
　₂₀₂₀年はわたしたちの生活や人生にとって
「パンデミック」という言葉が本当の意味で身
近になった年だった。パンデミックとは、ヒト
に新たに感染するようになった病原体（ウイル
ス）が、人類の誰もが免疫を持っておらず、ワ
クチンも存在しないがために効率よく拡散し、
治療薬も存在しないために、多くの死亡者をも
たらす状況のことだ。
　しかし、WHO（世界保健機関）がパンデ
ミックを宣言したのは今回が初めてではない。
₂₀₀₂年の重症呼吸器症候群（SARS）、₂₀₀9年
の新型インフルエンザ、₂₀₁₄年の西アフリカ・
エボラ出血熱、₂₀₁9年の新型コロナウイルス
（COVID⊖₁9）と、WHOは₂₀₀₀年以降だけ
でも４回のパンデミック宣言を発表している。
　筆者はかつてフィリピンのマニラにあるW 
HO西太平洋地域事務局（WPRO）の新興・
再興感染症チームでパンデミック対策に従事し
ていた。最初に赴任した₂₀₀₅年当時は、東南ア
ジアを中心にA（H₅N₁）鳥インフルエンザが
猛威を振るい、鳥などの動物からヒトへの感染
も時おり報告されていた。筆者の仕事も、A
（H₅N₁）を始めとする高病原性インフルエン
ザのサーベイランスや対策が中心で、次にパン
デミックを引き起こすウイルスして念頭に置い
ていたのも高病原性のインフルエンザだった。
　ところが₂₀₀9年、実際にパンデミックを起こ
したのは、A（H₁N₁）型のインフルエンザだ
った。幸い、A（H₁N₁）には当初考えられて
いたよりも高い病原性はないことも分かり、世
界に広がるだけ広がった後、毎年冬になると流
行する季節性のインフルエンザとなった。
　パンデミックをめぐるこうした一連の事実を
私たちはもっと謙虚に受け止めるべきだったの
だろう。つまり、インフルエンザ以外の病原体
がパンデミックを起こす可能性についてももう
少し議論しておく必要があった。しかし、世界
は相変わらず、高病原性インフルエンザが種を
超えて感染をくり返すうちにヒトに対する感染
力を増し、効率よくヒトーヒト感染する状態に
なってパンデミックすることに警戒していた。
　そんな中、₂₀₂₀年になって初めて注目を浴び
るようになった仮説がある。ジョンズ・ホプキ
ンズ大学のアメッシュ・アダルヤ教授らが₂₀₁8
年に発表した、次にパンデミックを起こすのは
「感染力が強いのに、発症しない人や軽症者の
多い（病原性の低い）、呼吸器感染症の RNA
ウイルス」という警告である。

　まさに新型コロナウイルスだ。

日本のクラスター戦略に注目した 
ドイツの対策

　₂₀₂₀年５月、日本では初めての緊急事態宣言
が解除に、ドイツではロックダウンが緩和とな
った頃、筆者が暮らすヨーロッパでは日本のク
ラスター対策に注目が集まっていた。日本が
ヨーロッパとは対照的に深刻な流行を経験しな
かったのは、クラスター潰しに焦点をおいた
PCR検査戦略が功を奏したのではないかとす
るものである。
　しかし、軽症や無症状が多い新型コロナで
は、エボラ出血熱や SARS（重症急性呼吸器
感染症）のような病気とは違って感染の広がり
が見えない。８月、日本にも第２波が到来し、
ドイツでも新型コロナ対策を統括するウイルス
学者、クリスティアン・ドロステン氏が独
「Zeit」紙に「PCR検査で感染者を見つけた
際には、その感染者はすでに感染力をほぼ失っ
ている」との論考を発表すると、日本のクラス
ター戦略に対する世界の関心も急激にあせてい
った。
　ドロステン氏によれば、新型コロナには最大
で２週間ほどの潜伏期がある。感染者は発症の
２日前くらいから感染力を持ち始め、発症の前
日に感染力のピークを迎える。しかし、ある人
が発症し「何となく具合が悪いな」と思ってま
ずは早目にベッドに行くまでに１日が経過す
る、翌日になって「ただの風邪かもしれない。
もう少し様子を見よう」と検査をためらうとこ
ろでまた１日。「やっぱり検査を受けよう」と
決断し、検査施設や相談センターに連絡しても
「医者の判断による」「今日は予約がいっぱいで
す」と言われてその日のうちに検査が受けられ
ないところでさらに１日。翌日に検査できると
連絡をもらい、検査を受けたはいいが、結果が
判明するまでにさらに１日。結局、PCR検査
で陽性が判断するまでには、発症から平均で５
日、感染力のピークからは約１週間が経過して
いる。この人はこの時点でも PCR検査では陽
性になるかもしれないが、感染力はほぼ失って
いるというのだ。
　これは日本がやっていたような症状がある人
をベースとした PCR検査が、肝心の隔離を必
要とする感染者の発見にはほとんど役立たない
ことを意味する。日本では当初、PCR検査を
受けられることが一種の特権であるかのような
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興感染症対策チームなどを経て、医師として活躍すると
ともに、医療問題を中心に幅広く執筆。ベルンハルト・
ノホト熱帯医学研究所（ドイツ・ハンブルク）研究員。
京都大学大学院医学研究科非常勤講師。2017年、子宮頸
がんワクチン問題に関する一連の著作活動により、科学
雑誌『ネイチャー』などが主催するジョン・マドックス
賞を日本人として初めて受賞。著書に『10万個の子宮―
あの激しいけいれんは子宮頸がんワクチンの副反応な
のか』、『新型コロナから見えた日本の弱点ー国防として
の感染症』（光文社、2020年 8 月）がある。

雰囲気が強かったが、「いたずらに PCR検査
の実施件数を増やしても、PCR検査の対象を
絞っても流行を抑えられるわけではない」とい
うジレンマの理由はこの辺りにある。
　そこで出てきたのが、PCR検査を「陽性者
を見つけるため」だけでなく、「無駄な隔離を
なくすため」に使うという考え方だ。ドイツで
は₂₀₂₀年₁₁月に入国のルールを大きく変更させ
た。それまでは、PCR検査を潜り抜ける発症
前・無症状の感染者を考慮し、リスク地域から
の入国者は PCR検査の結果に関わらず₁₀日間
の隔離が必要だったが、「入国後５日目以降に
受けた PCR検査で陰性が確認されれば隔離を
終えてよい」とした。不必要な隔離を長引かせ
ることはせず、無症状のまま新たに感染が起き
る可能性のない環境で５日が過ぎ、その時点で
PCR検査陽性であれば隔離を解除してよいと
するものである。
　PCR検査は時間がかるだけでなくコストも
高いことから、「精度よりも頻度を重視すべき
場」では、極力 PCR検査から抗原検査に切り
替えるようにもなっている。たとえば、集団生
活を行う学校（₂₀₂₁年４月より週２回、子ども
および職員全員の自己検査が義務化）、医療施
設や療養施設、プロスポーツ選手や劇団員・交
響楽団員・オペラ座、国境を越えて通勤・通学
をする人などがそれにあたる。ドイツ政府では
PCR検査は最終的にリスクグループの死亡率
を下げることを目的として用いるべきであり、
すべての感染者を見つけ出し、記録するための
ものではないとしている。
　このように、ドイツではパンデミックの進行
状況に応じて対策を柔軟かつ頻繁に変化させて
いる。対照的に日本では、流行を何らかの理由
により緩やかに抑えてきたこともあってワクチ
ンへ関心が薄く、流行状況に応じ、出口を見据
える形での対策の変化が見られなかったことか
ら、未だに「マスク・３密回避・鎖国」を基本
とする生活を抜け出す目処が立っていないのは
残念である。
　₂₀₂₁年５月、五輪開催を前にやっと日本でも
ワクチンへの関心が持たれるようになってい
る。接種を急ぐしかない。

村中 璃子（医師・ジャーナリスト）

居場所の見えない
新型ウイルスのパンデミック
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そのとき医療者は
～感染症と災害にどう向き合うか～

7.11

分科会　9：40～　※現地参加のみ

記念講演① 13：20～ 記念講演② 15：15～

外来診療・在宅医療・その他（自由テーマ）

感染症とこれから期待される
未来社会

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構　
総合地球環境学研究所所長
京都大学名誉教授

関西大学 社会安全学部
特別任命教授（チェアプロフェッサー）
社会安全研究センター長
京都大学名誉教授

大阪の災害を考える
～医療機関はどう備えるか～

山極 壽ー 氏 河田 惠昭 氏

9:30～17:00
ドーンセンター（京阪・Osaka Metro「天満橋」駅

①番出入口より徒歩5分 ）
（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

日

電話 06-6568-7721 ※記念講演①②についてはWEB参加が可能です

会場参加定員 250人
WEB参加定員 500人

参加費
無料

申込、問合せ
はQRコード
よりお申し込
みください

　新型コロナウイルス（以下、コロナ）の第４
波が拡大している。変異株の流行が原因だ。政
府は検査体制を強化し、ワクチン接種を急ぐと
いうが、私は上手くいかないと考えている。そ
れは、コロナ対策を厚労省や国立感染症研究所
（感染研）に近い専門家が独占しているからだ。
大部分が医師である。
　世界は専門分野にこだわらず、優秀な人材を
活用している。その象徴がエリック・ランダー
だ。今年１月、米バイデン大統領が閣僚級の科
学技術政策局局長に任命した。ランダーはマサ
チューセッツ工科大とハーバード大の教授を務
めるゲノム研究の専門家だが、元は数学者だ。
プリンストン大卒業後は、数学者として符号理

論を研究し、その後、脳のシステム生物学の研
究を経て、ゲノム研究者に転進している。
　バイデンがランダーをトップに据えたのは、
コロナ研究をリードするのが、ゲノム研究者だ
からだ。米バイデン政権は２月₁7日、「頭金」
として２億ドルを投じ、シークエンス能力を現
在の週7₀₀₀件から２万₅₀₀₀件に強化すると表明
したが、現在、日本で検査できるのは最大で
8₀₀件／週だ。ランダーの登用は、このような
文脈で理解すべきだ。
　ゲノム研究は、がん研究から転進した人が多
い。変異株対策の成否はゲノム解析能力にかか
っているが、これはがん研究者に一日の長があ
る。mRNAワクチンの開発に成功した米モデ
ルナ、独ビオンテックは、がんワクチンを開発
するバイオベンチャーだった。
　がんはゲノムの突然変異による病気だ。がん
細胞のゲノムをシークエンスし、がん免疫反応
を誘導しやすい変異を同定できれば、このよう
な変異遺伝子の産物を用いてのがん免疫治療が
可能になる。
　この作業は、コロナのmRNAワクチンの開
発と同じだ。昨年１月₁₀日、中国の研究者たち
がコロナのゲノム配列を公表すると、その３日
後にはモデルナがmRNAワクチンの配列を決
定し、開発に着手したのは、がんワクチンの開
発で培ったノウハウがあったからだ。
　日本でゲノム医学の研究をリードするのは、
東京大学医科学研究所（医科研）のヒトゲノム
解析センターだ。医科研は、戦前の伝染病研究
所に由来する感染症研究機関だ。がん研究に舵
を切ったのは、₁98₀年に大阪大学から移籍した
豊島久真男教授だ。₁9₆9年に世界で初めてトリ
肉腫ウイルスからがん遺伝子を発見した医師・
研究者である。

　その後、₁99₄年に外科医で、がん研究会生化
学部長だった中村祐輔氏を招聘し、翌年ヒトゲ
ノム解析センター長に任命する。さらに、₁99₁
年に金久實氏・京都大学化学研究所教授、9₆年
に宮野悟・九州大学理学部附属基礎情報研究施
設教授ら、情報工学の専門家を招聘する。その
後、彼らは大活躍する。金久・中村氏は米メデ
ィアが推すノーベル賞候補だ。医科研の最盛期
は₁99₀～₂₀₀₀年代だが、全国から様々な専門家
が集っていたことがわかる。
　我が国のコロナ対策は対照的だ。政策決定に
関与した情報工学者として有名なのは、西浦
博・京都大学教授だが、厚労省が彼に協力を求
めたのは、医師だからだろう。コロナ感染症対
策専門家会議は₁₅人の委員で構成されるが、こ
のうち理系は₁₂人で₁₁人は医師だ。これでは世
界についていけない。なぜ、中村祐輔教授や宮
野教授が任用されないのか。知人の厚労官僚は
「医系技官のコンプレックスです。中村先生や
宮野先生は、彼らの意向を忖度する御用学者に
はなってくれない」という。ランダーを使える
米国と、中村・宮野教授を使えない日本、その
差は大きい。
　コロナ制圧は国家総力戦だ。日本はコロナ研
究体制を抜本的に見直し、医師にこだわらず、
広く有用な人材を活用すべきである。

上 昌広 氏：プロフィール
1993年 東京大学医学部医学科卒業、1999年 東京大学
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教授、2015年12月～星槎大学客員教授、2016年 4 月～
特定非営利活動法人医療ガバナンス研究所理事長。

〈専門〉
医療ガバナンス論、血液・腫瘍内科学、真菌感染症学

これでいいのか
日本の医療
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2019年度実績利回り

1.338％

加入者数  5 万 3,000人
積立金額  1 兆 2,000億円
スケールメリットを生かし
低廉な手数料を実現

年金受給は
 加入 5 年後から可 
1 口単位での解約可
掛金払込中断・再開制度あり

月　払 1口  1万円（通算30口まで）

一時払 1口50万円（毎回20口まで）

加入
口数

加入
資格

満74歳までの協会会員
（増口の場合は満79歳まで）

安定・安心

いつでも自在

※ 但し、新規（初回）に限り40口まで

※ 年金受給は、受取時に、定額型確定年金（10年・15年）と逓増型確
定年金（15・20年）のいずれかを選択していただきます。

※ 短期のご利用では積立金が掛金を下まわります。

多様な受取方法

生 存 年 金

脱退一時金

遺 族 年 金

遺族一時金

10年定額型確定年金

15年定額型確定年金

15年逓増型確定年金

20年逓増型確定年金

年
金
受
給
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に
死
亡
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合
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年
金
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亡
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法

1.259％
予定利率

（2021年 
1 月 1 日現在）

保 険 医 年 金



　₂₀₂₀年₁₂月に小林化工が製造し、Meiji Seika 
ファルマが販売する、抗真菌薬のイトラコナゾ
ール錠₅₀「MEEK」（ロット番号：T₀EG₀8）
に睡眠導入薬のリルマザボンが製造過程中に混
入したことによって、同薬剤を服用した₃₂₄人
中₂₃9人で死亡事例を含む意識喪失やふらつき
などの健康被害が生じるという、前代未聞の事
件が発生しました。この事はマスコミでも大々
的に報道され、ジェネリック医薬品の信頼を損
なうものとして、各方面で大きな波紋を広げて
います。これに対し２月９日に福井県は、薬機
法違反で過去最長となる₁₁₆日間の業務停止命
令を小林化工に下しました 。福井県の発表に
よると、二重帳簿を作成していたのは約₃9₀品
目、承認されていない手順で製造していた品目
は約₁8₀品目にのぼるもので、また₁97₀年代後
半以降で、一部項目については製品試験を実施
していかったことも明らかとなりました。同日
に小林化工が行った記者会見では、小林社長が
社長に就任する前に、自身が「総括製造販売責
任者」 を務めていた₂₀₀₅年から法令違反があっ
たことを認めました。会社あげて確信犯的なコ
ンプライアンス違反があったのです。また、小
林化工の問題が起こる直前の₁₁月には、日医工
（富山県富山市）が製造するジェネリック医薬
品の規格不適合が明らかとなり、₂₀₂₁年１月ま
でに延べ7₅品目で大規模な自主回収が行われま
した。３月３日に富山県は、日医工の富山第一
工場に対して₃₂日間の医薬品製造業の業務停
止、日医工に対して₂₄日間の医薬品製造販売業
の業務停止処分を下しました 。日医工におい
ては、₂₀₁9年３月期の内部監査報告書で薬機法

違反事案を指摘されていたにもかかわらず改善
され放置されており、こちらも会社あげてのコ
ンプライアンス違反をしていました。
　これらの事件は、生命関連物質を製造販売す
る医薬品企業にとって、あってはならない出来
事であり、販売・流通を優先するがあまり、品
質をおろそかにするという製薬企業倫理に反す
る行為であり、断じてゆるされるものではあり
ません。
　両社の医薬品を使用されている患者様には大
変心配をかけることとなり、同時に医師や薬剤
師も対応に追われ、本当に無駄な時間を消費さ
せられたと思っています。
　私は両社で起こった問題を考えるあたり、根
底的に共通する問題があるように思えてならな
りません。ひとつは同族オーナー会社による各
種のガバナンスの欠落や安全文化の未成熟があ
ったのではないかということです。もう一つは
₂₀₀₅年に施行された改正薬事法による弊害があ
ると考えています。今回は紙面の都合上、後者
の問題について解説したいと思います。

2005年の改正薬事法によって 
ジェネリック医薬品企業に 
過大な負荷がかったのではないか

　₂₀₀₅年４月に薬事法（現在の薬機法の旧法）
が大幅改正され。それまでは医薬品メーカー
は、製造から販売までを同じ会社で一貫して行
う必要がありました。しかし、この法改正（い
わゆる規制緩和）によって、医薬品の製造販売
業許可と製造許可が分離できることとなりまし
た（図）。すなわち製造部門の分社化や、他社

に外部委託することが可能と
なったのです。大手製薬企業
からすると製造部門でのコス
ト削減がはかられ、GMPに
適合した医薬品を製造する工
場を有するジェネリック医薬
品製造企業や、一般用医薬品
（OTC薬、配置薬）企業か
らすれば、先発医薬品の製造
委託を受けることで、新たな
事業拡大につながるきっかけ
となりました。この法改正は
小林化工や日医工にとって
は、千載一遇のビジネスチャ
ンスだったのです。

医薬品の本当の産地は 
ほとんど知られていない

　私はよく生鮮食料品と医薬品との違いを次の
ように説明しています。読者の皆さん方がスー
パーマーケット等で野菜や魚を購入される際
に、商品の価格と併せて必ず「産地」を確認さ
れると思います。普通、生鮮食料品で「産地」
が記載されていないものはありません。しか
し、医薬品業界では事情が異なります。今回問
題となったイトラコナゾール錠₅₀「MEEK」
の添付文書には、「販売元：Meiji Seikaファ
ルマ株式会社」「製造販売元：小林化工株式会
社」の記載がありますが、製造販売業を得てい
る企業が、実際の製造を他社に委託（受託製
造）している場合は、受託先の企業名は表に出
てこないのです。いわゆる正確な医薬品の産地
（工場）は分からないのです。
　小林化工の問題を受けて、同社の全製品の出
荷が停止され、感染症治療のキードラッグであ
るバンコマイシンも該当しました（なお、これ
については業界内で過半数のシェアがあること
から、福井県も業務停止処分の対象外にすると
いった異例の対応とされました）。バンコマイ
シンもイトラコナゾール錠と同様に、添付文書
上では、製造販売元が小林化工で、販売元が
Meiji Seikaファルマと記載されているのです
が、よくよく調べてみるとバンコマイシンにつ
いては原薬は小林化工が調達し、実際のバイア
ルに充填するといった製剤化（製造元）は富士
薬品（埼玉県さいたま市）が請負い、その後、
小林化工の工場でラベリングと包装が行われ、
Meiji Seikaファルマが販売している事実が明
らかにとなったのです。要するに、医薬品製造
において一次委託（下請け）だけではなく、二
次委託（孫請け）まで存在していたのです。多
くの国民・患者や医療従事者は、こうした実態
についてはほとんど知らないし、知らされては
いません。特に、武田薬品や塩野義製薬、アス
テラスなど、日本を代表する製薬企業が販売す
る医薬品については、自社で製造から販売まで
行っていると思われているかもしれませんが、
実態は必ずしもそうではないのです。さらに、
医療現場の薬剤師が製薬企業に実際の製造元を
照会しても「非開示情報」としてほとんど明ら
かにされない実態があるのです。

勤務医に役立つ医薬情報 第13回

小林化工と日医工における薬機法違反問題を考える
ひろたのりたけ・薬剤師　一般社団法人　大阪ファルマプラン　理事長廣田 憲威

（10面に続く）

会　場 大阪府保険医協会 会議室
 （浪速区幸町 1 - 2 -33　TEL 06-6568-7721）
申　込 右のQRコードよりお申込みください。
参加費 無 料 ※事前にご予約ください。
主　催 大阪府保険医協会 組織部

新規開業講習会
開業医の先生方を力強くサポート

近畿厚生局の開業半年後の
指導に備えて

新規個別指導 編

6 月12日（土）14：30～16：00
講師：保険医協会役員・事務局

2
0
2
1
年
6
月
以
降
の
予
定

審査委員、先輩開業医が
わかりやすく解説

保険診療 編（内科・外科を中心に）

6 月26日（土）14：30～17：00
講師：審査委員、保険医協会役員

新規開業医が
知っておくべきポイント

税務対策 編

7 月10日（土）14：30～16：30
講師：中谷 光之 税理士

よりよい医療の提供は
最適な雇用管理から

雇用管理 編

9 月18日（土）14：30～16：30
講師：桂 好志郎 社会保険労務士

申込
フォーム

図　医薬品製造における製造販売業と製造業との関係
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大阪府保険医協同組合の皆さまの

大保協商事株式会社（大阪府保険医協同組合・保険共済部内）
TEL 06⊖6568⊖2230（担当：森田）までご連絡ください。

『ゴルファー向け保険』のご案内

引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社

趣味でゴルフをされている皆さまへ
組合員・賛助会員だけでなく、
ご家族も加入できます

保険料 年間 3,500円から

団体割引 大口割引

30％ 10％
さらに

適用

▼ゴルフ中に他人に損害を与えた

▼ご自身がケガをした

▼ゴルフ用品に損害があった

▼ホールインワン・アルバトロスを達成した

　このことと今回の問題がどのように関連して
いるのでしょうか。要するにジェネリック医薬
品を製造販売する製薬会社は、₂₀₀₅年の改正薬
事法によって受託製造が可能となったことか
ら、自社の工場をフル稼働させるために大手製
薬企業からの製造委託や、ジェネリックメーカ
ーへのOEM 供給 1）にも拍車がかかり、その
結果、製造工程やシステムにおいて過大な負荷
がかかったのではないかと想像されるのです。
日医工を例にあげると、国内にある７つの工場
で年間₁₀₁9品目・₁8₅億錠も製造しています。
すなわちひとつの工場で多種多様な医薬品の製
造が日常的に行われているのです。それに見合
うシステムが導入されているのならまだしも、
イトラコナゾール錠が製造されていた小林化工
の矢地第一工場は、小ロット多種製造工場であ
るにもかかわらず、人間の目視によるチェック
のみで機械化は相当遅れていました。すなわ
ち、ジェネリック医薬品の使用促進の流れも相
まって、製造現場では相当な負荷がかかってい
たことが容易に想像できるのですが、それに見
合うシステム化や設備投資がなされていたのか
については、検証結果の詳細な報告書を待つ必
要があると思っています。しかし私は、それら
の対策が十分になされていたのであれば、今回
のような問題は絶対に起きなかったと確信して
います。
　厚労省医政局経済課の田中大祐ベンチャー等
支援戦略室長は、１月₂₁日の日本計画研究所が
主催したセミナーで講演した際、後発医薬品の
市場が拡大を続けてきた中で、なぜ小林化工の
問題が起きたのかを「どこかで振り返る必要が
ある」と述べ、今後検証が必要との認識を示し
たことが報じられていました。私はこの問題認
識はとても重要であると考えます。是非とも厚
労省がイニシアチブをとって、₂₀₀₅年の改正薬
事法の振り返りと、今回の一連の不祥事との関
連性について検証を深めていただくこと切望し
ています。

過去の教訓が活かされていない
のではないか

　₂₀₁₀年３月、岐阜県は大洋薬品工業（現在の
武田テバ）に対し、薬事法違反があったとし
て、９日間の業務停止を命じました。これは、
同社が製造販売するＨ２ブロッカーのガスポー
トＤ錠₂₀mg（一般名：ファモチジン）の製造
過程で、主成分と添加剤の混合ミスにより、承
認規格より主成分が₂₀％多いものと₂₀％少ない
ものが２ロット分の約₂8₀₀₀箱が製造されたと
いうものです。同社は₂₀₀9年９月に当該ロット
を自主回収し、幸いなことに、これによる健康
被害は起こりませんでした。
　当時はジェネリック医薬品の使用促進アクシ
ョンプログラムの真っただ中であり、ジェネリ
ック医薬品の信頼性に係る重大事案として、業
界団体の日本ジェネリック製薬協会も重く受け
止め対応されました。それから₁₀年後に小林化
工は大洋薬品工業と同様のミスを起こしたので
した。
　私が推測するに、大洋薬品工業の不祥事を受
けて、医薬品を製造するメーカー各社では自主
点検をして、同じミスを起こさない努力をされ
たと思いますが、本当にその教訓が活かされて
いたのか、はなはだ疑問に思うところです。
　今回の小林化工と日医工の問題を受けて、厚
労省は日本製薬団体連合会（日薬連）に対して
₂₀₂₀年₁₂月₁₁日付で「医薬品の適切な製造管理
等の徹底について」（医薬・生活衛生局監視指
導・麻薬対策課長通知）を発出しました。その
内容は次の４点です。①製造業者においては、
製造管理に関する定期的な自己点検、職員に対
する教育訓練の実施など、適切な製造管理体制
を確保するための取組を実施すること。②製造
販売業者においては、製造業者に対する管理監
督を徹底し、製造業者との緊密な連携を図るこ
と。③製造販売業者及び製造業者においては、
医薬品に関する適正な情報提供体制の確保や、
有事の際のリスクマネジメント体制を確認する

こと。④製造販売業者及び製造業者において
は、①から③の取り組みを含め、実施する業務
が薬事に関する法令に適合することが確保され
る体制を整備すること。
　こうした通知が出されること自体、異例であ
り尋常ではないと思います。私が残念に思うこ
とは、厚労省からの通知が出される否かにかか
わらず、小林化工や日医工の問題を受けて、各
社が自発的に上記の内容を点検し、医療関係
者・国民や社会に対して、自主点検の結果を公
表すべきだと期待していたのですが、残念なが
ら未だにどの企業からも情報発信はされていま
せん。
　また、小林化工の製品を販売するMeiji 
Seikaファルマは、₂₀₁₅年５月に血液製剤の製
造記録を₄₀年以上にもわたり偽造し隠蔽したこ
とで行政処分を受けた化学及血清療法研究所
（化血研）（現在の KMバイオロジクス）を
₂₀₁8年にグループ企業として引き継いだ経緯が
あるにもかかわらず、小林化工で起こっていた
問題を事前に見抜くことができませんでした。
　今回の問題を通じて、製薬企業各社において
は、改めて生命関連物質である医薬品を製造す
る自覚と責任を再認識され、安全で高品質な医
薬品の製造と供給が確実になされることを切に
願うまです。それと、今回の事件によって、ジ
ェネリック医薬品がかつて言われた「安かろ
う、悪かろう」というレッテルが再び貼られな
いように願っています。国際的にもジェネリッ
ク医薬品の存在は、患者・保険者負担軽減と国
の医療費の適正化に無くてはならない存在であ
るからです。
　私たち薬剤師は、医薬品のプロとして、日頃
から製薬企業のガバナンスのあり方や、品質問
題についても、医療現場から監視の目を強めて
いく必要があると考えています。二度と同じよ
うな過ちが繰り返されないよう、厚労省・
PMDA（医薬品医療機器総合機構）や地方自
治体における薬事行政の見直しや強化も必要で
あると思います。 以　上

（ ₉ 面からの続き）

1 ） OEM とは Original Equipment Manufacturing の略で、簡単に言うと 製造メーカーが他社ブランドの製品を製造することを意味する。ジェネリック医薬品では、毎年 6 月と12月に新規の
薬価収載がされる。その際、同一成分で多いければ同時に20社以上から発売されることも珍しくない。我々が品質を評価していると、添加剤や生物学的同等性のデータが全く同じと判
断される製剤を見ることがある。その詳細を調査すると、1 社が製造したジェネリック医薬品が数社に供給されているのである。医薬品業界においても OEM は常態としてある。

● 制度内容の詳細につきま
しては、パンフレット等
を必ずご確認ください

個人の責任問われる時代、診療に専念できる心のささえ
ご加入セット ☆標準的な加入プランは『Ａセット』になります。

保険医賠償責任保険

セット型 Ａ Ｂ Ｃ

てん補限度額

（保険金支払
限　度　額）

医療
行為

１事故 1億円 5,000万円 3,000万円
期間中 3億円 1億5千万円 9,000万円

建物
設備

身体（1名） 5,000万円 4,000万円 3,000万円
身体（1事故） 1億円 8,000万円 6,000万円

財物 500万円 400万円 300万円

（年間）保険料
個 人 診 療 所 65,520円 55,770円 50,490円
勤 務 医 43,210円 36,750円 33,270円

手頃な保険料で先生方の万が一に備える

 グループ保険（死亡・高度障がい保障）
保険金額と
月額保険料 35歳まで 36～

40歳まで
41～

45歳まで
46～

50歳まで

6,000
万円

男性 5,460円 7,020円 9,600円 13,860円
女性 3,420円 5,880円 7,260円 10,380円

5,000
万円

男性 4,550円 5,850円 8,000円 11,550円
女性 2,850円 4,900円 6,050円 8,650円

4,000
万円

男性 3,640円 4,680円 6,400円 9,240円
女性 2,280円 3,920円 4,840円 6,920円

3,000
万円

男性 2,730円 3,510円 4,800円 6,930円
女性 1,710円 2,940円 3,630円 5,190円

2,000
万円

男性 1,820円 2,340円 3,200円 4,620円
女性 1,140円 1,960円 2,420円 3,460円

保
険
金
額
と
保
険
料
表
（
一
例
）

保険金額は300万円～最大6,000万円
配偶者も最大3,000万円までご加入いただけます !
● 簡単な告知のみ（医師の診査なし）でご加入できるのも
忙しい先生方にとって魅力です

＊ 6,000万円以上の保障をご希望の際は、保険医共済会の「新グル
ープ保険（最大6,000万円）」を上乗せでご加入いただけます。

幅広い保障プラン

手頃な保険料

加入プラン例①

35歳（保険年齢）
保険金額6,000万円の場合

配当金の還元により保険料の負担が軽くなります。
直近 3 年平均 約20％を配当！※配当金は毎年変動します

さらに！

万が一の場合、残された
家族の生活が心配…

子どもが独立し、
保障を少し減らしたい

男性 5,460円
女性 3,420円

50歳（保険年齢）
保険金額2,000万円の場合

加入プラン例②

月額　
保険料

男性 4,620円
女性 3,460円

月額　
保険料

お問い合わせ先　TEL 06⊖6568⊖2230（直通）

家族の
サポート
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