
公益社団法人 日本眼科医会

第 2回記者懇談会

日 時  平成 27年 11月 25日 (水) 18:30～ 20:00

場 所  日本記者クラブ 9階「会見場」 (1日 称 :「宴会場」)

(東京都千代田区内幸町 日本プレスセンタービル)

進行次第  (全体進行 :小沢常任理事)

1.挨 拶 (18:30 高野会長)

2.テーマ懇談

・黄斑疾患に対する抗 VEGF療法―加齢黄斑変性を中心に一 (30分 18:35～ 19:05)

聖路加国際病院眼科  大越貴志子

0抗 VEGF薬 (抗血管新生薬)と 医療経済     (30分  19:05～ 19:35)

日本眼科医会 常任理事 野中隆久

3.質疑応答 (20分 19:35～ 19:55)

4.閉会挨拶 (19:55 福下副会長 )

出席者 (順不同)

■聖路加国際病院

眼科部長 : 大越貴志子

■日本眼科医会

会  長 : 高野  繁

副 会 長 : 福下 公子
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抗VEGF薬と医療経済

公益社団法人日本眼科医会

常任理事 野中隆久

眼科医療費の推移
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医療費の推移 （平成13年を100として）
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抗ＶＥＧＦ薬売上高の推移
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（平成27年は1‐6月の半期の2倍で計算）
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抗ＶＥＧＦ薬の適応の拡大
マクジェン ルセンティス アイリーア

2008年 10月 AMD

2009年 3月 AMD

2012年 11月 AMD

2013年 8月 CRVO,BRVO,CNV

2013年 11月 CRVO

2014年 2月 DME

2014年 9月 CNV

2014年 11月 DME

2015年 6月 BRVO

AMD：中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症
CRVO：網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫
BRVO：網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫
CNV：病的近視における脈絡膜新生血管
DME：糖尿病黄斑浮腫

抗ＶＥＧＦ薬売上高の推移

86.9 158.3 199.7 252.4 191.7 311.7 305
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（平成27年は1‐6月の半期の2倍で計算）

26年11月DME適応追加

25年11月CRVO適応追加

27年6月BRVO適応追加

25年8月RVO適応追加

26年2月DME適応追加
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2014年国内医薬品売上高

14年１⽉〜12⽉の売上上位10製品 （百万円、％）

製品名 売上⾼ 前年⽐ 14年4⽉の
薬価改定率 備考

1 プラビックス 128,787 10.3 2.8 新薬創出加算

2 アバスチン 101,687 12.8 2.9 新薬創出加算

3 オルメテック（第⼀三共） 90,579 0.9 -5.4

4 レミケード 86,686 -6.9 -10.9 市場拡⼤再算定

5 ブロプレス 83,610 -20.7 -3.4

6 モーラス（久光） 82,483 -7.1 -4.8 特例引下げ（2.0％）

7 ネキシウム 79,871 43.4 -5.2

8 ジャヌビア 77,175 -6.7 -10.1 市場拡⼤再算定

9 リリカ 76,750 32.8 2.2 新薬創出加算

抗ＶＥＧＦ薬に対する諸外国の制度（規制）



参考
日本の眼科 86:1号 (m15)

NEWS&TOPICS今 月の一話

抗 VEGF薬と医療経済

山 岸 直 矢
(日 本眼科医会 副会長,山岸眼科医院)

`よ

じめ に

限科領域における抗 VEGF薬 として,こ れまで

アバスチン①が用いられてきた。アバスチン①は薬

価収載されているが,眼科領域では適用外使用とな

り保険請求はできないので,医療機関には様々な負

担はあったものの医療経済上の問題はほとんど生じ

ていなかった。

現在,眼科疾患に保険適用のある3種類の抗

VEGF薬が販売されている。

平成 20年 にマクジェン①,平成 21年 にはルセン

テイス゛が硝子体内注射薬として発売された。その

後平成 24年 にアイリーア①の販売が開始され,今
日に至っている。

分子標的薬の常で薬効は高く評価されているが,

高薬価であることと長期の治療が必要であることが

医療経済上の問題となる。そのため息者の自己負担

の限界を超え,経済的理由で治療を断念する場合が

往々にして生じている。薬剤費の総額は眼科ではこ

れまでになく大きく,限科の医療費に重大な影響を

与えていると指摘されている。

今回は医療経済の立場でこの抗 VEGF薬 につい

て,複数の観点から検討を試みた。

1.薬 剤 費 (図 1)

抗 VEGF薬の薬剤費は平成 21年 には869億円で

あったが,そ の後年々増加 してお り平成 24年 に

2565億円,平成 25年には3645億 円となり,眼科

医療費の中で大 きな比重を占めるようになってい

る
I)の

。但し,マ クジェンCについては,売上が開示

されていないのでその薬剤費は含まれていない。

2.薬  価

抗 VEGF薬の薬価が高額であることが根本的な

問題である。抗 VEGF薬の新薬承認の基準 と薬価

の設定について説明する。二番目に承認された抗

VEGF薬のルセンティスCの
薬価は類似薬効比較方

式 (1)に基づいて算定され,最初に承認されたマ

クジェン①の薬価 (123,457円 )と 比較 し,加算前

の算定 (153,248円 )に 15%の有用性加算 (Ⅱ )を

乗じて最終的な薬価は (176,235円 )と なった。

さらに実質 2社 という寡占のため市場原理が十分

に機能していないとの指摘 もある。

3.市場規模の拡大と薬価 (図 2)

薬剤の使用方法,適用対象患者の範囲の変化や効

能追加による市場規模の拡大によって要件を満たせ

ば市場拡大再算定対象品として薬価が引き下げられ

るルールがある。平成 25年には両薬剤共年間販売

額は 150億 円を超えており,基準年間販売額の2倍

以上であればこの要件を満たすことになり,速やか

な検討が必要となる。

4.継続した複数回の使用

抗 VEGF薬の治療において 1回の注射で完治す

ることは稀で,製薬企業の推奨も初回 3カ 月連続投

与というものであり,その治療が長期に渉るものも

平成 21 平成 22 平成 23 平成24 平成25(年
)
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1、 市場拡大再算定対象品

(要件イ～ハの全でに該当する既収載品)

イ 原価計算方式以外の方式により薬価算定された

ものであつて,薬価収載後に使用方法の変化 ,

適用対象患者の変化その他の変化により,使用

実態が著しく変化した既収載品
口 薬価収載の日から10年 を経過した後の最初の

薬価改定をへていない既収載品
ハ 薬価改定前の薬価を基に計算した年間販売額の

合計額が,当該各号に規定する基準年間販売額
の 2倍以上となる既収載品 (当該合計額が 150

億円以下のものを除く。)

基準年間販売額は,同一組成既収載品群が薬価

収載された時点における予想年間販売額の合計

額

図2 市場拡大再算定及び用法用量変化再算定晏件

(中医協 平成261.22よ り抜粋 )

多い。PrOactlve,Treat&Extend,PRN療 法など,

さらにステロイドや PDTと の併用など使用回数を

減らすためのス トラテジーも検討されている。

5.製薬企業による薬剤コス ト負担

(ルセンティス゛について諸外国の例)

1人の患者に一定の本数以上の抗 VEGF薬 を用

いた場合には,国によって条件の違いはあるが,企
業が薬剤のコス トを負担する場合がある。台湾では

3本 に 1本 は無料,オ ース トラリアでは5年間 18

本を超えると19本 目から無料,英国では 3年間 14

本を超えると15本目から無料で,いずれも製薬企

業が薬剤コストを負担しているの。

6.患者の自己負担の軽減策

本会では主要な企業 3社と患者の自己負担の軽減

策について検討を続けている。患者への経済的な支

援を行うためには複数の企業が出資する基金を設立

し,絶えず資金を注入することが必要であるがこれ

は現実的に困難とのこと。そして患者の自己負担分

を実質的に援助することは,薬剤の使用促進策とな

り,厚生労働省が認可することは困難であろう。と

の2つの理由で基金の設立は実現されていない。

7.アバスチン0について

抗VEGF薬の使用 (本数)について海外の状況

を調べてみるとアバステン①の使用は米国では 5～

6割,韓国では7割 と言われており,それぞれ医療

費の負担を軽減している。

アバステン①が限科領城で承認を受け保険導入す

るための検討を平成 24年第66回 日本臨床眼科学会

シンポジウム「ベバシズマプ (ア バスチン0)」 を

日本の眼科 86:1号 (2015)    6

めぐる諸問題」で行つた。 ドラッグ・ラグの解消

のためには,1)先進医療 の活用,2)公知申請,

3)医師主導治験の実施,4)コ ンパッショネー ト

ユースの検討,が挙げられた。

アバステン①は,ジェネンテック社及びロシュ社

を経由して中外製薬に供給されている。一方,ルセ

ンティス①
もジェネンテック社からノバルテイス社

に供給されている。ライセンスの契約上, 中外製薬

はジェネンテック社の同意がなければアバステン⑪

を国内眼科用に提供することは容易ではないと想像

される。

承認後に安全対策等の製造販売の責任を持つのは

製薬企業で,公知申請であっても,承認申請の申請

企業が不在の場合は承認申請を行うことができな

い。もし,数々の障壁を克服してアバスチン①
が将

来眼科疾患に対して承認されたとしても,結局,横
並び理論で,薬価はルセンテイス①と同様になる見

込みで,医療費の問題は改善されない。

医師主導治験を行う場合は,製薬企業からの薬剤

の提供が困難なことに加えて,治験データの解析に

多額の費用がかかることがネックになっている。

現在でも種々の症例に対してアバスチン①の使用

が可能な場合には,これまでのようにオフラベルで

使用することも選択肢の 1つ として残されている。

3.生命保険や民間医療保険と抗 VEGF薬療法

生命保険や民間医療保険では,約款にもよるが,

通常抗 VEGF薬の硝子体内注射はカバーされてい

ない。仮に入院で硝子体内注射を行っても入院に対

する保険金は 1日 あたりで支払わられるため十分な

額 とはならない。抗 VEGF薬硝子体内注射に対す

る特約などについては今後検討の必要がある。

お わ り に

現在本邦では,医薬品・医療機器の承認審査はリ

スクベネフィットパランスで評価されている。一

方,欧米の臨床現場ではコストベネフィットバラン

スで検討する時代となりつつある。限られた医療費

の中でベネフィットがコス トに見合う医療上の意義

があるかどうかは,安全性 と費用対効果を比較検討

して判断する必要がある。

田   注]

1)ノ パルティス社 社内売上資料

2)参天製薬 集計資料

3)ノ パルティス社 2012年 6-7月 社内調査資料
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じ め に

眼科における抗 VEGF薬 と医療経済
Dについて

は本誌のNEWS&TOPICSに様々な視点からの検

討を示した。その後新しい販売額のデータの提供を

受け,その市場規模が引続き拡大していることを確

認した。今回は,現在我が国で主に使用されている

ルセンテイス①とアイリーア①の平成 26年 と平成

27年 1-6月 の販売額を示し,薬価再算定の可能性

について検討した。

1.抗 VttGF薬販売額

ルセンティス①の薬価ベースの販売

『

)は,平成

26年 311.7億 円,平成 27年 1■ 月 1525億 円,ま
たアイリーア①の同様の販売額は9は平成 26年

2740億 円,平成 27年 1■ 月 196.9億 円であった。

販売額の推移をグラフに示す (図 1)。 なお,平成

27年 1■ 月の販売額を単純に2倍 して平成 27年の

販売額を推定した。

2.薬価再算定

薬剤の使用方法,適用対象患者の範囲の変化や効

(億円)

抗 VEGF薬 と医療経済 2

平成 21 22

図3

副会長 山 岸  直 矢

能追加による市場規模の拡大によって,その販売額

が予測販売金額の2倍を超えるなど要件を満たせば

市場拡大などによる再算定対象品として薬価が引き

下げられるルールがある°
。これまでにこの薬価再

算定などによって分子標的薬であるレミケード①の

薬価は薬価収載時の 719%に ,ま たアバスチン①の

薬価は薬価収載時の 906%に 引き下げられている。

この薬価再算定のルールについて,限科用抗 VEGF
薬にその適用が可能となるか検討する。

ルセンティス①の平成 26年の販売額は 311.7億円

で,平成 27年 1-6月 は 152.5億 円と薬価収載時の

予測販売金額の 234億 円を超えている (図 2)。

平成 21 22  23  24  25  26

図2 Jレセンティス゛
販売額

(億円)

帷筑 年)

一最新の販売額と薬価再算定について―

23    24    25

アイリーア°
販売額

(億円)

懸 アイリーア

■ ルセンテイス
予測販売金額の 2倍

図 1 ルセンティス ・゙ アイリーア°
販売額
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1鮮魂1昨腑醐
アイリーア①の販売額は,平成 26年は 274.0億 円

であるが平成 27年 1-6月 では 196.9億 円 とな り,

これを単純に2倍すると年間販売額は393.8億 円と

推定される。この額は薬価収幕時の年間予測販売金

額である2掲 億円の2倍である496億円に迫ってい

ることが示される (図 3)。

お わ り に

平成 21年に販売が開始された限科用抗 VEGF薬
の販売額は平成 25年以来著しく増加してお り,こ

のままその増加が持続すれば平成 28年か 29:年 には

薬価収載時の予測販売金額の 2倍を超える可能性が

ある。その際には薬価再算定が適用されて薬価が引

下げられ,限科医療費に含まれる薬剤費の伸びは幾

分抑制されることとなる。
.同

時に患者の自己負担額

が軽減され,長期にわたる継続した治療も比較的受

けやすくなると思われる。     .

(追記)希 少疾病用医薬品

平成 27年 9月 14日 に厚生労働省か ら「希少疾病

用医薬品について」
5)が

発出され,アバスチン① べ

バシズマブ (遺伝子組換え)が子宮頸癌に対する希

少疾病用医薬品として指定 されたことが通知され

た。既存の眼科用抗 VEGF薬の適応 になっていな

い疾病に対するアバスチ ン①の希少疾病用医薬品と

しての使用についても今後の検討が待たれる。

脚注

1)山 岸直矢 :抗 VEGF薬 と医療経済 日本の限科

86:11計   5-6  2015

2)ノバルテイス社 社内売上資料

3)参天製薬 集計資料

4)薬価算定の基準について 厚生労働省保険局長 保

発 0212第 7号 平成26年 2月 12日

5)希少疾病用医薬品の指定について 厚生労働省医薬

食品局審査管理課長 薬食審査発0914第 1号 平成

27年 9月 14日

(109)
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「勤務医の頁」特別企画座談会

抗 VEGF剤を取 り巻 く最近の情勢

出席者 :

岸  章治 (群馬大学)

岡田アナベルあやめ (杏林大学)

横山 利幸 (順天堂大学・練馬)

山田 昌和 (本会理事/杏林大学)

(司会〉

前田 利根 (本会常任理事/前田眼科クリニック)

日 時 :平成 27年 6月 14日 (日 )

会 場 :日 本眼科医会事務所

前田 (司会)定刻になりましたので,座談会を始め

たいと思います。

自己紹介を最初にしていただきたいと思います。岸先

生からお願いします。

岸 群馬大学の眼科の岸です。私は,ルセンテイス
,

アイリーア問題を非常に重く見ています。これは,眼科

の医療を破壊する暗雲になっています。既に眼科全体の

医療費の5%を 占めています。平成24年 の眼科の医療

費が,1兆円になったのですが,そのうち 5Clll億 円を占

めています。

これは去年の金原出版の「眼科」という雑誌の編集後

記です (参考資料)。 皆さん,危機感をもっており,本

日のような企画力Sで きたというのはいいことじゃないか

なと思います。

前田 次は,横山先生お願いします。

横山 順天堂練馬の横山でございます。昔,僕が防衛

医大にいたときに黄斑変性のレーザー治療をやってまし

たが,それは,いかに網膜の影響を少なくして新生血管

のみを焼くかという治療です。でもレーザーでは網膜を

まったく焼かないということはできないんですよ。それ

を考えたら抗 VEGF治療はものすごくいい治療で非常

にいい薬が出たと思います。こういう治療は,昔は全然

考えられませんでした。それが昔と違って,黄斑変性が

ポピユラーになって, このままいくと確かに医療経済的

にはよくないだろうなと。どうしたらいいかというのは

難しいと思いますが, もっと長続きする薬をつくると

か,あるいは長期に効果を発揮するようなドラッグデリ

バリーを考えるとか,そういったこと力`今後でてくると

いいなと思っています。よろしくお願いします。

前田 続いて岡田先生お願いします。

岡田 杏林大学の岡田です。アメリカで教育されてか

ら日本に来たのは23年前ですが,当時,日本には加齢

黄斑変性はないと言われました。最初にいた大学では
,

もちろん専門外来もなかったです。恐らくCSC(中心

性漿液性脈絡網膜症)ぐ らいはあったと思いますが,そ

んなに多くなくて,加齢責斑変性が日本人には起きない

という考えでした。あれから,23年 たったところ,加

齢黄斑変性が爆発的に増えていて,杏林に就任した 15

年前に杏林で初めての黄斑疾患外来を設立して,年 ,々

患者の数が増加して来ました。最初は新生血管抜去術や

黄斑移動術,TTT(経瞳孔温熱療法)の多施設の臨床

試験もやったりして,それからPDT(光線力学的療法)

も沢山施行してきました。しかし,今,横山先生がおっ

しゃったように,抗 VEGF薬の時代になり,多 くの患

者が救われている半面,膨大な医療費や業務の負担に

なっています。治療の拠点になっている大学病院として

は,外来が混むこと以外,医者や看護師の大きな負担も

生じてきているので,かなり大変です。

前田 今,一 日に ?

岡田 学会や連体が続いちゃうと,記録をどんどん伸

ばしてしまうのです。この前は,半日で一―半日といっ

ても,午後1時から,最後の注射をしたのは多分,夜の

9時 ぐらいだったと思いますが-147本を打ったよう

です。

横山 その話を,先 日平形先生にきいて大変だなと,

びっくりしました。

岡田 あの日は大変でした。看護師ももちろん遅くま

で働いてくれたのですけど,注射する担当の医者は2人

交代で。疲れますからね。50本を超えちゃうと, どん

な人でも疲れます。もちろん安全を重視しながらやると

いうことで,かなり神経も使って,大変なストレスです。

そういう労働は,大学病院では何も評価してくれていな

いのです。
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前田 最後に山田先生お願いします。

山田 日本眼科医会で勤務医部を担当しています山田

と申します。私は臨床では前眼部が専門で,抗 VEGF

薬と全 く関係のないところにいるものですから,畑違い

になりますが,それでもやっばり興味があります。

一つは,眼科の医療費は全体で 1兆円前後と言われて

いますから,その中の大きな部分を抗 VEGF薬が占め

るようになってきているということ。眼科医療費の総

枠,あ るようなないようなものですけれども, もし総枠

が決まっている場合には,我々眼科医が他にやらなくて

はいけないこと,本当に必要な医療が抗 VEGF薬のた

めに削られてしまうということが一つあります。もう一

つは,先ほど岡田先生もおっしゃっていましたけど,抗
VEGF薬の使用頻度がふえることで,患者さんも大変

ですけど,勤務医の負担が非常に大きくなっているんで

す。病院の人的資源を非常に多く使っているというこ

と,非常に神経を使いながら治療に当たらなくちゃいけ

ないということで,そ ういう負担についても無視できな

いと思っています。

夜遅 くまで続 く注射          .

前田 最初,何からや.り ますか?医者のリソースの問

題をやりましょうか。例えば病診連携でうまく解消でき

る可能性があるのかとか,そのようなお話を一つやりた

7月 22日 に関東地方はようやく梅雨明けになった。

七夕祭りはいつも梅雨のまっさかりである。旧暦では

七夕は8月 2日 のことである。それなら芭蕉の「佐渡

によこたふ天の河」は理解できる。季節にちなむ伝統

行事は旧暦でやつたほうがよいと思う。

今月の特集は網膜剥離である。筆者が研修医だった

1970年代後半は,硝子体手術がなく,上方の大きい裂

孔からの網膜剥離は復位率が悪かったよいまでは硝子

体手術の好適応でウェルカムである。やっと復位した

網膜もPvRに なればお手上げだった。広角観察シス

テムを用いた小切開硝子体手術はオペを安全なものに

した。一方でPVDの ない網膜争」離はパックリングの

適応になるだろう。バックリングは,な んとなく「運

動部の夏合宿」を思い出させるので,私自身はやりた

くないが。

今月の「加齢黄斑変性 臨床の疑間」は,「抗 VEGF
剤の初回毎月投与は必要か ?」 である。ルセンティス

やアイリーアは,い まや限科医療費を破綻させる脅威

となっているdl回 18万 円の薬を毎月打つと,年間

狗Э万円を超える。既に500万 円,aXl万 円の薬代を

使っても治っていない患者が増えてきた。おそらく,

1,2年後には 1,OID万 円を投入しても追加投与が必要

な患者が続出するであろう。本人負担が1割 または3

いと思います。今, うちではこんなふうにして勤務医を

少し大切にするような方策を考えているというのがあり

ましたら,お開かせ願いたいと思いますけど,いかがで

しょうか。

岸 大抵, どこでも大学のAMD(加齢黄斑変性)外

来をやっているところに集まっちゃうと思うんです。群

馬県の場合は,かなりが群馬大に集まっちゃっているん

です。開業医さんは時々やっているみたいです。あと,

勤務医もなかなか一人医長でやっているところが多いの

で,そ ういうところはやらないです。ましてアバスチン

となると,やってくれないわけだから, どうしても群馬

大に来ちゃっている。結局,黄斑外来をやっている日は

8時 ,9時まで,みんな打ち続けるということになっちゃ

うわけです。

前田 打った翌日……。

岸 打った翌日は,今は診ていないです。

前田 いつ ?

岸 次回,1か月後ぐらいで診ています。

横山 多分,診切れないですよ。先生たちの数だとす

ると。

岡田 診ていない。最初から診ないと決めたのです。

横山 だけど,紹介元に送るとかはないんですか。

岡田 慢性疾患なので,実は終わりがないので,紹介

元が治療できるのがまず一つの条件になるのです。あ

つ

一
“

参 考 資 料

割としてもかなりの負担である。そのうえ,7～9割は

税金から払われているのである。これは社会的に許さ

れることであろうか。白内障は 12万 円である。一方,

隣には5ul万 円を払っても治っていないAMD息者が

いるのである。米国では,健康保険は民間がやつてい

るので,ルセンテイスが使えるのは高い保険に入つて

いるひとだけである。安い保険に入つているひとはア

バスチンを使つてくださいということになり,抗
VEGF治療の半分はアバスチンであるという。一方,

日本では税金でやっているので歯止めがない。生活保

護のひとが最もルセンテイスを打ちやすい状況になっ

ている。誰も責任をとろうとしないので:財政が破綻

するまで打ち続けることになるだろう。筆者の大学で

はAMDに しかルセンテイスを使っていないが, それ

でも薬代は1か月の手術点数に匹敵する。学会や医会

の働きかけにもかかわらず,政府はアバスチンの承認

には消極的である。おそらく「高度な政治判断」力`あ

るからであろう。ここで限科の医療費の高騰を抑える

には,診療点数を下げるしかない。そしてその動きが

既にあるのである。私は製薬会社には病人の救済とい

う社会的使命があると思つている。18万円はべらぼう

である。せいぜい1万円がいいところではないかと,

彼らには言っているのだが。
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と,治療の考え方が up‐t●dateか どうか, ものすごく大

きいのです。

山田 ずっと紹介元で診てもらうという意味じゃなく

て
¨ … … 。

横山 例えば翌日に診てもらうということで。

岡田 それはしていないです。というのは,こ れは欧

米が先にやっている治療法で,翌 日の診察は必要ないと

いう結論です。今まで,別に 年ぐらいからアバステン

を含めて沢山の硝子体内注射をやっているので,一度も

問題を起こしたことはないです。もちろん患者の方で心

配や症状があったらいらしてくださいとか,電話を下さ

いとか言いますけど,ま だ限内炎は経験しておりませ

ん。多分2万回以上の注射を行っているのですけど。

横山 先生たちほどの数はしていませんが,確かに当

院でも何もありません。でも報告を見て,ある程度の頻

度で眼内炎が起こるとか,水晶体をたまには傷つけると

かがあるかもしれませんし,そ ういうこと考えると,

やっばり翌日診るようにしています。

岡田 翌日に診るのは, もちろん悪いことではないの

です。患者や施設には余裕があれば……。ただ,息者も,

ただでさえ高齢で見えないのに, また病院まで来させる

のもリスクや負担はあるのです。うちでは,患者が来院

した時に転んじゃって骨折したとか,頭を打ったとか,

実はそっちのほうのリスクを私は心配するのです。

横山 数もそうだし,そ ういったことも含めて,近所

の限科で診てもらうということがないのかなと。

岡田 行っても構わないと思うのですけど,実際は必

要ないですし,医療費の使い方としては効率的ではない

と思います。医療費はもっと有効に使わないと,こ んな

に高額な治療を続けるのが難しいと思うのです。同じ治

療なのに片目だけの場合,月 に何回も来させる病院もあ

れば, うちだと診察当日に注射するので月一回のみ。診

察当日に注射しない病院は,注射決定の日,注射の日,

注射後の診察日.下手すると3回 も患者を来院させる。

おまけに注射する日には視力は計っていない,OCTも
撮っていない状態で注射するので,それもどうかと思う

のですけど。きちんとしたPRN療法や treat and ex‐

tend療法にはならない。要するに,当 日に全てをやる

のは医学的には大事ですし,患者にとつてもワンストッ

プの方が楽です。あと, これもしゃべっていいのかどう

かわからないのですけど,抗生剤も必要ないですし,実

は報告上,抗生剤を使うと逆に限内炎の頻度が上がるの

です。もちろん耐性菌がどんどん増えるという問題もあ

ります。抗生剤点眼の使用も医療費を圧迫している,必

要ないことです。しかし,使わないまでのコンセンサス

が日本の眼科では得られていないので,い きなりみんな

日本の眼科 86:8号 (η15)1139

岸  軍治先生

抗生剤を全く使わないというのは難しいでしょう。そう

いうのも皆さん,ち ょっと勇気を持って行動しないと,

どんどん必要ないところで医療費を使うことになると思

っのです。

基本手技について

前田 読者はここにいる先生方と違って,根本的なこ

とがわかっていない人もいると思うので,少 し話を膨ら

ませますけれども,注射後の眼内炎の頻度は,2,lX10分

の 1と か,5,lXXl分 の 1と か,自内障術後眼内炎と同じ

ぐらいの頻度かもしれないと言われているわけです。そ

して,術前の処置,術後の処置があって,今まさに先生

が言われたように,施設によってみんな違うわけです。

具体的に,岸先生のところは,術前の抗生剤の点眠と

か,術後に抗生剤の軟膏を入れて眼帯をするのかとか,

その辺をお開かせ願えませんでしょうか。

岸 実は私の意見と医局員の意見は違うんです。私

は,術前の抗生剤は絶対よくないと考えています。これ

は最近の「眼科」に,術前点限についての記事がありま

す。それをやると常在菌の生理体系を壊して耐性菌がで

きたり,かえってよくないと書かれています。だけど,

その結論に,「それでも添付文書に書いてある以上,従
わぎるを得ない」と書いてあるわけ。僕はそれはすごく

おかしいと思う。僕だったら,「書いてあるけど,私は

使わない」と言ったと思う。ポピドンヨードでちゃんと

やって, あとは眼帯もしません。翌日からは何もしなく

ていいと僕は思う。だけど,医局員は,添付文書に書い

てあるので,それに縛られちゃっているんです。

結局みんな,何かあった場合に責任を追及されるのを

恐れているんですよ。添付文書も,私は,ノ パルティス

の人に言って,変えさせようといろいろしたんだけど,

PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)力3窓

口になっていて, ものすごく壁が厚いんです。
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岡田 ョーロッパも添付文書に入っていたのパ 数年

前に外されたのです。  |
岸 外しているのに, 日本はやってくれないんです。

岡田 ヨーロッパでは抗生剤の使用頻度がどんどん

減らています。だから, 日本もできないことはないです

が, プロセスはちょっと大変かもしれません。

岸 日本の場合,す ごく大変です。そうすると,結局,

当日,患者さんが来て,打てなくなっち■うわけです。

術前3日 曜 抗牛利ホ眼が必琴だと添付文青にあるので,

3日後に来なさいとなるわけです。それはおかしいと思

う1んだよね。僕は「そんなの無視しそやれ」と言ってい

るけれども,AMDを ゃっている人たちは,普通のルー

チンでやるときには,3日 前にやって,術後も添付文書

どおりやっています。だけど,あれはものすごくおかし

υヽ。

前田 杏林は,今,注射後は ?

岡田 今は注射後 3日 間だけです。注射前は使ってい

ません。

岸 注射後につけたってだめなんです。打ったときは

もう菌が眼内に入っているんだから,外からゃったって

ね。もう全然,科学的根拠はないんです。術前の抗生剤

をずっとやるというのは,無害だったらいいですよ。常

在菌を壊して,耐性菌をつくって,患者さんの結膜の状

態も感染を起こしやすくなっているわけです。そういう

害のほうが大きいのに,抗生物質をつければ,何 となく

清潔になるという変な迷信がある。それは全くナンセン

ス。だから,術前にポピドンでやって,そこで打つ。そ

れだけがベストです。

岡田 あと, きちんと医者のマスクと患者のドレープ

を使うこと。日からの菌で感染するのが一番多いので。

前田 杏林は注射を打った後に,抗生剤の軟膏を入れ

て眼帯をしたりとかは ?

岡田 していないです。軟膏を入れていないし,眼帯

もしていないです。

前田 それでも何万例もやっても問題はなかったと。

岡田 高度近視眼で周辺の網膜裂孔は2例経験してい

ますが,眼内炎は1例 もないです。今のところね。しか

し,時間の問題でいつかは出ると思うのです。

前田 横山先生のところはどうですか。

横山 うちはさすがに今は眼注,軟膏,眼帯はやめて

いますけど,点眼はやります。だから,当 日にはあんま

りやらないのと,岡田先生のさっき言っていた話,僕も

ペーパーを読んでびっくりしたんですけど,抗生剤の術

後の点眼をしたほうが,有意に眼内炎の頻度が高かった

というもの。ただ,私の読んだペーパーだとマスクの有

無も関係ないというようなことだったですけど。でも,

culture posidveの 眼内炎ではス トレプトE「 ッカスが多

いということで,や っばり咽頭からの菌による眼内炎を

疑わせていました。

ただ,岸先生の言っている保守的なほうに僕は入って

いるものですから,やはり抗生剤は処方しています。

前田 岡田先生の意見を聞くと,多分, 日本も欧米化

していって,その辺がだんだんなくなってくるんだろう

ということですね ?

岡田 と思います。というのは,多分,抗生剤を使い

続けるのは,実は我 ,々害を起こしているのです。抗生

剤を出していることは,患者に対して医者としての義務

をちゃんと果たしていない面力Sあ るのです。

岸 何となく抗生剤をやっているから,結膜が清潔に

なっているという変な迷信があって, これは逆なんで

す。生理的な結膜常在菌がいるので,病原体を防いでい

るのであって,それを壊しているんです。耐性菌をつく

ることで社会的な損害を与えている。

横山 確かに,下手すると毎月やるわけですもんね。

岸 だから,ずっとゃつていることになるわけです。

岡田 ものすごい耐性菌を,我々眼科医の責任でつ

くっているのですよ。

岸 つくっているよね。それがまた,添付文書すら変

えられないんです。実は去年 12月 の網膜硝子体学会の

理事会で,抗 VEGF剤 の眼内注射におけるガイドライ

ンというのが出たんです。僕がその席で,術前に抗生剤

をつけるというのが添付書類に書いてあったので, これ

を削れと言ったんです。だけど,結局,削れなかったん

です。だけど,一筆入れてもらったんです。点眼が感染

症を減らすとか,そ ういうエビデンスはないという一文

を入れてもらうのがやっとだったんです。本当にそこら

辺の抵抗はものすごく強いんです。

日本って自己保身で成り立っていて,例えばアバスチ

ンを使うときに倫理委員会にかけるとするでしょう。倫

理委員会は保険適用になっている薬があるのに,何で使

うんだとなるわけです。倫理委員会は責任をとりたくあ

りません。そうすると,結局,アバステンを使えなくな

ります。そこには患者の経済的な負担を減らしてあげよ

うという発想が全然ないんです。みんな自己保身でやっ

ている。しかも,限科医は損しないしね。結局,税金だ

けが損しているわけだからね。僕は医療経済が破綻する

までみんな打つと思います。

そしてアパスチンヘ

前田 今ちようどアバステンの話が出たので,話をア

バスチンのほうヘシフトしたいと思うんですけれども,

アバスチンの使い方について, どうでしょうか。



岡田 大学病院ですから,倫理委員会を通して,抗
VEGF薬の保険適用のないような疾患に,コ ンパッショ

ネー トユースです。我々の研究費で使っていますので,

患者には薬剤の負担がないです。しかし,国民の医療の

ために,大学の研究費を使わなければならないのはおか

しいと思ぃます。

前田 どうですた アバスチン。

横山 アバスチンは今,ほ とんど使いませんけれど

も,出た当時は倫理委員会を通して研究費で払っていま

した。多分,患者さんに請求したら混合診療になっちゃ

うと思うので。だから,かなり研究費を圧迫したし,今 ,

保険がきく薬があったら当院では使えません。

アバスチンのもう一つの問題というのは,今,未熟児

にも打っていますよね。あれ,全身にいくのが大文夫な

のかなというのが,僕はいつも気にしているんです。

前田 山岸副会長が「日本の限科」第86巻 1号「抗

VEGF薬と医療経済」でアバスチンの使用は米国では5

から6割,韓国では7割といわれていると報告されてい

ましたが, しかし, 日本ではアバスチンが全然自由に使

えない。これは解決のめどはあるんですか ?

岸 結局,アメリカの場合は保険を民間がやっている

から,安い保険に入っている人は,と てもじゃないけど,

ルセンティスは使えないです。それならアバスチンを

使ってくださいということになるわけです。一方,高い

保険に入っている人は正規のルセンティス,ア イリーア

を使うわけです。だけど,日 本の場合は全部税金でやっ

ているから,1割負担で済むわけです。それが一つの問

題。だから,韓国がアバスチンが 7割 というのはどうい

うんですかね。国民皆保険みたいな制度になっていない

んじゃないですかね,ア メリカみたいに。日本はすばら

しい国民医療保険制度があるからね。だけど,結局は 1

割負担といっても,9割が国民の税金で払われている。

あと,群大でアバスチンを使うときは,臨床治験にし

てただでやってます。費用は病院が負担してくれていま

す。群大の場合は医局費じゃないですよ。

山田 薬は個人輸入して使っていらっしゃるんですか。

岸 群大の薬剤部でね。

山田 中外製薬が卸した薬を使っているんですか。

横山 できないんじゃないですか。

岸 総合病院だったらできるんですよ。

横山 うちでは,どうしてもだめと言われましたけど。

岸 中外は,眼科専門病院には眼科に使うとわかっ

ちゃうから卸してくれないんです。だけど,総合病院だ

とどこに使っているかわからないから。

岡田 知らないふりをしている。

岸 知らないふりをしているだけ。

日本の眼科 86:8号 (2C115)n41

岡田アナベルあやめ先生 :

山田 それはあくまでも知らないふりということで,

製薬会社の公式のスタンスとしては,限科医療に使用す

ることを認めたくない意向ですよね。

岸 もしそれが嫌だったら,個人輸入でやるしかない

んじゃないですかね。中外を介さないでね。だけど,大

抵, 日本の場合は中外から入っていると思います。総合

病院だったら中外が売るからね。

前田 都内は大学病院が 13あ りますけども,大学内

で融通できている大学病院は一つだけなんです。

岸 みんな個人輸入 ?

前田 残りの12は,他科で抗がん剤として使ってい

るアバスチンを眼科だけ使えないので医局で海外から直

接買っている。

岸 うちも最初はそうだったんです。アバスチンのた

めに,個人輸入のための回座というのをつくったんで

す。だけど,そのうち大学がやってくれるようになりま

した。

前日 本来,それがあるべき姿ですね。

岡田 2013年 の報告では,例えば韓国の医療保険制

度では,ルセンテイスは 1人あたり10回 までしか認め

ないです (httpsノ/― .ang10・ Org/wp∞ ntent/uploads/

2013/10/ap‐whitepaper.pdfl。 また,台湾の場合,片 目

だけで7回注射がマックスだと聞いております。台湾で

はアイリーア,あるいはルセンテイス, どっちも保険で

使えるけど,7回で終わりますので,その後は息者の自

己負担です。そうすると,当然,AMD治療の主体はア

バスチンになってしまいます。

前田 でも,さ っきの話ですと,結局,アバスチンが

保険で使えれば一番いいんですよね ?

岸 本当はね。

前田 アメリカの保険システムと同じでね。ここに,

何だか知らないけど,非常に高い壁があって,誰 もその

壁を壊せていないんですね。いろんな人の話を開くと,

(60)
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望みもほとんどないみたいな感じですけど。

岡由 もう下つの方法としては,例えばオ,ス トラリ

アでは,5年間にルセンティス 18本を超えちゃうと,

19本 目からは会社 100%の負担になり,患者にとっては

全く無料になります。.|そのように日本の厚労省がうまく

交渉すれば問題になうていないですね。

岸 そういうのも難しいみたいね。例外をつくっちゃ

うから。そごも壁がものすごく厚いんです。

横山 製薬会社負担になるんですか ?

岡田 確かに製薬会社負担。国も払わない。製薬会社

が全部持つのです。これ, よくやったですよね。

オーファンドラッグ

山田 オーストラリアやイギリスというのは,医療経

済学的なこと,費用対効果をすごく重視するところなの

で,そ ういうところは進んでいるんですよ。医薬品の

価値を価格に反映させる考え方で,患者アクセス保障

(patient access scheme)と 呼ばれています。国情が違

うと言いましても,イ ギリスでできていることが日本で

できないことはないはずという気もするんですけどね。

今,ち ょっと話が出たついでに,今日お配りした資料

にあるように,抗 VEGF薬 はもともとオーファンドラッ

グとして承認されています。オーファンドラッグという

のは非常に稀少な疾病用の治療薬です。大まかに言う

と,本邦において5万人以下程度の患者数の,非常に少

ないけれども,難しい病気に対する治療薬として認可さ

れています。そういう稀少疾患の治療薬というのは,一

般に収益的に見ると難しいので,ある程度高い薬価をつ

けましょうということなんです。眼科の領域で言います

と,バ ンコマイシンの眼軟膏,パ ピロックミニとタリム

スという春季カタルの治療薬がオーファンで認可を受け

ています。今挙げた例なんかはオーファンドラッグとい

うイメージに非常に合うと私は思うんですけれども,抗
VEGF薬のマクジェン,ルセンテイスは,希少疾病用

の医薬品として認可を受けているんですね。

この辺は,認可されたときの厚労省の対応が, はっき

り言えば間違っていたと私は思います。逆に言います

と,そ ういういきさつの薬ですから,ほかの薬と違って

10回 目から無料であるとか,負担があるのは何回目ま

でだという患者アクセス保障の仕組みも何とかできない

かと個人的には思います。

岡田 厚労省が損している気持ちにならないのです

か ?

岸 これはアメリカとEUの薬価を見て決めているん

ですよ。

山田 オーファンの場合には,それにさらに少し高目

の薬価をつけるということです。

岸 アメリカとEUと ,今,あ まり変わらないんです。

1回の注射。

岸 アメリカでオーファンを取り消してくれればもっ

といいんですけど。アメリカで出ている値段と日本とあ

まり変わらないんです。

岡田 ただ,オーファンで申請したわけですよね ?

岸 日本ではね。

岡田 それが全くのうそだったということは,何で厚

労省が怒っていないのか,私はそれが知りたいのです

よ。

岸 いろいろ厚労省に働きかけると,課長補佐レベル

まではみんなすごく賛成するんですって。上へ行 くとポ

コポコにされて,みんな潰されているんですよ。だから,

高度な政治的判断があるんですよ。日米の貿易のパラン

スで,車をたくさん売っているんだから,こ っちは譲歩

しろとか,多分そういうのがあると思いますよ。

横山 オーファンだと薬価が高目につけられるんです

か ?

山田 そうです。タリムスは点眼液 1本が 1万円ぐら

いするんです。それは普通のアレルギー性結膜炎治療薬

では考えられない値段です。

横山 この間, ノバルティスに聞いたら,薬価はベル

テポルフィンを参考にしたという話ですけど。

岸  PDTの。

山田 結局,欧米の価格と今までの治療などを参考

に,類似薬効比較方式という方法で決めるわけですけれ

ども,一般的に言うと,オーファンは薬価が高目につく

ということです。

岡田 本当のオーフアンだったら,そんなにたくさん

売れていないはずですね。

横山 だけど, 日本では人口の4分の 1が 65歳以上

ですから。

岡田 でも,そ ういうふうに決まったとしても,実際

問題としては眼科の医療費が圧迫されていて,様々な手

術など眼科力`やらなくちゃいけないことができなくなり

ます。製薬会社にどんどん持って行かれています。

岸 どのぐらいルセンティス,ア イリーアが脅威に

なっているかというのは,僕らのデータから言うと,毎

月の大学で稼働額がありますよね,注射に7,lXXl万 ぐら

い使っているんですよ。それは30人の医局員が 1か月

やるオペとあまり変わらないんです。その7,CX10万 円も,

アバスチンを使わないでいると,1億超えちゃうと思う

んです。この7,000万 というのは眼科の外来の稼働額と

ほとんど同じなんです。それだけすごいんです。医局員

が30人がかりで1か月にやったオペ代金と薬代が同じっ



て,おかしいでしょう?

「限科」編集後記にも書きましたけど,薬代を500万

円ぐらい使ってもまだ治っていない患者さんがごろごろ

いるわけです。18万円を毎月打ったら200万円でしょ

う。2年で400万 ですよね。両眼性の人もいるから,3
年ぐらいすると畑 万ぐらいになるわけです。その人は,

自分では50万円しか使っていないかもしれないけど
,

450万円は国民の税金でやっているわけでしょう。一方

で,隣には自内障で12万円で済んでいる患者さんがい

るわけです。これは社会的正義に反していると思いま

す。しかも,治っていない。そのうち,1,CX10万 円を超

える人が出てくると思います。1,CX10万使っても少しず

つ悪 くなって, まだやっている。それをみんな平気で

やっていたら,絶対破綻しますよ。

要するに,眼科医は自分がまだ損しないから平気なん

です。患者さんも2万円だったら我慢できる人がいるわ

けです。あなたの税金がこういうものに使われています

といったら,みんな税金払わないと思いますよ。一方で

はアバスチンで 2,5ul円 ぐらいの原価でやれる方法があ

るわけです。

横山 どこかのペーパーで見たんですけど,毎月投与

だと,アバスチンが,1人の新患の場合 8万 ドルと言っ

ていたかな。ルセンティスにすると,その3倍 ぐらいか

かると書いてありました。

岸 3倍 とかいう単位じゃなく,約 70倍だと思うん

ですけどね。

横山 それでも何千万かかっちゃうんですよね。

ア′ヽ スチンに関 して再確認

前田 読者がちょっと知らないといけないので,アバ

ステンでいいんですよねという話をここで確認したいん

ですけど。

岡田 アバスチンはルセンティスと同等な効果です。

ただ,ア イリーアほど効果がないと思います。日本はご

存じのとおり,AMDの 半分 ぐらいはPCV(ポ リープ

状脈絡膜血管症)で,こ の疾患にはアイリーアの効果が

良いです。なので, 日本のAMDにアバスチンを使える

としても,PCV以外の半分の患者のためだけになるで

しょう。

ただ,杏林ではTreat&Extendな ので,落ちついた

ところで安いやつにシフトするという方法はまだあまり

トライしていない。アバスチンを使えないからというこ

ともあるんですけど,考えてもいいかもしれないです。

前田 学問的には,PCVはアイリーアでいくとして,

残りいろいろありますよね。BVO macular edemaと ヽ

いろいろあります。そっちは……

日本の眼科 86:8号 ("15)1143

岸 全くアバスチンでいいと思います。

岡田 欧米ではみんなそう思っている。

前田 CATT Studyの一番最初のやつは,副作用に

関してはちよっとアバスチンがどうかなというような表

現があったと思いますけど,あれは昔のレポートという

ことでいいんでしょうか?

岸 うん。

岡田 それからまたいろんなメタアナリシスが出てき

て,やつばり変わらないという結論でいいと思います。

横山 気にしないで使っていいんですか ?

岡田 私もかなり気にしていたのですけれども, どん

どん大きい調査が出てきて,も う気にしないでも良いよ

うな気がしてきました。

横山 でも,血中の VEGFが下がるとか全身には多

少いっていますよね。

岡田 実際,どのぐらいの心筋梗塞,脳梗塞などに

なっているかというと,差が出ないです。

横山 そうですね, もともとがリスクが高い年齢なん

ですね。

岸 じつは,アバスチンが最も全身的な安全性が証明

されている薬です。どうしてかというと, もともと全身

に使っているんだから。その使い方は,抗がん剤として

は,体重 l kg当たり10 mgを 静注するんです。だから,

60 kgの 人だったら600 mg静注して,少なくとも2週

間あけてくださいというのが使い方なんです。600 mg

入れたって何も起こらないんです。今,眼内に入れてい

るのは,1.25だ っけ ? 0.125だ っけ ?

横山 1.25です。

岸 1.25を硝子体に入れているわけでしょう。静脈に

6CXl入 れているのと,硝子体に 1.25入 れているのじゃ,

全然,話にならないわけですよ。それで血中のVEGF
がどうのこうのというのは,アバスチンを使わせないよ

うなネガティプなプロパガンダ。何となくアバスチンを

横山 利幸先生
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使うのは罪悪だと思わせるようなムード,世論をつくっ

ているんです。

情報操作 ?

岡田 かなり製薬会社がそのプロパガンダを発信して

います。特に日本の中では。日本語の情報しかみんな見

ないから。高血圧のプロパガンダ,あれは海外では一度

も開いたことない話なのに, 日本ではたくさん講演会で

強調していました。  ■

山田 済みません,ち ょっと教えていただけますか。

何のことかちよっとわからないので。

岡田 高血圧が発症する,あるいは悪化すること。

前田 アバスチンを使うと,高血圧になる? 悪くな

る ?

岸 数mmHg上がるというだけ。

前田 ガラバゴス ?

岸 結局,今,そ ういう世論がつくられて,アバスチ

ンを使うことが罪悪なムードってあるんです。実は,あ

る黄斑をやっている教授ですら,「俺はアバステン使う

よ」と言ったら,「先生,保険適用になっていない薬を

使っていいんですか」,そんなこと言うんです。だけど,

これだけの患者の負担とか,眼科の医療経済に与えるイ

ンパクトを考えると,そっちのほうも考えなきゃいけな

い。

結局,我々が優先しなければいけないのは,患者の利

益だと思うんです。それこそ毎月 6万円とられて,年金

でやっているような人が「もうあきらめます」と,そ う

いうんじゃなくてね。

あと,糖尿病なんかもっと悲惨です。糖尿病なんか,

生活保護ぎりぎりの人が多いんです。糖尿病で増殖網膜

症がうわっと来て, しかも血管新生緑内障になってい

て,お金がないので,ルセンティス代を払えませんと

言ったらどうするのか。仕方がないので,ス テロイドと

レーザーをやりますなんていう医者がVヽ るんです。だけ

ど,僕はアバスチンを入れるべきだと思います。劇的に

治るんだから。そういうところがものすごくおかしいん

です。何を優先に考えるか。やっばり我々が考えるのは

患者の利益。いろんな利害とか,保身を考えるから,判

断が乱されるんです。

岡田 それこそ,日本眼科医会や日本眼科学会,網膜

硝子体学会で, コンセンサスのあるものを発表して働き

かけるのが,実はものすごく重要なのです。

前田 でも, これだけお話を開くと,あ とはどうやっ

てアバスチンを使う環境を整えるかということに尽きる

わけですね。

岸 そうだよね。

前田 何かいい方策というんですか。でも,今,岸先

生のところは大学で研究費を使わずにやっているんです

よね ?

岸 使わずにやっている。

岡田 今度,法律が変わるんじゃなかったっけ。オフ

ラベルのコンパッショネートユースで日本でも使えるよ

うになるでしょうか。

山田 選定療養ですね。

岡田 それは使えないですか ?

前田 アバスチンは,今はそれしか道がないんじゃな

いかと言われているんじゃなかったかと。

山田 選定療養の形になると,少しやりやすくなるの

かもわかりません。ただ, さっき,岸先生が言われたよ

うに,保険適用がある薬があるのに, どうして保険適用

外のアバスチンを使うのかという論理一一ほかに代替品

がなければいいんですけれども,保険適用がある立派な

薬があるのに,何でわざわざという論理に打ち勝たない

といけないので,そ こが難しいです。

岡田 それは経済的に, 自己負担はできないという。

前田 高いからだけじゃだめなの ?

山田 どうなんでしょう。

岸 そこが難しいんですよ。結局,厚労省は, これは

保険適用ですと決めたわけですよ。そうすると,保険外

でしょう。許すわけにいかないんです。だから,結局は

いろんなガチガチな決まりの中でだめなんです。だか

ら,黙って使っている。自己責任でやるしかない。でも,

国は助かると思います。

例えば群大の場合,ル センティス,ア イリーアで月

7,CXXl万 円でしょう。同じくらいアバスチンを使ってる

と思うんです。そうすると,アバスチンを使うことに

よって,年間8億 ぐらい税金を助けていることになるん

です。だけど,1か月のオペ代金と薬代が同じなんてめ

ちゃくちゃな話です。

山田 動労意欲をそぎますよね。

そして年間 1,000億円ヘ

岸 患者は病院に払っていると思っているんです。病

院に取られたと思っている。だけど,ほ とんど全額,薬

屋にいっちゃっているわけだから。

前田 そうなんですよ。あれはほとんど全額,薬代な

んです。薬価差益というんですた ほとんどないんです。

岸 だから,何 も還元されていないわけです。

前田 この前,消費税が 5%か ら8%に上がったじゃ

ないですか。あれで結局,仕入れコストも上がります。

でも,薬価は同じなんです。ですから,それこそますま

すあのお金は眼科医のところに落ちてないんですよ。



岸 薬代が 1昨年,年間500億 円で,眼科の医療費が

1兆円になったんですよ。それまで 9,000億 だったらし

いんですけどね。ルセンテイス,アイリーアの保険適用

が拡大しているので,今年あたり700億円ぐらいになっ

て,そのうち1,mxl億 円ぐらいになると思います。そう

したら,みんなどうするの。国だって税金で負担し切れ

るのかなと思います。

岡田 山岸先生が書いている市場拡大再算定対象品の

基準,これを使って薬価が下がることはないのですか ?

山田 これも見直されると思います。市場規模が大き

くなるということで。

岡田 市場規模が大きくなったのですね。

山田 なっていますので,市場拡大再算定対象品にな

るはずなんですけど, それがどのぐらい,パ ッと下げて

くれるかどうかはわからないですよね ?

岸 ちょっとじゃないですかね。1割 ぐらい下げたっ

て,患者の増加率を見れば焼け石に水だしね。

前田 アバスチンの導入と比べたら誤差ですよね。

岸 今までいろいろ働きかけをやってきて,結局,全

然だめで,多分いろいろやってもだめだと思うんです

よ。官僚機構というのはね。

AMD以外の疾患

山田 抗 VEGF薬 の適応が拡大 しています よね。

AMDだけではなくて,DME(糖尿病黄斑浮腫)と か,

CVO(網膜中心静脈閉塞症),近視性の血管新生黄斑症

ですか,適応が拡大してくると使用量が違ってきますで

しょうか。た とえば DMEの 患者 さんって,AMDと ど

うですか,適応になる患者さんって同じぐらいでしょう

か 。

岸 数ですか。

山田 数的にはどうですか。同じまではいかない ?

岡田 同じぐらいだと思うのです。

横山 いると思いますよ。

山田 すると,糖尿病黄斑症では両眼性の人が多かっ

たりすると,単純に今のAMDで 500億 円だったのが,

糖尿病黄斑症が加わっただけでも倍になるとか,そ うい

う可能性はありますか ?

岡田 可能性はあるけど。ただし,アメリカほど抗

VEGFだけずっと投与すると思わない。早い段階で硝

子体手術に切りかえちゃうのが日本の方針ですから。

山田 別の方法があるから,そ こまではいかない ?

岡田 というか,昔から割と早目に硝子体手術に踏み

切るというのが日本の伝統のようです。それは多分変わ

らない。なぜかというと注射は高いですからね。徹底し

た治療ではないので,手術したほうが早いということ
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です。

前日 前に岸先生が,様子を見ながら薬を使っている

間に結局手おくれになっちゃうから, とっとと硝子体手

術をやったほうが最終結果がいいというお話……。

岸 やったほうがいいと思いますよ。絶対いいですよ。

岡田 ただ,それもエビデンスがないのですね。治験

をやったほうが本当はいいのですよね。

前日 でも,多分,岸先生が言っていることが正しい

んじゃないかなと思う。

岸 5～ 6年たってみると明らかですよ。やったほう

と,や っていないほうとね。やっばりやったほうは

ちよつとずつよくなりますね。やっていないほうは

ちょっとずつ悪くなりますね。

横山 やりづらくなりましたけどね。抗 VEGFが出

て,手術の適応というか,数が減りましたよね。

岸 DMEの ルセンテイスも,治験のプロトコルもめ

ちゃくちゃなんです。毎月入れるというエビデンスなん

か何もないわけです。しかも,我々はOCTで硝子体を

診ているでしょう。硝子体が絡んでいる例もたくさんい

るんです。しかも,あのスタデイの著者の相を見ると,

ほとんどが有名な教授がコンサルタントで, しかも2～

3人,ノパルテイスの社員が入っているんです。それで

つくっているんです。いっlゴい使わせるようになってい

るわけでしょう。ふざけたプロトコルを持ってきたの

で,僕はDMEに 関しては治験を拒否したんです。日本

の場合は,毎月,あのとおりにやるという人は多分,糖

尿病を診ている医者でいないと思いますよ。

前田 今,ノパルティスの治験というと,いろいろと

それだけでバイアスがかかっちゃう。

岸 みんな論文なんか詳しく見ないわけです。あんな

にいっばい長く書いたってね。だけど,最近は著者の

デイスクロージャーが出ますよね。あれを読んでみた

ら,有名な教授がみんなコンサルタントなんです。社員

山田 昌和先生
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も入っているんだよ。

岡田 みんな報告していないでしょう。講演料や座長

謝ネLな ど,実はみんな書かないです。しかし最近,それ

がだめという認識がだんだん高まってきていると思いま

す。アドバイザリーボ■ドやコンサルティングももちろ

ん書く必要があります。

岸 いろんな何 とかスタディぅてあるじゃないです

か。ああいうのはみんなそうだよね。

岡田 アメリカの先生たちは多分みんなそうだと思い

ます。

岸 とにかく世論操作みたいなことがいろいろされて

いた。そうすると,何とかスタディが出ると,みんなそ

れに基づいてやるわけです。だから,DMEに関しては,

硝子体を診ないでこんなことを書けるのかと思いますけ

どね。

岡田 DMEに 関 しては, 山田先生,結 局,VBM
(value_based medicine)の 観点から,抗 VEGF療法と

硝子体手術を比較したら,絶対,硝子体手術が勝つと思

うのですね。コストパフォーマンスみたいなものです。

効果の割には硝子体手術のほうがとても安いと思うので

す。そういう方面からアプローチするといいかもしれま

せん。

前田 山田先生,こ の前,Asia‐ARVOで何か言われ

ていましたよね。アバスチンだか,抗 VEGF薬の……。

山田 Asia‐ARVOで費用対効果のシンポジウムのモ

デレーターをやらせてもらったんですけど,それで呼ん

だミシガンの Stein先生という,医療経済学をやってい

る先生なんですが,AMDの費用対効果の話をして,

はっきりと今の抗 VEGF薬の注射は, どうやったって

費用対効果的にならないと。その値段が,ち ょっと数字

は忘れましたけど,アバスチンの値段の倍ぐらいまで下

がったら,許容できる範囲に入りますよという話をして

いました。多分その人はお金を受け取っていないので,

あんなにスパッと言えるんだと思いました。でもアメリ

カでも多くの人たちはそう感じているんじゃないでしょ

うか。

前田 そういう専門家の日から見ても,今のルセン

ティスとかは……。

山田 高過ぎるということですね。もしも本当に,そ

れこそ網膜硝子体学会が主導 してDMEに 対 して抗

VEGF薬 と手術療法でダブルアームで比較するスタデイ

ができたらすごいですけど,き っと無理なんでしょうね。

横山 何かの理由で難しいときいたことがありますが。

前田 あれはILM(内境界膜)を とることが多いじゃ

ないですか。あのILMも ,変なLMと ,普通にとれる

ILMと ,術中所見から見るとDMEは あまりにも症例

による差がありませんか ?

岸 すごくやわらかいのもあるし,割とビッととれる

やつもあるし,症例によって違いますけども。

横山 糖尿病のILMは我々も病理学的に調べたこと

ありますが,その厚さも含めてマクラホールや黄斑前膜

のとは全然違いますよ。

前田 すぐちぎれちゃって,き れいにとりにくいのが,

DMEの ような気がする。たまにちゃんととれるのもあ

るけど,ノ リ`アントカ
'多

過ぎるというか,ああいうもの

を治験したらノイズに負けちゃうんじゃないかな。対象

のばらつきが大きいから,き れいな結果が出ないんじゃ

ないかなと思うんですけど, どうですかね。

岸 そうですね。いろいろDMEのスタデイで,症例

の選択ってあるでしょう。黄斑の厚さ力
'こ

のぐらいで,

視力がこのぐらいでと。大抵それに合致するような症

例ってなかなかないんですよ。大学に来るのはほとんど

が手術が必要な増殖網膜症だし。頭で考えてありそうだ

けど,そんな都合のいいDMEの症例ってないんです。

網膜下に■uidがたまっていたり,そ ういうのも結構多

いしね。そうすると,結果が変わっちゃって,浮腫はと

れるんだけど視力は悪化とか。

岡田 無作為までやらないで, コホート,網膜硝子体

学会でただフォローするのはどうですか。今,視力に対

するQALY(quality‐ a“usted life years)は 自内障手術

のデータから分かるので,そこで何とか計算できないで

すか。

山田 もちろんできます。今,網膜硝子体学会で網膜

剥離の全例の症例のレジストリを始めようとされていま

す。一 もう始まったんですか。始めようとされている

のでしよっか。

横山 詳しく知 りませんが始まってないんじゃないで

すか。

山田 杏林で今月から始めるって,あれは先にパイ

ロット的に始まっているのかと思うんですけれども,そ

ういう形で様々な症例の広い全国的なレジストリのシス

テムがもしできれば,コ ホートも十分可能ですから。あ

るいは,傾向スコアを使った疑似 RCT(randomized

controned trial)と いう形でデータが出るので,RCTを
やっていないけれども,2群を比較するということがで

きるようになると思います。ただ,そのためにはものす

ごい労力が要ります。

前田 大体, 日本で硝子体手術をやるとき,水晶体も

ほとんど最近, とっちゃうじゃないですか。もともと水

晶体をとっちゃうと,視力がそれで………。

岡田 でも,それも入れていいのです。実際,医療効

果を見るのは何をしてもオーケーです。普通どおりのこ



とをやればいいのですよ。硝子体手術と一緒に自内障手

術もやっていると言っていいのですよ。その医療費がい

かに安く済んで,視力維持あるいは上げているかという

ことを単純に比較。もちろん注射の人たちも,途中,自

内障手術をやる人もいますからね。

前田 なるほど。話はちょっとスキップしますけど,

今,Diabetic macular edemaで したが,BVO macdar

edemaは どうですか。

岸 僕はアバスチンだけですけど,や らないよりかは

確実にいいですよ。だけども,結局,2～ 3年やってや

めると,繰 り返す人も結構います。だけども,何もやら

ない時代から比べると大分よくなったんです。

前田 硝子体手術はどうですか ?

岸 硝子体手術は微妙なところですね。よくBVOで
エピレチが張ってくることがあるでしょう。そういうの

はいいなと思うんですね。それ以外は,ち ょっといいか

なぐらいなんですね。だから,アバスチンでまあまあい

いと,結構アバスチンで引っ張っちゃいます。

前田 BVOが 自然に寛解するパターンもありますか

らね,引っ張っている間に。DMEと はちょっと違うか

もしれないですね。

岸 そうですね。

前田 CVO macular edemaは どうですか。

岸 CVOは ,macular edemaで 治療するんじゃなく

て,ま ず来たらアバスチン入れちゃうんです。そうする

と,軽いやつはそのまま治っちゃうことがあるんです。

あと,相当シビアなやつがありますよね。それはアバス

チンをやって,PRP(汎網膜光凝固術)をやって, もう

一回ぐらいアバスチンやって,それで様子を見ることが

多いです。どうしてかというと,シ ビアなやつに硝子体

手術やると,逆にrubeosisに なることがありますね。

岡田 リバウンドに注意しなければならないです。抗

VEGFを 入れるのは。PRPを 先生なさっているから多

分, リバウンドしない。アメリカで時々報告されている

のは,3か月も診ないで,3か月後に来院すると, もう

血管新生緑内障になっているとか。PRPを入れたとし

ても,一応注意する必要があります。

岸 そうですね。

横山 先生はアバスチンをPRPよ り先に入れちゃう

んですか ?

岸 まずアバスチンを先に入れます。または,あんま

りひどいときは, レーザーをとにかくやってもらって,

その日のうちにアバスチンを入れるとかね。そういうこ

ともあります。だから,DMEのひどいやつなんかもそ

うです。まずアバスチンを入れちゃって,す ぐ翌日から

レーザーをする。予後が全然違います。
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前田 一応,疾患は全部出ましたか ?

山田 強度近視の責斑症だけ出ていないです。

前田 近視,いいですよ。レアですから。やりますか ?

近視 ?

岡田 たくさん来ていますよ。

前田 わかりました。ごめんなさい。(笑)近視,や

りましょうか。

岡田 でも,1ラ ウンドで必要な注射の数は限られて

います。AMDの ようにずっと永遠ではないです。

前田 近視のほうが単回治癒率が高い。

高額な医療費について

岡田 高齢者じゃなければ。加齢黄斑変性様近視性新

生血管だと,加齢黄斑変性的な治療になってしまうので

す。ようするにエンドレス。

岸 医療経済的に言うと,ルセンティスやアイリアの

適応拡大に伴って,息者はどんどん不幸になっているん

です。(笑)今までただでやってもらったのがね。最初,

アバスチンだけの時代が何年かあったでしよう。あの時

代はみんなが幸せだったんです。それがルセンテイスが

保険適用とったら,にわかにお金がかかるようになっ

て,さ らにDMEに拡大して,DMEはただだったのが

またとられるようになった。僕はDMEの ときは治験を

ポイコットしたんです。そうしたら,ポイコットしたの

が群大だけだったんだけど。

横山 そうでしょうね。

岸 全員がポイコットしたら保険適用にならなくてよ

かったかもね。(笑)我々は一生懸命,企業のために働

いているわけです。治験に参加してやって, 自分たちの

患者さんの首を絞めているわけ。BVOも 僕は抵抗した

んですけど,大学の治験部というのは治験をやりたいわ

けです。

やってくれというので,仕方なくやったけどね。結局,

前田 利根発生
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我 は々本当にそういうのをやぅて,企業に協力して,こ

ういう事態をみずから招いているわけ。

岡田 医者は負けますよ。だらて,企業の目的は利益

を出すことなのです。そればっかり24時間ずっと考え

て、〕る。医者は全然そうoゃ なセ、っで,振り
'回
されてい

ること自体も気づいていないのです。

岸 いろんな治験のプロトコルも,DMEな んか毎月

打うなんて,何の根拠もないですよ。そんな治験を押し

つけてきてね……。

|:1前田 でも,今おっしゃられた治験をやって,結局,

それが患者さんの首を絞めているというような事態とい

うのは,眼科の世界では珍しいことですよね ?今までの

治験でこんなひどいしっぺ返しを受けたということはあ

んまりないんじゃないですか ?

岡田 このヒット商品で,急に製薬会社は眼科に関心

を持つようになってきたのです。今までは点眼ぐらい

ですよね。抗生剤の点限。大きい製薬会社以外,ベ ン

チャーも,加齢黄斑変性はこんなに大きいマーケットだ

と見て,急に眼科に興味を持つようになったのです。

前田 ますます食い荒らされるというか,ア フリカの

イナゴのようにいっぱいやってくるんですかね ?

岸 日本はまだそれだけ税金を出せているんですよ。

だけど, よその国はそんなに税金が負担できないんで

す。だから,民間の保険会社がやっているアメリカみた

いな国だったら,ルセンティスなんかあなたの保険料

じゃとても賄えないから,アバスチンにしてくださいっ

てなるでしょう。日本は全部,国力
'や

っているからね。

岡田 例えばインドが HIVの 治療薬のジェネリック

を勝手につくっちゃって, どんな国際法律でも無視して

いる。やはり自分の国にはお金がないので, とても困っ

ている。もちろん最初,製薬会社はものすごく暴れてい

たのですけど,ア クセプトするしかない。インド人,か

わいそうだから。今度,生物学的製剤も,ジェネリック

みたいな薬剤,「バイオシミラー」が作れるようになっ

ちゃうのですよ。それが出ると,ひ ょっとしたら眼科で

は使えるようにはなるかも。5～ 6年 ,10年先のことで

すけどね。

岸 でも, ジェネリックも値段が 10分の 1に はなら

ないでしょっ。

岡田 10分の1に はならないけど,半分ぐらいには

なる。

前田 でも,今,アバスチンがあるんだから,アバス

チンでいいじゃないですか。

岡田 保険適用じゃなくても,せめて研究費の負担に

ならないような形にしたいです。

前田 院内調達するのと,イ ンターネットで海外から

買うのと値段が全然違いますからね。通関手数料など半

端でないですから。下手すりゃ5割増しくらいになるの

かな?

アバスチンを使おう

横山 それと,さ っき言ったみたいに,アバスチンを

使いづらい雰囲気を何とかしないといけないですよ。

岸 日本眼科医会では,眼科の医療費の破綻を防ぐた

めにアバスチンを推奨していますぐらいのことを言って

くれれば, もうちょっとやりやすい。

前田 今回は「アバスチンでいこう」とかいう表題で

やりますか。私なんかどこのしがらみもないからね。

横山 でも,やっばり保身を考えると何となく使いづ

らくなっちゃいますよ。

岸 結局,何かあったときに,保険外のものをやった

ときに, どうしようとまず思うわけです。しかも,アバ

スチンを使って自分には何も利益がなくて, 自費でやっ

ているわけでしょう。そういうことをやっていながら,

何か起こった場合は,こ っちは丸裸でしょう。そこなん

です, 問題は。

山田 保険適用外で,添付文書に従わないということ

もそうですけど,何か患者さんに合併症,不利益が起き

たときに,我々は守られないんです。例えば医薬品の副

作用救済制度も適用されないですし,我々自身,臨床研

究でやっているという形にすると,結局,担当医の責任

になっちゃうわけです。それはやっばり怖いですよね。

前田 正直者がばかを見るというやつですかね。

山田 それで,多少高くても保険の適用になってい

て,お上の認めているもののほうが使いやすいという気

持ちもわかります。

岸 結局,今もそうなんです。一方でいろんな宣伝を

するわけですよ。アバスチンは害があって……。

岡田 ガラバゴスじやないけど, 日本だけがアバスチ

ンを使っていなくて,世界は,例えばAMDの場合,半

分以上はアバスチンで治療している。世界力`そんなに間

違っているはずがないですね。日本だけって変じゃない

ということをみんな認識しておかないといけないと思い

ます。ASRS学会のPAT調査では,アメリカはアバス

チン64.5%,イ ンターナショナルは41.7%。 だから,ア

メリカ以外の国でも4割 ぐらいではアバスチンをファー

ストチョイスで投与している。ちなみに,アメリカでは

ルセンティスは 17.8%。 日本とは全然違う……。

岸 あと,国によって大分違うというのは,う ちなん

かもいろんなところから留学生が来るんですけど,パキ

スタンはほとんどアバスチンなんです。そういうセン

ターをつくっているんです。ロシアは一応,公的には,



アバスチンを使っちゃいけないとやっているけれども,

実際にはほとんどアバスチンをやっている。アメリカの

教授の話だと,7割がアバスチンを使っている。つまり,

日本は全て保身的なんです。役所がその最たるもので

す。役所は責任とりたくないわけです。あと個人も,自

分が損したくないわけです。正規の薬を使っていれば,

損するのは 1割が患者で9割が税金だから。

横山 とりあえずは,さ っき言った DMEじ ゃないで

すけど,代替の手術とか,さ っき岡田先生が言っていた

新生血管抜去だって,結構効くのは効くと思うんですけ

どね。

岡田 いや……。

横山 中心衛下以外もルセンティスを使っているわけ

でしょっ。

岸 そうですね。

横山 そういうやつには手術してもいいじゃないかな

と思うんですけどね。

岡田 ベス トではないですけどね。ベス トは,今は抗

VEGF療法です。だけど,問題はコス トです。あと,も っ

といいものが出て, もっと長持ちするような,1年に 1

回だけの注射製剤ぐらいは欲しいです。点眼も出るかも

しれないけど,点眼って患者がちゃんとやっていないと

いけないのが,実はコンプライアンスというか,緑内障

みたいになるのです。注射のいい点は,注射すればすく

なくともその 1か月のコンプライアンスは lCXl%に なる

のです。しかし,AMDの ための点眼が出たとしても,

また薬価が同じぐらい高くするでしょう。ですから,あ

まり役に立たないかも。

最後 の確認

前田 また話はもう一回戻りますけど,近視もしゃ

べったから,一応全ての疾患は網羅しましたかね。あと

何かこの手の話題で足りないなとか, この方面の話は入

れたいなという話はありますか。

岡田 強いて言えば,血管新生黄斑症としては,ほか

の疾患もありますね。例えば網膜色素線条,う ちでは多

数の患者を治療しています。その疾患に合併するCNV

(脈絡膜新生血管)には抗VEGF薬は何も認可されてい

ないのです。今のところ研究費でアバスチンを注射して

あげています。また,ぶどう膜炎に合併するCNVも 同

様ですが,抗 VEGF薬の適応にはなっていないので,

この患者達はどうやって救っていいのか。我々の研究費

には限度があります。

山田 でも,先生,そこの適応を拡大しちゃうと,ま

た……

前田 また首を絞めちゃう。
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山田 またルセンテイスがもうかっちゃうんですよ。

岡田 そうですよね。でも,実際問題としては, また

大学教室の負担になります。

前田 だから,それもアバスチンを使えばいいんで

しょう。

岡田 そうね。

前田 アバスチンを院内調達して。

岸 だから,An」oid Streaksな んかに適応拡大とい

うのは,会社も多分やらないと思いますけど,少ないか

らね。

山田 それこそオーファンドラッグ。

岡田 でも,大学には集まってきますので,杏林では

結構いますよ。

岸 あと特発性CNVと かね。BVOと かはコモンディ

ジーズだから,保険適用をとったら喜んじゃうけど。そ

れこそBVOは一番多いんだからね。皆さんがじゃん

じゃん使えば,も う500億円じゃ足りなくなります。多

分2～ 3年後には1,OID億 ぐらいになって,眼科の医療

費の10%を薬代が占めるようになるだろうな。

前田 時間の問題でしょうね。

岸 時間の問題ですよ。

前田 10%に なってから慌てるか。

岸 10%になって,点数を減らしましょうとか言われ

たら,みんな騒ぎ出すと思うんです。

前田 そうですね。やはりちゃんと考えておく必要が

ありますね。

製薬会社の社会的使命

岸 例えば,最初からAMDからルセンティスの治験

に参加しなかったら, 日本では保険適用にならなかった

ということがあつたかもしれない。とにかく保険適用を

どんどん広げることによって,僕はいつもノバルテイス

の来る人に言っていたのが,患者はちっとも喜ばない
,
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前はただだったのに,こ んなに高くなって,と言ってい

ま:し たけどね。

僕は,製薬業界というのは社会的使命があると思うん

です。高級車を売るのと違うんだからさ。高級車はいく

ら高くたっていいわけです。だけど,これは人の弱みに

つけ込んでいるわけでしよう。それですごく高いお金を

吹らかけて平然としているということが,ち ょっと僕は

お違|にぉかしぃと意ぅ:それこζ一国の医療経済11■

壊するまでになっているわけでしようo費用対効果だ

と,ルセンティスはせぃぜぃ1回 1万円ぐらいが妥当か

なと思いますよ。製薬会社もある程度,社会的使命とい

うのに目覚めてはしいね。

前日 高級車だけじゃなくて,軽自動車も売れよと。

岸 医療で弱みにつけ込んでもうけるというのが,倫

理的にまずいんです。人類に貢献するというところがあ

るはずなんです。製薬会社の設立の意義とかね。

前田 どうですか。ほかの話題で何か入れておきたい

ものはありますか。

岡田 ちょっと拡大解釈になっちゃうけど,国のセ

キュリテイーみたいな観点からは, 日本の国民の健康を

守るためには外国の会社との交渉をもっとうまくやらな

いといけないのではないかと思います。TPPと か,そ

ういうのに関係してくるのですけど,あ と日本のお米を

守るようなことが,それは全て食料品を輸入しなくちゃ

いけない状態だと危ないとか,それと同じような観点か

らは, 医療費も全部,外国の大きな製薬会社に持ってい

かれちゃうと完全に依存じちゃう。

岸 日本の製薬会社の開発力が弱過ぎてね。

岡田 それもそうです。だからこそ,イ ンドがジェネ

リックを勝手につくっちゃうのが良かったかも。あれは

すごい度胸ですよ。

前田 画期的です。

山田 中国もそうらしいです。中国は,抗菌薬の点眼

薬は,先発品のほうが後から出るんです。ベガモックス

のゾロとか,ク ラビットのゾロのほうが先に中国のメー

カーでつくっていて,先発品の認可のほうがずっと後に

なっているんです。

横山 そういうのは訴えられないんですか?そ ういう

制度がないんですか ?

前田 最近は,WTO(世界貿易機構)に入ったから

訴えられるようになったけど,昔は全然関係なかった。

パテントという概念がなかったから。

岡田 だんだん難しくなってきているけど。でも,国

の安全保障のための秘密情報とか,Vヽろんなそういう法

律が中国にあって,情報を出せないというのをつくっ

ちゃうのです。賢いよね。

山田 さすがに日本がそれをやるわけにはいかないで

すね。

前田 そうでしよう。

岡田 できないと思います。

岸 結局,日 本はアメリカとの関係がものすごく大事

だからね。安全保障とか,そ ういうことに関しても。

岡田 だから:安全保障のために我々は薬価が高くて

苦しんでいるというと,す ごく拡大解釈なんだけど,そ

れはちょっとあるかもしれない。

岸 そうなんですよ。

前田 安保条約のためにルセンティスを打っているん

だ。(笑 )

岸 上のほうにいくと政治が絡んでくるから,そ うい

う世界では潰されるわけですよ。結局,解決策は, 自己

責任で黙ってアバスチンを使うぐらいしか今のところな

いんじゃないですか。

前田 今の言葉が最後の締めになるんでしょうか。解

決策としては自己責任で, というところが。

岡田 ただ,大きくはなれないよね。先生みたいな勇

気を持つような・……

前田 そう。そういう先生,少ないから。特に大学レ

ベルでは。

横山 むしろとめられますよ。

前田 大きな施設だと,「何言ってんの ?」 と言われ

てね。医局員だつたら,関連病院に飛ばされちゃうかも

しれない。教授だからそういうことはないけど。

岡田 うちも使っていますよ。治療薬はもう払えなく

てかわいそう。しかもラストアイ (読書視力は片目にし

か残っていない)。 数はそんなに多くはないですが,ア
バスチンを毎月やってあげているのです。

岸 結局,何 も解決されていない。

横山 岸先生がもうちょっとアバスチンを普及させて

くれて……。

岸 いろんなところで言ってるんだけど。

山田 あれだけジェネリックを使え,使えという方針

なのに, これを放っておくのは理解できないですね。

前田 そう, ダブルスタンダードだよね。

山田 ジェネリックの使用比率を80%だ何だと言っ

て … … 。

岸 目薬をジェネリックでやったって,たかが知れて

います。

前田 目薬のジェネリックやるなら, これをやれよ,

だな。

山田 確かにそうですよ。矛盾ですよね。日薬をジェ

ネリックにした分なんて,アバスチンにスイッチしただ

けで,全部解決ですよ。



岸 とにかくうちの場合,薬価代金と外来で働いた 1

か月と同じというのはめちゃくちゃですよ。

前田 岡田先生が言った,世界で使われているアバス

チンの割合と,国内でのアバスチンの使われている割合

に大きく差があるというのは大事な情報ですね。ここま

でのお話で,大事な分野は網羅できたようです。皆様,
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本日は大変貴重なお話をいただきましてありがとうござ

いました。今や限科医療費の5%を 占める抗VEGF薬

に関して,大変有益な情報を頂戴しました。今後もいろ

いろ情報をいただけますようにお願いしまして,本日の

座議会を終了します。ありがとうございました。
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