
できるだけフィードバックして、こう
いったときは違う抗生物質のほうがよ
かったのではないかという話はするよ
うにしています。グラム染色自体をや
って解釈して抗菌薬処方提案というと
ころまでは、ほかの薬剤師にはまだで
きていないので、そこは私が逆に、検
体が取れそうな方がいらっしゃったら
コンサルテーションをもらって、私が
検体染めに行って処方を提案するかた
ちでやっています。
　齊藤　先生のボランティア的な作業
ということになりますか。
　瀧藤　現状は、保険で薬局サイドで
そういった抗菌薬の処方提案について
点数がしっかりと定まっていないので、
そこは完全なるボランティアでやって
います。
　齊藤　AMR対策が非常に重要だと
いうことは皆さん認識して、総論的に
は大賛成だと思うのですが、個別に自
分は何ができるかをお考えの先生、あ
るいは薬剤師さんも多いと思うのです。
そういった中で先生の仕事は非常に重
要な目安となりますね。
　瀧藤　やはりグラム染色を開業の先
生が一から覚えて実施されるのは、時
間の面もありますし、なかなか難しい
かもしれない。そこで可能性の一つと
して保険薬局の薬剤師がそれを実施し
て処方提案を行うという流れが広まっ

ていけば、AMR対策にとって非常に
有益かと思っています。
　齊藤　先生のようなことをやってみ
たいと思う薬剤師さんもいると思うの
ですが、何かこうしてみるといいとい
った提案などありますか。
　瀧藤　私も最初は正直、染めるだけ
で、抗菌薬を提案するところまではし
ていなかったのです。大事なのはまず
は染めてみて、知り合いの検査技師の
先生など、わかっている方に相談して、
自分の解釈が合っているかをフィード
バックしながら、ある程度修練を積ん
でいくことを繰り返していくといいの
ではないかと思っています。
　齊藤　先日、奈良県で開業されてい
る前田先生、耳鼻咽喉科の開業医の先
生ですが、やはり自分で染めていると
いうお話がありました。今回は薬剤師
さんの立場でやられている。こういう
ことが日本全体に広がっていくことが
重要なのでしょうね。
　瀧藤　最初に処方される抗菌薬を適
切にしようとすると、グラム染色で起
炎菌をその場ですぐ推定するのが非常
に大事になってくると思います。それ
が広まっていくと、経口抗菌薬の適正
使用がもっと広まっていくのではない
かと思っています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線（Ⅴ）

杏林製薬株式会社相談役
平　井　敬　二

（聞き手　大西　真）

AMR対策を目指した新たな創薬の取り組み

　大西　平井先生、まずはじめに、抗
菌薬の開発の歴史、いろいろな長い歴
史があるかと思いますけれども、その
あたりを少し簡単に教えていただけま
すでしょうか。
　平井　抗菌剤、抗生物質（以下“抗
菌薬”）の開発の歴史は、皆様もご存
じのように、1928年にフレミングのペ
ニシリン発見から始まりました。1935
年には、ドマークがスルホンアミドを
見いだし合成抗菌剤の歴史も始まりま
した。1943年にはワックスマンが土壌
微生物から抗生物質・ストレプトマイ
シンを発見しました。その後、多くの
製薬企業が土壌微生物から抗生物質の
スクリーニングを行い、多くの新しい
クラスの化合物を発見し、そのような
時期が1940～1970年代まで続きました。
1970年代から2000年までは、これらの
抗菌薬をリード化合物（母核）として
化学修飾する方法で創薬が行われまし
た。ペニシリン、セファロスポリンと
いう、いわゆるβ-ラクタム骨格や、マ
クロライド、キノロン系といわれる抗

菌薬の骨格をベースに化学修飾が行わ
れ、より優れたプロファイルを示す化
合物の創薬が進められました。オリジ
ナルの抗菌薬を第一世代としますと、
第二、第三世代と進化していき、セフ
ァロスポリン、キノロンでは第四世代
と呼ばれる新規抗菌薬も登場してきま
した。このように多くの改良がなされ、
次々と新薬が登場してきたのが2000年
頃までの歴史です。この時期を我々は
「抗菌薬の黄金時代」と呼んでいます。
　大西　日本が果たした役割も大きか
ったのでしょうか。
　平井　かなり大きいです。開発され
た新規抗菌薬の半分くらいは日本発で
した。
　大西　現在は耐性菌の問題がかなり
大きくなってしまって、薬剤耐性菌の
出現と、まさにそれが脅威となってき
ていると思うのですが、そのあたりの
状況を教えていただけますでしょうか。
　平井　2000年頃までに優れた抗菌薬
が登場してきて医療現場で汎用され、
一時期感染症はこれでうまくコント 
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ですね。
　平井　そうです。その次に問題とし
てあげられるのが、新規の化合物を創
製するdrug discoveryです。先ほどお
話ししたリード化合物での展開はこれ
まで手に届くようなものはほぼやり尽
くしてしまいましたので、限界が見え
てきています。また新たなリード化合
物や創薬シーズの研究も進展が見られ
ていません。このような理由から新し
い抗菌薬が出てこなくなっています。
　３番目は臨床試験の問題です。AMR
を狙った臨床試験を行う場合、患者さ
んの登録が非常に厳しく、症例の確保
が困難という問題があります。症例確
保のためにはグローバルレベルでの治
験が必須になってきますので、AMR
感染症を狙った臨床試験は大規模にな
り、コスト的な問題も大きな課題とな
っているのが現状です。
　以上のように新規抗菌薬の研究開発
の課題として、収益性、drug discovery、
臨床開発の進め方の３つを大きな課題
として捉えています。
　大西　いろいろなインセンティブが
ないとなかなか進まないということで
すね。
　平井　グローバルレベルでいろいろ
なインセンティブというか、抗菌薬開
発促進のための対応策が動き始めて 
います。欧米では、特にdrug discov-
ery研究においてPPP（Public Private 
Partnership）というアカデミアと民間

企業のコラボレーションによる創薬研
究の実施、これらの研究へのファンデ
ィングなども動いています。また臨床
開発関係でも公的なファンドや少数の
患者数での臨床試験の組み方などの討
議が進められています。収益性に関し
ても課題はあるものの、世界各国で検
討が始まっています。このような動き
もあり、抗菌薬の研究開発に戻ってき
た製薬企業も出始めているのが現状で
す。
　大西　先ほどアジア、アフリカの途
上国ではさらに大きな問題になってい
るということですが、そのあたりの諸
国の認識はいかがなのでしょうか。
　平井　抗菌薬の適正使用という問題
でみますと、インドとか他のアジアの
国々ではいまだに抗菌薬（抗生物質）
をOTCで使っていたりして、抗菌薬
の使い方、処方についてまず改善する
ことが必要だと思います。適正使用の
問題とともに公共の感染制御、予防な
ど公衆衛生面での考え方もしっかりす
ることが大事でしょうね。手洗いなど
が感染予防の基本ですので、きちんと
した啓発活動が非常に重要な対応策と
なると思います、そうしないと新しい
抗菌薬を作ったとしても、また耐性菌
が出現し同じことの繰り返しになって
しまいます。WHOがアクションプラ
ンで示しているように、手洗いなど感
染予防についての啓発活動とともに抗
菌薬の使い方を適正にしていくことが

ロールできると思っていたのですが、
1980年代以降に抗菌薬の使用量の増加
と不適切な使い方などが原因で抗菌薬
の効かない耐性菌が徐々に増えてきま
した。一番典型的な耐性菌はMRSA（メ
チシリン耐性ブドウ球菌）です。この
MRSAは1980年代から増えて、2000年
頃にはブドウ球菌の60％がメチシリン
耐性となり危機的なレベルになってし
まいました。現在このような薬剤耐性
菌が出現し蔓延するという状況にあり、
グローバルでも大きな危機となってい
ます。英国のO’Neillのレポートによる
と世界レベルでは現在年間70万人が耐
性菌による感染症で死亡しており、今
後何も手を打たずにいると薬剤耐性菌
感染症による死亡数は1,000万人にも達
すると予想しています。その死亡例の
大半は欧米など先進国ではなく、アジ
ア、アフリカで発生するといわれてい
ます。
　現在グローバルで薬剤耐性菌として
大きな問題となっている菌として、カ
ルバペネム耐性のアシネトバクター、
緑膿菌、そしてCREといわれるカルバ
ペネム耐性腸内細菌などが知られてい
ますが、これらの菌の蔓延が開発途上
国でも問題となっています。CDCと
WHOが問題となる薬剤耐性菌のリス
トを発表していますが、シリアスな
Pathogen（病原菌）としてこれらのグ
ラム陰性菌をあげています。今後はこ
れらの薬剤耐性グラム陰性菌に取り組

む必要があるといわれています。
　大西　各病院で今たいへん苦労して
いると思うのですけれども、抗菌薬の
適正使用ということが今まさに各国で
問われているということですね。
　平井　薬剤耐性菌を作らない、増加
させないためにも現在手持ちの抗菌薬
の適正使用がたいへん重要だと思いま
す。AMR対策は日本では何とかでき
そうな感じもしますが、欧米、インド、
中国ではかなりAMR感染症治療に難
渋していてAMRに有効な薬剤が望ま
れているのが現状だと思います。
　大西　そうしますと、現在、抗菌薬
の研究とか開発が少し停滞しているよ
うな状況もあるのでしょうか。そのあ
たりの課題とか対応策はいかがでしょ
うか。
　平井　世界的レベルで耐性菌が大き
な問題となってきており、新しいタイ
プの抗菌薬が必要なのですが、非常に
残念なことに近年抗菌薬の研究開発を
行う製薬企業が激減してきており、新
しい抗菌薬ができにくい状況になって
います。この原因は３つあります。一
番の課題は、抗菌薬開発ビジネスは収
益性が非常に低いということです。抗
菌薬開発においてもかなりの研究開発
投資を行いますが、製品化した後、適
正使用をきちんと守るためには使用量
がかなり制限され、開発コストに見合
う収益性が得られないという問題です。
　大西　収益性が低すぎるということ
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ですね。
　平井　そうです。その次に問題とし
てあげられるのが、新規の化合物を創
製するdrug discoveryです。先ほどお
話ししたリード化合物での展開はこれ
まで手に届くようなものはほぼやり尽
くしてしまいましたので、限界が見え
てきています。また新たなリード化合
物や創薬シーズの研究も進展が見られ
ていません。このような理由から新し
い抗菌薬が出てこなくなっています。
　３番目は臨床試験の問題です。AMR
を狙った臨床試験を行う場合、患者さ
んの登録が非常に厳しく、症例の確保
が困難という問題があります。症例確
保のためにはグローバルレベルでの治
験が必須になってきますので、AMR
感染症を狙った臨床試験は大規模にな
り、コスト的な問題も大きな課題とな
っているのが現状です。
　以上のように新規抗菌薬の研究開発
の課題として、収益性、drug discovery、
臨床開発の進め方の３つを大きな課題
として捉えています。
　大西　いろいろなインセンティブが
ないとなかなか進まないということで
すね。
　平井　グローバルレベルでいろいろ
なインセンティブというか、抗菌薬開
発促進のための対応策が動き始めて 
います。欧米では、特にdrug discov-
ery研究においてPPP（Public Private 
Partnership）というアカデミアと民間

企業のコラボレーションによる創薬研
究の実施、これらの研究へのファンデ
ィングなども動いています。また臨床
開発関係でも公的なファンドや少数の
患者数での臨床試験の組み方などの討
議が進められています。収益性に関し
ても課題はあるものの、世界各国で検
討が始まっています。このような動き
もあり、抗菌薬の研究開発に戻ってき
た製薬企業も出始めているのが現状で
す。
　大西　先ほどアジア、アフリカの途
上国ではさらに大きな問題になってい
るということですが、そのあたりの諸
国の認識はいかがなのでしょうか。
　平井　抗菌薬の適正使用という問題
でみますと、インドとか他のアジアの
国々ではいまだに抗菌薬（抗生物質）
をOTCで使っていたりして、抗菌薬
の使い方、処方についてまず改善する
ことが必要だと思います。適正使用の
問題とともに公共の感染制御、予防な
ど公衆衛生面での考え方もしっかりす
ることが大事でしょうね。手洗いなど
が感染予防の基本ですので、きちんと
した啓発活動が非常に重要な対応策と
なると思います、そうしないと新しい
抗菌薬を作ったとしても、また耐性菌
が出現し同じことの繰り返しになって
しまいます。WHOがアクションプラ
ンで示しているように、手洗いなど感
染予防についての啓発活動とともに抗
菌薬の使い方を適正にしていくことが

ロールできると思っていたのですが、
1980年代以降に抗菌薬の使用量の増加
と不適切な使い方などが原因で抗菌薬
の効かない耐性菌が徐々に増えてきま
した。一番典型的な耐性菌はMRSA（メ
チシリン耐性ブドウ球菌）です。この
MRSAは1980年代から増えて、2000年
頃にはブドウ球菌の60％がメチシリン
耐性となり危機的なレベルになってし
まいました。現在このような薬剤耐性
菌が出現し蔓延するという状況にあり、
グローバルでも大きな危機となってい
ます。英国のO’Neillのレポートによる
と世界レベルでは現在年間70万人が耐
性菌による感染症で死亡しており、今
後何も手を打たずにいると薬剤耐性菌
感染症による死亡数は1,000万人にも達
すると予想しています。その死亡例の
大半は欧米など先進国ではなく、アジ
ア、アフリカで発生するといわれてい
ます。
　現在グローバルで薬剤耐性菌として
大きな問題となっている菌として、カ
ルバペネム耐性のアシネトバクター、
緑膿菌、そしてCREといわれるカルバ
ペネム耐性腸内細菌などが知られてい
ますが、これらの菌の蔓延が開発途上
国でも問題となっています。CDCと
WHOが問題となる薬剤耐性菌のリス
トを発表していますが、シリアスな
Pathogen（病原菌）としてこれらのグ
ラム陰性菌をあげています。今後はこ
れらの薬剤耐性グラム陰性菌に取り組

む必要があるといわれています。
　大西　各病院で今たいへん苦労して
いると思うのですけれども、抗菌薬の
適正使用ということが今まさに各国で
問われているということですね。
　平井　薬剤耐性菌を作らない、増加
させないためにも現在手持ちの抗菌薬
の適正使用がたいへん重要だと思いま
す。AMR対策は日本では何とかでき
そうな感じもしますが、欧米、インド、
中国ではかなりAMR感染症治療に難
渋していてAMRに有効な薬剤が望ま
れているのが現状だと思います。
　大西　そうしますと、現在、抗菌薬
の研究とか開発が少し停滞しているよ
うな状況もあるのでしょうか。そのあ
たりの課題とか対応策はいかがでしょ
うか。
　平井　世界的レベルで耐性菌が大き
な問題となってきており、新しいタイ
プの抗菌薬が必要なのですが、非常に
残念なことに近年抗菌薬の研究開発を
行う製薬企業が激減してきており、新
しい抗菌薬ができにくい状況になって
います。この原因は３つあります。一
番の課題は、抗菌薬開発ビジネスは収
益性が非常に低いということです。抗
菌薬開発においてもかなりの研究開発
投資を行いますが、製品化した後、適
正使用をきちんと守るためには使用量
がかなり制限され、開発コストに見合
う収益性が得られないという問題です。
　大西　収益性が低すぎるということ
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研究開発を促進する対応策が具体化さ
れ、活気が出てきています。米国での
新規抗菌薬の状況を見ますと研究開発
が少し活発になり、AMRに有効な新
規薬剤の開発が進み始めています。

　大西　日本からそういうものがまた
出ていくといいですね。
　平井　はい、大いに期待したいです
ね。
　大西　ありがとうございました。

重要だと思います。
　大西　日本では今、各病院で大きな
問題になっていますね。
　平井　耐性菌対策として適正使用と
感染予防は重要です。日本では先生方
のご努力で適正使用も感染予防もそれ
なりにできているのではないかと思っ
ていますし、薬剤耐性菌の出現頻度も
グローバルで見れば少ないほうではな
いかなと見ています。国内でもCRE
（カルバペネム耐性腸内細菌）の報告
はありますが、アジア、欧米ほどシリ
アスな状況にまではなっていません。
しかし、今後も適正使用と感染予防・
制御は重要なアクションだと思います。
　大西　そうしますと、今後、抗菌薬
の研究開発がなかなかたいへんだとい
うことはよくわかったのですけれども、
今後の新たな抗菌薬、創薬の方向性は
どのようになっていくのでしょうか。
　平井　一つの方向としましては、新
しいリード化合物を天然物に求めると
いう考えです。大村智先生がノーベル
賞を受賞されましたが、やはり抗菌薬
の研究開発の原点は天然物の研究にあ
り、特に日本の強みでもありますので、
一番期待している方向性です。
　大西　かなり地道にやるということ
ですね。
　平井　そうですね、地道な研究が必
要だと思います。もう一つの狙いは、
既存のターゲットに対して作用部位の
異なる化合物をスクリーニングする方

向です。既存のターゲットですので狙
いやすいかもしれません。さらに限界
に近づいてはいますが、従来通りリー
ド化合物の化学修飾によるアプローチ
での新規抗菌薬の創薬も可能性はあり
ます。
　大西　下手をするとまた元に戻って
しまうということがあり得ますね。
　平井　新しい抗菌薬が作れないと手
持ちの薬剤では感染症をコントロール
できないPre-Antibiotic時代に戻って
しまうという危惧も出てきます。その
ようにならないためにも適正使用によ
り手持ちの薬剤をうまく使いながら対
応すると同時に、企業としては新しい
抗菌薬の研究開発に取り組むことが重
要です。新規抗菌薬の研究開発は企業
だけでは困難な状況ですので、どうし
ても産官学での対応が必要だと感じて
います。
　大西　連携しないといけない。
　平井　そうですね、産官学の連携が
必要です。日本国内ではAMRに対し
てAMED（日本医療開発研究機構）も
力を入れておられますので、AMED
を中心とした産官学によるPPPも何と
か動くのではないかと期待をしていま
す。またAMRの臨床試験の進め方に
ついてもグローバルでの討議が始まっ
ています。
　大西　最近、そういう動きがだいぶ
強まってきていますね。
　平井　はい、欧米では新規抗菌薬の
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小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第63巻３月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、10篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線」シリ
ーズの最終回として、５篇を収録いたしました。

※〔海外文献紹介〕欄には、糖尿病・動脈硬化の２篇を収録いたしました。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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しまうという危惧も出てきます。その
ようにならないためにも適正使用によ
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応すると同時に、企業としては新しい
抗菌薬の研究開発に取り組むことが重
要です。新規抗菌薬の研究開発は企業
だけでは困難な状況ですので、どうし
ても産官学での対応が必要だと感じて
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　大西　連携しないといけない。
　平井　そうですね、産官学の連携が
必要です。日本国内ではAMRに対し
てAMED（日本医療開発研究機構）も
力を入れておられますので、AMED
を中心とした産官学によるPPPも何と
か動くのではないかと期待をしていま
す。またAMRの臨床試験の進め方に
ついてもグローバルでの討議が始まっ
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　大西　最近、そういう動きがだいぶ
強まってきていますね。
　平井　はい、欧米では新規抗菌薬の
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