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の「R」がついています。昔のプロパーよりもはるかに意味

今回は座談会形式で開催させて頂きますが,当内容掲載の

のあることと思うのです。

RAD-AR News 臨時増刊では発言された方の名前は伏せます。

【C氏】ベテランの看護婦さんに、「プロパーさん」と言われ

それゆえ、自由にご意見を述べてもらう会と決めております

た時にはプライドもありますから「ちょっと違うな」という

ので、よろしくお願いします。

感じがしますね。

MR の職務については医療関係者から高い評価を得ている
ことは「医師・一般市民の医薬品および医療に関する意識調

【B氏】病院ではいまだに言われますね。
【D氏】そうですね、「MRさん」と呼ばれることはほとんどない

査」で立証されています。MR の皆様が職務の理想と現実の
狭間で、日々職務を遂行していることや、日本 RAD-AR 協議

でしょう。
【C氏】「名前」か「プロパーさん」。あとは会社の名「○○さ

会との接点についてご披露して頂ければと思います。

ん」とか。
【理事長】私は MR として自分自身の発想を変えなければい
けないという感じがしています。人がどう言おうと、まず自

Medical Representativeとは

分自身が崇高なものだと思うべきでしょう。

【理事長】ところで、皆さんの肩書である MR（Medical Repre-

【司会】やはり MR 認定試験といういうのは大きな自信になっ

sentative）というのは非常に崇高なものと思います。なんと言

たのでしょうね。1 つの社会的な認知を受けたわけですから、医

っても「代表者」を意味しているのですから。

療関係者、医療消費者、皆さんの職業である MR に対する認識も

【A氏】メディスンでなくてなぜメディカルなのですか。

時間はかかるでしょうが高まってくると思います。

【B氏】私は、メディカルだから、医薬品だけではなくて、も
う少し広い意味もあると思っています。

日本 RAD-AR 協議会の役割と知名度

【理事長】世界的にそうなのです。医薬品だけではなくて医
療も含めた形で考えるという意味でしょう。それは、医薬品

【司会】ところで、日本 RAD-AR（レーダー）協議会を皆さん
ご存知でしたか。

は医療の一部だからです。その上会社を代表する立場として
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【C氏】私は 7 年くらい前に薬剤師

いですね。
「将来利用したい」ということだと思うのです。
【部会長】実際には病院にいる間は、インターネットを結構使

の先生から依頼があって、日本 RAD-

っていますね。

AR 協議会が作った「くすりのしお
り」を要望されたことがあります。

【C氏】私は副作用についてのホームページは定期的に見ます。

【理事長】11 年間活動していて、い

例えば自社製品が上がっているか、また他社の有名な商品の
それについて知識に入れておこうというように。

ま会員会社 33 社で運営されているわ
松浦 範昌氏
（まつうらのりまさ）

けです。医療関係者から「会員会社

【部会長】医療関係者、特にドクターはほとんど見ていませんね。

の MR さんが知らないよ」という声も

【A氏】ドクターは文献検索だけでしょう。Medline などは見て

聞きますが。

いますが、薬剤の 1 個 1 個についての検索はまずしていないと思

【A氏】正直申し上げまして私は知り

いますね。勤務医は見る時間が圧倒的に足りない気がしますね。

ませんでした。しかし、意識調査アン

【司会】ドクターは薬剤に対する検索をしたくても、時間が

ケートを配るときに、あるドクターか

なくてできないということですか。

ら「RAD-AR カードやくすりのしお
畑中 知子氏
（はたなかともこ）

【A氏】内科系の先生方は薬に興味はありますが、それでもド

りを通して、知っているよ」と言わ

クター全体の10％以下だと思います。
【司会】コンピュータの利用では年代的な違いがだいぶあり

れ、医療機関に浸透していることを
初めて知りました。

ますね。

【B氏】RAD-AR という言葉は知っていましたが、意味はわか

【D氏】特に開業医ではメーカーや卸を呼んだほうが早いとい

りませんでした。 本来ならば日本 RAD-AR 協議会が出した資

う感じがあると思います。

料もよく見た上で、日常活動をするのが筋なのでしょうが、

医師の情報源

今回、改めて日本 RAD-AR 協議会のホームページを見ました。
【理事長】では、日本 RAD-AR 協議会について少し説明をさせて

【司会】意識調査によると医師の医薬品情報の入手先は「MR

もらいます。

から」が最も多く、95％という結果です。インターネットの利用

いまから12 年前に「製薬企業は副作用などの悪い面を隠して、

以前にMRからの情報入手が一番手っ取り早いのでしょうか。

いいことばかり言っている」と、随分槍玉に上がりました。業界

【理事長】皆さんの体験からこの結果をどう思いますか。

あるいは企業としては、「それではまずいんじゃないか」と

【C氏】ここで使われている「医薬品情報」という意味はどこ

考え、積極的に「こういう面もあるが」という情報を出した

のメーカーの何という商品名という程度なのか、それともあ

方がいいということになったのですね。

る薬を使っていて、副作用について知りたい場合コンピュー

RAD-AR の最初の「R」というのは Risk（リスク）、それを

タで検索するよりも、MRに直接聞いたほうが早いというニ

どうやって見つけるかという意味で、飛行場だとか気象関係

ュアンスなのですか。

のレーダーという言葉を頭において、字句をあてはめていっ

【理事長】医薬品情報の質の問題ですね。

たのです。登録商標もとっています。医薬品には当然よい面

【司会】調査結果によると、医薬品情報の内容は薬効・薬理作用、

も、悪い面もあるわけですから、 両方明らかにして、社会の

市販後に新たに加わった情報、副作用およびその対処法です。
【A氏】新薬説明会を開くと、よく時間が延びます。ドクター

評価を受けるのが大切です。
具体的活動には 2 つあって、1 つは薬剤疫学。もう 1 つは、

は私どもの製品説明も聞いた上で、その薬剤を処方するかど

医療担当者と患者さんとの間のコミュニケーションの促進です。
両方とも、結局は医薬品の適正使用に役立つことが目標で、

うか判断したいのだと思います。
【D氏】開業医において専門以外の疾患に関する処方については、

全体として医薬品のレベルを上げることが目的なのです。

専門の先生の処方例を私が紹介することがけっこうあります。
【司会】それと、年代別では20代のドクターでは同僚医師か
ら得るが 75％で、MRに次いで 2 番目に多くなっています。

ＭＲ活動と「意識調査結果」をめぐって（p7, 8参照）

同僚ドクターからのリコメンド、口コミですね。

インターネットの利用状況

【E氏】私がいままで担当した中でも、一部を除いては、病棟

【司会】
「意識調査アンケート」についてはいかがでしょうか。

に行ける病院というのはほとんどありません。行けるところ

【B氏】アンケートを見ると、半数以上のドクターがホームペ

でも、なかなか 20 代のレジデントや大学を出たての先生に

ージを「これから利用したい」ということですが、パソコンや

は、頻繁に会えないのが現状です。若い先生は会えれば熱心

インターネットを使っている先生方と、あまりなじんでいない

に聞いてくれるのですが。

先生方とのギャップを埋めるのが、大変だと思います。

【A氏】たぶん同僚というよりオーベンだと思いますね。オー

【理事長】現時点でインターネットを利用されている医師は少な

ベンからやはりネーベンに対して、「何がいい」「何を使いな
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喜んでもらえる、あるいは必要とし

さい」とか言われると影響力がありますから。
【司会】「これを使いなさい」と。

ている情報を届けるのが仕事だと言

【A氏】ええ「この薬がいいよ」と。レジデントの先生方は、

われています。

病院の廊下を走りまわっているような状態ですから。その先

ただ同じ情報でも読んでいただける

生に対して、私どもが言うよりはやはりオーベンから言って

先生と、そうでない先生がいます。開

もらうほうが影響力があります。

業医と病院と大学などでタイプが違っ

【B氏】同期あるいは 2、3 年上の先生が「これを使ってみたら

てきます。一般的に、ドクターが何を

いいぞ」ということになれば「じゃあ、今度使おうかな」と。

必要としているかというのは全くバラ

また、各科ごとに症例検討会を開きますから、その中で若い

バラなのですね。

先生方は情報を得て、使ってみようという流れになったりします。

今野 健生氏
（こんのたけお）

【理事長】これからは情報が武器で

【A氏】20 代の先生はそうだと思いますね。

すね。しかし、メガスタディというの

【E氏】私が行っている大学の若い先生からはメールで質問が夜

はそんなに簡単にできないですよね。

中にきたりします。呼び付けている暇がないし、電話も面倒くさ

【E氏】当社は外資系なのでメガス
タディを外国でやっていますから、

いので、思いついたときにメールを書かれるのでしょう。

それをそのままもって行って話をす

いつでも検索できるシステムを先生が知っていれば、当直の

上矢 仁美氏
（うわやひとみ）

る状況です。

ときでもちょっと思いついて調べたりできて若い先生にとっては

【A氏】国内のメーカーでもメガスタディを行っているところ

有益だと思うのです。
【F氏】私たちもふだん MR 活動をしていて、やはり年上の先生

が出てきましたね。普通、市販後のスタディはメリットがない
からあまりやられていないのが現状です。

の優先順位が高くなってしまいます。若い先生をないがしろにし

【理事長】皆さんも市販後のいわゆる PMS をお願いに上がる

てはいませんが、忙しいこともあってなかなか会えません。
【A氏】20 代〜30 代前半ぐらいの先生方は、メガスタディ

のでしょう。
【A氏】市販後調査は、プロトコールが難しいものでなければ

（大規模試験）などのエビデンスがないと使わない傾向があ

症例は集まると思います。しかし、有効性と安全性、有用性

りますね。

をすべて評価するメガスタディを国内でやるのは現状では難
しい、できるとすれば大学でしょう。それでも万単位の分母

EBM の重要性

は集まらないと思いますね。
【理事長】それはわかりますが、EBM にしても一番評価が高い

【理事長】私の理解では、お互いにサイエンスというか、科学的

RCT（ランダマイズド・コントロールド・トライアル）があるか

な根拠をもって話をしていると思うのですがどうですか。
【A氏】若い先生は例えば信頼できるマルチスタディが出れば

どうかが問題です。客観性のあるデータが重要で、効いた、

処方すると思いますよ。最近の若い先生方は上下関係をあま

効かないというデータばかり集めてもあまり意味がないのです。

り気にしないと思います。
【C氏】ですから、これから日本のオリジナルよりも、海外で実績

薬剤疫学について

のある薬が出てきたときに、若い先生方は処方すると思います。
【A氏】文献を見ると、外国のメガスタディはすごい症例数で、

【司会】薬剤疫学については「RAD-AR News」に掲載された

日本とは桁が違います。ああいうデータを持ってこられると

シリーズを「実践薬剤疫学」という小冊子にしています。こ

どうしようもないですよ。

れはお読みになりましたか。

私たちの 1 例紹介などでいい効果がありましたと言って

【E氏】私は「くすりのしおり」は知っていましたが、薬剤疫
学については…

も、そんなのと比較されては負けますよ。
【E氏】当社ではエビデンスを提示することが重要な活動だとい

【理事長】薬剤疫学というのは、承認されて市販されたもの
についての有効性とか安全性を評価するのに優れた手段で

われています。

す。ただ、日本ではポピュラーではないのです。

例えばある大学ですと情報を持っていかないと話をしてくれな

当協議会ができた頃から、何とかして外国にこんなよいのがあ

い状況です。
「何を教えてくれるの？」と最初に言われることも

りますよと紹介をして根付かせたいと活動してきているのです。

あります。
【司会】そこに情報の大切さがあるのでしょうね。また、何

【A氏】薬剤疫学に基づく調査はメーカーが実施している市販
後調査よりも、さらに規模が大きいのですか。

がドクターの望む情報かが問題ですね。
【E氏】そこを考えるのがMRの仕事なのです。先生が何を知

【理事長】外国での例では大きいし、もっとサイエンティフィッ
クだと思います。

りたがっているのかいろいろ勉強して、これを持っていけば
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【A氏】自分のところでやっているものよりも、さらにですか。

とのコミュニケーションを促進させるためのツールとして開

【理事長】市販後調査では、通常 3,000 例を集めていますが、

発されたものです。
ですから、項目も決まっていますし、表現も素人向けです。

ただ集めているだけという感じがしています。そこからは少
なくとも有効性についてはあまり言えない。安全性について

医師が患者さんに説明をするときの雛型情報なのです。基本的

は「重篤なものはありませんでした。また使用上の注意に書

には A4 の 1 枚に、8 つの項目について記載があり、その内容

いてあるもの以外にはありません」ということが言えるくら

は能書よりは簡略化されています。
【C氏】私はこの「くすりのしおり」をよく使うのは、薬剤師

いではないでしょうか。

の先生が多いと思うのです。服薬指導料が取れるということ

薬剤疫学とは、人の集団における医薬品の使用とその効果

もあって、そのままコピーして患者さんに渡すケースが多い

や影響を研究する学問のことをいいます。

と思います。「簡略化して持ってきてよ」とまでおっしゃる

症例情報だけでなく、症例集積の情報、処方せんからの情

薬剤師の先生もおります。

報、地域における患者の疾患情報、RCT 情報などの種々情報
を集め、それを用いて Ａという医薬品についての有効性や安

いまの医療保険上では、服薬指導料があるから使っているの

全性に関する評価を行います。外国では盛んに実施されてい

が実情だと思いますね。これが出たときにはよいツールだなと思

ます。ですから、情報つまりデータが多いほどきちんとした

いました。
【A氏】薬剤師法が改正されて説明が義務になりましたね。

評価ができることになります。

「くすりのしおり」がなかったら、義務化になったときに困

また、市販後にＡに何か問題が起きたときに、蓄積された

った医療担当者がたくさんいたと思いますよ。私も「薬の作

データを使って迅速にそれへの対応が取れます。
【司会】新人研修で薬剤疫学入門を使っているケースもあります。

用」についての表現は分かりやすいと思います。
【部会長】基本的にはだれでも理解できる表現にしたわけです。

「くすりのしおり」について
【司会】日本 RAD-AR 協議会ホームページの「くすりのしお

【司会】皆さんの訪問先で「くすりのしおり」は使われてい
ますか?
【A氏】これを持っていくと「ああ、なるほど」と。喜ばれた
記憶があります。特に精神病院ではよくありますね。

り」を利用している医師は 5.5 ％で、将来利用するつもりが
77％です。

【F氏】薬剤師の先生が「くすりのしおり」を見ようとすると、

参加企業は 60 社で、日本 RAD-AR 協議会の会員会社が 33

最初はその製品のメーカーのホームページに入ろうとしま

社です。その会員会社の登録は 8 月現在で 1,863 品目、非会員

す。RAD-AR のホームページに入ったらまとめて見られるこ

27 社 564 品目、合計で 2,427 品目がホームページで一般公開さ

とはまだ知られていないでしょうね。

れています。

【理事長】1ヵ所にアクセスすれば、どのメーカーのホームペ
ージにも行けるなどのシステム作りが必要ですね。そういう

今後、会員会社数の増加と品目の増加をはかり、少なくと

体制作りが 日本 RAD-AR 協議会の務めだと思っています。

も 3,000 品目くらいエントリーして、ご利用頂ければと思い
ます。

普及率を上げるには

これを見るにはまず登録が必要で、パスワードをもらって
ホームページに入ることになっています。ホームページを閲

【司会】
「くすりのしおり」の認知度についてはいかがですか。

覧する方の 3 分の 1 は、「くすりのしおり」を検索するため

【B氏】まだよく知られていないようですので、各医療機関の

であるのが現状です。

薬剤部に対して「ホームページを開けばこういうものが見ら

【理事長】この「くすりのしおり」はお医者さんと患者さん

れますよ」という集中的な広報活動が必要ではないですか。

左から矢野充彦、石井庸一、海老原 格の各氏
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【理事長】そう思います。いまパスワードを持っている人が

AR 協議会にとっての宣伝マンがい

3,400 人ぐらいしかいないのです。薬剤師会雑誌で広報して少し

るようなものです。私たちも病院に

増えましたが、全体の数から見ればまだ微々たるものです。

行って日本 RAD-AR 協議会のホー

【B氏】病院の薬剤師は、こういう情報をとてもほしがってい

ムページを見ればほとんどの薬が取
り出せますよと宣伝できます。

ます。ただ、総合病院と言われるクラスへの情報の提供と、

【部会長】私たち運営委員としては

それ以外の調剤薬局への情報の提供と 2 通りないと、普及は

普及のために努力をしているつもり

難しい気がします。
ドクターにしても診療がすべて自分の生活に直に結び付く

ですが、皆さんに情報が本社から山

状況で仕事をされている開業医と、給料をもらう勤務医では

のように来る中で、こういうものはな

全然違うわけですね。ですから、次のステップとして中に一歩入

かなか目につかないのかなという感じ

っていかないと、うまくいかないと思います。

がするのですが。

宮重 和攝氏
（みやしげよしかね）

【E氏】あると思います（笑）。ただ、

【理事長】きめ細かにやれという話ですね。
【B氏】そうです。そうすれば、この「くすりのしおり」にし

これだけすごい数の薬がホームページ

ても、薬剤師にとって大事だし、これからもどんどん使われ

で見られるということを全員が知って

るものだと思うのです。

いると、だいぶ違ってくると思います。

布施 隆之氏
（ふせたかゆき）

【C氏】コンピュータが仕事場にある人に限られてくると、調剤
薬局の中でも OTC を中心にやっているようなところは、利用率

「くすりのしおり」の一部

も低く50％もいかないかもしれません。
【D氏】医療機関のネット利用率はまだ、本当に少ないですよ。
今度ネット利用を介した受発注システムを広げるという施策を
出している卸さんもあります。ネットの普及率がこれから上昇
するだろうと考えてのことだと思います。
【理事長】たぶん 2 年もしないうちに変わると思いますね。
【D氏】それと同時に、「くすりのしおり」の普及率も薬局で
上がっていくのかなと。
【A氏】しばらくすればパソコンもない所は遅れていくと思い
ます。
【部会長】こういうものを薬剤師さんが必要とするのは、点
数を取れるからなのか、患者さんの意識が変わってきて、そ
れを聞かれるから必要なのか、どちらなのですか。
【B氏】最初はやはり点数からスタートですね。どうしてもあと 1
週間でやらなきゃならないといって、始めた所もあります。
【部会長】患者さんから聞かれているからというイメージではな
いのですね。
【B氏】でも、患者さんがこれを見て、話を広げていくパター
ンはけっこうありますよね。
【E氏】ですから、たとえば 3 分診療で忙しい勤務医の先生は、
患者さんの意識が最近は高くていろいろきかれても説明する
時間がない場合、こういうものが使える環境にあれば使うと
思います。
【F氏】例えば水虫の薬だったら、患者さんも簡単に考えるでしょ
う。高血圧などでは患者さんはすごく自分の体に関心を持ちます。
薬の種類によって患者さんの興味の持ち方はかなり違いますね。
【司会】これからはコンペティションの時代ですから、こうし
たものを利用して患者さんに対してサービス、サポートをする。
そういうツールとして使えるわけですね。
【F氏】33 の加盟社があって、その MR の数だけの日本 RAD-
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【司会】まず会員会社、33 社の中でこのことが全員には認知さ

MR 活動と日本 RAD-AR 協議会の接点

れていないのは、残念なことです。

【 理 事 長 】 少なくとも、日 本

実践「薬剤疫学」

RAD-AR 協議会は皆さんも含

RAD-AR カードについて

めて活動していることを理解し

【司会】情報提供のもう 1 つのツールとして RAD-AR カード

て頂けましたか。
【A氏】我々も訪問する理由が

がありますが、ご覧になったことがありますか。
【A氏】私は病院で見たことがあります。

毎日会っているほどネタぎれ

【理事長】全国の 300 床以上の病院 500ヵ所ぐらいに配布して

になります。薬剤疫学や
RAD-AR カードは面会するた

います。
【B氏】私が訪問している病院にも置いてありますよ。

めのツールですよ。
【理事長】薬剤疫学はなぜか

【司会】日本 RAD-AR 協議会の独自の分と、会員会社がそれ
を買い上げ社名を入れたもの、その二本立てで全国の医療機

難しいと思われていますから、

関に約 140 万部を配布しています。

できるだけわかりやすい解説書

【理事長】医薬品の基礎的な取り扱いをぜひ皆さんに知って

をいま作っています。皆さんに
も理解してもらって討論ができ

もらいたいために毎年作っているのです。

るような形にしたいですね。

今回発行した高齢者向け「RAD-AR カード」No.9 ですが、
表のほうは字を大きくしてあります。裏は字を小さくして情

【F氏】病院に行ったときの話題として自分のところに関係の
ない製品でも、疫学的話題ができれば喜ばれます。

報を多く入れて家族の方に読んでもらう構成になっています。
【D氏】高齢者の方では誤飲とか、普通の人には考えられないよ

【E氏】やはりもっと MR の間で認知度が上がらなければもっ
たいないですね。

うなことも起こり得ますね。そういうことは介護や、世話をする
人たちにもっとアピールできたらいいと思います。

【司会】日本 RAD-AR 協議会は入門「薬剤疫学」、実践「薬剤

【C氏】自社薬に関係した、例えば高血圧、高脂血症などに関

疫学」を作成しているので、有効に利用したらいかがでしょうか。

するものは、今後もメーカーで作っていくのでしょうけれど、ベ

【理事長】限られた時間でしたが、これを機会に 日本 RAD-

ーシックなもの、一般的なことがわかりやすく書いてあるもの

AR 協議会とはこんな団体で、こういう活動をしているのだ
と、理解を広げて頂ければありがたいと思います。

は、少なくなる傾向にあると思います。
【A氏】企業はベーシックなものを出してもメリットがないで

【B氏】私たちは毎日病院に行って、帰ってきて寝て、また朝
起きると同じことの繰り返しです。よほど意識しないと、自

すね。
【理事長】ですから、日本 RAD-AR 協議会が出すものと企業が

分の考えが広がってこない。ですから、こういう機会に今ま

作るものは住み分けができる感じがするのです。われわれはで

でよく知らなかった 日本 RAD-AR 協議会や他社の方々と意見

きるだけ薬の本質を知ってもらいたいと思っています。

交換をすることは有意義です。
【F氏】今回、私は日本 RAD-AR 協議会が何をしているのかがわ
かった気がしますけれども、まだわかっていない人がほかにもた

RAD-AR カード No.9

くさんいると思います。
【C氏】こういう会に参加して、日本 RAD-AR 協議会のこういうも
のが使えそうですと会社に報告できます。
【D氏】私は日本 RAD-AR 協議会で出されたものに対しての検
証、どう利用されたかを現場の人間に聞く機会があればいい
と思います。
【E氏】活動の内容はすごくいいと思います。とにかく広め方
を考えてもらって、普通の患者さんや医師、薬剤師また MR
にも認知されればよいと思います。
【司会】本日は長時間に亘り、有意義なご意見を拝聴させて
頂きましてありがとうございました。
今後とも、日本 RAD-AR 協議会として MR の皆様にもお役
に立つ活動をしていきたいと思います。皆様方のますますの
ご活躍をお祈り申し上げます。
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知っておきたい
医師の意識調査結果
「医師・一般市民の医薬品および医療に関する意識調査」の実施（平成11年11月〜平成12年1月）
の目的は、日本 RAD-AR 協議会の活動目標の一つである医薬品の適正使用の実態把握と、今後の
方向を見定めるための基礎資料を整備することにありました。
特に医師向け調査では、会員企業の MR の方々のご協力で 2,293 人の医師から回答を得ることが
できました（回収率 35.8％）
。
調査結果については、すでに「概要」（65 頁）と「報告書」（244 頁）にまとめ、関係先にフィード
バックするとともに平成 12 年 3 月 31 日開催の日本薬学会共催シンポジウムでの発表や、マスコミ発表
なども行い、一部内容が新聞紙上でも取り上げられました（回答を頂いた医師には「概要」を送付済）
。
この度、RAD-AR News 臨時増刊の発刊にあたり、MR 活動と関係の深い質問項目をピックアッ
プしてまとめました。日頃接触されている臨床医の先生方の意向を知ることは、今後の MR 活動の
一助にもなるかと思います。
なお、全体をまとめた「概要」や「報告書」は、各企業の運営委員に相当部数お渡ししてありますので、必要な場合はお
問い合わせください（日本 RAD-AR 協議会事務局にも残部があります）。

t医師の情報収集s
0

1. 医薬品に関する情報はどこから入手してい
ますか。

20

40

60

100 (%)

80

95%

製薬会社のMR
68%

医学専門誌

医師の医薬品情報の入手先はMR からがトップ！
医薬品の情報の入手先として MR をあげた医師

製品パンフレット

が95％と一番多い。また医学専門誌が 68％、製品

同僚医師

パンフレットが59％となっている。ただ、20 代の

医師会（勉強会）

59%
49%
47%

添付文書

医師では同僚医師からが 79％とMRに次いで 2 番

37%
34%

学会

目に多い。

n = 2,293
＊複数回答（上位 7 位まで）

一方、60 代では医学専門誌（73％）や医師会の
勉強会（71％）から情報を得ている医師が多い。
0

2. 製薬会社の MR からどのような種類の医薬
品情報を得ていますか。

市販後に新たにわかった情報

ともっとも多い。また「市販後に新たにわかった情

副作用およびその対処法

（60％）
「市販後に新たにわかった情報」
（42％）の順である。

60

67%
48%
45%
29%

他剤との併用、相互作用

21%

禁忌
服用中止と薬剤変更のタイミング
MRから情報は得ていない
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100 (%)

80

75%

適応疾患と投与量

報」も 67％が MR から得ていると答えているが、20

※ 88 年調査では「薬効、薬理」
（73％）
「適応疾患と投与量」

40

薬効、薬理作用

MRから得る情報では「薬効、薬理作用」が 75％

代では51％と他の年代の医師より低い。

20

5%
1%

n = 2,293
＊複数回答
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3. 処方される医薬品の添付文書（特に使用上の
注意）はご覧になっていますか。

無回答 0.1%
読んだことはない 0.1%
ほとんど読まない 5%

「読んでいる」が46％、
「たまに読む」が49％、あわ

読んでいる
46%

せて 95％の医師が読んでいる。「読んでいる」との回
答は、20 代の医師では 19％にしかすぎないが、60代
以上の医師では77％に達している。

たまに読む
49%

また、開業医の64％に対し、勤務医では 31％であ
る。診療科別では小児科が 60％と高く、眼科が 38％

n = 2,293

と低い。

よく利用する 3%

4. 企業のホームページを利用することがありま
すか。

無回答

1%

時々利用する
26%

その他 0.1%

「よく利用する」が 3％、「時々利用する」が 26％

今後とも利用する
気はない 18%

であり、現在利用している医師は 29％であるが、30
代の医師は 35％と比較的高く、60 代以上の医師では

将来利用する
つもりである
52%

20％と低い。
なお、「将来利用するつもりである」との回答が
52％の医師から寄せられており、利用意向は強い。

n = 2,293

5. 1999年5月厚生省の医薬品情報提供システム
により、医療用医薬品の添付文書情報や副作
用情報が一般に開示されることになりました
が、どのようにお考えですか。

無回答

2%

その他 0.2%
好ましくない

9%

89％の医師が良いことと思っている。

良いことだと思う
89%

n = 2,293

6. 日本RAD-AR協議会ホームページの「くすり
のしおり」を利用することがありますか。
現在利用している医師は 5.5％であるが、「将来利

時々利用する 5%

用するつもり」との回答が 77％となっている。

よく利用する 0.5%

「くすりのしおり」は、RAD-AR の代名詞的存在にな

無回答

っているが、8 月4 日現在参加企業数 60 社（会員企

4%

その他 0.3%

業 33 社、非会員企業 27 社）で収載品目数は 2,427品

今後とも利用する
気はない 15%

目（会員企業 1,863 品目、非会員企業 564 品目）。ユ

将来利用する
つもりである
77%

ーザーからは注射剤の掲載や品目数の増大などが要
望されているので現在検討中である。
MR の皆さんも一度ホームページをご覧になって頂

n = 2,293

きたい。
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t患者とのコミュニケーションs
1. 医薬品を投与する時、薬効や副作用などにつ
いて患者に説明しますか。

詳しく
説明する
19%

無回答 7%
その他 0.3%

患者への薬効や副作用の説明については「詳しく説

ほとんどしない 5%

明する医師」が 19％、「簡単に説明する」医師が72％
であり、ほとんどの医師が何らかの説明をしている。
また勤務医（16％）に比べ開業医（22％）の方が詳し

簡単に説明する
72%

く説明する比率が高い。診療科別では精神科では詳
しく説明する医師が 40％と高い。

n = 2,293

説明方法としては口頭のみの説明が 75％、文書のみ
0

20

40

60

口頭のみ

が1％、口頭および文書による説明をする医師が23％で

100 (%)

ある。大学病院では口頭のみの説明をする医師が 92％

75%

口頭と文書
文書で

80

と高い。開業医では口頭および文書で説明する医師が

23%

31％と比較的多い。診療科別では口頭および文書で説

n = 2,080
＊複数回答

1%

明する医師が小児科で 29％と比較的多い。また説明
しない理由としては「忙しいから」が 35％、「薬剤師が
説明するから」が 33％であった。

5分以上 7%
無回答 1%

2. 患者さんへの医薬品について説明する時間は、
平均どれくらいですか。

0分 0.3%
その他 1%

患者への平均説明時間は「1〜5 分」との回答が
62％でもっとも多かったが、「1 分未満」との回答も
1分未満
29%

1分以上
62%

29％あった。「5 分以上」との回答は7％だが、精神科
では 20％と比較的高い。
一方、「1 分未満」は耳鼻咽喉科で 54％、眼科で
47％となっている。

n = 2,293

渡している 12%
無回答

3. 患者さんへの医薬品の文書情報は先生ご自身
で渡していますか。

1%

その他 0.1%

患者への医薬品の文書情報を「渡していない」との
回答が 87％、「渡している」との回答が 12％と渡して
いる医師は少数である。ただ、60 代以上の医師では
渡していない
87%

「渡している」との回答が 21％である。勤務医では 5％
と低いが、開業医では 20％が文書情報を渡している。
n = 2,293

「渡していない」理由としては「病院の薬局で渡すか
ら」が 43％、「調剤薬局で渡すから」が 43％である。
また「渡している」医師では文書情報に加筆をす
る医師が 52％と半数にのぼる。また医薬品の文書情
報を患者に渡した時には「コンプライアンスが高まっ
た」、「質問が増えた」との変化が見られる。
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無回答 0.5%

4. 患者さんから医薬品について質問されること
がありますか。

尋ねられない 0.3%
あまり
尋ねられない

患者から医薬品について「よく尋ねられる」が

よく尋ねられる
26%

7%

26％、「ときどき尋ねられる」が 67％である。精神科
の医師では「よく尋ねられる」が 52％にのぼる。
時々尋ねられる
67%

※ 88 年調査では「よく尋ねられる」が 12％、「時々尋ねられる」
が 66％であった。

n = 2,293

0

5. 最近、患者さんからよく尋ねられるのは、どの
ようなことですか。
よく尋ねられるのは、「他の薬との併用の可否」が
78％、「薬の副作用」が 77％。

20

40

60

他の薬との併用の可否

78%

薬の副作用

77%
52%

他の病院から貰っている薬について
薬の効能効果

46%

薬の量や服薬時間

＊ 88年調査では「他の薬との併用の可否」が 72％で、
「薬の副作用」

39%

薬の名前

については56％であった。

21%

服用中の大衆薬について
薬の値段
薬のメーカー名

0

6. 医薬品についての説明は、誰からするのが望
ましいですか。

20

19%
2%
n = 2,125
＊複数回答

1%

40

60

看護婦

科が 80％と平均値を上回っている。

100 (%)

44%

薬剤師

別では 20代が 82％、診療科別では精神科が 82％、小児

80

72%

医 師

医師自身がするのが望ましいとの回答が 72％、年代

100 (%)

80

3%

n = 2,293
＊複数回答

一方、薬剤師が説明するのが望ましいとの回答は
44％であった。
無回答 0.5%

7. 医薬品の副作用について、あらかじめ患者さん
にどの程度知らせるべきだと思いますか。
医薬品の副作用について「あらかじめできるだけ

その他

1%

患者さんから
質問された時だけ
知らせればよい 2%

詳しく知らせるべき」との回答が 34％、「重篤な副作

できるかぎり詳しく
知らせるべきである
34%

重篤な副作用が予測される
場合は知らせるが
それ以外は知らせない
63%

用が予想される場合のみ知らせる」との回答が 63％
であり、医師は治療に先立って自発的に状況に応じ

n = 2,293

て患者に副作用を知らせている。特に精神科医では
「あらかじめできるだけ詳しく知らせるべき」との回
答が 50％と高い。
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知っておきたい医師の意識調査結果

知らせるべきだと思う理由は「患者に正しい知識
を与えるのが医師の責務だと思うから」が 65％、「副
作用を早期に発見し処置が取り易いから」が 64％、
「副作用について知るのは患者の当然の権利だから」
が 63％であった。「患者に正しい知識を与えるのが医
師の責務だと思うから」については 60 代以上の医師

平
成
12
年
4
月
12
日
︵
日
本
経
済
新
聞
よ
り
︶

無回答

で、74％となっている（複数回答）
。
一方、知らせない方がよい理由としては「患者に不必
要な不安を持たせない方がよいから」が 93％、
「薬に対
する信頼感が低下する恐れがあるから」が 35％であった
（複数回答）。
※ 88 年調査では「あらかじめできるだけ詳しく知らせるべき」との回
答が 30％、「重篤な副作用が予想される場合のみ知らせる」との
回答が 64％で、あまり差が見られない。

8. 副作用の説明をした時、患者さんの反応でも
っとも多いのはどれですか。

理解が深まり
コンプライアンス
が高まる
20%

1%

その他 6%
投薬を拒否する 6%

「少し不安になるようだ」が 66％であり、「理解が
深まり、コンプライアンスが高まる」は 20％であっ

他の薬を求める 4%

た。ただ、60 代以上の医師では「少し不安になるよ
うだ」が 50％、「理解が深まり、コンプライアンスが

少し不安になるようだ
66%

高まる」が 30％であった。
n = 2,293

0

20

40

9. 副作用が発生した時、どこに報告、連絡され
ますか（いくつでも○）
。

17%

厚生省

「製薬企業」に連絡する医師が 81％、「厚生省」に

8%

直接報告する医師が 17％であった。

n = 2,293
＊複数回答

19%

特にしない

無回答

100 (%)

80

81%

製薬企業

医師会

60

１
０. 医薬品のいわゆる「ブランド品」と「後発品」
のどちらを主に使用されますか。

1%

その他 0.2%

主に「ブランド品」を使用する医師は 66％、「後発
どちらとも
いえない
32%

後発品 2%

品」を使用する医師は 2％、「どちらともいえない」

ブランド品
66%

が 32％である。20 代の医師では「ブランド品」使用
が 32％、
「どちらともいえない」が 58％となっている。
n = 2,293
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RISK / BENEFIT ASSESSMENT OF DRUGS-ANALYSIS & RESPONSE

t RAD-AR（レーダー）って、な〜に？s
RAD-AR（Risk/Benefit Assessment of Drugs-Analysis and Responseの略称）活動とは、医薬
品が本質的に持っているリスク（好ましくない作用など）とベネフィット（効能・効果や経済的
便益など）を科学的に検証して分析を行い、その成果を基にして社会に正しい情報を提供し、医
薬品の適正使用を推進すると共に、患者の利益に貢献する一連の活動を意味します。
日本RAD-AR協議会（RAD-AR Council, Japan=RCJ）は、わが国におけるRAD-AR活動の発展
を図るために、国内の主要研究開発指向型製薬企業によって1989年5月に結成された団体です。
医学・医療・薬学・経済・統計など、各領域の専門家ならびに行政当局やジャーナリズムの協力
を得て、薬剤疫学など医薬品の評価に関する研究から医薬品
情報システムの研究、さらに医療担当者と患者とのコミュニ
ケーションの改善に資する情報提供に関する研究など、幅広
い活動を行っています。

日本 RAD-AR 協議会のホームページ

http://www.rad-ar.or.jp/

当協議会は創設当時、まったく知られていなかった「薬剤
疫学」Pharmacoepidemiologyが、近い将来医療の重要な分野
になると予測し、日本にそれを導入して、その進展を図るこ
とを基本事業の一つに選びました。さらにいま一つ、インフ
ォームド・コンセント時代を迎え、医薬品情報の正しいあり
方を開発するというテーマも基本事業に組み込みました。
医薬品を創製・開発し、医療の場に提供している製薬企業
としては、最新の科学を駆使して、自らそれら医薬品のベネ
フィットとリスクを検証し、安全性を最大に拡げつつ、社会
に正しい情報を提供し続ける基本的な義務があるという認識
のもとに、製薬企業は自主的にRAD-AR活動を推進していく
べきであり、そういう活動の中に当協議会の存在意義がある
と考えております。従って、当協議会の通称も「くすりのリ
スク・ベネフィットを検証する会」としました。

RAD-AR活動をささえる会員会社

33社（五十音順）

アストラゼネカ株式会社 アベンティス ファーマ株式会社 ウェルファイド株式会社
エーザイ株式会社 大塚製薬株式会社 小野薬品工業株式会社 キッセイ薬品工業株式会社
協和発酵工業株式会社 興和株式会社 三共株式会社 塩野義製薬株式会社
住友製薬株式会社 ゼリア新薬工業株式会社 第一製薬株式会社 大正製薬株式会社
大日本製薬株式会社 武田薬品工業株式会社 田辺製薬株式会社 中外製薬株式会社
日本シエーリング株式会社 日本新薬株式会社 日本べーリンガーインゲルハイム株式会社
日本ロシュ株式会社 ノバルティス ファーマ株式会社 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
バイエル薬品株式会社 万有製薬株式会社 ファイザー製薬株式会社
ファルマシア・アップジョン 株 式 会 社 藤 沢 薬 品 工 業 株 式 会 社 明 治 製 菓 株 式 会 社
持田製薬株式会社 山之内製薬株式会社
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