に許可するほどに，学

術科学者との共同プロジェクトを推進している．

3．ビル＆メリンダ・ゲイツ財団（Bill and Melinda Gates

Foundation）（シアトル，米国）や遺伝病財団（ニューヨー

ク）のような非営利団体が増え，学界と製薬会社の双方

と協力して創薬と開発を支援している．

4．主要な製薬およびバイオ医薬品企業の中には，従来の

医薬品の発見，開発，価格設定に関するモデルが，もは

や患者，医療システムや株主の要求を満たせないことを

認識するものも出てきた（21）．彼らは企業戦略を「ブロッ

クバスター商品」の追求から転換し，アジアなどの新興

市場に販路を拡大し，医療保険制度運営者と共に，どの

ような将来の医薬品が最も投資に見合う価値があるかを

議論する方向に向かっている．

結 論

以上の世界的な医学を取り巻く状況の変化に対応するに

は，適切に訓練された臨床薬理学者の貢献が必要である：

1．臨床薬理学者は，「橋渡し研究」，とくに第Ⅰ相臨床試

験の計画と実施について現在よりも十分な能力を備える

べきである．

2．現在，積極的に臨床試験のデザインと実施に従事して

いる臨床薬理学者があまりにも少ない．臨床薬理学の父

［ルーイス・ラザニア（Louis Lasagna）など］（13）は，多

くの場合，比較的小さな患者集団で，新規医薬品候補化

合物の性質（とくに用量-反応関係）を検討する臨床試験

を実施することで，医薬品開発に重要な貢献をした．

3．少数の注目すべき例外を除けば，HTAの思想や原理の

創設には臨床薬理学の貢献はなかった．HTAがその可

能性を最大限に引き出そうとするならば，今後は臨床薬

理学者の関与が必要である．
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4．臨床薬理学者は，従来，科学的治療の恩恵から疎外さ

れてきた人々の健康増進のために，さらに多くのことが

できる．その中には，小児，高齢者，稀少疾患を持つ者，

世界の最貧地域の風土病に罹患している人々が含まれる

だろう．

6 ．患者ケアにおける

臨床薬理学

緒 言

臨床薬理学的サービスを，いかに医療制度に統合するか

の方法は，先に述べた 1970年のWHO報告で初めて述べ

られた（1）．

患者ケアにおける薬物療法の質および成果は，患者集団

と個々の患者のニーズに合わせた薬物と対費用効果や根拠

に基づく治療により，大いに向上させることができる．医

薬品開発の進歩によって，新薬，新規配合剤，高価な生物

製剤（biological drugs）や，病態の分子機構に応じた標的分

子薬物療法が患者に提供されている（22，23，24）．今日の医

療制度上の経済的逼迫の諸問題を解決するために，対費用

効果の高い後発医薬品を第一選択薬として使用すべきであ

る（25）．この戦略の実施率は，各国の医療制度により大き

く異なる（25）．医師や医療スタッフが根拠に基づく医薬品

情報に容易にアクセスできれば，薬物療法の有効性と安全

性をモニターし，限られた資源を最適に配分する助けにな

るだろう（26，27）．この問題は最優先事項である．なぜな

ら，患者と患者団体は新しい治療法が既存治療法と比較し

てどのような利点があるかを重視するが，新規の医薬品や

配合剤は，患者や医療機関にとって必ずしも手頃な価格で

はないからである．また，新しく上市される薬物が本当に

革新的であることはほとんどないことも考慮すべきである

（24，27）．したがって，社会的な観点から新規薬物治療を医

療保険償還対象として承認する際には，新規薬物の総合的

な対費用効果と安全性に大きな重点を置くべきである（22，

28）．また，新しい薬物の採用と採用後の評価は，広い医療

専門領域の薬物専門家が体系的に収集した臨床成果データ

に基づき，医療機関内で実施されねばならない（24，28）．

そのような手順をとれば，管理された臨床試験で得られた

有効性と自施設での臨床使用で観察された効果との間の

ギャップを埋めることができるであろう（24，28）．臨床薬

理学は厳密な薬物評価，科学的な方法論，医薬品開発や薬

物治療委員会での活動への関与に重点を置く学問領域であ

るので，患者，臨床医，薬剤師，管理者，政治家や製薬企

業を含む医療機関内外の利害関係者間の知識のギャップを
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埋める役割を果たせるよう，戦略的に位置づけられるべき

である（26，27）．

薬物療法の質は，国家レベルまたは個々の医療施設での

資源に関係なく，すべての医療現場で改善することができ

る．十分に効果と副作用が実証された薬物が処方され，そ

の薬物が医療的，社会的，環境的および財政的状況に応じ

て使用される場合，患者には有効かつ安全な治療の提供が

期待できる．医薬品の合理的使用（rational use of medi-

cines：RUM）の原則を促進し，薬物の知識と臨床診療での

使用実態とのギャップを埋める必要がある．RUMの原則

は，日常の臨床診療の中で，学生，医師，医療スタッフや

患者によって学習され実践されなければならない（24，27，

29，30）．薬物療法における知識と実践のギャップを解消す

るための最適な戦略は，対話型の継続的な医学教育と根拠

に基づくガイドラインへの迅速な電子アクセスを組み合わ

せた実践的な教育プログラムにより可能となる（24，27，

31）．RUMの原則は，個々の医療機関が直面している経済

的な問題に配慮して，医療計画や資源配分と統合して検討

されねばならない．薬物評価と RUMの原則を重視する臨

床薬理学者が，患者のケアで必要とされている（22，27，28，

29）．彼らは，薬物評価の原則について医療スタッフを訓練

し，科学的な根拠に基づくガイドラインの使用や薬物の使

用を促進すべきである．個々の病院や医療機関のレベルで，

その地域に特有な状況を考慮しつつ，臨床医と薬剤師が厳

密な薬物評価の原則を実践することなくしては，限られた

資源を効果的かつ安全に使用することはできない（26，27）．

特定の適応症に対する薬物選択と保険償還の決定は，その

地域の状況を考慮し，地域医療のオピニオンリーダーと厳

密な薬物評価の訓練を受けた臨床薬理学者や臨床薬剤師の

協議により決定されるべきである（27，29，30，31）．そうす

ることにより特定の利益団体による不当な影響を受けるこ

となく公平な決定が可能となる．これは，絶え間なく増加

する新薬の登場と医療コスト上昇の観点からとくに重要で

ある（27）．

患者ケアにおける主要な臨床薬理学サービス

臨床薬理学がどのような臨床サービスを行うかは，その

国や施設に勤務している臨床薬理専門家の人員とそのサー

ビスに振り分け可能な財源に応じて異なる．これらのサー

ビスの全体的な調整と管理を提供するのは，病院またはプ

ライマリケア（一次医療）における薬物治療委員会（Drug

and Therapeutic Committee：DTC）と臨床薬理学部門である．

したがって，すべての医療施設は，明確な運用手順と資源

および包括的な取組みをもつ DTC を設ける必要がある

（27，32）．

（a) 新旧治療法の批判的比較評価は，患者ケアの基本である．

これは，臨床コンサルテーション，医薬品情報の提供，

／DTC のサービス，臨床医同士／診療所とのコンサルテー

ション，薬物選択と臨床試験の設計における中核的活動で

なければならない．厳密な薬物評価は RUMの基礎であり，

資源の乏しい環境でも豊かな環境においても重要である．

高価な新規薬物や配合剤をその施設に導入する時には，厳

密な薬物評価の役割はとくに重要である（第 12章参照）．

批判的な薬効評価は，特定の薬物療法の有効性，安全性，

対費用効果に関する実証的データの強さ（説得力）を代替

治療法と比較して評価することにより，医師の診療を支援

している．批判的な薬物評価方法には，医学的，臨床薬理

学的および科学的な能力が必要である（13，26，27）．地域の

医療環境において批判的な評価方法を行うのは，医薬品承

認機関での審査と相補的な関係にある．批判的な薬物評価

の重要な要素は，臨床薬物研究の質と完全性の評価を含む．

評価尺度（例：0，1，2）を用いる評価方法は，医療スタッフ

が臨床実践で特定の薬物治療の価値を評価するのに役立つ

（33）．臨床薬物試験データの評価には，以下の項目を考慮

する必要がある．

-試験の目的

-ヘルスケア（医療）に対するその試験の関連性

-患者の診断と選択のための基準の質と精度

-研究に使用されたコントロール（対照）群の種類

-研究のデザインの質

-治療への無作為化割付の妥当性

-薬物動態データの質

-薬物間相互作用の問題（もしあれば)

-どの程度適切に薬物の効果が記録されているか

-どれだけ適切に有害作用が監視され，評価されたか

-統計的な計画と分析の質

-研究結果の結論の精密性や短所

これら 12項目についてスコアリングシステムで評価し

た合計評価点（最大で 24点）により，特定の臨床薬物研究

と薬物療法の適正性について，臨床医が薬物研究の質を評

価することが可能である．いくつかの臨床薬物研究の評価

の結果を比較することによって，提案された複数の薬物療

法から最善のものを選択することが可能となる．

（b) 薬物治療委員会（Drug and Therapeutics Committee：DTC）

すべての医療機関は，その規模によらず適切な形の DTC
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を設けている必要がある．可能な限り病院の専門医とプラ

イマリケア医を構成員とすることにより，医療の場によら

ず，同じ推奨薬物治療を提供することができる（26，27）．

構成員は地域の状況や資源に応じて異なるであろうが，臨

床薬理学を専門とする医師，関連する医療スタッフ，臨床

および他の薬剤師や他のスタッフを含む．臨床薬理学専門

医が構成員である場合には，医療と薬学や他のスタッフを

橋渡しする指導的役割を担う（26，27）．DTCは科学的根拠

と地域レベルでの医療の必要性に基づき，施設内での薬物

使用のための推奨リストを発行するべきである．これは通

常，地域的な処方集または有用なモデルであるWHO必須

医薬品の概念を有する「賢明な処方薬リスト（Wise List）」

のような形態を取るだろう（27，34）．

（c) 薬物利用状況研究と薬剤疫学的サービスは，DTCの仕事

や診療所および病院の薬物療法の品質保証に密接に関連し

ている（30，35）．理想的には，各種臨床専門医，薬剤疫学，

薬剤経済学と臨床薬理学の専門家が関与する多職種的な取

組みが望ましい．これらのサービスは，施設内の新しい薬

物療法の導入からモニタリングを体系的に実施するために

重要であり，さらに医療機関における将来の薬物使用の予

測も行う．薬物使用についての知識は，処方者の推奨薬物

遵守および医薬品情報と教育活動の有効性の経過観察研究

のための必須条件である（27，30，35）．

（d) 医薬品情報サービスの主要な目的は，医師が患者におけ

る薬物治療上の問題を評価し，解決することを援助するこ

とである．提供されるサービスには，記述的な情報提供と

問題指向型の提供がある．固有の患者レベルでの問題解決

に関係する後者は，個々の施設で臨床薬理専門医または臨

床薬剤師により提供されている．医薬品情報サービスは，

文献データベースと成書上の系統的調査と患者の問題に関

連する文献の評価と組み合わせて行われる．このサービス

は DTCが根拠に基づく薬物治療を推奨するための基本情

報を提供している．また，医薬品情報サービスは，学術的

医薬品情報提供（academic drug detailing）における公平な

情報の提供に有用であり，DTC活動の一環として薬物推奨

やガイドラインの遵守を改善するために利用される（36）．

（e) 医薬品安全性監視（ファーマコビジランス）におけるサー

ビスは，地域または国レベルで，臨床医や他の処方者から

の薬物有害反応の報告を受ける調整センターとしての責任

を担う（37）．有害反応の報告は体系的に評価され，結論は

報告した臨床医と DTCにフィードバックされるべきであ

る．ファーマコビジランスのための地域臨床薬理センター

はフランスやスウェーデンのような国々で円滑に運営され

ている（37）．ファーマコビジランス活動は，発展途上国で

／HIV／AIDS，マラリア，結核のような感染症の薬物治療を

その地域集団で実施する場合に，とくに重視されるべきで

ある（38）．

（f) 生涯に渡る医学教育 医学における生涯教育の目標は主

要な薬物治療領域で，RUMの原則に基づき，新規医薬品

と新たな併用療法に置かれるべきである．対話型学習モデ

ル，たとえば電子的学習ツールの利用やインターネットへ

のオープンアクセスが学術的医薬品情報提供（academic

drug detailing）として考慮されるべきであり，それは資源

の貧しい国々の遠隔地にある医療機関における薬物療法の

知識の質の向上に役立つ．医学の生涯教育は，同僚への波

及効果を期待して可及的に対話式（双方向形式）であるべ

きである．

（g) 治療薬物モニタリング（TDM）と薬理遺伝学サービスは，

理想的には臨床薬理学講座または部門の参加が望ましい．

TDMサービスは常に診断，薬物間相互作用，腎機能および

薬理遺伝学を考慮に入れたデータの臨床的解釈を行うべき

である．とくに高齢患者にとって重要なサービスは，薬物

用量が，年齢により生じる腎機能の低下に対応して調節さ

れるようにすることである（第 8章参照）．薬理遺伝学の発

展を治療に貢献させた成功例としては，遺伝子診断により

アバカビル過敏症症候群を効果的に回避できるようになっ

た事例がある（39）．さらに，薬理遺伝学を利用した個別化

医療は，とくに癌治療の領域で急成長している．

（h) 薬物乱用の診断と予防のための薬物濃度測定とその他の薬

物中毒サービス 多くの病院では，臨床薬理学者が薬物中

毒の診断と治療などの毒性学のサービスに関与している．

特異的解毒剤による治療が可用な例は多くないが，薬物分

析を通じて行われる薬物中毒の正確な原因診断は，経過観

察とその後の予防のために重要である．一部の国では新た

な業務として，運動選手や社会全般における，蛋白同化ス

テロイドのようなドーピング剤の乱用の予防に参加するこ

とが注目されている（40）．

（i) 患者の薬物治療への関与 臨床薬理学者は，種々の方法

で患者ケアに関与している．一部の国々では，臨床薬理学

専門医が，特定の臨床的問題を抱える患者（例：集中治療），

高血圧などの特定の臓器疾患の患者や，小児科や老年医学

などの領域の患者の直接ケアの責任を担っている．ある

国々では，臨床薬理学者は，おもに治療上必要な多剤併用

における問題の評価に技能を用いている．臨床薬理学者は，

／HIV／AIDS，結核，マラリアのような主要な感染症の薬物
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治療の開発，実施，併用療法の有効性と安全性の評価に役

立っている．先進国と発展途上国の両方で，薬物乱用の問

題は相当な健康被害を引き起こしている（41）．薬物乱用予

防プログラムと直接的な患者ケアは，適切な薬(毒)物分析

に支援された臨床薬理学者の関与が必要である．

（j) 電子的薬理学（e-薬理学）情報サービス 合理的な薬物処

方の根拠を提供するデータベースが，多くの国々でウェブ

サイトを通じて利用可能となっている（42，43）．それらは，

電子医学雑誌に統合することも，処方薬のリストにリンク

を張ることもできる．電子的薬理学情報サービスは，種々

の薬物治療支援ツール，薬物推奨，薬物間相互作用，妊娠

中または授乳中の女性に使用される薬物情報，副作用等に

関する情報データベースや，薬物関連の問題解決に有用な

ツールを含む．電子的薬理学情報サービスは公開された情

報と臨床実践の間のリンクを提供する．これらのサービス

は，とくに発展途上国の国々において携帯電話やインター

ネット環境の急速な普及と共に重要になると予測され，将

来的には一般人および患者へのサービス拡張も必要となる

だろう（24）．この集学的な分野は，資源の乏しい環境で非

常に重要である．自発的に形成された世界的な専門家ネッ

トワークを利用した臨床薬理学者集団が，さまざまな国か

ら寄せられる電子医薬品情報の提供を行うだろう．電子的

薬理学情報サービスの内容が有益であるためには，厳密な

薬物評価がなされていることが前提となる．

7 ．小児患者における

薬物療法

1950年代後半の有名な小児薬害（例：スルフィソキサ

ゾール，クロラムフェニコール）が小児臨床薬理学の必要

性を明らかにし，その発展の原動力となった．小児臨床薬

理学者の育成はその後数十年にわたり行われたが，未だに

育成プログラム数は不足している．したがって，訓練を受

けた小児科臨床薬理学者の数は世界的に少なく，ほとんど

の国で一握りほどである（44）．本来，小児臨床薬理学者と

は小児科と臨床薬理学の両分野で訓練を受けた医師であ

る．しかし過去 20年間には，小児臨床薬理学の分野に密接

に関連する他分野の専門家が，この分野に参入し，学術的，

医薬品規制，臨床的および産業などの方面で活躍している．

小児医薬品に対しては質的および量的にこれまで以上の

発展，科学的研究，規制評価と適切な使用が必要であるこ

とは，米国や EUおよびWHO小児医薬品の取組みで認識

されている．これらの取組みで必要とされる小児科研究の

実施は，よく訓練された研究者や他の専門職（例：研究訓

練を受けた看護師，薬剤師，研究室における科学者）が必

要であるが，多くの国で小児用医薬品開発に必要な人的資

源が不足している．したがって，小児臨床薬理学を充実さ

せるためには，世界中での小児臨床薬理学者の数と能力の

強化が不可欠である．

小児臨床薬理学の定義

小児臨床薬理学は，ヒトの成長，発達，成熟時を通じた

薬物とヒトとの関係のすべての側面に関係する科学であ

る．そのなかには，小児集団に利益をもたらすことを意図

した医薬品（化合物と製剤）の発見，開発，規制，そして

使用までを含んでいる．同様に，小児臨床薬理学は，医薬

品への反応やその有害作用，それらの使用と誤用，および

薬物療法の経済的問題にも関係している．医学研究と医薬

品開発のほとんどは最初に成人で行われるため，小児臨床

薬理学は成人から小児に科学的情報を外挿するための方法

論を確立し情報を提供せねばならない（45）．

小児臨床薬理学は上述のように広範囲の分野が関係する
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ため，小児臨床薬理学には科学的および臨床的専門性の異

なる構成員が含まれている（例：医師，生物医学科学者，

および看護師や薬剤師などの非医師の医療提供者）．した

がって，小児臨床薬理学は，小児薬物療法の訓練を受けた

医師およびこの分野に特別な関心を持つさまざまな専門職

により推進される科学であると言える．

小児臨床薬理学の関わる範囲

小児臨床薬理学の実践環境は多様であり，小児患者のケ

ア，研究，教育，医薬品開発や薬物規制を包含する．小児

臨床薬理学者は主治医やコンサルタントとして小児患者の

ケアに直接関わることもできるし，医療環境や国の富裕に

かかわらず，医薬品の適正使用を向上させるために科学的

および管理的立場で働く場合もある．国家レベルでは，小

児集団の特別な問題を検討する医薬品政策を立てるために

貴重な貢献をすることができる．これらの問題は，小児薬

物療法における医薬品の合理的使用（RUM）と，医薬品研

究に参加する小児患者の基本的人権を保護するための対策

を含む．小児臨床薬理学者の関与はしばしば，小児医薬品

の規制評価，各国の治療ガイドライン作成，小児用医薬品

の保険償還リストへの収載の提案，新規医薬品が承認され

た後の市販後評価（例：薬剤疫学やファーマコビジランス

および薬剤経済学）までを含んでいる．

世界的には，発展途上国の人口の三分の一以上，および

最も発展の遅れている途上国の人口の二分の一が小児の年

齢の範囲内（18歳未満）であることを認識すべきである．

発展途上国では毎年 9百万人近くの子供が，先進国であれ

ば治療可能な疾病で，5歳の誕生日を迎える以前に死亡し

／ている．HIV／AIDS，マラリア，結核のような薬物治療の優

先順位の高い疾患は，とくに罹患患者の大部分が小児であ

る場合（例：マラリア）に，適切な医薬品へのアクセスが，

成人にはるかに後れを取っている．子供たちは世界の将来

の希望を象徴していることを認識し，この患者集団に対す

る安全で効果的な薬物治療の開発と実施に関して，特別な

必要性があることを認めるべきである．この目的を達成す

るために，小児臨床薬理学者によって提供される専門知識

とサービスの強化を世界的規模で推進すべきである．

小児臨床薬理学研修

小児臨床薬理学は，臨床薬理学と小児医学の両方に関連

する分野である．この分野は少なくとも英国とオーストラ

リアでは独立した小児医療専門分科として認知されている

（46）．他の分野の専門医も所属する学会で，小児薬物療法

に関連した特定の分野での訓練と認定を受けることができ

る．最後に，小児臨床薬理学分野での教育や訓練は，単に

小児臨床薬理専門医の育成に留まらず拡大する必要がある

ことを強調したい．乳幼児や小児の治療に関わるすべての

医療従事者のための教育カリキュラムは，小児臨床薬理学

の原理を含むべきである．小児臨床薬理学の教育は，医学

部の学部教育プログラムや小児内科および小児外科専門分

科の卒後研修プログラムにも含まれるべきである．これら

の広範な教育目標が世界各地において達成されるために，

小児臨床薬理学専門医の育成プログラムの発展と参加者の

確保と実務訓練が不可欠である．
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8 ．老年患者における

薬物療法

世界全体で最も急速に拡大している年齢層は，80歳以上

の高齢者である（47）．この集団では，通常薬物治療の恩恵

を受ける可能性がある複数の疾患を合併することが多い．

高齢者集団では，同時併用される薬物の数が増えるほど，

薬物有害反応の可能性が顕著に増加する．また，この集団

では加齢に伴う生理的機能の低下（心予備能低下，血圧反

射機能障害，免疫応答減少，腎機能の低下）のために，若

い患者であれば問題とならないような薬物有害反応，とく

に多剤併用関連の薬物有害反応の危険が高くなる（48）．高

血圧，冠動脈疾患，うっ血性心不全，糖尿病，関節炎，お

よび他の加齢に関連する慢性疾患に対する薬物治療の効果

は十分に確立されている．臨床薬理学者は，今後世界人口

においてますます増加する高齢者を対象とした研究，教育

と臨床サービスで RUMを改善する機会を有している．

過去 30年間に，臨床薬理学者は，加齢に伴う薬物動態の

変化を研究してきた（49）．とくに主として腎消失型薬物（ま

たはその活性代謝物）に対する研究の成果は，患者の安全

と健康に重要な貢献をしてきた．多くの薬物で，適切な投

与量を選択するために腎機能を評価することが不可欠であ

る．将来的には，高齢患者における薬物の薬力学の変化に

／対応する薬物の有害／有益の関係を明確化する研究がなさ

れねばならない．同様に，高齢患者を対象として RUMを

教育し，老年医学のなかでこの観点を確立することも臨床

薬理学者の重要な役割である．現時点で老年医学における

臨床薬理学専門家の数は，研究や教育のいずれの必要性を

満たすにも不十分であるので，今後医師をこの分野に引き

つけ，老年臨床薬理学の訓練を施すことは継続的な課題で

ある．

臨床薬理学は，老年医学と疾患に基づく治療法の原則を

結びつけることを強化する重要な役割を担っている．老年

医学では，合併する複数の疾患が相互作用的に患者の健康

障害や死に繋がる過程を促進しているとの理解が深まり，

フレイル（frailty）症候群が定義された（50）（訳者注：日本

老年医学会での議論により，frailtyは，従来から使用され

た虚弱，脆弱などの用語の持つ語感である「加齢に伴い不

可逆的に老い衰えた状態」ではなく適切な介入により可逆

的な要素も含むことから，用語としてはフレイルを採用す

るよう学会声明を出した）．さらに，複数の病態が競合して

病態を複雑化させるという概念（competing morbidity）が確

立している．つまり，高齢患者においては単一疾患の治療

に成功しても健康の十全な回復には至らず，むしろ合併疾

患の臨床症状をより鮮明にすることがあるのである．この

ような認識は，臨床的な意思決定と終末期医療を進歩させ

た．臨床薬理学者は，個々の高齢患者の合併疾患における

特定の薬物治療介入に対し，利害のバランスの変化につい

て教育する重要な役割を担っている．この分野における臨

床薬理学者の研究は，困難を伴うがやりがいがあり魅力的

でもある．臨床薬理学者による研究努力は，高齢患者の治

療の改善に反映されてきた．その成果として，高齢者に用

いる医薬品の「ワイズリスト（Wise List）」（27）や「ビアー

ズ基準（Beers Criteria）」（51）のような推奨医薬品リストの

開発が行われた．また，欧州の臨床薬理学者は，広範な薬

物使用状況データに基づいて，高齢患者において回避する

べき薬物として「アンワイズリスト（Unwise List）」も開発

した．また，老年臨床薬理学者は，抗コリン薬や鎮静薬の

服用により生じる高齢患者の重要な臨床機能の状態への影

響を評価する「薬物負荷指数（Drug Burden Index））（52）な

どの方法を開発した．

疾患の治療は，特定の病気の治療を最適化するために，

治療ガイドラインを開発することと実施に焦点を当ててい

る．臨床薬理学者と老年医学の専門家は，複数の疾患が存

在する高齢患者では各疾患に対する治療ガイドラインを無

批判で遵守すると，極端な多剤併用につながることを憂慮

している．複数の治療ガイドラインの同時実施は，しばし

ば有害な薬物動態学的，薬力学的相互作用を招くことにも

なる（53，54）．老年臨床薬理学者は，これらの治療ジレン

マを解決し，最適な患者ケアの達成に必要な研究を実施す

るために適切な訓練と知識基盤をもたらす．

集学的医療チームアプローチは老年医学において，複数

の合併疾患が関係する複雑な高齢患者のためのケアを提供

する最適な手段として重要視されている．臨床薬理学専門

医は，老年医学の臨床医，臨床薬剤師，そして他のチーム

メンバーと密接に協力し，高齢患者の臨床状態が時間の経

過と共に変化する複雑な薬物療法投与計画を個別化および

逐時変更するために，このチームで重要な役割を担ってい

る．

発展途上国における人口高齢化に伴って，臨床薬理学者

の役割がさらに重要性を増すことが想定される．薬物療法
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の恩恵を受ける可能性がある複数の疾患を合併する高齢患

者のための治療上の意思決定は，限られた資源および効果

的かつ対費用効果の高い治療を提供する必要性を考慮して

なされなければならない．ここでも，臨床薬理学が老年医

学の専門家および他の医療チームメンバーとチームを組

み，できるだけ多くの高齢患者に，最高の薬理学的なケア

を提供する機会がある．

9 ．臨床薬理学教育

薬物処方者への増加する要求

ほとんどの医師にとって薬物療法は，患者の健康を改善

するために使用できる主要な手段である．医師は卒業直後

から薬物を定期的に処方し始める．医療における新人医師

の処方に関する（患者と社会からの）要求はますます増加

している．その原因として以下の要因がある．

・使用可能な薬物の数が増加し続けているため，医師はし

ばしば，使い慣れていない薬物を処方しなければならな

い．

・患者が以前よりも多くの薬物を服用しているため，その

投与計画の複雑性および薬物相互作用の可能性が増加し

ている．

・多くは回避可能な投薬ミスと薬物有害反応が，患者の健

康に大きな課題を与え続けている．

・薬物を投与される患者はますます高齢化し病状も悪化し

ており，有害事象が発症しやすい．

・処方対象となる患者数が増加し（処方数も増加），個々の

処方者の作業量が増加している．

・科学的根拠に基づいた医療と医療技術評価（HTA）の拡

大が，薬物の有益性と有害作用を，より正確に定量化す

ることを可能にした．この知識は，標準的薬物治療を推

奨する臨床ガイドラインの数を増加させた．

・患者は，治療についての自己決定権を意識するようにな

り，医師に対して処方薬に関する情報提供をこれまで以

上に求めている．

・発展途上国や新興国においては，経験を積んだ医療ス

タッフへのアクセスの悪さが指摘されている．

／・とくにアフリカの発展途上国や新興国における，HIV／

AIDSや結核などの慢性疾患に対する，低品質の薬物や

併用療法の問題が増加している．

・おもに，インターネットの普及により，患者や処方者が

質的に玉石混交な情報と，時には「誤った情報」を入手

するようになった．

・製薬会社の販売促進（マーケティング）活動は，時に過

剰となり，処方者が対費用効果の高い薬物を選択するう
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えで潜在的な脅威になる可能性がある．事実，一部の国

では，消費者への直接的 direct-to-consumer（DTC）広告

によってこの問題が複雑化されている．（訳者注：DTC

とはマスメディア，たとえばテレビ広告やダイレクト

メールによる，医療者を介しない医薬品宣伝のこと．と

くに米国では弊害が指摘されている）

医薬品を処方することは，常に有益と同様に重大な有害

のリスクを伴う熟練を要する行為である．新卒の医師は通

常，（外科的手技などの）リスクの高い臨床手技は求められ

ないが，臨床業務の初日から，強力な薬理作用を持つ薬物

を処方することを要求される．実際，これらの経験の浅い

医師が多くの医療制度の中で病院のほとんどの処方箋を書

いているのである．この状況から考えて，すべての医学部

卒業生は，卒業時に，合理的処方の基礎である臨床薬理学

が教える「科学的裏付けに基づく処方の原理」の確固たる

基礎知識を持たねばならない．

ほとんどの診療領域において，処方者の力量をもっとも

よく計ることができるのは，処方者に対する薬物治療教育

と状況変化への対応能力である．薬剤師など他の医療専門

家による支援の増加，（電子カルテと連動した）処方支援シ

ステムや電子処方の広がりは処方者の仕事の助けとはなる

が，（臨床薬理学の）教育や訓練に取って代わるものではな

い．

数多くの研究により，処方者の薬物に関する訓練と精通

の不足が，深刻な有害事象発現の重要な因子であることが

明らかになっている（6，55）．早期研修中の医師は薬物処方

が自分の専門業務の中で最も難しいが達成感のある業務で

あると認識しているが，その一方で，自らの能力不足も自

覚している．「良い処方のためのWHOガイド」を用いた教

育的介入が，処方能力を改善することが証明されている．

学部教育

医学部における学部教育の重要な目的は，すべての学生

が（医師として）必要な知識，技術，心構えを習得できる

ように学習の機会を提供し，これらの成果が達成されたこ

とを確認する適切な評価を実施することである．医薬品の

開発速度が 1960年代に増加したのに伴い，臨床薬理・治療

学（clinical pharmacology and therapeutics：CPT）は，新しい

教育分野として発展し，多くの医学校で独立した教育項目

としてカリキュラムに組み込まれた．大部分の医学校では，

基礎および臨床薬理学の両方をある程度教育されており，

前者は医学カリキュラムの前期に，後者は後期の臨床実習

の時期に教育されている．学生が臨床研修を開始する時に

は，通常の場合，彼らは基礎的な薬理学の試験に合格して

いるので，薬物作用の原理を理解しているはずである（56-

59）．

CPT教育コースにおけるカリキュラムの中核（コア）的

な内容は便宜的に厳密な薬物評価に重点を置いた，知識と

理解，技能と心構えに分けられている（付録Ⅰ参照）．この

学習成果は，臨床実践のあらゆる分野で薬物を安全かつ効

果的に使用するために必須の要件となる．これらの CPT

の中核的学習目標は臨床実習（処方経験）を通じて，実際

の症例でしばしば問題となる数多くの特定薬物の薬物治療

上の問題を学習することに繋がる．どの薬物について重点

的な教育を行うかは国により異なるだろう．

教育のモデルとしては，（当該国の疾病のパターンによっ

て影響されるが）その地域で最も一般的に処方される 50〜

100 種の薬物を対象として重点的に行うことも考えられ

る．これらの薬物の選定に当たっては，その薬理学的特性

から，合理的な薬物使用に当たっては，薬力学的および薬

物動態学的原則を考慮することが必要なものとすべきであ

る．そのような薬物リストは，WHOの National Drug List

（2），当該国の実情に適合させた「ワイズ医薬品処方」（27）

やWHOの「必須医薬品（エッセンシャル薬物）」（34）に類

似したものであるが，収載される薬物数ははるかに少ない．

専門分野の薬物処方は医師が自分の専門分野を数年後に選

択した時点で初めて必要となるので，この時点での必須薬

物リストは少なくすべきである．処方者が熟知すべき薬物

の具体的なリストは，たとえば一般開業医，内科医，精神

科医と腫瘍専門医の間では異なる．したがって，専門性の

異なる処方者が扱う薬物に対する臨床薬理教育は，学部教

育より大学院教育と生涯教育にゆだねるべきである．CPT

の基本原則を理解すれば，医師が診療中に遭遇するあらゆ

る薬物ついての学習への論理的な取組みを可能になるはず

である．

医学部の学部カリキュラムにおいて CPT教育を行うべ

き主な推奨内容を要約すると，以下のようになる．

・CPTと処方学は，全学年の学生が認識できるように，独

立した科目として，または他の基本単位と統合するテー

マのいずれかとして，カリキュラムの重要な構成要素と

して設置されるべきである．

・CPTにおける中核の学習目標は，薬物についての知識と

理解，薬物処方に関連する技術や薬物療法に対する取組

みを含み，明確に記載されるべきである．
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・薬物数の増加による治療上の負担増に対しては，WHO

が「必須医薬品（エッセンシャル薬物）」リストを作成す

る際に用いた手法にならい，繁用薬物のコアリスト（「学

生医薬品集」）を利用し対応すべきである．

・主要な学習目標の達成度を評価できる明確で確実な評価

法を策定すべきである．これは，統合評価の一部であっ

てもよいが，他の科目における成績が良好であるからと

いって代替されるものであってはならない．

学生医薬品集

医学生は，しばしば，研修中に遭遇する薬物の数の多さ

に圧倒される．このため学生は自信を失い，薬物の学習を

なおざりにしてしまう可能性がある．先に述べたように，

一つの解決策は「学生医薬品集」として主要薬物のリスト

を開発することである．そうすれば医薬品学習に優先順位

を付けるのに役立ち，現実的かつ達成可能な学習目標を提

供することになる．これはすでに，ヨーロッパ，米国や他

の国の医学校で，数多く行われてきた試みである．リスト

には，一般的な疾患の治療に用いる処方頻度の高い 50〜

100種類の薬物を含まねばならない．各薬物，または薬物

群について，学生は作用機序を理解し，適切な効能・効果

（適応）や禁忌を認識し，相互作用と有害作用について知り，

効果を感知する方法を学び，患者に上記すべての項目につ

いて明確な特徴を説明できるようになることが望まれる．

また，学生は不合理な薬物治療を発見し中止するための原

則についても学ぶべきである．コア薬物リストは，臓器疾

患別に編成し，それらが通常使用される治療状況も提供さ

れるべきである．そうすることにより，CPT教育法は問題

解決型（の医学教育）手法とよく適合し，また CPTが系統

的カリキュラムの中に容易に統合できるようにもなる．

CPTコアカリキュラムの実施

CPTの教育カリキュラムをいかに構成するかは，個別地

域の事情を考慮する必要がある．伝統的な医学教育カリ

キュラムでは，臨床実習の前に基礎薬理学を含む基礎科学

を学び，その後に「CPT」または「薬物治療学」を配置する

ことになることが多い．このモデル（の意図）は理解が容

易である．一方，伝統的な基礎と臨床の垣を取り払い真に

統合的なカリキュラムを作成する場合には，問題解決型学

習のカリキュラムが望ましい．その場合は，CPTの学習目

標が他の科目と種々の点で競合するので，異なる年次の学

習モジュールに配置されることになる．この場合，臨床薬

理学の学習は臨床薬理学の教員が限られた影響力しか持た

ない多くの他科目の学習モジュール内で行わざるをえない

という困難な問題を生むことになる．にもかかわらず，

CPTの重要性は，すべての臨床単位で強調されるべきであ

り，患者の薬歴の観察および厳格な評価を行い，薬物の有

益性と有害効果を評価し，一連の薬物治療のスキル（例：

処方，投与量計算，薬剤の調製と投与，処方決定のための

良質の情報の検索）を継続的に訓練すべきである．

CPTのリーダーシップ

統合されたコースにおいて CPTコアカリキュラムを成

功させるための鍵は，強力かつ熱心なリーダーシップであ

る．すべての医学校に医薬品の安全かつ効果的な使用の基

本原則が，コース全体を通して適切に教育されていること

を担保する人員を配置せねばならない．理想的に言えば

CPTの経験や実践の豊富な人物が，CPT分野の同僚たち

（その中には CPT研修中の医師も含めるが）の援助のもと

にこの役割を果たすべきである．CPT部門を持たない医学

校では，CPTの原理がカリキュラム全体で重要であること

を確保する熱意を持った他の専門家を配置すべきである．

CPT教育の運営は，臓器別の専門医教員にゆだねること

もできる．ただし，その場合には，薬物の効果は個々の臓

器系を越えているという臨床薬理学の原則を学生に対する

教育で強調してもらわねばならない．単に特定の臨床症状

に適応となる薬物を教育するだけ（訳者注：いわゆる対症

療法）では，複雑な病態を十分考慮したうえで薬物処方の

開始を決定する能力は身に付かない．

すべての医学校において，学生が薬物療法の有害性と有

用性を比較検討したうえで薬物を処方し，治療効果と副作

用をモニタリングできるように実践的な問題に取り組む教

育を行わねばならない．通常，臨床薬剤師は内科医である

臨床薬理医師よりも人数が多いので，他の薬物療法の専門

家と協力し，医師の臨床教育の中で臨床薬理教育を強化す

る重要な役割を担っている．

学習方法

CPTコアカリキュラムの教育方法は，地域の事情に応じ

て，異なる形態（例：講義，問題解決型チュートリアル）

をとってもよいが，受動的ではなく自己探求型なものとす

べきである．教育形態は大グループ教育，小グループ教育，

実践的な演習形式，さらに自己学習型の内容がバランス良

く配置されるべきである．CPTのコアカリキュラムは，近

年の流行である問題解決型学習法と相性がよい．
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ほとんどの処方事例解析において，特定の臨床的問題を

解決する試みがなされるべきであり，付録Ⅰに概説されて

いる適切な知識や技術と心構えを必要とすべきである．い

くつかの大学では，学生に簡潔な症例情報を提供し，処方

および治療に関する問題を直接考察させる「治療解析演習」

の教材を開発している．これらは，比較的大人数でも授業

中に実施でき，または数週間をかけて研究と議論を行う形

式の教育としても利用できる．他の CPT教育方法として

は，特定の症例に関する薬物治療に考察を加えて症例報告

を作成する（例：ポートフォリオケース），コミュニケーショ

ン技術教育の一環として実際の患者を相手に面接し処方を

決定するまでの行為を行う，薬物の臨床試験に対する批判

的な検討を行う，（企業が主張する）新規医薬品の謳い文句

を評価する，および医薬品情報の検索などがある．

e-ラーニング

多くの CPT部門は現在，CPTの学習や自己評価を提供

する手段として，ウェブ上での取組みを採用している．確

かに，学生が信頼性の高い医薬品情報の電子検索能力を身

に付けることは重要である．コンピュータ支援学習パッ

ケージは何時でもアクセスできる．処方箋は従来の書面か

ら電子化への変更が世界中に広がっており，この環境に習

熟することで臨場感のある治療シミュレーションを学ぶこ

とが可能となる（60）．e-ラーニングの取組みは，教育を受

けたスタッフが慢性的に不足している地域では採用される

ことが多くなるだろう．技術革新に積極的な教員は，高速

ネットワークを用いて遠隔学習や，対話的な教育を提供す

べきである．この方法は，多くの発展途上国でも適用可能

である．

評 価

適切な学習評価は学生の学習意欲を引き出すとともに，

学習コースの中における CPTの重要性を強調し，すべて

の学生が卒業時には実務に適応できるよう保証するために

重要である．すべての医学校は，学生がカリキュラムの成

果を達成したことを確認するために，認証済みの信頼性の

高い評価系を備える必要がある．評価が単に知識だけでな

く，実践的な技能（例：処方記載，危険な処方の検出，患

者への薬物情報の提供）を獲得したかどうかを評価できる

ことが重要である．客観的臨床能力試験（objective struc-

tured clinical examination：OSCE
オスキー

）は，この種の評価にとっ

て理想的な形式である．医学教育カリキュラムが変革され，

多項目の学習目標達成度の評価を統合的試験で評価するよ

うになったため，今では伝統的な CPT試験を実施してい

る医学校はほとんどない．たとえその場合でも，合理的処

方を可能にする知識と能力の獲得を確認するために，明確

で確認可能かつ堅牢な個別評価項目で評価すべきである．

さらに，評価が統合的であるか，あるいは個別的であるか

にかかわらず，学生は他の科目で良い評価を受けている場

合も処方や薬物治療学習の達成度が低ければ合格と見倣さ

れるべきではない．学生は，さらに医学教育カリキュラム

を通じて形成的評価と自己評価のための機会を定期的に提

供されるべきである．

品質保証

すべての医学校は，CPTの学習内容と達成度評価方法

が，十分な CPT知識と能力を有する卒業生を輩出すると

いう目的に適合しているかについて外部評価を受けねばな

らない．外部評価では，この章の前半で概説された CPT教

育の目標が満たされているかどうかを検証されることが期

待される．CPTの専門知識を持つ外部審査者を選任すれ

ば，外部審査の成果は確実なものになるであろう．

卒後教育

CPTおよび処方に関する教育は，生涯にわたる継続的教

育プロセスである．新薬は絶え間なく上市され，いったん

臨床使用で確立された薬物の知識も（新たな情報により）

急速に変化するからである（付録Ⅱ参照）．前章では，卒後

研修を構築するための確固たる基盤を開発することの重要

性を概説した．新卒医師は当初指導医の監督下で一般的な

医薬品の処方を学ぶが，数年後には専門領域の薬物を指導

医のアドバイスなしで処方できるようになるべきである．

専門医教育と評価のカリキュラムは，CPTの原理と知識の

重要性を認識させるうえで重要である．プライマリケアを

担う開業医や病院の専門家の場合，医学生涯教育（con-

tinuing medical education：CME）（生涯専門職啓発，con-

tinuing professional developmentとも言う）を工夫すること

が知識と技能を更新して実務に反映するために重要とな

る．いくつかの国では薬剤師や看護師が薬物処方を行う専

門職となりつつあるため，CPT教育は患者のケアの質を高

めるため，これらの人々に対しても提供されるべきである．

卒後の CPT教育にはいくつかの重要な課題がある．お

そらく最大の課題は，忙しい臨床業務の中で教育のために

必要な時間を見つけることである．しかしこの問題は，時

間的制約の少ないインターネット上の学習方法の活用と，

すべての医師にとって免許更新および専門医の再認証のた

めに CMEが必須な時間として認知されるようになり，状
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況は改善される方向にある．もう一つの重要な課題は，高

品質の卒後教育を企業の販売促進活動と切り離して提供す

ることである．近年，製薬会社はバイアスのない生涯教育

を提供するうえで十分な資材を投入して影響力のある役割

を果たしてきている．臨床薬理学者は，販売促進活動と関

連しない CPT教育企画の立案に貢献するべきである．

10．臨床薬理学の研究領域

緒 言

1970年のWHOの臨床薬理学に関する最初の報告©1íの

中で研究に関する章では，薬物の作用機序を探求し，ヒト

での薬物動態研究の必要性を強調していた．ヒトを対象と

する臨床試験に関しては新薬の早期臨床試験の向上と従来

の治療試験を共に重要視していた．今や，臨床薬理学研究

は新しい段階に進みつつあり，薬物に関する科学的なデー

タを合理的な患者ケアに円滑に橋渡しする，いわゆる trans-

lational medicineの性格を帯びたものになってきている．

しかし，薬物研究がすべて，translational医療の範疇に留

まるわけではない．臨床で働く薬理学者は，目前の個々の

患者および患者集団における薬物の適正使用を向上させる

方法と戦略を開発する目的に向かって努力すべきである．

薬効評価，薬物の適正使用，ファーマコビジランスおよび

薬剤疫学の研究など，現在では，1970年のWHO文書では

表面的にしか触れられなかった領域の重要性が高まってい

る．これらの研究分野は，合理的医薬品使用（RUM）の観

点で医療従事者を支援する大きな可能性を秘めている．医

薬品の合理的使用とは，薬物の有効性，副作用，そしてコ

ストを重要なパラメータとしてできる限り対等に組み込ん

で薬物選択を行うことを意味する．したがって，臨床薬理

学の研究は，新たな適応症や従来軽視されていた患者集団

（小児，高齢者―7章と 8章参照）で治療薬として使用され

ている薬物についての新しいデータを取得する研究も含ん

でいる．また，臨床薬理学の研究領域は有害反応，薬理遺

伝学および薬物相互作用についての研究も含んでいる．臨

床薬理学の研究は，通常，学際的であるため，しばしば他

の医療専門分野の臨床医学研究者のみならず他分野の専門

家（薬剤師，薬物分析化学者，分子生物学者，統計学者，

コンピュータの専門家）と協力して行われる．

ボランティアにおけるヒトの薬物動態学，

薬力学および薬理遺伝学の研究

この領域における研究は，生体における薬物の作用，あ
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るいは薬物に対する生体の作用に関する機序の基本的な理

解につながるはずである．この領域は臨床薬理学者が過去

に重要な貢献をしており，薬物動態学と薬力学における，

個人内および個人間変動にとくに焦点を当てた研究が行わ

れた．変動の機序は通常，薬物標的分子，薬物トランスポー

ター（輸送体）と薬物代謝酵素の遺伝子における遺伝的変

異に関連している．この領域における研究の視点は，単に

分子機序を理解するだけでなく，遺伝子型判定あるいは表

現型の試験法を開発することにも向けられるべきである．

その成果は薬物応答の予測や，薬物治療効果の遺伝的およ

び非遺伝的修飾因子間における差異を同定するために利用

できる可能性がある．（ヒトを対象とした）生体内（in vivo）

での研究は，しばしば，試験管内（in vitro）での実験や計算

科学（in silio）によるシミュレーションと組み合わされて

いる．薬物の代謝および排泄経路を特定する研究も重要で

ある．

薬物動態学的研究には，二つの異なる方法がある．第一

の方法は，少数の被験者に薬物投与を行い，予め決められ

た複数の時点で薬物濃度の測定を行うものである．第二の

方法は，大規模集団（母集団動態学）の被験者を用いて一

人当たりには少数回であるが集団としては多数の薬物濃度

の測定を行うというものである．このようなデータにより，

薬物除去能力が低下あるいは亢進しているサブ集団を判別

できる可能性がある．母集団薬物動態学の方法論は，薬物

／動態-薬力学（PK／PD）評価にも適用することができる．

臨床薬物評価と第Ⅰ相から第Ⅲ相試験の治験

（臨床試験)

ヒトにおける薬物の評価法を改善することも臨床薬理学

の重要な研究領域である．ヒトにおいて新薬の作用を最初

に評価する試験（第Ⅰ相試験）は，少数の健康被験者を対

象として細心の注意を払って非常に詳細に検討される．こ

れらの第Ⅰ相試験は，多くの場合，製薬企業や専門の治験

（臨床試験）企業で働く臨床薬理学者によって行われる．次

いで，治療すべき疾患（たとえば，高血圧症）を有する少

数の患者を用いて詳細に薬物効果を評価する臨床試験が行

われる（第Ⅱ相試験）．臨床薬理学の教育は，それらの研究

を行う能力を身につけさせる．

無作為化比較臨床試験（RCT），またはその延長線上のメ

タ解析研究，あるいは複数の RCTの系統的レビューは，薬

物の有効性を証明する最良の方法であると考えられてい

る．RCTには長所だけでなく短所もあるため，臨床介入を

評価する他の方法も必要とされる（61）．臨床薬理学者は

RCTの導入，とくに対照群にプラセボを投与する手法を導

入した先駆者である．RCTは今や，実質的にすべての医療

専門分野における臨床介入研究で使用され，もはや必ずし

も臨床薬理学者の独壇場ではなくなった．しかし，RCTは，

ほとんどの薬物評価の基礎となるので，すべての臨床薬理

学者はこの方法を習熟していなければならない．臨床薬理

学者が他の専門医との違いを発揮できると思われる領域

は，薬物の作用機序に基づいて理解できる，すなわち予測

可能で，比較的出現頻度の高い有害反応の予測である．さ

らにもう一つ，臨床試験における薬物作用の尺度としての

バイオマーカーの評価も挙げられる．新薬の場合であれば，

上述した研究は臨床第Ⅰ相試験の一部として実施される．

治療薬物モニタリング（第 6章参照）

治療薬物モニタリング（TDM）は，臨床薬理学が大きな

貢献をした科学的な医療技術である．血液または血漿中薬

物濃度の測定は，多くの場合，個々の薬物曝露により生じ

る効果と毒性の理解を助け，指定された投与量時での予想

曝露量が効果や毒性とどのように関係するかを検討するこ

とにより，最適な治療効果を得るために必要な血漿中薬物

濃度範囲あるいは有害反応のリスク亢進との関連を明らか

にできる．したがって，狭い治療域を有する薬物や，薬物

動態に大きな個人差があるために投与量から薬物曝露量の

予測が難しい薬物に対する TDMの臨床的意義は明らかで

ある．とくに，TDMの手法は標準的投与量で予期せぬ有害

反応が生じる，または期待する治療効果が得られない場合

に，個々の患者への投与量を調節する場合に直接的な手引

を提供することになる．TDMの手法は，薬物の血漿中濃度

が，薬物の標的における薬物濃度を反映するという仮定に

基づいている．しかし，この仮説は必ずしも成り立たない

こともある．たとえば，ある種の中枢神経系（CNS）作動薬

や，局所組織感染症（訳者注：前立腺など）を治療するた

めに使用される抗感染症薬の場合などである．

日常臨床で測定される検体に基づく TDM研究は，高リ

スク患者グループ，つまり高齢者，小児，そして腎または

肝障害患者において特定の薬物を安全に使用するために重

要である．TDM研究はまた，薬物間相互作用の検出および

管理や，薬物排泄経路における遺伝子多型の臨床的影響を

理解することにも役立っている．

ヒトゲノム解析と，バイオテクノロジーおよびヒトの分

子医学における革命的発展は，TDMに対しても重要な影

響を及ぼした．21世紀初頭の（臨床薬理学）研究は，遺伝

子変異がおもに薬物代謝酵素活性や，薬物トランスポー
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ター（輸送体）と受容体の機能とどのような関係をもって

いるかを理解することを目指している．多くの TDM研究

室では現在，TDMに加え，遺伝子型判定サービスを提供し

ており，これらの医療情報は薬物治療の個別化に非常に重

要である．

臨床薬理学者は，必ずしも自ら実施する必要はないが，

TDMに使用される研究方法の原理を理解している必要が

ある．TDMまたは薬理遺伝学上の研究における臨床薬理

学者の主な責任は，臨床的に関連する問題を明確化し，こ

の問題へのさらなる理解をもたらすために役立つ研究を企

画し，試験に参加するボランティアに対して医学的に責任

を持ち，得られた結果を臨床実務へ橋渡しする点にある．

医薬品安全性監視(ファーマコビジランス)

新規薬物が上市される時点では，わずか 3000〜5000人

の患者に対してしか投与されていない．その時点では，新

規薬物の作用がプラセボよりも優れ，既存の標準治療薬に

匹敵するか優れていることを支持する確実なデータが揃っ

ていなければならない．また，その薬物について高出現頻

度の有害事象も認識されている必要がある．とくに，薬理

学的な基本特性から予測可能であるもの，あるいはそれに

ついて容易に説明できるものに関しては認識されているべ

きである．市販が認可された段階では，薬物の基本的な薬

理学では説明できない，発生確率として一万人に一人，ま

たはそれ以下の稀少ではあるが重篤または致命的である有

害反応は検出できない．あるいは，仮に起こったとしても

（薬物投与とは因果関係が不明な）偶発的事例としてしか

認識されない可能性がある．市販後の自発的有害反応報告

制度は，このような未知の薬物毒性を検出するために行わ

れる．その方法は，有害反応の疑いがある個々の症例報告

を収集することである．有害反応研究におけるデータマイ

ニング（大量のデータから意味のある傾向を取りだすこと）

は，大量の有害反応データベース中に一定の構造やパター

ンを探索することであり，このような作業は手作業ではも

はや不可能である．データ検索には，薬物摂取と有害事象

間の関連やそのパターンを発見するためのコンピュータ手

法や，アルゴリズムの開発が重要である．

薬物使用研究(Drug utilization studies)

臨床薬理学者は，薬物使用研究においても重要な役割を

果たしている．この研究は医薬品の処方，調剤，消費量に

関する医療データを電子的に収集し，それらの過程を定量

的に解析・評価する方法を開発することとして定義される．

この研究はまた，何らかの介入により医薬品の処方，調剤，

消費量の質を改善できるかも検討対象とする．医薬品使用

状況の調査はその薬物の主要な適応症に対する標準的な成

人維持用量を指標として実施することが多い．

薬剤疫学

RCTにより特定の臨床事象の発生シグナルを検出する

ことが非倫理的（例：胎児に対する薬物の有害な影響を検

出する場合など）であるため実施できない，あるいは，

RCTで仮説を検定するには非現実的なほど多数の患者を

必要とする場合には，RCTが問題解決の方法として採用で

きないことがある．臨床薬理学者は，薬剤疫学の確立の先

駆者であった．薬剤疫学は大規模集団における薬物の使用

と作用を研究する科学である．薬剤疫学は臨床薬理学と疫

学の両方の手法を使用する．研究の目的は，有害反応のリ

スクを推定したり，仮説を検定するためのシグナルを検出

することである．研究の成果は，医療機関や個々の患者に

助言を与え，薬物の最適な利用に関する方針を策定するた

めに使用される．

コホート研究は，特定の薬物によって治療を受けた患者

集団における薬物の効果（治癒，死亡，有害反応）を記録

することによって行われる．薬物治療を受けていない患者

は対照群として使用される．無作為割付と盲検法は適用で

きないので交絡や偏りの問題は残るものの，少なくとも部

分的にこの問題を解決する方法（訳者注：propensity score

法など）が開発されてきた．症例対照研究においては，有

害反応と疑われる症状を有する患者における薬物使用は，

症状のない患者の集団における薬物使用と比較される．し

たがって，その結果から有害反応が現れるオッズ比を計算

することができる．連関解析は，個々の患者の処方データ

ベースと健康状態データベースのデータを連結することに

よって行われる．薬剤疫学は臨床薬理学の重要な新分野で

ある．この分野の継続的な開発のために，薬剤疫学はその

一部を臨床薬理学と結び付けておくことが重要である．

薬剤経済学

薬剤経済学は，他の医療介入と同様に，医薬品や医療サー

ビスの臨床的，経済的および社会的影響を評価する科学分

野である．目的は，最適な治療成果と医療資源の配分のた

めの貴重な情報を，医療の政策決定者と医療者および患者

に提供することである．薬剤経済学には，医療経済学，臨

床評価，リスク解析，技術評価や健康関連の生活の質

（QOL）に関する研究，疫学，意思決定科学，医薬品の関係
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する医療サービス研究が含まれる．臨床薬理学者は，医学

的に重要な研究課題を提案し，標準的な患者に対する検出

可能な評価基準により研究成果を効果的な治療に反映させ

るうえで最適な立場にいるため，薬剤経済学の分野におい

ても重要である．この分野における臨床薬理学者の主な役

割は，ある新薬が既存治療に対して臨床的な優位性を有し

ているか否かを評価するために，包括的な解析の中で臨床

試験のデータが品質と適合性の面で評価可能であるかどう

かを吟味することである．そのためには医療経済学者が開

発した対費用効果モデルに当てはめるために必要な「利益」

または「有効性」の客観的な定量的評価を行うことが必要

である．臨床薬理学者は，製薬企業による（新薬の）評価

や主張を鵜呑みにせず公正な評価ができる点において，他

の専門家には代替できない存在である．

11．臨床薬理学の新たな役割：

生物製剤とバイオ後続品

（バイオシミラー)の例

背 景

バイオ医薬品の重要性は高まる一方である．この分野に

おける臨床薬理学者の責任は 1970年に発表された WHO

の臨床薬理学に関する報告以来大幅に拡大した．過去 30

年間にインスリン，成長ホルモン ソマトトロピン，イン

ターフェロン，顆粒球増殖因子，エポエチンのような赤血

球増殖因子およびインフリキシマブのような腫瘍壊死因

子-アルファ（TNF-a）阻害薬などの生物資源から製造ま

たは抽出された薬物（例：遺伝子組換え製品，モノクロー

ナル抗体および遺伝子組換えワクチン）が治療の目的で開

発され承認された．バイオ医薬品は，新規医薬品開発の中

で急速に成長している分野であり，米国では 2006年に約

400億ドルに達する売上高があった（62）．今日では，薬物

の 20〜30％が生命工学（バイオテクノロジー）の手法によ

り製造されている．ヒトインスリンの特許は 1980年代初

頭に申請され，2002年に失効した．他の特許もまた，終了

または期限切れになろうとしている．現在，約 400種類の

バイオ医薬品が臨床開発中であり，その約半分が癌の治療

薬である．それらの多くは高価であるため，必要とするす

べての患者が対費用効果的に満足できる治療にアクセスで

きるように，ジェネリック医薬品を提供できるようにする

ことが重要である．

化学合成によって製造された古典的な薬物とは対照的

に，生物製剤（またはバイオ医薬品）は，微生物あるいは

植物または動物の細胞などの生命体で製造される．その製

造工程および作用機序のために，生物製剤の有害反応は化

学的に合成された薬物と異なる様相を示す．したがって，

生物製剤の有害反応には特別な注意が必要である（63）．

ほとんどの生物製剤は複雑な高分子またはそれらの混合

物である．通常 DNA組換え技術に基づいて製造されてお

り，その過程は企業秘密（commercial-in-confidence）である

ことが多い（62）．培養細胞株，ベクター，培地および条件

などの製造過程を変更すると，産生されるタンパク質アイ

ソフォーム，糖鎖構造およびタンパク質の三次元構造に変
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化が起こることがある．したがって，古典的な化学合成薬

物とは異なり，既承認生物製剤（基準薬）の生成法を模倣

しても，製造されてくる医薬品は，オリジナル薬と似てい

るものの，完全に同一ではない．したがって，このような

製品は「後発医薬品（ジェネリック）」とは呼ばれず，「バ

イオ後続品（バイオシミラー，biosimilar）」または「フォ

ローオン バイオロジック，follow-on biologic」と呼ばれて

いる．

上記の理由で EMAは，バイオ医薬品には従来の化学合

成の後発医薬品に対して用いられた同等性基準を適応する

ことは科学的に適切でないと認識している．この分野で働

く臨床薬理学者は，従来とは異なる分子生物学および細胞

生物学の知識と技術を有する必要があり，仮にない場合は

習得する必要がある．

バイオ後続品(バイオシミラー)

-評価の問題点

バイオ後続品（バイオシミラー）は，その原料や製造過

程の点で先発の生物製剤とは異なるので，先行品の臨床試

験では検出されなかった免疫原性が関係する問題を引き起

こす可能性がある．したがって EMAは，バイオ後続品が，

安全かつ有効であることを確実に担保するために，承認前

に広範な試験を要求するなど，患者へのリスクを最小限に

するための規制の枠組みを確立すべきであると表明してい

る．さらに，バイオ後続品は，後発品であっても新規生物

製剤と同様に市販後調査（モニタリング）を受けなければ

ならないと規定している．したがって，EMAは，類似した

生物学的製剤には個別的な対応ではあるが，通常は新規の

臨床試験を要求している．一方，FDAはフォローオン生物

製剤のために，どの程度のデータと試験が，安全性と有効

性（類似性と互換性）の主要な基準を確立するのに十分で

あるかどうかを決定する際に，より柔軟な立場をとってい

る（64）．具体的には，バイオ後続品の製造業者は，製造工

程に関するデータ，製造施設，前臨床バイオアッセイの実

施法，毒性試験，局所忍容性試験，および基準製品と比較

した第Ⅰ相から第Ⅲ相試験（訳者注：原文ではⅣとあるが

著者の誤りと思われる）の研究結果を含む詳細な製造申請

書類を提供しなければならない．EMAは，エポエチンのバ

イオ後続品に対して，腎性貧血患者での有効性を検証する

ために 2種類の平行群間比較対照二重盲検試験を要求し

た．しかし，一般的には，特定の治療領域において検証さ

れた有効性を他の治療領域に外挿することは許可されてい

る．たとえば，腎性貧血に対する治療効果を化学療法後の

貧血の対症療法へ外挿するような場合である．しかし，こ

の点においては各国の規制当局間で時として見解が異なる

場合がある．上述したように，免疫原性は生物製剤の大き

な問題である．バイオ医薬品はタンパク質であるため，抗

体産生のような免疫応答が従来の医薬品と比べて起こりや

すい．たとえば，エポエチン aによる治療を受けた患者に

おいて，孤発性の赤芽球減少症（赤芽球癆）がエリスロポ

エチンに対する中和抗体の産生により生じた例が報告され

ている（65）．一般的にバイオ医薬品の免疫原性の可能性は，

製造過程や適用法，投与量，治療期間および個々の患者の

体質に依存する．免疫反応は臨床的に何ら意味がない場合

もあるが，深刻な有害作用を引き起こすことがないにせよ，

有効性の低下につながることもあるため，慎重なファーマ

コビジランスが必要とされる．EMAガイドラインによる

と，あるバイオ後続品が基準薬と比較して免疫原性の有無

と有害事象の様相を評価するためには少なくとも 300人の

患者を 12カ月間観察しなければならないとされる（66）．

承認前の試験での安全性に関するデータから，バイオ後

続品の免疫原性の可能性についての完全な様相を得るには

不十分であるため，承認後の安全性に関する研究やリスク

管理計画を準備しておくことはバイオ後続品にとっては必

須である．エポエチンのバイオ後続品の承認の違いで説明

すると，アブシームド-Abseamed（Medice，Iserlohn，ドイ

ツ）とビノクリット-Binocrit（サンド，Kundl，オーストリ

ア）は，欧州で承認されたが，免疫原性のデータが不十分

であると考えられたため，慢性腎不全患者における長期皮

下注射製剤としては承認されなかった．このような例外的

措置は，バイオ後続品エポエチンアルファヘキサル（Hex-

al，Holzkirchen，ドイツ）では行われなかった．

結 論

バイオ後続品の前臨床および臨床試験に関する規制当局

の広範な要求は，開発者にとって通常の後発医薬品の場合

よりも実質的に高い開発費用を課すことになる．したがっ

て，バイオ後続品の薬価は，先発のバイオ医薬品と比較し

てわずか 15〜20％しか安価とならないと予想される（67）．

要約すると，生物製剤とバイオ後続品の利益リスク比の

評価は，医師，メーカーや規制当局にとっての大きな課題

である．一方で革新的薬物開発の必要性を考慮しつつ，他

方では患者の安全に配慮する努力の必要がある（68）．これ

らの魅力的な新薬を活用するためには，分子生物学者，免

疫学者および臨床薬理学者の専門知識が必要である．臨床

薬理学者が受ける標準的な訓練に加え，分子生物学および

細胞生物学において必須となる訓練を受けていれば，臨床
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薬理者にはこの分野で活躍する大きな機会があると思われ

る． 12．臨床薬理学と製薬企業

概要および業界環境

最近まで製薬企業は，新規および既発の薬物の発見と開

発および市販を牽引してきた．これにはファイザーやグラ

クソ・スミスクラインのような「big pharma」と呼ばれるグ

ローバル企業から，より規模が小さく特定疾患領域に特化

した企業で大規模なもの（例：ジェネンテック）および小

規模のバイオテクノロジー企業，また後発医薬品，非処方

薬（OTC）や代替医療の薬物に特化した会社などが含まれ

る．臨床薬理学者は，創薬と臨床使用に関するすべての面，

／さらに薬物動態学／薬力学から，薬剤疫学，ファーマコビジ

／ランス（利益／有害性管理）および薬剤経済学にわたる臨床

薬理学の準専門領域のすべてにわたる広い視野を有してい

る．さらに重要なことは，臨床薬理学者は，医薬品開発を

倫理的に（患者の）同意の下に効率的に実行するために，

薬物標的，疾患の病態生理，状況把握と管理，前臨床およ

び臨床データの知識を統合的に運用することができる．

世界的に製薬企業の経営は，変化の激しい経済情勢，規

制，社会的および政治的影響により絶えず変化を強いられ

ている．R&D（研究と開発）への投資が急速に増加してい

るが，市場への新製品上市数には反映されていない．多大

な投資を行ったにもかかわらず，combinatorial chemistry（コ

ンビナトリアル・ケミストリー）（訳者注：組合せ論に基づ

いて設計された一連のケミカルライブラリーを系統的な合

成経路で効率的に多品種合成する手法），high-throughput

screening（ハイスループット・スクリーニング）（訳者注：

多数の化合物から構成される化合物ライブラリーの中から

自動化されたロボット処理などを用いて創薬ターゲットに

活性のあるものを効率的に選別する技術），合理的薬物設

計，薬理ゲノミクス，バイオインフォマティクス（生物情

報科学）および，疾患と pathway modelling（訳者注：マイク

ロアレイやメタボロミクス，プロテオミクスなどの実験よ

り得られた膨大なデータのパターンと従来の研究で明らか

にされた代謝あるいは情報伝達経路を照合し，代謝・情報

伝達経路（パスウェー）上で活性化あるいは抑制されてい

る遺伝子群等を同定し疾病との関連で創薬標的を発見した
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り，薬物効果あるいは毒性に関わる機構を解析する方法）

を用いた革新的創薬モデルに対して抱いた期待は未だに満

たされていない．（先行薬企業は）特許の有効期限切れ，ま

たは後発薬品企業からの猛追や精力的な挑戦を受けつつ，

特許切れ製品の代わりとなる新薬のパイプライン（創薬か

ら開発，販売までの一貫した体制）が貧弱であることから，

従来の少数の「大ヒット商品」いわゆるブロックバスター

薬（訳者注：画期的な薬効を持つため従来の標準治療を覆

すほどの新薬．当然売上も大きく，明確な定義はないが 1

薬物で年商 1000億円を超え，巨大製薬企業の屋台骨を支

えるような新薬を指す（例：アトルバスタチン））に開発資

源を集中していたビジネスモデルのリスクも明らかとなっ

ている．また，期待の大ヒット候補薬の開発が後期段階で

次々と失敗し，知名度の高い薬物でも市販後に安全性関連

の問題で回収される事例が生じたため，規制当局は医薬品

開発過程のリスク管理を重要視するようになった．別の側

面では，消費者と健康保険基金・企業と政府は，薬物その

ものよりも薬物により得られる健康上の成果に対して費用

を支払うことをますます重視するようになった．同時に，

企業がこれまで採用してきた販売促進およびマーケティン

グ手法が疑問視され，社会的な信頼を失いつつある．これ

らの要因は医薬品の開発にどのような変化をもたらしてい

るだろうか？

創薬レベルでは，疾患は従来考えられたよりも複雑であ

り，単一の薬物標的に創薬の標的を絞ることは最適な方法

ではないという認識が広がり，R&Dは「単一標的モデル」

からかつての「疾患モデル」に戻りつつある．かつては，

新規医薬品の発見，前臨床試験，臨床開発は異なるチーム

が担当していたが，現在では，一つの開発チームに統合さ

れ，初期のシード探索から薬剤経済学やマーケティングの

機能を含むものとなっている．企業は，試験管内および前

臨床動物実験のデータをヒトに適用するための橋渡し研究

を重視しており，医薬品はバイオマーカーや薬理ゲノミク

ス情報により同定される応答性の高い患者集団を標的とし

て開発されている．このように，製薬企業はいわゆる個別

化医療の手法による対費用効果が高い医療をめざしている

のである．企業はますます，薬物とともに，その薬物に対

して高い応答性をもつ患者を識別するのに役立つサービス

および診断技術を市場に提供するようになった．さらに，

企業は拡大しつつある（発展途上国の）市場と従来は新薬

開発の対象とならなかった疾患を標的にした医薬品開発を

進める方針をとりつつある．支払者（患者と健康保険基金

など）がかつてより対費用効果を重視するようになる傾向

は，企業が健康に真の利益を生み出す医薬品を開発するよ

うに駆り立てている．また，バイオテクノロジーを利用す

る新薬開発のパラダイムにより生み出される生物学的製剤

は，製品価値と費用が高いために企業に多大な利益をもた

らすため，従来の化学合成医薬品に取って代わりつつある．

大手製薬企業（いわゆる big pharma）は，バイオテクノロ

ジー創薬を自社内の R&D，特許のライセンス導入，外部の

R&Dへの出資，外部提携，またしばしばアカデミア研究者

が起業した小規模な革新的技術をもつバイオテクノロジー

会社の買収を通じて行っている．

製薬業界は多くの問題に直面しているが，医薬品の需要

（つまり市場）は社会の高齢化と，発展途上国における新た

な市場の出現と成長により，2010〜2020年の間に増大する

可能性がある．大手製薬企業は度重なる合併や買収を通じ

て統合されており，この傾向が継続することは間違いない．

逆説的であるが，製薬企業は統合後に，ニッチ市場やバイ

オテクノロジーへの対応の違いにより独自性が出てくるだ

ろう．また，今後，後発医薬品企業はこの業界で重要なプ

レーヤーとなるだろう．

製薬業界における臨床薬理学の役割

臨床薬理学者は，製薬企業全体で広い範囲の役割を果た

すことができる．しかし，その場合には大学や病院などで

の活動で通常必要とされる以上の技能と専門知識が必要と

なる．活躍できる役割の種類と必要な知識，技能や心構え

をまとめると以下のようになる．

伝統的役割：従来から臨床薬理学者は製薬企業で，臨床医

薬品開発の初期段階（計画，設計，実施，分析，解析およ

びヒトでの第Ⅰ相および第Ⅱ相試験の報告）に関わってき

た．これらの活動に含まれるのは：

・ファースト・イン・ヒューマン（First in human）試験にお

いては最初の投与量，忍容性，薬物動態および必要に応

じて薬力学的パラメータを前臨床データに基づいて設定

／せねばならない．臨床薬理学者は，前臨床，橋渡し研究／

／バイオマーカー，薬物代謝／PK，および毒性学の共同研

究者と協力して，利用可能な全データを統合し，また，

将来の臨床試験のための最適な第Ⅰ相試験の戦略を計画

し，最終的には販売承認のための薬事申請を行う．

・第Ⅱ相臨床検証（proof of concept，プルーフ・オブ・コン

セプト）試験では特定の患者集団における有効性を確立

する．

／・追加的 PK／PD試験においては，薬物相互作用試験，病

／態下での PK／PD試験，生物学的利用率，開発初期から

開発後期で使用される剤形間での生物学的同等性試験，
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および高齢者や小児のような特別な患者群における臨床

試験を実施する．

専門的役割：臨床薬理学者は多彩なサブスペシャルティ領

域を持っており，これらの領域における役割と能力が製薬

企業に必要とされている（69-71）．臨床薬理学者は幅広い

領域に実践と経歴があるため，幅広い機能および治療領域

のグループを上手く統合することができる．例としては以

下が挙げられる．

・（医薬品の）前臨床開発

・薬理遺伝学

・薬剤疫学

／・ファーマコビジランス（有益／有害性管理）

・薬剤経済学

・（医薬品の）後期臨床開発―第Ⅲ相検証的臨床試験

その他の活動：製薬企業における臨床薬理学者が大なり小

なりとも貢献できる領域は：

・規制関連―新薬申請文書提出の準備，規制当局との折衝

と規制対応戦略の立案

・外部委託（アウトソーシング)―CROの管理および学術

契約

・顧問業務―科学と臨床顧問委員会の設置と管理，適切な

製品開発を確実にするために重要な科学および臨床顧問

との交渉

・知的財産の管理―特許申請準備の支援，特許弁護士と連

携する他国の特許事務所からの問い合わせへの対応．知

的財産管理においては，特許申請をするか，社内ノウハ

ウとして保持するか，公共ドメインに提供するかの決定．

特許防衛のための科学的および臨床的アドバイスなど

・相当注意（訳者注：原文は due diligenceで，周囲の状況

に対する相当あるいは適切な注意を払うべき義務に対す

る法律用語）業務―データの科学的および臨床的分析，

および製品や会社の市場価値の科学的および臨床的分析

・マネージメントおよび財務活動―人的，物的資源―最も

効率的な開発方針の企画―迅速な開発はより高い正味の

現在価値（訳者注：経済用語で将来の価値を一定の割引

率を用いて現在時点まで割り戻した価格を表わす）を与

える．

小規模の製薬企業やバイオテクノロジー企業における役割：臨

床薬理学者はこの環境において，創薬全体，つまり開発か

ら市場販売に至るより広範な役割を果たすことが求められ

る．通常，このような企業では，製品開発と市販されてい

る製品は特定の専門領域に限定されていることが多い．臨

床薬理学者の役割は，広範な戦略的計画やマネージメント

と財政に集中するだろう．臨床薬理学者は，金融市場での

資金調達や，利用可能な資金に関連した開発戦略，市場段

階への開発，あるいは早期開発段階での特定製品の自社開

発継続か他の企業に特許を売払するか否かの意思決定を含

めた，経営全体の多面的業務に貢献することが求められる．

製薬企業の役割と需要．製薬企業におけるキャリアパスには

通常，科学的および管理業務的な流れがある．臨床薬理学

者は，通常，科学的分野でのキャリア形成から始めるが，

彼らのもつ幅広い経歴を利して，いずれ両方の分野で貢献

するようになるだろう．臨床薬理学者は，開発プロジェク

トや製品開発チームの管理や，中枢神経系（CNS）や心臓

血管系（CVS）などの治療分野でリーダーシップを発揮す

／ること，または臨床薬理，（製品の）効果／有害反応管理や薬

剤疫学などの機能領域でリーダーシップを発揮する役割が

期待されている．臨床薬理学者の広い視野は企業での探索，

開発，販売戦略全体を統括する上級管理職の役割にとって

理想的である．

知識，技能，心構え．通常，製薬企業における臨床薬理学者

は内科医として基礎的教育を受けた後に臨床薬理学の専門

的教育を受けている．企業は，プロジェクト管理など企業

で特有の必須技能の訓練を社内または外部研修で提供する

こともあるが，それらの大部分は実務経験を通じて自らが

獲得する．関係する領域に含まれる内容は以下のものであ

る．

・知的財産と知識管理

・（医薬品開発の）戦略立案とプロジェクト管理

・規制内容の把握―国際的，地域的および国固有の規制要

件の知識

・規制遵守―GxPs（GCP，GLP，GMP），電子的および印刷

された記録データと情報管理（訳者注：GCP，GLP，

GMPの略語については後に詳述)

・複雑な組織内および機能別チームの横断的リーダーシッ

プと意思決定

・企業中枢の管理能力―産業構造の理解，俯瞰的な業界の

理解とビジネスモデルの提案，業界部門間の違いの理解，

製品価値の創造と評価方法の理解

・倫理的および社会的視点と幅広い業界問題の理解―自企

業内や業界部門における企業としての対応と倫理的実

践，医学的価値と営業的価値の大所高所からの判断，企

業価値観と活動
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医薬品開発の目標は，知的および科学的創造性を医薬品

に結びつけ，患者に利益を与えつつ，持続可能なビジネス

モデルを構築することである．臨床薬理学者は，現代の巨

大な利益追求組織である製薬企業の中でたとえ困難であっ

ても，企業に適切な倫理性，社会性，医学性の方針に沿っ

て行動するよう影響を与えるだけの能力を有している．

13．政府：臨床薬理学に

とって必須な役割

臨床薬理学者は，薬物療法や医薬品の評価に対する体系

的な教育を受けている．そのため，関係する多くの政府機

関での公共活動，たとえば，新規医薬品の承認，市販後調

査，薬物療法の選択，医療保険給付の決定と研究プロジェ

クトの倫理審査において，専門性を遺憾なく発揮すること

ができる．政府は医薬品の倫理的，科学的および新規薬剤

の開発などの方向性において関与せねばならない．これら

3側面における活動は相補的であり，あらゆる政府の最も

重要な役割である国民保健衛生の支援と促進を通じて，市

民を擁護する役割を担っている．

政府とその医薬品規制関連機関は，市民が参加する臨床

研究が被験者に害を加えていないこと，または基本的人権

が損なわれていないことを確認するために，あらゆる措置

を取る必要がある．この任務には，ある医薬品（または他

の医療介入）が，ヒトに対して使用された際の安全性を確

保するために十分な前提条件を満たしているかを確認する

ことが求められる．また，計画された臨床研究が，予測さ

れる害と利益のバランスに基づいて正当化できるかどうか

を評価する作業も含まれる．これらは，（臨床試験に対する）

政府の倫理的な側面における役割を担っている．

歴 史

二つの世界大戦の後，人権擁護に関係するいくつかの取

組みがなされ，これらは 1964年の世界医師会でヘルシン

キ宣言として具体化された．国際医科学機構評議会

（Council for International Organizations of Medical Sciences：

CIOMS）は，1949 年に WHO と国連教育科学文化機関

（UNESCO）の後援下に設立された組織であるが，1970年

代後半，WHOと協力して，ヘルシンキ宣言で示されてい

るようなヒトを対象とする生物医学研究の実施の倫理的な

原則を，とくに発展途上国において，その所与の社会経済

情勢，法令と規制の状況下で，いかにして効果的に適用す

るかを示すガイドラインの作成準備に乗り出した．CIOMS

の出版物の中で最も重要なのは 1993年に発行された，ヒ

トを対象とする生物医学研究のための国際倫理ガイドライ
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ンである．2002年に発行された改訂版（72）は，とくに資

源の乏しい国々で有用であるように生物医学研究の倫理を

定義し，倫理的基準を地域の環境に適合させ，ヒトを対象

とする研究の倫理審査のための適切な手続きを確立または

適合させるように作成されている．おもに倫理委員会設立

者や研究者を対象にしているが，臨床薬理学者が関与して

作成された CIOMSガイドラインは，とくに資源の乏しい

環境において，臨床研究に関する政府の考え方に影響を与

えている．ヒトを対象とした研究のもう一つの重要な側面

は，医薬品の臨床試験の実施基準（GCP）であり，それは臨

床試験のデザイン，実施，成績，モニタリング，監査，記

録，分析および報告の内容と手順を示している．GCPは，

データと報告された結果が信頼でき，かつ正確で，被験者

の権利，健全性および機密性が保護されることを保証して

いる．1995年に発行されたWHOGCPガイドライン（73）

や 1996年から有効となった日本 EU医薬品規制調和国際

会議（International Conference on Harmonization：ICH）GCP

（E6）（74）を含め，多くの GCPガイドラインはヘルシンキ

宣言に基づいて作成されている．

倫理委員会および規制機関

臨床研究に対する倫理的配慮の基本は，研究企画が（研

究者とは）独立した倫理委員会で審査されることである．

今日では，多くの国で倫理委員会の審査手続きが定められ

ている．たとえば，欧州委員会は，倫理委員会が研究申請

書を処理するに当たり，厳格な処理期限日数を設定してお

り，それに従ってすべての欧州連合（EU）加盟国の倫理委

員会が業務を行っている．臨床薬理学者は，医薬品が関係

する臨床研究に関連する知識があるため倫理審査委員会の

構成員としてとくに有用とされている．また，政府は効果

的かつ安全な良質の医薬品だけが，その国民の治療に使用

されていることを保証する必要がある．今日では，すべて

の処方医薬品は販売認可承認の対象となっている．承認は，

製品の品質や安全性と有効性の評価に基づいて行われてい

る．医薬品の全ライフサイクル（販売承認以後，市場から

の不測の撤退もありうるが）における安全性監視は政府の

責務である．通常，これらの医薬品規制業務は専門の政府

機関―米国食品医薬品局（US FDA）やヨーロッパの EMA

のような国立医薬品規制機関（NMRA）によって実施され

ている．広い意味で NMRAには，医薬品が関わる複数の側

面を担当する任務が課せられている．WHO の政策展望

（Policy Perspectives）第 7号「効果的な医薬品規制：安全と

効果そして品質を保証するために」（75）では以下のように

述べている．「（NMRAには）国の規制機関としての目的を

含む明確な行動目標の設定が任務遂行のために必要であ

る．その目的は医薬品の安全性，効果そして品質を保証す

ることを通じて国民の健康を守り，増進すること，医薬品

の適正な使用を保証すること，医薬品情報を適切に国民と

医療関係者に提供することである．」

欧州におけるさまざまな国の専門家の仕事を調整し，非

常に大きな責任を担っている EMAは，さらに広範なミッ

ションステートメント（訳者注：構成員自らが定めるその

団体の使命表明文）（76）として「ヒトと動物の健康を増進

させるために，医薬品を評価し監督する卓越した科学を育

成する」ことを掲げ，そのために以下の行動を行うとして

いる．

・単一の欧州販売承認制度を通じて，使用者が安全で効果

的かつ革新的な医薬品，後発医薬品および非処方医薬品

に迅速にアクセスすることを可能とする効率的かつ透明

性のある手続きを開発する；

・とくにファーマコビジランス・ネットワーク，および食

用動物飼育に使用される医薬品残留物の安全限度を確立

し，ヒトや動物用医薬品の安全性を管理する；

・技術革新の促進と研究を刺激し，EUの製薬企業の競争

力維持に貢献する；

・医薬品の質の高い評価を提供し，研究開発プログラムに

ついて助言し，根本的な GxP〔GxPは「医薬品の臨床試

験の実施の基準に関する省令」good clinical practice

（GCP），「医薬品および医薬部外品の製造管理及び品質

管理の基準」good manufacturing practice（GMP），「医薬品

の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省

令」good laboratory practice（GLP）を総称したもの〕が一

貫して提供されていることを監督し，医薬品使用者と医

療従事者に有用かつ明確な情報を提供するために，EU

全体の科学的資源を動員し調整する．

ミッションステートメントで EMA は上記の三つの側

面，すなわち倫理的，科学的，および開発の問題に言及し

ている．医薬品の安全性と有効性の評価に関与する規制当

局者が，可能な限り最高の科学教育と経歴を持っているこ

とは非常に重要である．彼らは，臨床データの厳密な科学

的評価を行い，評価の際には，各検討対象の薬物について，

何が知られていて，何が不明のままなのかを理解する必要

がある．また，NMRA（国立の医薬品規制機関）には臨床薬

理学を専門とする部署があり，たとえば，米国 FDAの場合

には，医薬品評価研究センター（CDER）内に臨床薬理学部

門を有している．今日では，安全監視やファーマコビジラ

ンスも規制当局の管轄である．
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政府組織における臨床薬理学者

ほとんどの国では，政府が直接，または行政府傘下の規

制機関を通じて，国民が使用する医薬品の認可，治療ガイ

ドラインの作成，私費健康保険制度の医療費償還（訳者注：

日本のような国民皆保険制度では医療保険給付）のリスト

に含まれるべき医薬品目の決定に関与している．この業務

にはWHOが推進する（国家）必須医薬品リストの作成と

更新も含まれている．通常，臨床薬理学者は，それぞれの

国で医薬品政策の策定や公布にあたり，政府レベルで密接

に関連している．この場合，臨床薬理学者は政治的支援の

ある環境下で働くことが重要であり，政府交代の際にも継

続した良好な支援が受けられることが重要である．広義の

医療技術評価（HTA）において，対費用対効果の評価を含

む，規制当局承認後の日常的使用における薬物効果のモニ

タリングには高度な資格をもつ専門家を要する．これらす

べての活動は，時として「薬の上手な使い方，quality use」

とも呼ばれる医薬品の合理的使用の推進に関連している

（77）．このような活動に関与している政府機関の例として

は，英国の National Institute for Health and Clinical Excel-

lence（国立医療技術評価機構）（訳者注：通称 NICE）がある．

このような機構の活動は可能な限り最高の科学的手法と知

識に基づくべきであり，国民に対する政府の義務のうち科

学的側面を担っているといえる．臨床薬理学者は，複雑な医

薬品評価の難題を解決すべき最適の集団といえるであろう．

政府レベルで働く臨床薬理学者は，HTAの領域で働け

るよう十分に教育されている．医薬品の評価業務は，新薬

（とくに新しい分子生物薬）の分野と，新技術による薬物投

与法の評価で重要である．近年の歴史は，公衆衛生の増進

と推進のために必要な医薬品研究のすべてを，民間の取組

みと資金で補うことは不可能であることを示している．し

たがって，政府は医薬品に関わる臨床研究のための資金提

供を行う必要がある．臨床薬理学者は，研究プロジェクト

の科学的価値を評価して，政府の資金援助についての判断

を支援する必要がある．もう一つ近年重要な問題となりつ

つあるのは，多くの国ですでに導入されるか計画段階にあ

る電子的な患者情報の取扱いがある．

通常，電子カルテは医療における医療事務処理の重要な

ツールとして捉えられているが，薬物療法の安全性と品質

を監視するための科学的手段となる可能性がある．電子カ

ルテがファーマコビジランス研究のために大きな価値を

持っている証拠がある（78）．電子的医療情報は合理的な薬

物使用と安全性の監視を行い，将来の臨床研究のための

（データベースとして）大きな潜在能力を持つため，臨床薬

理学者は積極的にその設計と使用に関与すべきである．

今後の課題

政府は研究しやすい環境を作るために，機能的な法律関

連およびその他のシステムを構築すべきである．そうする

ことにより官公庁の担当職員が業務遂行に必要な科学的情

報を熟知し，効果的な運営が可能となる．

新規治療法が比較的少ない疾患では，患者団体や業界か

らの圧力により，規制当局は一定の前提条件の下で「早期

承認」を行うことを迫られてきた．医薬品が十分な評価を

受けずに市場承認をされるようになればなるほど，ファー

マコビジランスおよび安全性試験のための効果的な方法が

作成され，また検証される必要がある．臨床薬理学者はこ

こでも重要な役割を担う（79，80）．また，臨床薬理学者は，

最近注目されている薬剤疫学の問題にも貢献している．こ

の分野の重要性は年々増加しており，場合によっては長期

的な薬物療法の有益性と有害性を評価するための，唯一利

用可能な取組み方法といえる．同様に薬剤経済学は，日常

的な薬物使用への財政支出とその意義を見出すことを試み

ており，それは合理的な医療費償還システムの基礎を支え

ることになる．これらのさまざまな問題を解決するために，

政府は法律や規制，行政の観点から必要な社会基盤を構築

し，それを支援するために必要な財政支出を講じなければ

ならない．この任務遂行には，可能な限り最良の科学的方

法と根拠に基づいて決定できる適切に訓練された専門家が

必要である．医薬品の関係する行政上の諸問題は相互的に

関連し，かつ相互依存的でもある．良い倫理は良い科学な

しではあり得ず，良い科学は倫理的であり得る．一方，悪

い科学は決して倫理的ではあり得ないのである．

結 論

政府レベルで働く臨床薬理学者は，安全かつ効果的な医

薬品のみを認可し，同様に対費用効果の高い処方と RUM

の改善が促進されるように支援することにより公共の利益

に貢献している専門家であるといえる．臨床薬理学者の訓

練は，上記の目的を果たすために理想的であり，また保健

衛生における意志決定を最高の科学的知識に基づいて行う

べく，さまざまな政府サービスの必要性に合わせて能力を

発揮できるだろう．とくに，新興国や発展途上国の政府は，

臨床薬理学者の専門知識から恩恵を受けるだろう．しかし，

臨床薬理学の分野の発展に優先順位を与えている政府は少

なく，多くの場合，より「主流」であると見倣されている

医療分野と資金を争う立場を確立するに至っていない．
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14．臨床薬理学者と伝統医学

「伝統医学」は，さまざまな形の地域の伝統的医療を意味

する包括的用語であり，伝統的な（アジアの）漢方薬，ア

フリカの伝統医学，アーユルヴェーダ（Ayurvedic）とユナ

ニー（Unani）医学，ホメオパシー，自然療法，またそれ以

外の天然物を投与する治療法などを含む（81）．また，ここ

では説明されないが伝統医療には身体操作による医療（カ

イロプラクティック（整体）など）も含まれる．

臨床薬理学は西洋の大学で生まれた学問であり，その実

践の対象は現代的な意味での処方薬と非処方薬（OTC薬）

のみである．臨床薬理学者は薬物の専門家として西洋医学

で用いる医薬品の適切な使用方法を教え，研究を行ってい

る．したがって，今日，大多数の臨床薬理学者は自発的に

学習しない限り伝統医学にはほとんど知識がない．

WHOが臨床薬理学について最初の技術報告書（Techni-

cal Report）（1）を発表して以来 40年の間，伝統医療（また

は補完医療，代替医療）の使用が先進国において急速に成

長してきたため，各国の政府はその品質と安全の基準を設

定するべく努めている．発展途上国における医薬品へのア

クセスは改善されつつあるものの，発展途上国が占める世

界人口の 3分の 1の人々が未だに「（WHOの）必須医薬品」

へのアクセスが不十分な状況にある．したがって，発展途

上国の大半の国民は，依然として伝統医学とその実践者た

ちに医療を委ねている．

先進国と発展途上国の両方で伝統医療が医療に用いられ

る機会が著しく増加したものの，これらの医療に対する臨

床薬理学者の関与は非常に限られていた．臨床薬理学者の

観点からは伝統医療には種々の問題が存在する．天然成分

の植物，動物や鉱物からの製剤は，成分内容が必ずしも標

準化されておらず，品質が提供者や季節で異なる場合があ

る．伝統薬の安全性は通常の臨床試験の基準では保証され

ておらず，多数の有害反応事例が長期連用後に報告されて

いる．たとえば，Aristolochia（和名：ウマノスズクサ）成分

を使用した伝統的な漢方製剤で（長期使用後に）腎毒性と

発がん性が判明した事例が報告されている（82）．Artemi-

sia種（和名：ヨモギ．ヨモギ属の多年草の総称）由来の医

薬品は高い抗マラリア活性を有すると主張する報告がある

が，その効果は十分な臨床試験で実証されていないので，

その効果が十分に評価されるまでは結論を出すべきではな

かろう（訳者注：その後の研究により Artemisiaの成分は

artesunateとして製品化されており，重症のマラリアに対

して第一選択とされている）．また，伝統薬と従来の医薬品

との併用は，有害な相互作用を起こす可能性がある．たと

えば，セントジョーンズワート（西洋オトギリソウ）は

CYP3A4の活性を誘導する作用があるため，この酵素によ

り代謝される薬の有効性を減少することがある（83）．

すべての医師が，よく使用される生薬の副作用や毒性に

ついて認識し，知識をもつ必要がある．患者はしばしば，

生薬の副作用や相互作用の潜在的な可能性を意識していな

いために，通常の処方薬物と伝統薬を併用していても，医

師にその事実を報告していない場合が多々ある．そのため，

医師は日常臨床の場面で伝統薬の使用の有無を積極的に問

診する必要がある．ある報告では，入院患者の約 20％が主

治医に申告せずに，処方薬と同時に伝統薬を併用していた

（84）．医師に申告しない理由としては，（申告しても）医師

が無関心であったり，否定的に反応されるのを危惧したり，

医師が伝統薬に対して有用な情報を与えることを渋る，あ

るいはできないのではないかという誤解があったことが指

摘されている．さらに，医師が従来の医薬品と伝統薬の併

用による潜在的なリスクを全く認識していないことも理由

として挙げられた（85）．以上より，臨床薬理学者および全

医師の研修課程には伝統医学を含むように見直す必要があ

る．

医学部教育カリキュラム

すべての医学部のカリキュラムにおいて然るべき時点

で，伝統医療に関する教育が必要である．そこでは，患者

ケアにおいて治療的または毒性学的に重要である伝統医

療，および特定の社会階層で使用頻度の高い伝統薬の理解

を提供すべきである．そうすることにより，若い医師が医

薬品を処方する際に伝統薬を使用している患者のケアに当

たる際に，従来の医薬品との潜在的な相互作用を理解して，

適切に管理できるようになる．また，伝統医療に関連する

臨床薬理研究に学生が関与すれば，将来的にこの分野で働

く臨床薬理学者を育成できるかもしれない．

大学院の臨床薬理学カリキュラム

研究：ヒトの臨床試験実施と評価のために確立された科学
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的ガイドラインに準拠して，その地域における伝統薬を対

象とした品質，安全性そして有効性を評価する臨床研究を

行うことは意義がある．

サービス：臨床薬理学者が伝統薬を使用している患者に，

その価値や潜在的なリスクについて適切な助言を与える能

力を養成する研修システムが必要である．しかし，伝統的

なヒーラー（治療者）や施術者による処方に対して強い影

響力を持つためには，臨床薬理学者が，伝統医学のさらな

る学習を行い，伝統薬を専門とする臨床薬理学者となるこ

とが必要である．しかし，現在のところそれは稀な事例で

あろう．

資 源

近年では，伝統医学について EBMの原理で記述された

教科書が急速に増えている（86-88）．また，伝統薬につい

ての科学的な基盤は強化され続けている．コクラン・ライ

ブラリーには，伝統薬の効果について多くの系統的レ

ビューの成果が掲載されている（89）．また，いくつかの優

れたウェブサイトが伝統薬の効果のエビデンスに関する情

報を提供している（90-93）．臨床薬理学者は，これらの資

源を把握し，使用すべきである．

15．他の分野の薬物専門家

とのコラボレーション

1960年代における臨床薬理学の興隆は，基礎薬理研究が

医療の実践からあまりにかけ離れていると認識されたこと

が大きな理由であった．また，薬物療法の質を科学的に向

上させようとする薬物療法を専門とする著名な臨床医たち

の熱意の賜物でもあった．当時の臨床薬理学者たちは，薬

理学者および内科医と実りある協力関係を有しており，通

常は両方の分野でかなりの実績を積んでいた．

現在，臨床薬理学には薬物が使用されている内科，小児

科，精神科，麻酔科，老年医学や腫瘍学などの医学のすべ

ての分野でかつてないほど広い視野を必要とされている．

これらの分野における臨床薬理学の役割は，医師を教育し，

共同研究を行い，薬物評価および RUMの原則を普及させ

ることである．その役割は，薬物治療のモニタリングと改

善に有用な種々の手段にアクセスすることで促進されてい

る．臨床薬理学の分野が進化し臨床薬理学の訓練を受けた

臨床薬剤師と博士号学位を有する科学者の数が増加するに

つれて，異分野で訓練を受けた人材による貢献と協同作業

が，医学部で訓練された臨床薬理学者の貢献を強化し拡張

した．これは，とくに集学的な薬物治療委員会と医薬品情

報サービスで顕著であった．薬剤疫学とファーマコビジラ

ンスにおいては，疫学者とのコラボレーションが必要であ

る．

TDMの分野では，薬物分析の専門家との協同作業が，使

用された分析法の妥当性を確認するためには極めて重要で

ある．通常，分析の専門家は化学または薬学の分野で訓練

を受けている．分子生物学における専門家との協力は，と

くに薬理遺伝学においてますます重要性が増すことが予想

される．多くの臨床薬理学者は，医薬品使用頻度調査，お

よび臨床試験において訓練を受けた看護師との協働により

恩恵を受けている．
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16．組織論：臨床薬理学の

構造モデル

緒 言

臨床薬理学は，今やいくつかの国で独立した医学専門分

野となっているが，歴史的には，薬理学部門，または内科

部門のいずれかから発展した学問領域である．未だにその

段階に到達していない国では，臨床薬理学を科学的および

臨床的な学問領域として早急に認識させるべきである．臨

床薬理学は通常，臨床薬理学者が率いるいくつかのユニッ

トで構成されている．地域および国の状況に応じて，その

ユニットは臨床講座または薬理学講座の一部門，臨床薬理

学部門（division）である場合がある．内科学（講座）は，

歴史的に臨床医学の基幹をなしていたので臨床薬理学も内

科に属していることが多いが，最近，小児科（第 7章参照），

老年医学科（第 8章参照），麻酔科や精神科などのような他

の臨床専門分野から分科発展する機会も増えている．

使用される組織モデルに関係なく，臨床薬理学の活動に

最適な環境は，三つの主要な機能（診療，教育，研究）を

支援する大学病院である．郡（または地区）病院やプライ

マリケアでも，臨床薬理学の専門家を必要としているが，

仮に，その地域に臨床薬理学者が不足しているなら，大学

病院から臨床薬理学者の派遣を求めることが可能である．

時には，臨床薬理学の分野は小規模な組織に留まる可能性

があるので，その場合は，「Unit，ユニット」の用語が「部

門，Division」より適切であるかもしれない．下記にいくつ

かの組織モデルを説明する．

大学病院における独立した臨床薬理学講座

いくつかの国で，臨床薬理学は，大学病院内に独立した

講座が作られるほどに発展している．そのような場合には，

研究，教育，臨床サービスにおける臨床薬理学の多方面に

わたる関心を追求するために十分なスタッフを有してい

る．スタッフは，臨床薬理学者，薬剤師や薬物分析スタッ

フのような集学的スタッフで構成され，多くの場合基礎薬

理学者も含まれる．

臨床薬理学の講座が入院用ベッドを有している場合は，

担当の医師は，患者の治療に対して直接的な責任をもつ．

この場合の利点は，臨床薬理の医師が完全に病院の臨床業

務に統合されていることであり，彼らと他の専門の臨床医

師との連携が容易になっていることである．一方，欠点と

しては，臨床薬理医師が直接主治医となることで，他の重

要な臨床薬理活動のための利用可能な時間が減ることであ

る（第 6章参照）．そのため，多くの国で，臨床薬理専門医

は，患者ケアに対して直接的な責任を持っていない．両モ

デルにはそれぞれ長所と短所があるので，どちらのモデル

を選択するかは，その国と地域の伝統，状況や臨床的な要

請を考慮して決定されるべきである．

基礎と臨床薬理学者の協議により，それぞれが単独で研

究する場合には達成できないような成果を得ることができ

る．最後に，臨床薬理部門が適切にその役割を果たすため

には，看護師やコンピュータの専門家，統計学者，検査技

師と秘書のような他の技術を持つ支援スタッフが必要であ

る．

臨床講座の一部門としての臨床薬理部門ある

いはユニット

多くの国で，このモデルは臨床薬理学の実情に合ったも

のである．これは，完全に独立した講座を有することが非

現実的な場合のモデルであり，資源の乏しい環境では最も

適切と考えられる．このモデルは，要求される臨床サービ

スの範囲が第 6章に記載されているよりもかなり狭いか，

あるいは採用された職員数では限定したサービスしか提供

できない場合に選択される．いずれの場合においても，長

期的な目標は，この地域の必要性にかなうサービスを全面

的に提供できるように成長させることである．そうするこ

とにより，やがて臨床薬理を独立した講座に成長させるこ

とにも繋がるだろう．

薬理学講座内の部門あるいはユニットとして

の臨床薬理学

いくつかの例では，臨床薬理学ユニット（または部門）

は基礎薬理学講座と密接に関連して組織されている（また

は，その講座から派生してきた）．このような組織モデルの

利点は上述した．しかし，基礎薬理学講座が病院から地理

的に離れている場合は臨床薬理部門にとってはかなりの不

利益となる．
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臨床薬理学団体の発展

多くの臨床薬理学学術団体は小規模なものから始まった

が，長年にわたり，その社会の医療における必要性に対応

して成長し，新しい能力を獲得し，異なる専門性をもつス

タッフを擁するに至った．多くの例で臨床薬理学は基礎薬

理学から発展したが，現在では独自の臨床薬理学者が患者

の治療に直接関与したり，患者のコンサルテーション業務

を行っている．たとえば，薬物を過剰摂取した（中毒）患

者の治療や，臨床試験の実施，または（標準薬物で）効果

が得られない患者や有害反応発症患者のように薬物治療上

の問題をもつ患者のケアに関与している．

また，直接的な患者ケアを提供することから始まり，次

第に基礎薬理学の研究に関与するようになって発展した臨

床薬理組織も存在する．たとえば，（医療上の必要性から）

個別化医療を追求する過程で薬理遺伝学研究や分子生物学

手技を行う例である．臨床薬理学者として必要な能力の習

得訓練は，変化の速い医学研究の情勢を反映して行われね

ばならない（付録Ⅱ参照）．

17．グローバルな公衆衛生に

おける臨床薬理学の

中心的位置

背 景

1970年のWHOテクニカルレポートの初版（1）以来，医

／療の世界は劇的に変化した．新しい疾患（HIV／AIDS）が登

場し，分子生物学の発展は新たなバイオ医薬品を生み，通

信事情はインターネットにより革命的に変化し，発展途上

国で歴史的に重要であった（感染性）疾患の多くは（マラ

リアと多剤耐性結核を除いて）減少し，代わって非感染性

疾患が問題になってきている．世界中で医薬品の約 50％が

不適切に使用されていること示すデータがあるにもかかわ

らず，2003年にWHOの調査に回答した国の 50％以上は，

医薬品の使用を改善するための政策が実施されていなかっ

た（38）．顕著な例は，抗生物質の過剰使用であり，赤痢や

肺炎球菌性肺炎，院内感染などに対しかつては第一選択薬

であった抗生物質に対する耐性菌の頻度が増加した問題の

主要因とされている（38）．世界保健総会（WHA）ではこの

問題の重要性を認識し，「加盟国が医薬品の使用を監視す

るために学際的な国の機関を確立あるいは強化し，医薬品

の合理的使用のための国家プログラムを実施すること」

（WHA決議 60.16，2007年 5月）を要請した．

このような背景から，多くの先進国や発展途上国が国家

医薬品政策（National Medicines Policy）の重要性を認識し，

グローバルな公衆衛生における臨床薬理学者の役割が拡大

した．とくに，1988年に発行されたWHOの「国家医薬品

政策の開発のためのガイドライン」（2）はこの問題に焦点

を当てたものである．現在，150カ国以上が，実施の段階は

異なるがそれぞれ独自の政策を持っている．これらの政策

が保障することを目指すのは以下の項目である．

・医薬品の品質，安全性と有効性

・すべての人々にとって公平な医薬品へのアクセス

・医薬品の合理的で質の高い使用

・「存続可能でかつ信頼できる地域の製薬企業の育成」

（オーストラリア国家医薬品政策，2000年から引用）

臨床薬理学者は，これらの目標を実施するために，明確で

かつ重要な役割を担っている．
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医薬品の品質，安全性と有効性

医薬品の品質は，偽造や粗悪な製造技術，あるいは期限

切れ製品の悪意ある販売によって脅かされており，これら

は，とくに発展途上国において現在大きな問題となってい

る（94）．多くの国々で，臨床薬理学者が医薬品規制に大き

く貢献している．新しい医薬品の品質，安全性と有効性に

ついての市販前評価，とくに多くの異なる分野で実施され

た臨床試験を評価するためには，訓練を受けた臨床薬理学

者が有する能力が必要とされる．ある特定の集団において

新しい医薬品の妥当性と問題点を評価するには，その地域

において治療対象となる疾病の有病率と重症度の理解がな

ければ不可能である．また，その際には対象集団における

薬物代謝の人種差などの理解も必要とされる．

近年，製薬企業が発展途上国で臨床試験を行うことが多

くなっている．これは多数の患者を組み入れるうえで，費

用と時間の面で効率的であるためである．試験の結果は，

市販前評価の時点で規制当局に申請資料として提出され

る．これは，試験が実施された国において得られたデータ

は，誰が責任もって臨床試験計画書を臨床面から批判的評

価を行うのか，誰が必要な研究倫理申請とクリアランスを

管理し，誰が責任もって患者（被験者）の臨床的管理を行

うのかという問題が生じている．これらの責務は先進国の

臨床薬理学者にとって基本的なものであるが，発展途上国

においても同様な目的を担う専門家を置く強い必要性が指

摘されている．

新規医薬品の安全性を上市の時点で完全に評価すること

はできない．このため，市販後調査だけが，（限られた）市

販前の臨床試験データで検出されない，頻度の低い有害作

用の検出を可能にする．多くの発展途上国では臨床試験の

ための資源が限られているが，ほとんどの新薬がすでに他

の（先進国）地域で何年も使用されているので，その安全

性はよく理解されていることが多く，人種間の薬理遺伝学

的差異についての変動も予測が可能となっている．いずれ

にしても，臨床薬理学者は，自国において自発的な報告シ

ステムを設定し，報告された有害事象を評価し対策を講じ

ることにおいて主要な役割を果たすだけでなく，世界的な

（有害反応）データベース構築にも貢献するべきだろう

（95）．

（医薬品への）公平なアクセス

人は皆「可能な限り最高水準の健康」を得る権利を有す

ることが，世界人権宣言で述べられている（96）．いくつか

の国の裁判で争われた際に，（誰でも）必須医薬品へアクセ

スできる権利があることは，「健康への権利」から導かれる

ものとして支持されている（97）．この原則と決意の表明に

もかかわらず，WHOは世界中で 20億人もの人が現在必須

医薬品へのアクセスができていないと推定している．最貧

国の人々にとっては，資金不足が主な原因であろう．国内

生活費で調整後の年間一人当たりの国民所得の推定値は，

「国際ドル（訳者注：為替レート換算でドルに表わした金

額）」（いわゆる「購買力平価」）で表わされるが，2005年に

おいては米国の 41,674ドルに対し，スリランカでは 3,487

ドル，ナイジェリアでは 1,892ドルであった（98）．医薬品

の価格はその国の一人当たり国民所得に比例させて設定す

べきという考えは通常受け入れられないため，上記推定値

からもわかるように多くの医薬品購入費用は貧しい国にお

いて限られた財源を超えたものになる．

多くの国が，医薬品の市販前経済評価システムをすでに

保有しているか開発中である．選択する経済モデルによっ

てその結果は変わるだろうが，常に基本的な考え方は臨床

試験データに基づいて，薬物により得られる（潜在的）利

益を得るために必要とされる費用を対費用効果の算出によ

り評価することである．このためには臨床薬理学の（医薬

品評価）能力と，薬剤経済学チームの一員としての臨床薬

理学者の関与が必要とされる．政府が国民の医薬品費用を

保険償還している国々には，対象となる医薬品のリストが

ある．

これは，多くの低中所得国に存在する「必須医薬品リス

ト」と同じであるかもしれない．しかし，これらの医薬品

に対する補助は，政府による全額負担か，患者の一部自己

負担とするか，あるいは何らかの保険制度を通じて行うか

には多大な議論がある．いずれにせよ，医薬品の品質，安

全性と有効性だけでなく，対費用効果や供給の面について

も厳格な審査が必要である．先進国では臨床薬理学者が一

般的にこの（医薬品）選定プロセスに関与するが，臨床薬

理学者が不足している事情もあり，発展途上国ではあまり

関与していない．対費用効果が優れ，かつその地域で供給

可能な医薬品のみを購入することは，限られた資源を最大

限に活用するための有効な手段である．

医薬品の合理的使用

すべての人がアクセスできる高品質の医薬品を得ること

が，（医療全体にとって）最善の方法とは限らない．最も標

準的な薬物使用を確実にするほうが金銭的資源を節約しつ

つ，健康目標に達することができる．過去 20年間にわたっ
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て，医薬品使用の質を測り，評価する方法が開発され，実

施されている．

医薬品使用の評価

どの地域においても，医薬品使用を改善するための最初

のステップは，顕在化している，あるいは潜在している問

題を明確にすることである．地域や病院，診療所，国のレ

ベルで医薬品の使用状況を調べ，それを臨床の適応と関連

づけることは簡単な作業ではないが，もし（記録の機密性

に対し十分な注意を払って）リンクできるデータベースが

あれば，実施できるであろう．医薬品の供給量は必ずしも

使用量と同じではないが，とくに情報資源が乏しい状況で

はそれが唯一の代替指標であろう．一般に，医薬品の使用

状況についてある集団の代表となる結果を得るには，特定

の地域で十分な時間をかけて前向きにデータ収集を行って

調べなければいけない．多くの国々では，この仕事はその

手法について特別な研修を受けた薬剤師によって実施され

ている．しかし，その結果を解釈する際には，臨床的視点

が必要である．専門的な研修を受けた臨床医が，処方が適

切であったかどうかを判断するために必要である．理想的

には，広い臨床実践に基づく経験をもっている臨床薬理学

者がこの役割に適任である．国や病院，また地域レベルで

推奨されてきた標準治療のガイドライン（下記）は参照基

準として，不適切な薬物使用実態を判断するのに役立つ．

臨床薬理学者はこの評価チームのメンバーとなるとともに

同定された問題点を軽減するために介入案を立案し実施す

ることにも係わるべきである．

標準治療のガイドライン

エビデンスに基づいた治療ガイドラインの導入は，医薬

品使用の質を向上させるための大きな可能性がある介入方

法の一つである（99）．ガイドラインを権威づけるために，

ガイドラインにはその時点で得られる最良のエビデンスを

含めるべきで，さらに使用者の代表的な意見が盛り込まれ，

地域の状況（たとえば，太平洋の諸島地域のような高温多

湿の気候にある遠隔国における，医薬品の特定の処方に対

する貯蔵および輸送問題など）にも配慮すべきである．ま

た，ガイドラインは，その地域のオピニオンリーダー（政

府や専門家団体を含む）によって承認されるべきであり，

最新の内容を維持するために定期的に改訂されるべきであ

る．臨床薬理学者は，一般にガイドラインの開発において

中心的な役割を担っており，その幅広い能力がこの役割に

適している．

必須医薬品（エッセンシャル薬物）リスト

必須医薬品リストは，その国の標準治療ガイドラインを

反映すべきで，またそれに由来すべきである．理想的には，

まずガイドラインが準備され，それらの推奨指針から必須

医薬品リストが作成されるべきである．どのような順序で

あっても，二つの文書は，常に一方が改訂される場合には

他方も合わせて改訂されるべきである．

医薬品に関する客観的な情報

（第 6章も参照í

多くの発展途上国では，医療従事者に対する医薬品に関

する客観的な情報提供が不足しており，そのギャップは製

薬企業により提供される情報で埋められる．しかし，当然

のことながら，企業の提供する情報は販売促進の意図によ

りバイアスを受ける．多くの先進国および一部の発展途上

国では，定期的に医薬品情報雑誌が刊行されている．これ

らが，医薬品の使用に関する話題を扱い，新規医薬品のプ

ロフィールをレビューし，有害作用について解説している．

臨床薬理学者は，そのような出版物の編集プロセスあるい

は執筆者として主要な役割を果たしている．一部の先進国

では，臨床薬理学者と薬剤師やその他の医療専門家が常駐

する医薬品情報センターが，問題となる個別患者に関する

情報の提供を始めている．消費者に対する平易な言葉で記

載された医薬品情報はますます重要となっており，一部の

国ではすべての医薬品が最初に患者に対して処方される時

に薬物とともに提供されている．

医療専門家と消費者への教育

（第 9章，付録Ⅰ，付録Ⅱ参照í

医療システムで働く臨床薬理学者は，常に医学部の卒前，

卒後，生涯教育に関与する責任を負っている．さまざまな

調査研究の結果は医師が必ずしもあるべき最良の処方をし

ていないことを示唆している（6，38）．医学部の卒前研修で

は，卒後と生涯教育への継続性をもたせて，処方の質を平

均レベル以上に向上させ，新規医薬品が導入されたり，従

来の医薬品に新しい使用方法が導入される場合には自己学

習する習慣をつけるよう教育すべきである．消費者への医

薬品教育は誰がなすべき仕事であろう？ ピア・エデュ

ケーション（消費者同士による教育）は強力な技法であり，

いくつかの研究が，医薬品の理解と使用の改善においてそ

の有効性を実証している．もしこの方法を選択する場合に

は，臨床薬理学者は一次教育者ではないかもしれないが，

多くの場合，情報を医療専門用語から日常言語に翻訳する

のを助ける役割を果たす．医薬品情報センターや，医薬品

治療委員会の仕事は，とくに大規模な教育病院における上

記の作業の自然な延長線であろう．
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グローバルな公衆衛生における臨床薬理学者

の職務内容

おもに医療システムの下で活動する臨床薬理学者のため

には幅広い「職務内容」がある．我々は今や，これまで議

論された（医薬品の適正使用を促進する）いくつかの戦略

が医師の知識を増やし，処方を改善し，あるいは消費者の

医薬品使用を改善するために有効であるという強力なエビ

デンスを持っている（99）．しかし，直感的に反して，実際

には処方の適正化や患者の適正な医薬品使用が臨床転帰の

改善に直接結びついたというエビデンスはないということ

は指摘されるべきである．例外として服薬コンプライアン

／ス／アドヒアランスの改善が疾患のコントロールに反映さ

／れたという例（とくに最近 HIV／AIDSの治療において）と，

正しい抗生物質の選択と改善したアドヒアランスが患者の

回復に重要な役割を果たしているという例が示されている

のみである．

上記（および第 6章）の臨床薬理学者の業務リストは，

彼らの通常の仕事のほとんどが処方薬に関係していること

を反映している．最近注目されている役割としては，世界

人口の 80％の人々で治療の第一選択治療となっている伝

統薬（第 14章参照）の評価と研究である．主として欧米の

臨床薬理学からは無視されてきた伝統薬が，思いがけない

効果を示す可能性がある．たとえば，過去 10年間における

マラリアの薬物療法の中で最も重要な進歩は，漢方薬成分

から直接開発されたアルテミシア誘導体（日本では未発売）

の導入であるといえるからである．

／いくつかの先進国と発展途上国は，最近，伝統薬／補完薬

のための規制の枠組みを設定している．これらの取組みを

促したのは，これらの製品の製造における品質管理を確保

しないと，予期しない毒性（腎障害，腎癌の原因とされて

いるいくつかの伝統薬中のアリストロキア酸による実例）

が生じる可能性が認識されたためであった（82）．過去にほ

とんど科学的研究がされていない伝統薬の有効性を評価す

ること自体に困難な問題もあるし，その伝統薬を製造して

いる企業が特許保護に偏狭な態度をもっていることもあ

る．

加えて，必要な臨床試験のために利用できる資金は限ら

れており，多くの問題が未解決である．しかし，一部の国

では，研究資金が製薬企業と政府の両方から提供され始め

ている．

いくつかの事例では，臨床薬理学者は，政府の規制当局

への勧告を行う国家諮問委員会のメンバーであり，オース

トラリアと英国でこれらの委員会は，臨床薬理学者が議長

を務めてきた．何世紀にもわたって使用されてきたいくつ

かの薬物でさえ調査と評価対象となる．これらは今後世界

的視野での健康問題について臨床薬理学者が関係する役割

の一つとなるだろう．

医薬品は多くの集団で疾病の治療または予防のために広

く使用されており，公衆衛生に影響を与える他の要因と同

じように重要であると見做されているため，集団全体の規

模での医薬品の影響を探索する目的で疫学的手法が用いら

れるようになった．医薬品の有害反応の調査を行ううえで

イベント発生と医薬品使用とをリンクさせる新たなアプ

ローチが開発された．症例対照研究（case control study）

（100）と健康データベースとのリンク手法が（薬物と特定

の有害反応の因果関係に）仮説を提起し，時には薬物曝露

に起因する事象について確かな因果関係の根拠を示してき

た．医療記録と有害事象とのリンクは現在のところ，アク

セス可能なデータベースを有している国のみで実行可能で

あるが，（医療関連の）テクノロジーが発達途上国にも行き

わたれば，間違いなく広がっていくだろう．

結 論

学問領域としての臨床薬理学は，患者において医薬品の

有効性評価を可能にするというニーズと，有害反応をモニ

ターするという同様に緊急度のあるニーズから生まれた．

しかし，現代の臨床薬理学者の職務内容は増加し，とても

一個人では処理できないほど広い範囲に及んでいる．現実

には，臨床薬理学者はとくに資源が乏しい国で，病院や地

域社会あるいは行政の立場にあるかどうかにかかわらず，

チームの一員として働き，最大の貢献をするだろう．これ

らのニーズを満たすために臨床薬理学者の研修は，WHO

報告が公表された 1970年に想定されたものとはかなり異

なり，はるかに幅広いものでなければならないだろう．こ

の問題は，第 9章と付録Ⅰおよび付録Ⅱで取り上げる．
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18．概 要

第3章．臨床薬理学の定義

臨床薬理学は，薬物とヒトとの関係のあらゆる側面を扱

う科学であり，医療や教育，研究を提供し，政策の立案を

助け，薬物に関する情報やアドバイスを提供する．また，

臨床薬理学は集学的な学問であり医学や薬理学，薬学，生

物医学，看護学を含む多種多様な科学的技術をもつ専門家

を構成員として含んでいる．職業を表す用語としての「臨

床薬理学者」は臨床薬理学の専門家である医師を意味する

ものとして使用されている．彼らは通常，臨床試験，薬効

評価，薬剤疫学，薬剤経済学，薬理遺伝学，ファーマコビ

ジランスと臨床薬物毒性学を含む臨床薬理学の重要な側面

に焦点を当てた卒後研修を数年間受けている．臨床薬理学

者の主な目的は，安全かつ効果的な薬物使用を促進するこ

とにより直接的または間接的に患者ケアを改善することで

ある．

第 4章．臨床薬理学の歴史

臨床薬理学は，20世紀の半ばに広く発展してきた比較的

新しい医療分野である．しかし，それは何世紀にも遡る「マ

テリア・メディカ（materia medica）」の古い伝統にそのルー

ツがある．20世紀終わりに一部の国ではこの分野が縮小す

るような傾向が見られたが，その後，現在まで，楽観的な

見通しを許す新しい兆候がある（2章緒言参照）．

第 5章．グローバルな医療における臨床薬理

学の位置づけ

現代の薬物療法は，過去 50年間にわたり，先進国の人々

の健康を間違いなく改善してきた．発展途上国や資源の乏

しい国での薬物治療の必要性は言うまでもないことである

が，先進国においてもなすべきことがまだ多くある．

第 6章．患者ケアにおける臨床薬理学

患者のケアにおける臨床薬理学者の主要な機能は，医薬

品の合理的使用（rational use of medicines：RUM）であり，

安全かつ有効な薬物療法を提供することである（訳者注：

医薬品の適正使用と訳されることもあるが，ここでは合理

的，科学的に当たる rationalの語感を尊重して合理的使用

とした）．臨床薬理学者が患者ケアに直接責任を負ってい

る場合には，臨床薬理学者が直接治療を実施することもあ

るが，一般的にその貢献は担当医へのコンサルテーション

サービスを介して間接的に提供されている．臨床薬理学者

は，とくに従来のおよび新規の治療の厳密な評価において

訓練を受けており，薬物治療委員会で，または医薬品情報

サービスを提供することによって，（多くの場合，薬剤師な

ど他の医療専門家との協力によって）機能を果たしている．

特別な技能としては，薬物使用状況評価，薬剤疫学，およ

びファーマコビジランスがある．加えて，多くの臨床薬理

学者は治療薬物モニタリング（TDM）サービスに関与して

いる．これらは多くの場合，個別化医療の取組みにつなが

る薬理遺伝学サービスと連係され，結果として薬物有害反

応を少なくしつつ，効果的な治療を行うことに貢献してい

る．

第 7章．小児患者における薬物療法

「子供は小さな大人ではない」と言われる．小児患者の治

療は特別な技術が必要である．1950年代の小児患者におけ

る多くの薬害の後に，小児臨床薬理学が専門分野として確

立する必要性が認識された．それには多くの理由があった

が，とくに発展途上国において本来治療可能な疾患による

小児の死亡率が高いことは大きな要因であった．

第 8章．老年患者における薬物療法

高齢患者の薬物治療は，今日の世界において切実な問題

である．世界で最も急速に増加している人口層は 80歳以

上の年齢である．高齢患者は薬物療法において特徴的な問

題がある．加齢に伴いさまざまな生理的機能が低下し，と

くに薬物の排泄やその代謝に影響を与える腎機能が低下し

ていることである．加えて，多剤併用による治療は，薬物

相互作用を通じて多くの問題を生じる．そのため，高齢患

者の治療に携わる専門家が，老年臨床薬理学としての特別

な技能を高めてきた．

第 9章．臨床薬理学教育

すべての臨床薬理学者は，卒前，卒後あるいは生涯教育

のレベルを問わず，医師の教育に果たすべき大きな役割を

担っている．現在，とくに注目されているのは医学部の卒
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前教育レベルである．なぜなら新卒医師が処方者として処

方を求められる機会は高まっているにもかかわらず，彼ら

は経験を積んだ医師と比べて，有効な処方を書くことがで

きず，処方過誤も多い傾向にあるというデータがあるため

である．この問題に対する多くの取組みは本文中に記載さ

れており，付録（付録Ⅰ）にもまとめられている．そこに

は，必要とされるコア知識と理解，技能と心構えのモデル・

アプローチが示されている．

臨床薬理学の卒後教育にも言及されている（第 9章，第

12章，付録Ⅱを参照）が，ここでのアプローチはより包括

的である．なぜなら，卒後教育レベルでは卒前教育よりも

スタッフやリソースの状況に大きな差異があり，臨床薬理

学に対するニーズも世界中さまざまであるからである．

第 10 章．臨床薬理学の研究領域

研究は，ほとんどすべての臨床薬理学者の研修や仕事に

おける基本的な部分である．臨床で働く薬理学者は，個々

の患者および患者集団における，薬物使用の質を向上させ

る方法や戦略を開発するよう努力している．医薬品評価，

医薬品使用，ファーマコビジランスおよび薬剤疫学の研究

は，1970年のWHO報告（1）の時点より重要になってきて

いる．医薬品の合理的使用（RUM）とは，薬を選択する際

に有効性と薬物有害反応を考慮するとともに費用も同じよ

うに重要なパラメータとして考慮すべきであるとされてい

る．臨床薬理学の研究には，これまで十分考慮の対象とさ

れなかった集団に対する薬物の新たな適応や治療法につい

て検討する研究が含まれる．また，薬物有害反応や薬理遺

伝学，薬物相互作用の研究が含まれる．臨床薬理学の研究

は多くの学問領域にまたがる学際的なものが多い．

第 11 章．臨床薬理学の新たな役割：生物製剤

とバイオ後続品（バイオシミラー）の例

生物製剤は，臨床薬理学において新たな役割を持つ．化

学合成を経て製造される薬物とは対照的に，生物製剤は生

体系で作られているため，通常生物学的同等性に用いられ

る基準はこれらの製品に適応できない．バイオ後続品の承

認には，生物製剤の安全性と有効性を確かめるために特別

な規制の枠組みを必要とし，新規生物製剤と同様に販売後

の安全性モニタリングを必要とする．したがって，生物製

／剤とバイオ後続品の有害／有益比の評価は，医師，企業また

規制当局にとっての課題であり，学際的な取組みが必要で

ある．

第 12 章．臨床薬理学と製薬企業

臨床薬理学者は，すべてのレベルで製薬企業およびバイ

オテクノロジー企業に提供できるものを持っている．臨床

薬理学者が持っている薬物使用のあらゆる側面からの幅広

い知識は，臨床から得られた洞察とともに，治療薬の有効

でかつ倫理的な開発とマーケティングに影響を与える独自

の基盤を備えている．臨床薬理学者は，（企業の）上級管理

職のレベルから特定の専門領域に焦点を絞った臨床薬理学

レベルまで広いレベルで貢献している．企業の臨床薬理学

者はアカデミアの臨床薬理学ではほとんど出合えないよう

な多様な技能や知識を獲得している．

第 13 章．政府：臨床薬理学にとって必須な役

割

政府は，国民に対して安全かつ有効な医薬品の使用を認

可する責務がある．臨床薬理学者はこの目的のみならず対

費用効果の高い処方や医薬品の合理的使用を促進するにも

適した人材である．臨床薬理学者の研修内容は，最高の科

学的知識を公衆衛生の意志決定に用いるために必要とされ

るさまざまな政府サービスのニーズに合っている．とくに，

新興経済国や発展途上国の政府は，臨床薬理学者の専門性

から恩恵を受けることができるはずである．しかし，臨床

薬理学に政策的な優先順位を与えている国は少なく，多く

は，他の医学分野と資金を争うことができる立場を作れな

いでいる状況である．

第 14 章．臨床薬理学者と伝統医学

臨床薬理学者は，従来，伝統薬との関わりは少なかった

が，伝統薬は先進国でも発展途上国でも広く使用されてい

る．伝統薬の使用が有益であると同時に害を引き起こす可

能性があることは明らかである．臨床薬理学者は，伝統薬

についてもより多くの情報を収集し，伝統薬の科学的知識

を高めるべきである．

第 15 章．他の分野の薬物専門家とのコラボ

レーション

本来，臨床薬理学は学際的な分野であり，多くの異なる

専門家グループとの緊密な協力関係が重要である．臨床薬

理学には，薬理学，薬学，生物医学，科学，看護学，社会・

行動科学，歯科医学，経済，疫学，遺伝学，毒物学，数学，

コンピュータ科学などの諸分野が含まれている．
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第 16 章．組織論：臨床薬理学の構造モデル

臨床薬理学サービスはさまざまな組織や機関の機能を介

して提供される．最も効果的なシステムは，大学病院であ

れ地域の基幹病院であれ，病院内の独立した組織として臨

床薬理学サービスを提供する形態であることに疑いの余地

はない．とくにこれらのサービスが病院外にも提供される

場合には，プライマリケアのニーズへの配慮も重要である．

第 17 章．グローバルな公衆衛生における臨

床薬理学の中心的位置

臨床薬理学はおもに世界の先進国で発展してきたが，そ

のニーズは発展途上国や資源の乏しい国々においておそら

くより大きいであろう．そのような国々では利用可能な技

能とリソースが少ないため，医薬品の合理的使用を進める

ためには（先進国とは）異なるアプローチを必要とする．

臨床薬理学という学問領域は，患者における医薬品の有効

性を客観的に評価するニーズと，治療をモニターし薬物有

害反応を防ぐというニーズから生まれた．しかし，現代の

臨床薬理学者の要求される職務内容は一個人または一分野

を越える多彩な内容になっている．現実には，とくに資源

が乏しい国で，臨床薬理学者は病院や地域社会あるいは行

政の立場において，チームの一員として働き，最大の貢献

をしている．

これらのニーズを満たすために臨床薬理学者の研修は，

WHO報告が公表された 1970年に想定されたものとはか

なり異なり，はるかに幅広いものになった．
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21．付録Ⅰ．
医学生のための臨床薬理学，治療学と

処方のモデル・コア・カリキュラム

この付録は，医学部卒前教育におけるカリキュラムのコ

アとなる内容となるべき薬物使用に関連する知識や理解，

技能や心構えのリストを示している．これらは，すべての

医学部卒業生が，卒業の時点で安全かつ有効な処方ができ

るよう基本的な学習のアウトカムを提示している．これら

コアとなる到達目標は，包括的で薬物治療が行われるほと

んどの領域で受け入れられるものである．これらは，コア

となる薬物の適切なリストとそれらが適用される治療上の

問題と関連付けながら検討すべきである．また，医学部で

は，その地域の医療状況に即したリストを選択するよう奨

励すべきである．そして医学部卒業生は，各薬物について

の作用機序を理解し，その適切な適応を認識し，適切な投

与経路を知り，重要な禁忌と有害作用を知っていることが

求められる．場合によっては，薬効別にその中で頻用され

る薬物が例示されてリスト化されるとよい．このような選

択薬物のリストは「学生処方集」と見做すこともできよう．

合理的処方を支援するために必要なコア知識

と理解，技能と心構え

コア知識と理解

基礎薬理学

・分子，細胞，組織および臓器レベルでの薬物の一般的な

作用機序

・これらの薬理作用から，治療効果や有害作用が生じるし

くみ

・薬物作用の標的としての受容体や，受容体活性化作用，

拮抗作用，部分アゴニスト作用および選択性などの概念

・薬物に対する耐性の発現

臨床薬物動態学

・薬物の吸収，分布，代謝および排泄の機序

・分布容積，クリアランス，半減期の概念とそれらの臨床

的関連性

・上記の要因がいかにして薬物の用法，投与量，投与間隔，

および薬物投与の期間を決定するか

薬物応答における個人間の変動を決定する要因

・治療へのアドヒアランス

・薬力学的変化

・薬物動態変動

・薬理遺伝学的変化

・環境変化

・製剤上の要因による変動

薬物療法のモニタリング

・薬物効果をモニタリングする重要性

・具体的な方法（例：血漿薬物濃度の測定または薬力学的

応答性の評価など）

・薬物投与量，血漿中濃度と臨床効果との関連における変

動

薬物有害反応

・異なる機序の薬物有害反応

・一次および二次医療の場における有害反応の頻度

・共通の副作用受攻リスク因子の認識と有害リスクを最小

限に抑える方法

・有害反応を報告する重要性とファーマコビジランスに関

連する取組み

薬物(間)相互作用

・薬物の相互作用が有益あるいは有害な影響を引き起こす

機序

・薬物相互作用の機序（剤形，薬物動態学，薬力学í

・相互作用を予測し回避する方法

処方過誤

・さまざまなタイプの処方過誤

・頻度が高い投薬過誤発生の理由

・処方者が投薬過誤のリスクを減らすためにできる方法

臨床薬物毒性学

・頻度が高い薬物中毒症の評価と認識と治療（例：パラセ

タモール©英í，日本ではアセトアミノフェン）

・有害物質摂取後の毒性除去あるいは拮抗の原則

・毒物動態学と毒力学

生理学的，薬物動態学的および薬力学応答が変化している特殊

な患者群のための処方法

・高齢患者

・小児

・妊婦，授乳中または妊娠年齢の女性

・腎臓や肝臓疾患を合併する患者
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薬物処方の法的規制の知識

・非処方薬（over-the-counter：OTC），処方医薬品，規制医

薬品の分類

・未承認薬の処方

・規制医薬品の処方に伴う法的責任

新規医薬品の開発

・臨床試験（第Ⅰ相から第Ⅳ相まで）を含む医薬品開発

・当該国における承認プロセスと主要規制機関

・良い臨床試験デザインの要件

・同意，倫理，バイアス，統計，情報の伝え方

臨床薬物試験の原則と落とし穴の理解

・試験の目的

・医療に対する試験の意義

・患者の選択，診断基準とサンプリング手順，採用と除外

の基準

・対照（コントロール）群の設定：クロスオーバー，独立

した対照群，未治療，他の（標準）治療，プラセボ

・試験デザイン：二重盲検試験，単盲検試験，オープン試

験

・治療の無作為化

薬物濃度-効果関係の研究，バイオマーカー

・薬物相互作用

／・効果の記録（主観的／客観的）

・有害作用の記録

・統計解析計画

・論文著者の結論：適切，疑わしい，不適切または（論理

的に）無理がある？

医療サービスにおける医薬品処方の管理

・その地域の処方集の役割

・薬物治療委員会の役割

・個々の処方選択を左右する影響因子

・安全性，有効性および対費用効果に基づく新薬の合理的

な評価

処方の倫理

・患者への説明と同意，そして治療アドヒアランス

使用頻度の高い薬物

・作用機序，使用する適応症，適切な投与経路，投与頻度

と期間，および重要な禁忌や有害作用

治療上の共通した問題

・頻度が高い急性および慢性治療での問題への対応

代替療法と伝統薬

・患者が代替療法を求めるに至る動機

・一般的な適応とその有効性の証拠の評価

・代替療法と同時に処方されている薬物との相互作用

医薬品情報検索

・処方者や他の医療スタッフのための薬物情報の検索

・医薬品情報源の価値と信頼性を評価する方法の知識とそ

の実践

コアスキル

薬歴の聴取

・現在の処方薬と非処方薬に関する正確な情報を把握する

・薬物投与計画へのアドヒアランスの評価を行う

・現在および過去の薬物有害反応やアレルギーについて記

録する

処方の書き方

・安全で効果的な薬物と適切な用量を選択する

・規制医薬品を含む正確で読みやすい，かつ法的にも適切

な処方箋を書く

・処方内容と効果の正確な記録を残す

・患者の体重やノモグラムに基づく薬物用量の計算

・必要な薬物投与速度に基づく注入量と速度の計算

・適切な酸素療法（流量，投与法）と点滴療法の処方法

薬物投与法

・適切な投与経路を選択する

・皮下，筋肉内および静脈内注射の投与

・薬物の混合や溶解など非経口投与のための準備

・注入ポンプによる薬物投与の準備と投与

・噴霧器（ネブライザー）による薬物投与

・特殊な薬物投与方法について患者に助言する（例：吸入

投与，外用薬，インスリン注射）

特殊なグループおける薬物処方

・高齢者，小児，妊娠や授乳婦，腎臓および肝不全患者

痛みや苦痛を和らげるための薬物処方

・痛みやその他の苦痛症状の緩和

薬物有害反応と相互作用

・症状および徴候の原因として薬物が関係するか否かを同
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定する

・有害な相互作用の可能性を認識する

・薬物有害反応と相互作用の報告

薬物アレルギー

・アレルギー性薬物反応を認識し，アレルギー反応歴を把

握する

・アレルギー反応の治療，急性アナフィラキシーの緊急治

療

臨床薬物動態

・安全な処方を伝えるために薬物動態学のコア知識を用い

る

薬物療法のモニタリング

・どの治療効果を観察すべきか確認する

・血漿中薬物濃度の測定を適切に使用する（どの薬物を，

いつ測定するか）

・結果に対して適切な処置をする

新たなエビデンスを分析する

・エビデンスに基づく処方を習得する

・新しい薬物や治療法の提示された根拠の妥当性を評価す

る

・臨床研究論文を読み，評価し，批判できる

・バイアスの原因など方法論的欠陥を見極められる

・真の臨床的エンドポイントと代替エンドポイントの違い

を認識できる

安全で効果的な処方を支援するために正確で客観的な情報を

取得する

・国で定める医薬品集を使用する

・医学雑誌や医学データベースを通じて信頼性の高い医薬

品情報にアクセスする

・毒物情報サービスにアクセスする

・エビデンスや意見の多様な情報源の信頼性を評価する

治療へのインフォームドコンセントの取得

・治療についての情報に基づいた意思決定を行うことがで

きるように，患者に薬物に関する十分な情報を提供する

・患者と薬物療法の有益性と有害性について話し合う

・薬物治療に関する患者自身の意見や希望を探る

コアとなる心構え

処方と治療への合理的な取組み

・正確な臨床診断をする

・関連する病態生理学を理解する

・病態に有益な影響を与える可能性がある薬物を知る

・治療反応をモニターするためのエンドポイントを確立す

る

・治療の潜在的な有害性や有益性を評価する

・治療のための意思決定をするうえで患者とコミュニケー

ションをとる

有益性と有害性のバランスを評価

・すべての薬物治療に有害性と有益性が伴うことを認識す

る

・これらは，さまざまな要因に応じて患者間で異なる場合

があることを認識する

・医師は，処方した薬物の効果をモニターすべきであるこ

とを認識する

処方者集団の一員として，医師の責務を認識する

・無駄な処方と限られた資源の消費を回避する

・公益のために薬物有害反応を報告する必要性を認識する

・規制医薬品の利用を管理する

・適切な方法で治療ガイドラインや薬物処方集を遵守する

・むやみな抗生物質の処方を回避する

知識の個人的な限界を認識する

・経験のない処方上の問題に直面したときには，さらなる

薬物情報の収集に努める必要性を認識する

将来への対応

・処方業務は最新のものにしておく必要性を認識する

・医学的知識の進歩を遅滞なく患者の利益に還元する

・新しい治療の有益性と有害性を評価する必要性を認識す

る

・個々の患者に臨床試験データを適用することの限界を知

る

薬物の環境への影響を認識する
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22．付録Ⅱ
臨床薬理学専門医となるための

モデル・カリキュラム

緒 言

臨床薬理学専門医は，高度な薬理学知識と個々の患者お

よびより大きな集団での薬物の合理的使用（rational use of

medicines：RUM）を達成する技能を持つ医師である．その

職務には患者の直接ケアが含まれ，治療上の難治例や有害

反応および薬物相互作用などの複雑な薬物治療上の問題を

持つ患者に対するコンサルテーションも含まれる．そのあ

り方は，国によって異なる．より広い意味で薬物治療を改

善するということは，医薬品開発，医薬品使用（現状を分

析し，それを改善する方法を研究），教育，そして薬物治療

に関する情報提供での活動，地域（病院医薬品集）からよ

り大きな行政単位，国そして国際機関における薬物治療委

員会での活動，臨床薬理学の実践中に生じる他の問題に取

り組むことを含む（下記参照）．

目 的

このモデルカリキュラムは，意欲的な臨床薬理学者が，

その専門職活動を遂行するために必要な知識と技能を，効

率的で満足のいく方法で取得できるように作成されてい

る．これは，意図的に幅広い内容をカバーするように設定

されているので，多くの国に適用することが可能である．

研修開始要件

通常内科医は，おのおのの地域で医師の資格を取得した

後，臨床薬理学の研修プログラムの履習を開始する．さら

に，彼らは多くの場合，薬物療法が治療の主要な手段とな

るいずれかの専門領域で指導医の下で臨床医として 2〜3

年の研修課程を修了することになるだろう．研修開始要件

は，それぞれの国のニーズや制度により異なる．我々は上

記の研修スキームが，臨床薬理学者の研修として理想であ

ると認めるが，多くの発展途上国においては，現実的な理

由から，臨床薬理学の知識を持つ医療専門家による医療を

見学し理解する程度の研修に内容を縮小せざるをえないか

もしれない．他の（臨床薬理学研修の）開始要件として一

般の行政医務官や一般医のための入門あるいはオリエン

テーション的な研修の形も，地域の状況に応じて設定され

てもよい．

他の領域への関心

医師登録あるいは医師免許取得後に研修プログラムを開

始する医師の中には，さらに他分野での専門研修を希望す

るケースもあるかもしれない．その場合，両方のプログラ

ムディレクターに特別なアレンジをしてもらい，臨床薬理

学の研修プログラムを一定期間中断して実施するか，研修

終了後に実施してもよい．

シラバスの概要

シラバスに則った正式な臨床薬理学の研修プログラム

は，通常 3年間であるが，国によっては 2年から 5年の幅

がある．内容に含まれるのは：

1．臨床薬理学者としての専門知識を習得するための研修

医に対する組織的な指導．これは，しばしば基礎薬理学

との密接な協力のもとで行われる．

2．薬物治療上の問題を有する患者治療の実践経験

3．より広く治療学を学ぶための研究経験．一部の国では，

臨床薬理学の研修が研究中心の研修となっており，必然

的に博士論文を作成しうることになる．

1 ．組織的な指導に含まれているべきもの：

・薬理学の幅広い分野（医学部の薬理学コースで扱われた

トピックを含む）をより高いレベルで再検討する．研修

医が基礎薬理学教室で研究活動を行い動物実験も含めた

基礎研究を体験することは多くの場合非常に有益であ

る．

・この研修にとくに関連する薬理学的課題は次のとおりで

ある．

ⅰ．治療効果と有害作用の厳密な評価；

ⅱ．ヒトを対象とした実験的および観察的な研究法の基本

原則，例：臨床試験方法；

ⅲ．十分な説明に基づく（被験者の）自発的同意とヒトに

おける研究倫理；

ⅳ．データ管理と生物統計学；

ⅴ．ヒトにおける薬物の吸収，分布，代謝，排泄（ADME）；

ⅵ．薬理遺伝学；

ⅶ．年齢，性別，妊娠，肝臓および腎臓疾患，薬物相互作

用および環境要因など，用量反応における個体間の変

動要因

ⅷ．薬物濃度測定法および治療をモニタリングするための
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技術；

ⅸ．意図的および偶発的な薬物中毒（intoxications）や中毒

症（poisoning）；

ⅹ．薬物耐性，依存性と嗜癖（addiction）；

ⅺ．ファーマコビジランスおよび薬剤疫学（薬物使用調査

を含む）；

ⅻ．薬剤経済学；

�．薬物の発見（創薬）と開発のプロセスと法規制；

�．投薬計画へのアドヒアランス；

�．医薬品情報；

xvi．地域特有のその他の課題．

特定の主題は，カリキュラムの適切な時点で扱われるべ

きである．

2 ．薬物治療上の問題を有する患者治療の臨床経験

研修医の（臨床薬理学者としての）知識と能力のレベル

が高まった時点で，彼らは重篤な，あるいは複雑な薬物の

問題を抱える患者のケアやコンサルテーションについて相

当の臨床経験を積むべきである．理想的には，高齢者，幼

児や子供に対する経験が含まれるべきである．この経験は

プログラムの一時期に集中させてもよいし，全期間を通し

て行ってもよい．

3 ．より広い薬物療法に関する知識を修得する研究経験

研修医は，研修の初年度の終わりまでに，将来の薬物療

法に役立ち，未解決の問題がある特定の薬物療法の領域を

選ぶよう勧められる．その後，研修医は研究を計画し，プ

ロトコールを書き，その研究を実施するために必要な倫理

委員会の承認を得る．この仕事は指導医の下で行われ，そ

の結果は公表できるような形で報告する．可能なら学術誌

または研究論文で発表されるのが好ましい．研究の才能が

ある研修医には，臨床薬理学の博士号（または同等のもの）

を取得するよう勧めるべきである．この研究経験のあり方

は画一的である必要はなく，どの分野の研究でも意義があ

る．研修医に対して重要なことは，どんなに患者数が少な

かろうと，またこれらの患者が住んでいる地域がどんなに

小さかろうと，ある同一の臨床背景を有する患者群に対す

る薬物治療を向上するために新しい知識を得ることが，臨

床薬理学の実践の一部であるという教え方を植えつけるこ

とである．

必要な研修リソース

臨床薬理学の研修プログラムには，カリキュラムを実施

するためのリソースがなければいけない．これには，十分

な数の研修を受けた協力的なスタッフや，研修医に十分な

臨床薬理学の経験をさせるために，十分な数のさまざまな

疾患患者，ヒトの体液中の薬物濃度測定を含めた臨床サー

ビスの支援，および研修医が研究プロジェクトを実施する

ための研究施設を必要とする．研修プログラムは，必要な

すべてのリソースを有する単一の機関であってもよいし，

あるいは研修プログラムに協力的な機関のリソースを組み

合わせて十分なものにしてもよい．研修プログラムの更な

る詳細は，文献に記載されている（文献 101から 106を参

照）．
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