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第３章 企業における「場」の事例研究－エーザイ－ 

  

 

 本章ではエーザイ株式会社（以下、エーザイ）を取り上げる。エーザイは、医療用医

薬品を中心にした製薬企業である。1997年に米国、1999 年に日本で販売が開始された

自社開発新薬「アリセプト」は、アルツハイマー型痴呆症の治療薬として広く世界中で

使われ、これまで有効な治療薬がなかったアルツハイマー型痴呆症患者に福音をもたら

した。以下では、エーザイの概要、及び企業理念である hhc とそれを実現するための

hhc活動、さらに、職場における場の認識について述べた後、アリセプトの開発から販

売までの経緯と場の変遷について記述する1。 

 

第 1 節 エーザイの概要 

 

1.1 概要 

 エーザイ株式会社は 1941 年に創設された。日本の大手製薬会社の多くが、大阪道修

町の薬種問屋を起源にして 100 年以上の長い歴史を持っているのに対し、エーザイは

研究開発を中心に発展してきた比較的若い製薬会社である。創業者である内藤豊次は、

自らの思いを「研究開発を社業推進の原動力とし、良い製品を世界の人々に提供して多

くの人々の健康福祉に寄与する」と創業精神に記している。この創業精神に基づいて、

エーザイでは特に研究開発体制を充実させてきた。現在では、日本（筑波）、米国（ボ

ストン）、欧州（ロンドン）の三つの研究拠点が連携して、基礎研究から臨床開発まで

を一貫して行っている。 

 エーザイの社員数（海外含む）は約 7,400 名である。また、2002 年 3 月期のエーザ

イならびに連結子会社の売上高は 4,317億円であり、そのうち海外の売上比率は 43％、

売上高研究開発比率 12.8%である2。 

 

1.2 製薬業界の変化 

 日本では、1960 年代に国民健康保険が導入されて以来、製薬業界は全体的に安定し

た成長を遂げていった。生産増加が売上増加に直結する状況の下では、まず製品ありき

のプロダクト・アウト型の発想が効果的に機能していた。しかし、1980 年に入り製薬

業界を取り巻く環境は大きく変化した。例えば、医療費の抑制、薬価引き下げ、研究開

発費の増大などによって、より厳格なコスト管理と効率的な開発が求められるようなっ

 
1 事例の記述では敬称を省略した。また、インタビューの発言者の名前は注釈として欄外に記載

した。発言者のフルネーム、インタビュー時の所属、役職、インタビュー日時は巻末の参考資

料を参照されたい。 
2 エーザイ 2002 年,アニュアルレポートより。 
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た。また、生活者が薬に対して知識を持つようになり、副作用についての関心が高まる

につれて、正確な医薬品情報を的確に伝達する方法も問題になってきた。さらに、海外

の大手製薬企業は、新製品開発にかかるコストを抑制したり市場規模を拡大する等の目

的のために、大企業同士での M＆A を頻繁に行って企業の規模を巨大化させるととも

に、世界展開を加速化させてきている。ビッグファーマと呼ばれる海外の巨大製薬企業

は、豊富な資本力と人材、さらにコンピュータ技術を駆使して高度にシステム化された

研究開発を行っている。研究開発投資の規模は日本の製薬企業の平均の 5 倍にも及ぶ

（大滝,2001）。 

このような外資系製薬企業にとって、日本は大変魅力的な市場である。事実、海外の

大手製薬企業の中には、日本の製薬企業への販売委託を止めて自社販売に切り替えたり、

日本国内に研究拠点を置くなど、市場参入のために積極的な事業展開をはかるところも

出てきた。特にここ数年は、グローバル化が更に加速度的に進み、国内の製薬企業は、

市場を求めて海外に進出するだけではなく、先に述べたような国内のグローバル化にも

対応せざるをえない局面にある。このような厳しい状況はエーザイにとっても例外では

なく、世界に通用する優れた製品をいち早く開発して積極的に海外展開を行うと同時に、

本当の意味での「患者様とその家族へのベネフィットの向上」を図り、市場における存

在意義をアピールできなければ、単独では生き残れないという現実認識が、組織の中に

切迫した危機感を生み出した。 

 

1.3 組織と製品の特徴 

 エーザイの組織の特徴は、製薬企業の特徴でもあるが、研究開発部門の位置づけが全

体の中で非常に大きいということであろう。新薬の開発こそが製薬企業の生命線なので

ある。したがって、エーザイにおいても、筑波探索研究所を中心に、アメリカのボスト

ン研究所、イギリスのロンドン研究所の三極研究体制が敷かれているわけである。この

他に、大まかに言って生産部門、医薬品の販売部門、管理部門がある（図表 3-1-1：エ

ーザイの全社組織図）。 

 

1.3.1 研究開発本部 

研究開発部門はその機能によって、探索研究、開発研究、臨床研究の３つに分けるこ

とが出きる（図表 3-1-2：創薬研究の流れ）。 

第一に、筑波探索研究所を中心にした探索研究である。探索研究所と一口いっても、

その中には領域ごとに創薬第一から第四研究所と GI 研究室まであり、それぞれが神経

領域、消化器領域などの専門領域に分かれて研究を行っている。更に、もっと上流のシ

ーズを研究する機関として、シーズ研究所、創薬技術研究所がある。 
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図表 3-1-1：組織図
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筑波探索研究所では、2000 年から現在のような領域ごとの体制に変わった。現在の体

制を、エーザイでは「フランチャイズ体制」と呼んでいる。「フランチャイズ」とは、

研究領域ごとにターゲットを明確にして、特定分野に絞った開発を行うということを意

味するという。2000 年以前は、探索研究の両輪である合成系（新しい化合物を合成し

て作り出す機能）と評価系（合成された化合物が薬としての資質があるかを実験によっ

て調べる機能）の 2 つの機能が、それぞれケミストリーユニット、バイオロジーユニッ

トに分かれており、それぞれのユニットに所属した研究員が、テーマごとに集まって研

究を進めるという体制であった。エーザイでは、このような機能別の組織編成と領域別

の組織編成との編成替えが、数年周期で繰り返されているという。 

図表図表33--１１--２：創２：創薬研究の流れ薬研究の流れ

前臨床研究 臨床研究 申請

探索研究

アイディア スクリーニング

探索合成

評価

開発研究

候補化合物

プロセス
研究

体内動態

物理化学
的評価

安全性
研究

原薬生産・供給

製剤化研究

後期安全性試験

臨床導入

臨床
第一相
試験

臨床
第二相
試験

臨床
第三相
試験 申請

審査

承認

計10～１5年 約200億円の投資 成功確率：1 / 12,000化合物

出典：エーザイ内部資料

 

開発研究というのは、薬を大量生産する際の品質やコストを考えて合成方法を研究す

るプロセスケミストリー研究、薬の剤形（錠剤、カプセル剤、細粒剤、注射剤など）を

考える製剤研究などである。探索研究では、薬を生産する際の経済性はとりあえず無視

して、薬になるものを出すためだけに合成をするが、一端ある程度の薬理作用が認めら

れ、次の臨床研究に移行する段階になると、大量の薬が必要になる。したがって、コス

トの面を考慮にいれた工業ベースの生産法を確立する必要がある。 

臨床研究とは、それまで動物に投与して薬理作用が認められた開発導入候補品（薬）

を実際に人間に投与して、本当に薬効があるか、副作用がでないかを調べるための研究

である。臨床試験は、三段階に分けられる。臨床第一相試験（フェーズⅠ）では、健康

な成人に投与し、薬の安全性を確認する。臨床第二相試験（フェーズⅡ）では、少数の

患者に投与し、薬の有効性を確認して用量を決める。この段階からは、臨床研究センタ

ーを窓口にして大学病院などの研究機関で臨床試験を行う。臨床第三試験（フェーズⅢ）
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では、多人数の患者に投与して、より性格に有効性と安全性を確かめ、承認申請のため

の資料を準備する。臨床研究センターでは、医療用医薬品の市販後調査も行っている。

医療用医薬品は、製品が売り出された後も薬事法の GPMSP（市販後調査の実施に関す

る基準）に基づき、副作用報告、再審査、再評価が義務づけられている。ＭＲ(Medical 

Representatives＝医薬情報担当者)によって収集された情報は、分析・評価されデータ

として蓄積される。そして、その結果は適宜ＭＲにフィードバックされる。このサイク

ルによってＭＲは、最新の医薬品の適正使用情報を、医薬従事者に提供することができ

るのである。 

 

1.3.2 医薬事業部と薬粧事業部 

 エーザイの販売部門には、医薬事業部と薬粧事業部の二つがある。 

ほとんどの大手医薬品メーカーにおいて、その売上の大部分を占めているのは、薬

局・薬店で販売されている一般用医薬品ではなく病医院で処方される医療用医薬品3で

ある。エーザイにおいても、現在、売上高の約 9 割が医療用医薬品で占められている。

医師や看護士、薬剤師といった医療従事者は、患者の訴えに基づき診断や治療を行い、

薬を処方するが、その際に必要になる薬物治療における医薬品の効果や副作用および適

正使用情報を提供するのは医薬事業部の役割である。現在、エーザイの主力商品は、ア

リセプトをはじめ、抗潰瘍剤のパリエット、末梢性神経障害治療剤のメチコバールなど

がある（図表 3-1-3：主な医療用医薬品一覧） 

医療現場の最前線で、医薬品情報を提供するのは MR である。MR は、通常の営業と

違い医薬品の販売をしているわけではない。医療用医薬品は、薬事法によって基本的に

は医薬品専門の卸業者を経由して販売することになっている。したがって、MR は価格

交渉や販売行為をすることは原則的にはないのである。 

エーザイの医薬事業部には、製品ごとに生産計画から販売までの責任を持つプロダク

ト・マネージャー（企画 PM）がいる。企画 PM は、担当製品が適正に使用されるため

のプロモーションを企画立案し実行する。具体的には、プロモーションを成功させるた

めに、担当製品に関わるさまざまな情報を収集し、それをベースに講演会や研究会を実

施したり、疾病の診断や治療に役立つ製品情報のツールなどの企画・制作をすることも

ある。 

 

 

 
3 病院や診療所において医師、歯科医師が治療に使用し、または処方する医薬品のこと。薬事法

施行令第 14 条に用語が規定されている。そのほとんどは薬価基準に収載され、医療保険の対

象となる。一般用医薬品のように、薬局で自由に買うことはできない。厚生省の通知によって、

一般向けの広告は禁止されている（エーザイ株式会社 ホームページより）。  
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図表 3-1-3：主な医療用医薬品 

  

アリセプト アルツハイマー型痴呆治療剤 

メチコバール 末梢性神経障害治療剤 

セルベックス 胃炎・胃潰瘍治療剤 

グラケー 骨粗しょう症治療用ビタミン K2 剤 

イオメロン 非イオン性造影剤 

ミオナール 筋緊張改善剤 

ニトロール R 長時間作用型硝酸イソソルビド製剤 

アゼプチン アレルギー性疾患治療剤 

パリエット（ｱｼﾌｪｯｸｽ） 抗潰瘍剤（プロトンポンプ阻害剤） 

グルカゴンＧノボ 遺伝子組替え型グルカゴン製剤 

インヒベース 持続性 ACE 阻害剤 

インフリー 組織活性型鎮痛・抗炎症剤 

クリアクター 血栓溶解剤 

ノイキノン 代謝性強心剤 

ユベラニコチネート 微小循環系賦活剤 

ルリッド 酸安定性・持続型マクロライド系抗生剤 

                                      出典：エーザイ内部資料 

 

もう一つの販売部門は薬粧事業部である。薬粧事業とは、医療用医薬品以外の一般

用医薬品、薬用化粧品、衛生雑貨、入浴剤などを販売する。 

薬局・薬店で販売されるこれらの商品は、総称して「薬粧品」あるいは、「OTC（over 

the counter）商品」と呼ばれ、と呼ばれている。具体的には、「チョコラ BB」、「サ

クロン」、「ザーネクリーム」をはじめ、酔い止めの薬である「トラベルミン」などが

挙げられる。また、スイッチ OTC薬（医療用の分野で長年にわたって使用され、有効

性・安全性が確認された医薬品を一般用医薬品として転用した製品）としては、胃腸

薬のセルベックスを OTC品にしたセルベールなどがある。このような、身近な薬局・

薬店で入手することのできる薬粧品は、医療用医薬品とは違う販路として確立されて

いる。 
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第 2 節 企業ビジョンと hhc活動 

 

1988 年に社長に就任した内藤晴夫は、翌年に全社員に向けて「世の中変わります。

あなたは変われますか」というエーザイ･イノベーション宣言を発信した。このエーザ

イ・イノベーション宣言には、先に述べたような、製薬業界の劇的な変化があった。内

藤は、国内市場に依拠し、医療体制の現実に合わせた経営にとどまっている限りは今後

の環境変化に対応できないと考え、世界市場にターゲットを定めると同時に、製薬業界

の変化に素早く対応するために、社員ひとりひとりが変わる必要性を呼びかけた。エー

ザイ･イノベーション宣言とは、医療の主役を患者様とそのご家族とし、そのベネフィ

ットを目的とした企業革新のメッセージであった。 

 

2.1 hhcビジョン 

 内藤は、エーザイ･イノベーション宣言を発信すると同時に、エーザイの新たな企業

理念を hhc（ヒューマン・ヘルス・ケア）に定めた。製薬企業は、とかく病院や医師に

目が向きがちである。もともと薬剤は、生産財と同じような側面があり、医薬品の多く

は先ず医師や薬剤師に購入され、その後「処方」という加工を通して、患者や生活者に

届けられる。そのため、製薬メーカーの顧客とは医師や薬剤師であり、エーザイにおい

ても、医者や薬剤師のニーズを考えることが顧客志向であると考えられていた。しかし、

医薬品を本当の意味で必要としているのは、病気に苦しむ患者でありその家族である。

最終消費者、つまり患者やその家族に本当に役立つ薬剤やサービスを提供することこそ、

製薬企業の使命であり存在意義ではないか。hhcとは、エーザイの使命を最良の薬とケ

アを提供することを通して、「患者様とその家族の生活の質の向上に貢献する」という

決意の象徴であった。内藤は、このことを次のように述べている。 

 

「エーザイはヘルスケアの主役が患者様とその家族、生活者であることを明確に認識

し、そのベネフィット向上を通じビジネスを遂行することに誇りを持つ。我々は社会

からイノベーションを期待されている。エーザイは、既成の製薬企業にない未知の素

質があると思われている。エーザイ全社員一人ひとりはこの期待に応えなければなら

ない。ヘルスケアの主役である患者様とその家族、生活者のベネフィット向上のため

に何を成すべきかを誰よりも早く着想し、それを試し、実証し、世界に発進させてい

くことで負託に応えなければならない。この崇高なる目的を遂行するためエーザイの

人、組織風土、スタイル、価値の全てを刷新し、革新することがエーザイ・イノベー

ションである。」4 

 

 
4 エーザイ内部資料 「エーザイ・イノベーション宣言」より抜粋。 
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このころから、エーザイでは「患者」ではなく「患者様」と呼ぶようになった。内藤

がエーザイ・イノベーション宣言を発信した背景には、研究所での 4 年間の経験がある

といわれている。筑波探索研究所は、1982 年に現在の本社がある東京小石川にあった

研究所が、探索研究と臨床研究に分かれて、探索研究部門が筑波に移転することでスタ

ートした。内藤は、1983 年から 1986 年の間、研究開発の中心である筑波探索研究所

の研究一部長として赴任した。研究所の所長として采配を振るうことになったのである。

次期社長の指導体制の下で、新たな体制での新薬開発がスタートした。 

小石川から筑波に研究所を移転するとき、家庭の事情やなじみ親しんだ小石川を離れ

たくないという社員も多くいて、組合員を中心に移転反対闘争がおきた。しかし、研究

所は手狭で設備も十分ではなかったので、結局一部の人間以外は、筑波に移ることにな

った。新しい筑波研究所は、最新の設備が導入され思いきり研究活動に没頭できる環境

であったという。 

 

「筑波に来てよかったと思ったことは、研究環境がよいことでした。どう良いかとい

えば、やりたいだけ研究ができたということです。東京研の時代は、残業制限があっ

て、新人で協定を結ばなければいけないほど残業するなんてとんでもないと言われま

した。大学時代と比べたら半分くらいしかしてないんじゃないかって思うくらいだっ

たんですけど。」5 

 

東京研を知らない若い研究者がどんどん採用された。そして、内藤研究一部長をトッ

プにした新しい研究所の雰囲気が生み出されていった。今でも語り継がれていることに

「かつサンド」と「焼きそば」のエピソードがある。内藤は決まって夜 9 時ごろになる

と所内を回り、夜食として「かつサンド」と「焼きそば」を差し入れた。かつサンドは、

スイス系の製薬企業であるサンド社に「勝つ」という意味だったという。 

 

「（内藤部長が）9 時ごろにいつも回ってくるんで、それまでは帰れないという雰囲気

はありました。今みたいに裁量労働制なんてなかったから、朝 8 時半に来て夜 11 時

くらいまで。われわれ合成系の人間は、化合物ができるまでは不安だから、憑かれた

ようにどんどん走り続けるわけです。」6 

 

「エーザイ不夜城」とよばれたこの 4 年間は、研究所全体が活気づき、それまでの

10 年分に相当するような成功と失敗が凝縮されていたという。内藤は、全社がいかに

研究所に期待しているかを研究員全員に伝えることを心がけた。内藤は単身で所内に泊

 
5 川上 
6 土屋,第 1 回 
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まり込み、朝となく夕となく研究員ひとりひとりと膝詰めのコミュニケーションを試み

た。新製品の開発の成否が社の命運を左右することを機会あるごとに根気よく話し続け

たのである。さらに、仕事は面白くてはじめて出来るという考えに立って、いかにして

面白さを醸成できるか、その仕組みづくりにも腐心していった。研究結果をこまめに評

価できるマイルストーンの設定や、それを達成した場合の表彰制度なども考案した。仕

事に対して深くコミットすることができれば、おのずと良い成果は生まれてくるという

内藤の考えは、徐々に現実のものとなっていった。実際、この時期は多くの新薬の

Candidates（臨床導入候補品）が生まれた。現在、エーザイの世界的戦略商品とされ

る「アリセプト」と「パリエット」が生み出されたのもこの時期であった。 

筑波研究所での経験は、「患者様とそのご家族へのベネフィットの向上」こそ製薬企

業にとって最も大切な使命であり、社員ひとりひとりの情熱や信念が、その使命を果た

す原動力になるという考えを内藤に植えつけた。そこから、hhcという企業理念が生ま

れたのである。hhc は、「患者様とそのご家族のベネフィットの向上」という使命を果

たすために、全社員が知恵を出し合い、日々の仕事の中でそれを実践していくための道

標になった。 

 

2.2 hhc活動 

エーザイ・イノベーション宣言の後、具体的に hhc理念を全社に浸透させていくため

にエーザイが最も力を注いだのは、hhc活動の実践とそれをサポートする仕組みづくり

であった。hhcという企業理念の浸透は、これまで一期を５年単位とした、３期５ヵ年

（計 15 年）計画に基づいた hhc活動の実践を通して展開されてきた。1987 年～92 年

までの第 1 期は「国内営業の時代」、1992 年～96 年までの第 2 期は「グローバリゼー

ションの時代」、1997 年～2002 年までの第 3 期は「飛翔の時代」と呼ばれている。 

 

2.2.1 最初の数年間 

hhc活動をはじめた最初の数年間は、誰も何をすればいいかよくわからず、模索が続

いた。ボランティア活動に参加することが hhc活動だというような考えもあった。当時

の筑波研究所での hhc活動に対する反応は次のようなものだったという。 

 

「社長が hhc活動をやろうとおっしゃった時に、筑波研の中では研究活動そのものが

hhc だという雰囲気があって、全然盛り上がらなかったんですね。そのときに全社の

hhc プロジェクトがあって、メンバーにピックアップされたんですけど、すごい冷た

い風の中で、hhc 活動ってなにやるのって。ほとんどの人が研究活動が hhc 活動なん

だからって思ってた。」7 

 
7 池森 
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このような状況の中で、全社で取り組んだのは、新しい研修プログラムの実行と hhc

プロジェクトの推進であった。hhc活動は、営業・研究開発・生産・管理の部門ごとに

毎年テーマを決めて行う hhcプロジェクトが中心である。hhcプロジェクトでは、プロ

ジェクトごとにリーダーが決められ、同時に各部門に推進委員が置かれる。現在ではこ

の方法が定着し、2001 年度の hhcテーマの合計は 790 にのぼっている。誰もが何らか

のプロジェクトに参加していることになる。同時に、プロジェクトの推進力となる人材

の育成を「EI マネージャー」育成プログラムとして 1992 年にスタートさせた。この研

修プログラムは、約 2 年の間に 1 回 20 名前後、合計 5 回に渡って行われ、全社の各部

門から選抜された 103 名の経営幹部が参加した。 

毎年テーマを決めて推進される hhcプロジェクトのうち、優れたものに対しては賞が

与えられる。研究部門の優れた発明・発見に対しては「エーザイ科学賞」が、生産部門

の優れた創意工夫に対しては「クオリティ･パフォーマンス賞」が、また、hhc の実現

に対するイノベィティブな提案である EI 論文（エーザイ・イノベーション論文）の中

から最優秀賞が選ばれて社長表彰が行われる。そして、年に 1 回、国内外の優秀な hhc

活動事例が発表される「hhc Initiative」では、それぞれのプロジェクトの代表者など

100 人以上が世界中から一同に集い、お互いの活動についての 活発な情報交換が行わ

れる。このような表彰制度や表彰式そのものが、全社で hhc活動の成果を認知し、情報

共有を促進するための仕組みとして重要だと考えられている。 

 

2.2.2 病棟実習 

さまざまな研修の中で、社員が hhc について最も深く考えるきっかけとなったのが、

老人病院での病棟実習であった。病棟実習を受け入れた青梅慶友病院は、「老後の安心

と輝きを創造する」という経営理念のもと、1980 年に開院した病床数 836 床の老人専

門病院である。青梅慶友病院の病院長は、病院を運営にするにあたって、自分の親を安

心してあずけられる病院を目指し、どうしたら親が安心し喜ぶだろうかということを判

断基準にした。その判断基準をもとに、この病院を要介護患者への満足向上に関する研

究、開発の場として捉え、自らが良いと思うことは全て実践して、その成果を発表して

いこうと決めた。 

 青梅慶友病院は、従来の老人病院が持っていた「暗い」イメージを払拭し、明るく、

温かく、活気のある雰囲気づくりを行っている。たとえば、ゆったりした空間に絵画や

花が飾られ、大きくとったガラス越しには花や樹木が植えられた庭が見えるよういなっ

ている。また、必要以上の薬を使うことをやめ、患者に残っている能力をできるだけ引

き出し、少しでも自立できるような援助が行われている。例えば、一日の内にベッドか

ら離れる時間をつくり、心身機能の回復をはかるリハビリテーションを行う。さらに、

患者の満足を実現するには、サービスを提供する現場が中心でなければならないという
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考えを実践するために、十一ある病棟のひとつひとつが独自の予算をもち、それぞれの

患者の状態に応じて病棟ごとに創意工夫ができるような仕組みを設けた。スタッフが良

いと思ったことをすぐに実行できる体制を敷くことによって、婦長を中心にひとりひと

りの看護婦や看護助手が自律的な組織運営が可能になっているという。 

hhcの「患者様と生活者の立場に立つ」という理念は、頭では理解できても、なかな

か実感として体得することは難しいものである。しかし、病棟実習によって医療の現場

を体験することで、エーザイの社員たちは hhcの理念を現実の重さを伴って実感するよ

うになった。寝たきりの高齢者に対して、入浴の手伝い、食事の介助、オムツ交換など

の世話をする経験を通して、初めて理念が具体性をもってきたのである。「患者様と生

活者の皆様のベネフィット向上が何よりも大切である」ということの意味が、自らの体

験と結びついて腹に落ちる。その時初めて患者が望む薬やサービスを自然に考えられる

ようになる。参加者たちは、そのことを病棟実習での体験レポートに記している8。 

 

「今回の病棟実習に参加したのは、『高齢者医療における薬』を考えてみたいという

気持ちからだった。現場に来てみると、病院での一日は休む間もなく、本当にあっと

いう間に過ぎていった。朝の申し送りが終わると、早速オムツ交換とベッドの清掃、

シーツ交換、その間にミーティングや勉強会も行われる。夜は、夕食の準備、介助、

オムツ交換、そして夜中のこまめな見回り。本当に重労働である。全体を通して言え

ることは『何が患者様のためになるのか』を考えぬいているということである。しか

も患者様とひとくくりにするのでなく、『患者様おひとりおひとり』にとってのベス

トの状態を常に模索していこうという姿勢は多いに勉強になった。婦長さんが言って

いた『自分が患者だったらどうあってほしいか』を考える想像力が最も大事だし、そ

の姿勢こそが hhcだと思った。」 

 

「今まで薬を通して医療や患者様に接していた私にとって、医療には２つあるのだと

いうことがわかったような気がします。ひとつは治すことが目的の患者様に対する医

療、もう一つは、治療より介護が中心の患者様に対する医療です。今回の病棟研修の

中で薬の役割とは何か、それぞれの病院にあった対応とは何かをもう一度見なおした

いと思いました。」 

 

「薬ということにおいて、青梅慶友病院ではほとんど薬物を中心にした『治療』とい

う行為はおこなわれていなかった。高齢の患者様が、輝きを持ってその人生を終える

ために、『薬』は単なる道具に過ぎないのだと感じた。研究所にいると、薬を創るこ

とが究極の目的であるかのような錯覚に陥りやすい。薬を創ったことで満足してしま

 
8 エーザイの内部資料（病棟実習に参加してのレポート）より抜粋。 



 95 

うし、何かを成し遂げた気になってしまう。それはある意味では正しいのだが、やは

り不完全である。薬はそれが使われる状況があって薬たるのである。今回の研修を通

じて、医療という枠組みの中においての薬のあり方を再認識し、創薬には何が必要な

のか学ぶことができたと思う。」 

  

患者に直接接したことによって、単に物理的に介護体験をして現場を知ったというこ

とに留まらず、介護をしているスタッフの働きぶりに触発され、自らの仕事のあり方、

ひいては自分の人生そのものに対して深く考える機会を得ている。「知のマネージャー」

育成プログラムは、その後も形を変えながら継続的に行われ、これまでに全社員の２

０％以上が参加している。 

 

2.2.3 知創部の設立と知識創造サーベイ 

知創部は、1997 年 4 月に設立された日本で最初の「知識創造を支援するための専任

組織9」である。知創部にはＣＫＯ（チーフ・ナレッジ・オフィサー）が置かれ、幅広

い経験を持ったベテラン社員 11 名が、全社的な hhc活動をバックアップしている10。 

エーザイでは、エーザイ・イノベーション宣言以降、日常の活動を通じて hhc理念の

浸透と実践をどのように行えばよいかが考えられてきた。しかし、実際の hhc活動は理

論に裏打ちされた活動ではなく、それぞれの部門ごとに独自の判断で実践に移していた

ため、全体としての総合力が発揮されず、個々の活動の成果もまちまちであった。つま

り、知識創造の仕組みとして明確に体系化されたシステムや、組織間で共有できる知識

創造のための共通言語がなかったのである。このような問題が顕在化してくる一方で、

製薬業界の国際展開が本格化し、エーザイを取り巻く環境は大きく変わった。海外の大

手製薬企業の日本進出による外からの国際化と、グローバルな研究・販売体制を確立す

るための内なる国際化、この二つの国際化に対応するためには特徴のある活動によって

全体感を醸成していかなければならないと考えられた。知創部はこれらの課題に取り組

むための組織であった11。 

知創部という聞きなれない組織ができた背景には、hhc活動の進め方に関するとまど

いや、製薬企業を取り巻く状況の変化に加え、内藤が「知識創造企業」の著者である野

中郁次郎に出会ったことが挙げられる。『知識創造企業』の中で、野中は企業のイノベ

ーションの本質が暗黙知と形式知の相互変換による知の四モードにあることを指摘し、

これからの企業にとっていかに組織的に知識を創造していくことが大切かを述べてい

る。この考え方が内藤の琴線に触れた。そして、「知識創造理論」にのっとって、全社

の知識創造を進めていくことを決意し、社長直轄の組織として知創部をつくったのであ

 
9 エーザイホームページより。 
10 知創部の初代部長は八十田氏である。 
11 森田 
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る12。hhc を達成するための方法論としての知識創造理論が位置づけられたことによっ

て hhc活動の進め方も明確になっていった。 

知創部のミッションは、全社レベルで知識創造理論に基づいた知の創造を推進するこ

とにある。すなわち、イノベーションの仕掛けを考え、知の創造および共有を支援する

ことが知創部の役割であり使命である。知創部は、各部門の「知の創造」を企画の推進

を助け、そこから生まれた成功事例を収集し、全社に普及したり、海外拠点との人材交

流や組織横断型プロジェクトの窓口となり、hhc の実現を担う人材の育成を企画・推進

も行っている。知創部には、「知」の発信基地として機能することが求められた。 

 エーザイの社員約 7000 人のうち、1400 人は海外現地法人の社員である。米国ボス

トン研究所や英国ロンドン研究所は創薬研究の重要な拠点になっており、このほか工場

や販売拠点など、欧米･アジアにネットワークが広がっている。エーザイはこのネット

ワークを強化することによって、国際的な医薬品メーカーとしての体制を整えてきた。

そこで課題となったのが、海外の拠点に対しても hhcの理念と活動を浸透させることで

あった。 

 

「知創部に期待された役割は、hhc を世界規模の活動へ展開することです。hhc 理念

を実現可能にするためには、国籍、人種、文化の異なる海外現地法人の社員たちそれ

ぞれの目的意識を高め、各組織が自分たちの価値観に沿った活動を実現することが不

可欠です。知創部にはそのための基盤整備が求められたんです。そして、もう一つの

役割は、組織的な知識の共有化と活用の促進でした。それまでも hhc活動を通じて個

人レベルでは成果が上がっていたんですが、個人が持つ知識を全員で共有したり、組

織としての知識に変換したりする取り組みは不充分だったのです。」 

 

知識の獲得から創造、蓄積、活用を行う体系的な仕掛けが必要であった。知創部が、

全社の知識共有と活用の状態を把握するために最初に試みたのは、全社員を対象とした

「日々の業務の取り組み方に対する調査」13であった。これは通称「知識創造サーベイ」

と呼ばれ、「組織的知識創造理論」に基づいて業務活動を分析する質問紙票調査である。

「知識創造サーベイ」を行うことによって、各組織が知識創造という観点からみてどの

ような状態にあるか、ある程度明示的になり、また組織間での比較も可能になる。また、

調査票にあるそれぞれの項目をチェックするという行為によって、知識の獲得、活用、

創造について、本人が課題を発見できるという効果もある。知識創造サーベイは、全世

界の全社員を対象に 1997 年、1999 年、2001 年の 3 回行われた。その結果は、知創部

で解析され、各組織に個別にフィードバックされる。この取り組みは、エーザイの強み・

 
12 森田  
13 この調査は、『知識創造企業』の著者である野中の研究グループが開発した「企業の知識創造

調査」をもとに従業員満足度などを追加する形で、エーザイ用に作られたものである。 
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弱みを見つけ出すことに役立ち、その後の hhc活動の方向性を考える上での基礎資料に

なると考えられている。 

 

2.2.4 知創カンファレンス 

エーザイには「人こそ最大の資産」という考え方がある。新薬の開発の可否が企業の

存亡を左右する製薬業界において、このような考え方自体に特徴があるわけではないが、

エーザイでは「人こそ最大の資産」という考え方を単なるスローガンに終わらせないよ

うに、従来から手厚い研修体制を取ってきた。エーザイ・イノベーション宣言に続いて

行われた「EI マネージャー」育成プログラムも、エーザイが人材育成に情熱を注いで

いることを示す一つの例であろう。 

 知創部ができる以前は、研修は人材開発センターによって 3 年～5 年のレンジで、階

層別に実施されてきた。従来、人材開発（教育）と人材企画（人事）は別々の組織であ

り、それぞれ独自の施策を打っていたが、知創部の設立によってそれらの機能は統合さ

れ、研修体系も整合的なものになった。全員を対象にした階層別研修は、確かに全社員

のレベルを上げ、いわゆるゼネラリストの育成には効果的である。しかし、創造性をも

った社員の育成や社員ひとりひとりのニーズに合わせた研修プログラムとはそぐわな

い面がある。そこで 1998 年度からは、既存の研修の再検討を行い、階層別研修を廃止

して新たな研修体系に変更した。その目的は、向上心のある社員に対しニーズに応じた

研修の機会を増やすことにある。次の図のように、1999 年度の研修プログラム総数は

100 を超えている。 

 

 その中でも特徴的なのは、病棟実習、異業種交流研修、部門間交流研修などの応募型

研修と、知創カンファレンスである。応募型研修の特色は、自分の研修ニーズに基づい

てプログラムが選べる点にある。 

 

「研修は与えられるものではなく、自己責任で行うものという意志を持たせる意味で、

3,000 円～15,000 円の参加費をとっています。有料化に対しては社内においても賛否

両論があったのですが、参加費を払うことでこれまで以上に主体的に取り組む人が多

くなり、研修の効果があがっているように感じます。」14 

 

 病棟実習は 10 年来行われてきた研修であり、患者の視点に立ってものを考えるとい

う効果が期待できる研修である。また、異業種交流研修や部門間交流研修では、日常の

業務を離れて他社や他部門との交流を行うことによって、視野を広げることに役立って

いる。例えば、異業種交流研修には、上質のサービスに定評のあるリッツ・カールトン

 
14 森田 
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ホテルでの職場研修や、トヨタの工場に訪問しての効率的な生産システムに関する研修、

ソニーの技術開発チームとの交流研修など、多彩なプログラムが用意されている。また、

部門間交流研修では、MR が筑波研究所を訪れて最新の研究状況に触れたり、逆に筑波

研究所の研究者が MR に同行して医療の現場に出向くといった実践的な研修が行われ

ている。 

エーザイでは、入社後一端配属になると、同じ部門で継続的に仕事を行うことが多く、

部門間にまたがった複数の業務の経験者はあまり多くない。部門間の壁をなくすという

意味で、交流研修には特に力を入れているという。 

 知創カンファレンスは hhc理念と知識創造理論を結び付け、それらを社員に定着させ

ることを基本軸においている（図表 3-2-1：知創カンファレンスのプログラム）。研修で

は、最初に hhcとは何か、社員が hhc活動にどう取り組んでいるか、hhc理念を具現化

するための知識創造の方法などについて理解を深め、それらの知識を共有した上で幾つ

かのプログラムに分かれて進められる。このカンファレンスは、４回シリーズ（知識創

造スキルの開発、経営革新と戦略思考、病棟実習、革新提案発表会）と通信講座で構成

される。 

 

図表 3-2-1：知創カンファレンスのプログラム 

 

「知創カンファレンスは、変革の中核を担うコア人材である『ナレッジ・プロデューサ

ー』を育てることを目的としています。2001 年度からは、知識創造理論が全社に浸透

してきた15ので、新たに自己規定プログラムを加えました。参加者には、知識創造の「場」

を自らつくりだし、知識創造活動をリードしていってもらうことを期待しています。」16 

 
15 エーザイでは、新人研修をはじめ、さまざまな研修で「知識創造理論」が取り上げられてい

る。また、管理職登用のための筆記試験でも「知識創造理論」が必ず出題されることになって

いる。 
16 森田 

第１回　プログラム テーマ 「知識創造スキルの開発」

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

第 オ 社長講演 講　　演 講　演 ケース解説 講　演 Ｇ討議　Ⅰ 懇談会

一 リ 「知識創造理論」 「［Ｅ］サーベイ ＳＥＣＩモデル 「イノベーション ・３Ｍ 「内藤社長

日 エ 内藤社長 分析結果について」 知識資産「場」 　の理論」 ・ﾋｭｰﾚｯﾄ･ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ を囲んで」

目 ン 昼　食 夕　食

第 ケース発表とクラス討議 Ｇ討議　Ⅱ ケース発表とクラス討議 エーザイの分析　Ⅰ エーザイの分析　Ⅱ

二 ・３Ｍ ・アメリカ海兵隊 ・アメリカ海兵隊 ・［Ｅ］の知識資産の姿 ・Ｅの知識資産の姿

日 ・ﾋｭｰﾚｯﾄ･ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ ・毛沢東 ・毛沢東 ・知識創造企業の資質 ・知識創造企業の資質

目 昼　食 夕　食 ＳＯ会

第 講　　演 ｹｰｽ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ｹｰｽ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 研

三 「創造性とコンセプト構築 実習　Ⅰ 実習　Ⅱ 修 ま

日 　スキルの開発について」 と 解

目 昼　食 め 散

出典：エーザイ内部資料 
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この研修では、用意されたプログラムのほかに、それぞれの参加者が「革新提案」と

呼ばれる新しい試みの提案を行い、提案者をリーダーとしたプロジェクトを推進するよ

うな仕組みにした。そして実際にプロジェクトを行っての成果についての報告会を行い、

定着をはかっているという。 

      

2.2.5 hhc活動の新しい動き 

これまで主に部門ごとにテーマを決めて進められてきた hhc活動であったが、最近に

なって部門横断的 hhc 活動という動きが出てきた。2002 年度の hhc 最優秀活動に選ば

れたのは、薬の包装について部門間で情報交流を行い、医療現場で使いやすいように注

射剤に貼付ラベルをつけるようにパッケージのデザイン変更を行った事例であった。こ

の活動に加わったのは、川島製剤研究所、東京医薬一部、美里工場の包装・製剤担当者、

さらに電子会議室で情報交換をおこなった全国の MR 有志である。 

川島製剤研究所の水野らは、これまでのプロダクト・アウトの開発姿勢をあらためて、

患者やその家族ならびに医療従事者のニーズにあった製剤研究をするために、エーザイ

全体から関連情報を集める仕組みを考えることをテーマにした。最初に製剤や包装に関

する MR からの情報を検索し、それをデータベース化し、剤形に関する検討会を行っ

た。また、同時に製剤情報の交換のための電子会議室を新たに立ち上げた。それまでも

MR 活動は、社内 Web サイト上の現場知共有広場で見ることはできたが、双方向の情

報交換はできなかったからである。新たにつくられた会議室では、クレームも含めて現

場の MR たちと直接意見交換が行えるようになった。さらに、MR との交流会も企画し、

実際に病院や薬局にいって、医師や薬剤師・看護婦に話を聞いてまわった。このような、

活動を行うなかで、知創部の仲介もあって、同様なテーマを展開していた東京医薬一部

がジョイントしてきた。テレビ会議や電子会議などでお互いの活動報告や情報交換を行

うことで、部門間の交流が活発化した。 

このような活動によって新たに導入されたのが、医療過誤を防ぐためのアンプル剤用

の貼付ラベルの添付である。そのヒントになったのは「シールでもついているといいで

すね」というある看護婦の一言だったという。よく話を聞いてみると、それまで注射剤

のアンプルには薬品の名前が書いてあったが、それを注射器に入れてしまうと中味が何

かわからず、病院では間違って注射をしないように注射器に直に薬剤の名前をマジック

で記入していることがわかった。そこで「医療現場における薬剤の誤用事故防止に貢献」

することをテーマに活動を行っていた美里工場の製剤部門にも働きかけ、パッケージデ

ザインの再検討を行った。早速、現場で切り取りやすく、医療現場での再貼付が可能な

使用性の優れたラベルの開発が行われた。 

「製剤・包装の見直し」という共通のテーマで動いていたいくつかの hhc活動が連携

することで、医療現場で喜ばれる改善が可能になった。この事例は、hhc活動が部門横
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断的な活動になることで、単なる部門ごとの業務改善運動ではない、あらたなイノベー

ションの芽をつくりだす活動になる可能性を示唆していると考えられる。 

 

2.2.6 hhc活動の推進と課題 

 これまで述べてきたように、エーザイ全社で hhc活動が活発に推進されているなかで、

もっとも熱心な取り組みを行ってきたのが研開部門である。研開部門において hhc活動

が活性化したのは、６年前に hhc活動推進組織が作られてからである。初代推進委員長

には杉本一郎が就任し、研開部門での hhc活動推進の旗振り役となった。各部門がそれ

ぞれテーマを決めて hhc活動に取り組むという活動の形式が定着したのは、推進委員た

ちの働きによるところが大きいといえる。実際に、現在のような各組織がテーマエント

リーをして hhc活動を組織メンバー全員参加で行い、その結果を報告しあうという方式

が生まれたのも研開部門の取り組みが先例となった。 

このように hhc活動が定着し一定の成果もでているわけであるが、組織ごとにテーマ

を決めて一年間である程度の成果を出すという hhc 活動の進め方については見直しの

意見も出ている。 

 研開部門のある組織では、2002 年 6 月から数回にわたって、hhc の推進委員が中心

になって hhcと hhc活動について語る会を行った。その時の事前アンケート17からは、

hhc活動に対する複雑な思いがうかがえる。その内容をいくつか紹介しよう。 

 

＜問 1：hhcについてあなたはどのように捉えていますか？＞ 

・ 顧客（患者、医療関係者等）満足を追及する企業、社会に貢献する企業を目指すと

いう当社のビジョン 

・ 世界一の患者様貢献企業を目指すエーザイの中で、現在の立場（部署）でいかに患

者様に貢献できるかを念頭において行動する。そのための行動指針 

・ 自分自身の行動全てにおける原点 

・ 一言でいえるようなものではなく、各自が現在与えられた職務を遂行していくこと

が全て hhcに結びついている 

・ hhcは業務改革。ただ、通常の業務改革や改善ではなく、hhcとい視点を入れた時に

始めて実行可能になり、全員参加で解決すべき方向がみえてくるような課題を設定

することに意義がある 

・ 創業精神そのもの、よい研究をすること 

・ 薬を提供する立場ではなく、患者様の立場に立って社業を営む（貢献する）ことが

hhcの基本 

・ hhc は他社にはない誇れる企業理念だと考えている。日常業務で困ったときや迷っ

 
17 エーザイ社内資料。 
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たときに hhcを考えれば答えがだせる 

・ 業務の計画や推進の際の方向性を検討する際の指針であり、かつ業務を改善する指

針でもある。困ったときは、hhcを基準に判断すれば楽である 

 

＜問 2：今までの hhcを振り返って良かったことは何ですか＞ 

・ 多くの人達が hhcを意識し出したこと 

・ 他組織とのコミュニケーションがもてたこと 

・ 自らの業務がどう患者（社会）に貢献するものなのかを振り返る機会が増えたこと 

・ グループとして一つのことをやりとげる達成感。まとまり 

・ 自組織だけでなく、他組織のためにも役立ったことを実感し、他人への配慮、思い

やりの重要性に気づいたこと 

・ 参加者全員がテーマについて真剣に取り組む姿勢があったこと 

・ 組織間の連携で深めるテーマを設定したので、hhc 活動というものがなければその

問題を解決することがかなり困難だった 

・ hhc活動のテーマでやっているとで、他部署の協力が得やすかった 

・ hhc 活動をすすめる上で、メンバーが主役になって行動することで、その人自身の

活性化につながったこと 

・ 日常業務が直接患者様につながっていることを実感したこと 

 

＜問 3：今までの hhcを振り返って悪かったこととは何ですか＞ 

・ hhcが非日常的業務で負荷されている作業と思うことがある 

・ 活動を進める上で、一部の人だけが苦労した。逆に一部の人の独壇場になった 

・ 活動目的や成果物の用途がはっきりしていないのに、時間をとられること 

・ 日常業務のプラスαと考えてしまうと非常な負担になってしまい、なかなか積極的

に取り組めない 

・ 患者さんから遠い立場で仕事をしている者は、これでよいのかという迷いがある 

・ 全員参加なのに協力するものとしないものがある 

・ 特別なことをやろうとすると業務から浮き上がってしまう。しかし、通常業務の効

率や高質を狙うだけならただの業務改革と変わらなくなってしまう 

・ 日常業務の見なおしに傾き、将来展望を踏まえた活動ができていない 

・ 明かにその組織の本来業務であり組織内で完結するべきことを hhcと銘うって活動

していることには違和感を感じる 

 

＜問 4：hhcを推進しにくくしているものはなんでしょう＞ 

・ 一年ごとに成果を出す必要があるのか。一年間の成果を報告する hhc大会は本当に

必要なのか。「hhc 活動」として掲げられる活動に全員が参加する必要があるのか。
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それよりも社員全員が hhcビジョンの真の意味を理解し、それを咀嚼してきちんと

日常業務を行うことのほうが大事ではないか 

・ 毎年強制的に hhcテーマを提出させ、その進捗を報告させることが原因している。

毎年テーマを思いつくものではない。各自に患者さんのことを思い浮かべ業務にそ

れをどのように生かし、実践しているかをみることでよいのではないか 

・ セクションの壁、縄張り意識が大きく、hhc活動を進めるのが困難なことがある 

・ 医療現場をはじめ、様々な現場のシステムや法規制が足かせになっている 

・ hhcに対して個々の捉え方が違う。業務と離れた場での活動も、業務そのものも hhc

だといえる 

・ 多忙が大きな原因だが、組織横断チームでは全員がそろって討議することに難しさ

があった 

・ 個人ごとの hhc活動に対する温度差が大きく、全員参加といってもかなり取り組み

にバラツキが出て、リーダーになる人の負担が大きい 

・ hhc に対する理解が十分に得られていない。組織長の考え方によって取り組みに差

がでる 

 

問 1 からは、企業ビジョンとしての hhc理念が共有され、行動指針として根づいてき

ていることがうかがわれる。問 2 では、hhc活動をすることで組織としてのまとまりや

達成感が得られたという意見や、hhc活動であるということで他部門との交流がしやす

くなったことなどよかった点が多数あげられている一方、組織ごとでの取り組みの差や、

業務と hhc活動との関係づけ、また一年ごとにテーマを決めて hhc活動を部門単位で推

進するといった進め方に関しては不満も多い。特に、研究開発部門は、患者と直接接す

るような機会に乏しく、「患者様貢献」ということをテーマに掲げると非常に活動がや

りにくくなってしまう。 

 

「hhc 活動というのを盛り上げていくためには、いっせいにやらせるという時期は必

要だと思う。それでやらされでもみんなの意識の中に hhc理念がすり込まれていくか

ら。でも次のステップとしては全員参加という今までのやり方はよくない。やらされ

感があって嫌だという意見もあるし、（hhc活動は）生まれ出てくるものという考え方

になってきている」18 

 

hhc活動がはじまった初期の頃を知っている人は、hhc活動を全員で推進するというス

タイルは必要だったと述懐する。エーザイ・イノベーション宣言から 10 年余りを経て、

hhc という理念が浸透してきたからこそ、hhc を実現する活動のあり方も次の段階に進

 
18 池森 
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む必要が出てきたのだろう。 

 

2.3 MR 営業改革とライブズ活動 

2.3.1 MR 営業改革 

 エーザイでは、知識創造サーベイの結果を受け、1999 年 4 月に組織の大改変を行な

った。この医薬事業運営体制の抜本改革は、「飛翔の時代」の革新活動の中で最も大き

な変革の一つである。その目的は、「患者・医療従事者のニーズを直接・迅速に把握し、

政策に反映させることによって第一線が俊敏に対応可能な医薬事業部体制」19の構築に

ある。そのためには第一回の知識創造サーベイ結果から明らかになった「官僚制体質」

20を打破し、社員一人ひとりがよりスピーディに現場知を獲得できるネットワーク型の

組織体制の構築が急務であった。 

そこで、「超時空的現場創造」21をスローガンに掲げ、17 支店・52 出張所の下にあっ

た 150 の営業拠点を、若手の組織長を中心に市場ごとの 74 の部組織に再編成した。具

体的には、それまで各県に置かれた支店や営業所ごとに、大学付属病院担当、地域の中

核病院担当、開業医担当を決めていたのに対し、関東地区、東海北陸地区といったある

一定の地域ごとに担当をひとまとめにした（図表 3-2-2：エーザイの新しい医療事業部

体制）。 

この組織体制は、「市場」－「営業第一線」－「本部」を直線的につなぐ「直」体制

であり、エリアと本部が直接つながることを意図していた。同時に、エリアでの様々な

課題の解決や病診連携に代表される販路横断的な連携体制に対応する横（「束」）の会議

体をエリアに設置した。本社スタッフの機能としては、事業部長を補佐する計画・調整

業務を行う業務部、卸（おろし）政策を担当する営業推進部、商品政策の企画立案をし、

商品ごとのプロダクト・マネージャーを擁する医薬企画部、さらに製品関連情報の一元

化と MR に対する研修を行う情創部、市場や行政の動向を把握する医療ベネフィット

部があり、各営業拠点をサポートする。また、各エリアには「エリア統括」と呼ばれる

エリア全体の責任者と、エリアごとのマーケティングを行うエリア企画部、広域卸や地

域卸への政策展開を行うエリア営業部がおかれた。 

 

 
19 月刊ミクス,2000 年 6 月号,p.54-55.  
20 1997 年に行われた第 1 回の「知識創造サーベイ」では、個人のレベルでは活発な活動が行わ

れているが、組織全体としてみた場合「官僚制体質」であることが野中らによって指摘された。 
21 月刊ミクス,2002 年 3 月号,p6-12． 
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エ
リ
ア
束

本
部
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図表3-2-2：エーザイの新しい医療事業部体制

出典：エーザイ内部資料

 

基本的な考え方は、ライン部門の階層をなくしフラット化することで、本部と営業拠

点の意思疎通を円滑にすることである。市場ごとの横断的な組織編成にすることによっ

て各組織の階層を減らし、また地域を越えて多様な人間が集まることで、知識創造活動

をいっそう濃密に展開する体制を敷いたのである。各支店は、コミュニケーション・オ

フィス（CO）と名称が変更され、携帯端末と LAN といった IT を活用したサテライト

型オフィスになった。 

組織再編に伴って実行されたことのひとつに、医薬品情報の集中化がある。従来、医

薬品情報は、各支店や営業所に学術部という専門の部署がおかれ、MR は医師や薬剤師

から質問があった場合には、それぞれの所属部門にある学術部に直接問い合わせるのが

普通であった。しかし、組織再編を機にこの部門を本社に統合し、IT を通してあらゆ

る質問に答えられるような仕組みを作った。「ディテール・ナビ」と呼ばれているデー

タベースは、各 MR の携帯端末から容易に必要な項目が検索できるように設計されて

いる。このディテール・ナビの導入によって、従来の体制では支店や営業所によってば

らつきのあった医療品情報が高いレベルに統合され、また電話やファックスを使っての

情報のやりとりが減り、問い合わせから回答までの時間短縮にも寄与している。各 MR

は携帯端末のほかに小型プリンターを装備することで、即座に医師や薬剤師からの質問

に答えられるだけではなく、資料の提出も容易になった。実際、手術に使う医薬品の選

定にあたって副作用の問い合わせが医師から入ったケースでは、担当 MR が即座に症

例の検索を行い、問い合わせから 1 時間以内にそれをプリントアウトして届けることが
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できた。このような迅速な対応に対して、その医師からは、「さすがエーザイだね」22と

高い評価を得たという。全社員がコミュニュケーション・ツールとして IT を活用する

ことによって、正確な情報がスピーディに伝わる基盤ができた。 

 

2.3.2 ライブズ活動 

医薬事業部における抜本改革のもう一つは、2001 年 4 月からスタートした「ライブ

ズ活動」である。これは社長の内藤から「新営業」というキーワードが出されたことに

始まる。新営業とは、従来の営業活動から『？（何か）』をはずすことで、今までとは

違った視点で品質、情報、科学、人間が見えてくるという発想である。この『』の中に

入る部分を事業部では「数値計画」とした。従来のエーザイの営業活動では、ひとり一

人の MR がそれぞれ個別の「数値計画」を持っていた。新営業では、この数値計画を

組織単位の大枠だけを残し、個々の MR の数値目標を全廃することになった。従来、

エーザイでは、数値計画と活動計画の両面から MR の評価を行っていた。MR は「百点

主義」と呼ばれる数値計画の１００％達成に、相当のこだわりをもっていたという。し

かし、数値計画の撤廃で活動計画のみが評価の対象となることになった23。数値計画を

撤廃することについては、現場から「ＭＲから数値目標をなくして本当に大丈夫なのか」

という不安の声も挙がったという。 

 

「最初はライブズって『なんのこっちゃ』って感じでわけがわからなかったんです。

確かそれと同時に数字の評価がなくなるということで、やはりとまどいはありました

ね。評価はプロセスで、そのプロセスの中でもライブズ活動を行っているかどうかが

非常に重視されてくるということだったんですが、そのこと自体の評価がどういうも

のなのかがピンとこなかったですね」24 

 

現場のとまどいはあったが、ＭＲの数値目標はあくまでも社内の決めごとであり、決

して患者の立場から考えるという hhcの精神から出てきたものとは言えなかった。これ

までの数値目標を中心にした MR 活動では、極端にいえば、医療従事者に薬を届ける

ところまでしか注意を払う必要がなかった。本当に理念と MR の活動を一致させるの

であれば、もっと患者の立場に立って発想できるような仕組みが必要であった。そこで

エーザイが取り入れたのがライブズ活動であった。ライブズとは、「薬剤によりベネフ

ィットが期待される患者様の尊厳ある命と QOL」のことである。そして、ライブズ活

動とは、「一日でも早く、一人でも多くの患者様に我々の薬剤をお届けし、その満足度

 
22 佐別當 
23 数値目標は 2002 年 10 月から再び導入され、数値計画とライブズ活動の成果の両面から評価

されるようになった。 
24 樋口 
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を向上させること」と定めた25。つまり、ライブズ活動とは、顧客創造と顧客維持を通

して、患者と生活者の満足を追求する終わりのない活動のことなのである。（図 3-：顧

客創造のサイクル）薬は、医療従事者のところに届いて終わりではなく、その薬が服用

され、効果を発揮してこそ薬としての意味がある。すなわち薬の効果によって患者様が

満足されるまでフォローしていこうというのが、ライブズ活動である。 

 

「ドクターと話していくなかで、今までは十分に視点を患者様に向けきれていなかっ

たところがあったと思います。ライブズが導入されてからは、先生との会話の中でも、

患者様のことを頭の中で考えられるようになってきた。今まで以上にそういう風にな

ってきたかなって感じますね。最終的にはそれをレポートにまとめないといけないこ

とになってますし。」26 

 

実際のライブズ活動では、MR は月単位で活動計画をつくり、活動の結果はライブズ・

レポートとしてまとめる。ライブズ・レポートは、 

(1)気づき（顕在化・潜在化している患者の薬剤に対する期待、不安、不満の内容を医

療関係者と共有すること） 

(2)顧客創造（患者の期待に応え、不満、不安を解消し患者満足に結びついた活動の報

告） 

(3)顧客維持（顧客創造活動後のフォローと患者満足の維持に結びついた活動の報告） 

の３つに分類されて、「現場知共有広場」というエーザイのホームページ上に掲載する。

だいたい MR 一人につき月あたり２件程度のペースで報告するように言われている。

各組織では、「ライブズアワー」という時間を設け、MR が自分のライブズ・レポート

を発表して、組織全員で体験を共有するようにしている。 

 

「一ヶ月に一回、毎月のミーティングの時に、一時間くらい時間をかけてディスカッ

ションをします。一時間でも 10 人ですと一人 6 分ですから、ひとつのレポートにつ

き 3 分です。ディスカッションの時間も考えたら最低でもそれくらいは必要だと思い

ます」27 

 

ホームページに掲載されたライブズ・レポートは、全ての MR が閲覧できるように

なっており、そこで優れた活動と見なされたものには「サンキュー・ポイント」がつく。

「サンキュー・ポイント」とは、レポートを読んだ MR が新規性や有用性が高いと思

った場合にサインする評価の仕組みである。 

 
25 医薬事業部の資料より。QOL とはクオリティ・オブ・ライフの略語である。 
26 樋口 
27 樋口 



 107 

特に有用性が高いとみなされたレポートは、それぞれのエリアごとの組織長会によって

エリア代表に選ばれる。何度もエリア代表になるような活動を続けている MR が優れ

た MR とみなされる。このようなライブズ活動に熱心な MR は例外なく売り上げベー

スでも高いパフォーマンスを示すという。実際の活動の結果が、おおむね数値目標にも

反映していると考えられるのである。 

さらに、MR 活動のプロセスを細かく評価するために上司の同行も増えた。同行には

２つのメリットがある。ひとつは、ひとり一人の MR に対し個別の指導ができること。

そしてもう一つは、組織長と MR との体験を共有できることである。このようなライ

ブズ活動の導入から１年あまりを経て、MR 活動の質もより hhc理念を意識したものに

変わってきているという。 

 

2.3.3 MR 活動における hhc活動 

MR 活動において医薬品の特徴を広く知ってもらい、処方および服用を促進すること

においても、hhc活動は進められている。特に「アリセプト」のように市場が顕在化し

ていない製品の拡販には、まず薬だけでなく疾病そのものを認知してもらうことが先決

で、そのためにも啓発活動が中心になった。たとえば、東海北陸地区に所属する北陸病

院部では、hhc活動のテーマを「アリセプトの普及拡大と処方構築を通じて現場知を創

造する」に設定した。このプロジェクトは、部門長をリーダーとして 11 名の MR で構

成されている。彼らがこのプロジェクトを進めるにあたって、問題を整理すると同時に

テーマを実践するための手がかりとして使ったのが知識創造理論のフレームワークで

ある。（図表 3-2-3：企画Ⅱ部知識創造の４モード） 

プロジェクトは、４モードにあわせて、市場のニーズや問題点の抽出を行う「共同化」

のフェーズ、収集した情報の整理・分析を行う「表出化」のフェーズ、組織で情報の共

有化を行う「連結化」のフェーズ、担当者それぞれが実践・応用する「内面化」のフェ

ーズに分類され、各 MR は今どこのフェーズを実行しているのかが即座にわかるよう

にした。構成員間でも、暗黙知や形式知、共同化や表出化といった表現が日常的に使わ

れるようになった。 
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図表3-2-3：企画Ⅱ部知識創造の４モード

共同化:市場ニーズ・問題点の抽出 表出化:収集情報の整理・分析

形
式
知

形式知

内面化:自担当での実践・
応用とその評価

暗
黙
知

暗黙知 暗黙知

形
式
知

形式知

暗
黙
知

連結化:組織FFMでの発表・報
告による情報の共有化

①担当地区調査（介護関連施設状
況、病院連携や疾病連携状況など）

②施設別実態調査（患者数、サービ
ス提供体制、使用薬剤なと）

③処方医調査

①ターゲット医師処方状況把握

②著効例の収集

③医療スタッフの勉強会・介護教室
　　　　など集会の実施

①ターゲット医師処方状況報告

②著効例の収集と分析

③医療スタッフの勉強会・介護教室など
集会の実施状況、工夫、反響の報告

①他施設の処方状況や著効例のディ
スカッションなどを患者様発掘と適性
使用推進に役立てる

②MR自身が従来にない市場創造を
通じてhhcを実感する

出展：エーザイ株式会社北陸病院部におけるhhc活動報告より抜粋・作成
  

 

  

「毎月 1 回 FFM（Face to Face Meeting）というミーティングを行い、営業活動の

報告の他に、プロジェクトについてのディスカッションも行います。FFM では、知

識創造理論のフレームワークを使って議論を進めています。例えば、今まで文章だけ

だった資料に専門医からお借りした写真を加えて、より視覚に訴えるように工夫した

例などは表出化を促進した例だと思います。SIC（著効例）の収集や発表も、表出化

から連結化への活動であることを意識して行うようになりました。」28 

 

知識創造理論のフレームワークは、現状の問題点認識や、必要な情報ルートの確立、

処方症例数の継続的フォローによる MR 活動の検証手法の体得など、目に見える成果

を収めたという。北陸病院部の例ように、hhcプロジェクトの進め方や成果を整理した

り検証したりするのに知識創造理論のフレームワークを使用する取り組みは、エーザイ

全社で行われている。 

  

 
28 佐別當 
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2.3.4 hhc活動の成果 

知識創造理論をベースにした 5 年間にわたる取り組みの成果について、知創部長の森

田は次のように述べている。 

 

「企業文化の中に知識創造を取り入れてしまうことによって、みんなの心の中で常に

『知識創造をしよう』という意識が働いています。いっしょに飲みに行ったときでも、

それは『暗黙知』だね、なんていう会話が普通に出てくるんです。ある MR が急性心

筋梗塞の救命率向上に貢献するような病院間のネットワークを構築できたのも、広範

な知識をもっていたことに加えて、常に本質を考える習慣を身につけていたからです。

これまでの活動の取り組みが定着することで、知識創造活動のイメージが徐々に共有

化され、実際の行動に結びつくようになったのでしょう。」 

 

1998 年にカリフォルニア大学バークレイ校で開催されたナレッジ・フォーラムでの

招待講演の中で、内藤は「知とはコミットメントである、知の創造に取り組むことで、

仕事の質が変わるだけでなく仕事そのものが楽しくなった」と述べている。知識創造活

動を全社的に展開することは、企業にとってだけでなく、内藤個人にとっても意味深い

経験であったという。すべてを知という観点から捉えなおすことによって、日々のルー

ティンから、対話の仕方、議論の内容、事業計画の立て方、成果の解釈に至るまで捉え

方が変わった。そして、何よりもメンバー全員が全社の知識創造に参画しているという

コミットメントの意識を生んだ。 

hhcという企業理念は、創業の精神を根底に据えつつ、来るべき２１世紀に向けてエ

ーザイが希求する価値観を凝縮したものであった。この理念によって、エーザイの行な

う企業活動の「主役」は患者と生活者であることが明確になり、エーザイの社会に対す

る存在意義は、世界の「主役たち（患者様とその家族）」のベネフィット（生活の質）

の向上を実現することであることが定義された。「主役たち」の生活の質の向上に資す

るかどうかに照らして考え、そのことを具体的な活動として実践することによって、エ

ーザイの企業活動は徐々に変わっていったのである。
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第 3 節 アリセプトの開発と拡販をめぐる場の創造 

 

「アリセプト（塩酸ドネペジル29）」は、製薬業界の大きな変革期において、エーザイ

が初めて日米欧の三極体制で臨床開発を進め、上市30するに至った国際戦略品第一号で

ある。日本の製薬企業で世界に通用する薬を持っているところはあまりない。アリセプ

トの開発は、アルツハイマー型痴呆で悩む患者のみならず、介護者にとって朗報であっ

たと同時に、「地球規模の製薬企業（グローバル・エーザイ）」をめざすエーザイにとっ

ても、大きな転機となる出来事であった。本事例では、アリセプトがどのようなプロセ

スで開発されたのか、また上市以降、どのような戦略において販売されていったのか、

この二つのステージに分けて、企業におけるプロジェクトの「場」の特徴を見ていくこ

とにする。 

 

3.1  アルツハイマー型痴呆症 

アリセプトに関しての話の前に、アルツハイマー型痴呆症（Alzheimer’s disease：

AD）とはどのような病気なのか、簡単に説明しておく。 

3.1.1 痴呆とは 

 痴呆とは、成人におこる知能障害で、そのために日常生活に支障をきたした状態のこ

とである。この定義のポイントは、第一に、成人におこるものであり、発育期とか先天

的なものではなく、一度成熟した人が知能障害を起こして知的資産を喪失していくこと。

第二に、一般的にいわれる「物忘れ」などとは違う認知障害であること。特に判断の障

害が特徴的であること。第三に、その障害の程度が日常生活に支障をきたすことの三つ

である31。日常生活に支障をきたす知能障害としては、うつ病や意識障害があるが、こ

れらを痴呆とは呼ばない。 

 

3.1.2 アルツハイマー型痴呆症の特徴 

痴呆には、アルツハイマー型と非アルツハイマー型があり、非アルツハイマー型とは、

脳卒中などの後遺症からおこる脳血管障害、事故などの後遺症からおこる頭部外傷など

による痴呆をいう。アルツハイマー型痴呆症とは、ドイツの精神科医であり神経病理学

者であったアロイス・アルツハイマーが、1906 年に最初に発表した病気である。アル

ツハイマー型痴呆症は、大脳皮質と海馬に障害が起こるといわれているが、原因はまだ

明らかになっていない。32 日本の高齢者のうち、約 160 万人が痴呆症に罹患している

 
29 アリセプトは商品名、塩酸ドネペジルは化合物の一般名である。 
30 承認を得て市場で販売されるようになることを、製薬業界では「上市」するという。 
31 痴呆の定義については、聖マリアンナ医科大学副理事長長谷川和夫氏の説明を引用した

（CLINICIAN,1999,No.486-8, p.8-28）。 
32 アルツハイマー型痴呆症の詳細については、黒田(1998)、梅田（2002）などを参照。 
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といわれている。それを原因別に分けると、脳血管性の痴呆が約 40％、アルツハイマ

ー型が約 30％、その混合型が 20％、その他が 10％である33。したがって、混合型も含

め約 80 万人がアルツハイマー型痴呆症の患者であると考えられる。 

アルツハイマー型痴呆症は、記憶、言語、見当識が障害される進行性の脳疾患である。

患者にはしばしば、無関心、興奮、鬱症状、精神障害など行動上の変化がみられる。い

ったん発病すると、約 10 年以上に渡って進行しつづけ、やがて死に至る。人間は誰し

も高齢になるにしたがって脳全体が少しずつ縮みはじめ、大脳の表面（大脳皮質）に老

人斑とよばれるシミのようなものができる。そのシミが過剰にできると大脳の働きが低

下してしまい、先に挙げたような痴呆の症状がおきる。今の医療技術では、老人斑はで

き始めると進行を止めることができない。ゆっくりとではあるが確実に痴呆の症状は進

行する。 

60 歳を過ぎると、5 年経つごとにアルツハイマー型痴呆症（の有病率）は倍になる。

60 歳の約 1％がアルツハイマー型痴呆症に罹患しており、65 歳では 2％、70～74 歳で

は 4％と上昇し、85 歳以上になると 30～40％の人が罹患している。85 歳以上の人口が

増加している先進諸国では、アルツハイマー型痴呆症の罹患率も増加しており、アメリ

カのアルツハイマー型痴呆症患者は約 400 万人と推計され、この数値はあと 20 年で倍

になるといわれている。このことは、アルツハイマー型痴呆症の患者数の増加のみなら

ず、アルツハイマー型痴呆症の初期の段階である軽度な認知障害をもつ同様に増えると

いうことを意味する。アメリカでは、このようなアルツハイマー型痴呆症の患者に必要

とされる医療費、介護費用、生産性の喪失などによるコストは年間 10 兆円を超えると

推定されている。34 

 

3.1.3 アルツハイマー型痴呆症の症状 

アルツハイマー型痴呆症の患者の特徴は、本人に病気にかかっているという意識がな

いことである。受け答えなども相手によってことなり、家族の前ではつじつまのあわな

いことを言っていても、医師の前では一見筋のとおった発言をしたりする。それだけに、

まわりが気づいたときには進行がすでに進んでしまっているという場合が多い。症状の

進行を初期、中期、末期にわけると、初期には、物忘れがひどくしたことをまるで覚え

られないといった症状が出る。特に、毎日同じようなことを繰り返す動作や仕事をした

か、しなかったか、その内容を含めて覚えられず完全に忘れてしまうことが顕著である。

例えば、朝ごはんを食べたのにもかかわらず、「食べていない」と言い張るような場合

である。 

中期は、時間や空間に関する見当識が失われる。「ある時に、何をした」というタイ

 
33 厚生労働省 厚生白書平成 12 年度版。 
34 UCLA アルツハイマー病センター部長,ジェフリー・カミング氏の試算による（CLINICIAN 

1999 No.486-8 p.3-7．）。 
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プの記憶は、エピソード記憶と呼ばれるが、時間の認知や記憶の問題とかかわっており、

ヒトの脳が比較的苦手とするタイプの記憶であるため、もっとも早く失われやすいとい

う。今日が何日であるか季節はいつであるかといった、時間に関係する記憶があいまい

になったり、いつも通っている病院や自分の家の場所がわからなくなったりするという

ような症状がでる。このような時間や場所がよくわからなくなることを「見当識の障害」

の障害といい、アルツハイマー型痴呆症の典型的な症状といわれる。一度覚えた昔のこ

とは比較的よく保たれているが、新しいエピソード記憶をつくることはできないので、

このような症状がでるのである。また、数字の計算や言葉の意味のような抽象的なこと

がわからなくなり、会話の理解がおかしくなる。このような症状がすすむと、妄想、幻

覚、徘徊などの症状が出るようになる。これらはすべて見当識の障害がひどくなった結

果だと考えられている。 

末期になると、歩くこと、食べること、話すことなど日常生活全般の能力が低下して、

自力では日常生活が全く営めなくなる。家族のことや昔の記憶も含めて記憶全般がなく

なる。トイレにもいけなくなり失禁を起こし、寝たきりになる。最終的には昏睡症状か

ら感染症などで死にいたる場合が多い。 

 

3.1.4 まとめ 

アルツハイマー型痴呆症の特徴を整理してみると、第一に、認識の障害を伴う進行性

の病気であること。第二に、高齢になればなるほど罹患者の多くなる病気であること。

第三に、本人に自覚症状がなく、特に中期までは身体の機能の衰えはさほどないので、

周囲の人間（家族を含めた介護者）のケアが非常に大変であることが挙げられよう。日

本をはじめとした超高齢化時代をむかえた先進諸国では、アルツハイマー型痴呆症の問

題は社会的な負担を伴う非常に大きな問題なのである。  

 

3.2 アリセプトの開発 

アリセプトは、エーザイが開発した国内初のアルツハイマー型痴呆症治療剤である。

2001 年度のアリセプトの売上高は 527 億円で、パリエット（440 億円）と並んでエー

ザイの二大看板商品となっている。アルツハイマー型痴呆症治療薬には、1993 年に米

国で発売された薬があるが、肝臓に重篤な副作用が出るため、あまり普及しなかった。

アリセプトも薬のメカニズムとしては、コグネックスと同様であるが、半減期が長いこ

と、末梢性の副作用が少ないこと、生体利用率が高く脳移行性がよいこと、といった優

れた特徴がたくさんある。現在、世界中で使われているアルツハイマー型痴呆症治療薬

のほとんどがアリセプトであるといっても過言ではない。だが、エーザイでアルツハイ

マー型痴呆症の治療薬の開発がはじまった当時、誰もこのような成功を予想していなか

った。1983 年に、杉本八郎（当時、脳神経領域担当２室合成系グループ長）を含め３

人のメンバーでスタートしたのだが、なかなか目に見える業績があげられず、一度は医
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薬品になりうる資質を欠くのでないかとみなされて、研究自体が打ち切られそうになっ

たこともあったという。 

 

3.2.1 きっかけ 

アリセプトの開発は、杉本八郎が自分の母親を痴呆症で亡くし、その介護の体験から

「痴呆の薬をライフワークにしよう」と誓ったことをきっかけにして始まったといわれ

ている。開発の動機という意味でこのことが間違っているわけではないが、実際にはこ

の次期の筑波探索研究所の状況と、同時期にいろいろな方面から同じような情報が寄せ

られたことが重なったことが研究の出発点になっていると考えられる。 

第一のきかっけは、研究所の組織改変である。内藤研究一部長（現社長）が、筑波研

究所に赴任して最初に行ったのは、それまで合成系、評価系という機能別であった組織

編成を、一室（抗菌）、二室（脳神経）、三室（消化器）、四室（循環器）、五室（炎症・

喘息）、六室（血栓）からなる領域別の組織編成に変えたことである。それまで合成系

の研究員は、脳神経でも心臓でもリウマチでも、領域に関係なくどんなテーマでもやっ

ていた。それを、合成系と評価系を一つの領域というグループに編成し直したのである。 

それに伴って、領域ごとにどのようなテーマを狙っていくのか戦略の練り直しが行な

われた。その結果、脳神経領域のテーマとしてあがってきたのが、老年痴呆（アルツハ

イマー型痴呆）、脳血管障害、筋弛緩剤などであった。当時、エーザイではまだ脳神経

領域の薬があまりなく、開発もうまく進んでいなかったので、何とかして出したいとい

う雰囲気があったという。合成系と評価系が一緒になり、開発のターゲットを絞って取

り組むことで確度を挙げる。また、それぞれの室ごとに新薬の開発を競う状況もあった。

「エーザイ不夜城」という表現は、それぞれの室が激しい開発競争にあった当時の様子

を端的に物語っている。 

第二のきっかけは、アルツハイマー型痴呆症の患者における脳内神経伝達物質に関す

る研究から、アセチルコリンの低下がアルツハイマー型痴呆症の進行にかかわっている

こと（アセチルコリン仮説）が明らかになってきて、アセチルコリンを増やす薬が開発

されたことである。当時、臨床開発部に所属してアセチルコリン仮説に基づいた薬の開

発を提案した尾澤は、当時のことを次のように振りかえる。 

 

「82 年の 4 月に『コリン作動性ニューロの活性化剤』というアイデアを出したんで

す。大学の脳研究所で遺伝子の研究をしていたので、何でもいいから脳神経関係の薬

のアイデアを出してくれっていわれて。その当時、フィゾスチグミンという薬が治験

で使われていて、それを超えるやつということで抗コリンエステラーゼというのを提

案したんです。臨床の方で、こういうのが欲しいと提案した方が、筑波も開発がやり

やすいんですね。当時、杉本さん（のプロジェクト）が失敗したので、すぐに 2 室で

これをやり出したんです。」 
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尾澤の提案の他にも研開企画部からもアセチルコリンエステラーゼ阻害剤がアルツ

ハイマー型痴呆症に効くという提案が出た。 

当時、杉本はそれまで約 8 年間かけて開発していた、脳血流改善剤が臨床研究のフェ

ーズⅠで肝機能障害の副作用のため打ち切りになっていた。このように開発が途中で打

ち切りになることを「ドロップ」という。医薬品の研究開発は、霧の中で地図もなく目

的地を探し当てるようなもので、先の見えない大変厳しいものである。日本製薬工業協

会の調査によれば、開発をはじめて新薬として承認・発売されるのは 1/6,03935であり、

一つのプロジェクトが新薬を作れる確率は 10 年に 1 つあるかないかであると言われて

いる。本当に新薬になるのは万に一つの確率なのである。したがって、ドロップするこ

とは日常茶飯事ともいえるのだが、研究者にとってはやはり成功したいという気持ちは

強く、少しでも薬になる可能性の高いテーマを日々模索していくことになる。いくつか

の提案が研究に方向性を与えた。 

第三のきっかけとしては、時期を同じくしてアセチルコリン阻害に関係すると思われ

るようないくつかの化合物が見つかったことである。当時、研究所では合成した化合物

にどんな作用があるかを調べるために、外部の機関に検査を依頼することがあった。ブ

ラインド・スクリーニングというのだが、このブラインド・スクリーニングで、杉本チ

ームが合成したピペラジン誘導体という化合物の一つに、アセチルコリンの阻害作用が

あるものが発見された。その化合物は、高脂血症治療薬の開発を目指したものだが薬理

担当者がラットに投与したとき、ラットの震えや流涙（ザリベーション）の症状が出る

ものがあって、それがアセチルコリン阻害に関係するのではないかと考えられた。 

 

3.2.2 アセチルコリン仮説 

ここで、なぜアリセプトの開発にとって、アセチルコリンが重要なのかを、説明して

おこう。先に述べたように、アルツハイマー型痴呆症の特徴は認識障害である。この認

識障害の病理学的な特徴は、老人斑と呼ばれる大脳皮質におけるβアミロイド蛋白の沈

着、およびアルツハイマー神経原線維変化である。同時に、患者の脳の中では、コリン

作動性神経の異常が見られ、アセチルコリン（ACh）合成酵素の活性が低下し、アセチ

ルコリンの量が減ることがわかっている。つまり、簡単にいってしまえば、脳の中に神

経伝達物質であるアセチルコリンの量が足りなくなるということである。 

このことから、アセチルコリンの加水分解酵素であるアセチルコリンエステラーゼを

阻害することによって、脳内のアセチルコリン量を増加させれば、認知機能が向上する

という仮説が立てられる。これがアセチルコリン仮説である。（図 3-3-1：アルツハイマ

 
35 日本製薬工業協会 DATABOOK2000 より。値は、1994～1997 年における日本の製薬企業 17

社の平均値である。 
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ー病のコリン仮説） 

 

 

シナプス前部 シナプス後部

塩酸ドネペジル

シナプス間隙

レシチン

ChAT

AChE

　　：コリン　　　：アセチルコリン（ACh）

AChE：アセチルコリンエステラーゼ
ChAT：アセチルコリン合成酵素

アセチルコリンアセチルコリン
受容体受容体

シナプス前部 シナプス後部

塩酸ドネペジル

シナプス間隙

レシチン

ChAT

AChE

　　：コリン　　　：アセチルコリン（ACh）

AChE：アセチルコリンエステラーゼ
ChAT：アセチルコリン合成酵素

アセチルコリンアセチルコリン
受容体受容体

 

 

 

模式図からわかるように、神経内でアセチルコリン合成酵素によってアセチルコリン

（神経伝達物質）が合成される。神経繊維から放出されたアセチルコリンは、別の神経

繊維のアセチルコリン受容体で受け取られ情報が伝達される。役目を終えたアセチルコ

リンは分解酵素であるアセチルコリンエステラーゼで、水とコリンに分解される。アセ

チルコリンエステラーゼを阻害するということは、アセチルコリンの分解する量を減ら

す、つまり相対的に量を増やすことで情報が伝わりやすくするという考え方である。こ

の考え方に従うと、アセチルコリンエステラーゼにアセチルコリンが取り込まれ分解さ

れる前に、アセチルコリンエステラーゼに取りつくような化合物（薬）を合成すればい

いということになる。 

当時は、フィゾスチグミンやタクリンなどが開発されたように、このアセチルコリン

仮説にもとづいた薬の開発が多数行なわれていた。しかし、体内にはアセチルコリンと

よく似たブチルコリンという神経伝達物資が末梢組織に多く存在し、ブチルコリンエス

テラーゼ（BuChE）を阻害しないで、アセチルコリンエステラーゼだけを選択的に阻

害するというのは困難であった。タクリンが肝機能障害など副作用を起こすというのは、

アセチルコリンエステラーゼに対する選択性がアリセプトよりも低いからである。この

ような理由と、他の神経伝達物質が注目されたこともあり、アルツハイマー型痴呆症の

図表 3-3-1：アルツハイマー病のコリン仮説 

出典：エーザイ内部資料 
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薬をアセチルコリン仮説のメカニズムに従って開発する研究は徐々に下火になった。 

 

3.2.3 シード化合物の発見からプロジェクトへ 

1983 年、アリセプト開発への道がスタートした。とはいっても、実際には正式なも

のではなく、研究員は、主任研究員の杉本をリーダーに、荒木、巣組の三人だけだった。

杉本らは、すでに臨床試験段階にあったタクリンの誘導体をつくるところからはじめた

36。誘導体をつくるとは、化合物の一部を合成的に変えることで、似ているけれど少し

違う化合物にしていくことである。化合物のどの部分をどのように変えれば、より薬と

しての作用（薬効）が高まるかを見極めながら構造を変えていく。そのプロセスのこと

をドラッグ・デザインという。マイナーチェンジを繰り返して品質を向上させる漸次的

アプローチである。杉本らはアセチルコリンに特異的に作用する化合物を選んで、約

30 種類の化合物を合成したが、強い毒性によってことごとく失敗した。 

 

「実質的には、タクリンの誘導体は私が一人で作ってたようなもので、でも半年くら

いやったけど、薬効がでないし副作用もあって行き詰まっていました。それに特許の

問題もあったし、タクリンの誘導体で成功しているのはなかったんです。」37 

 

探索研究の場合、開発のプロセスは合成系と評価系の 2 つの系を中心にして、両者が

交互に玉をキャッチボールするような形で進む。最初に、合成系の研究員が化合物を合

成しそれを評価に渡す。評価系の研究員は、渡された化合物を細胞のレベルで検査しそ

の結果を合成系にフィードバックする。合成系は、フィードバックされた情報をもとに、

新たに化合物を合成する。この繰り返しである。評価系で最初に検査されるのは、細胞

レベルである。これを試験管の中でという意味で「インビトロ」という。細胞レベルで

活性（薬理作用）があった化合物は、次にマウスやラットといった小動物での実験が行

なわれる。これを「インビボ」という。動物レベルで薬理作用が確認された化合物は、

今度は安全性（毒性）試験という大型動物（犬など）での副作用の有無を確認する試験

にまわされる。これはそれぞれの室とは別の組織で行なわれる。ここまでが探索研究の

範囲である。筑波研が出来たときに、内藤はなるべく早く安全性を見極めたいという理

由で、若手中心に 6~7 名のプロジェクトを組み安全性試験に力をいれた。この安全性

試験をクリアしないと臨床導入候補品としてテーマ登録できないことになっていたの

で、どの室も早く安全性試験の結果を得ようとしたが、人員や設備に限りがあるため、

 
36 当時、アメリカでタクリンの臨床試験が行なわれていた。タクリンはもともと抗菌剤として

作られた薬剤である。それを人間の薬として使うということ自体信じられないことであったが、

アルツハイマー型痴呆症の薬は一剤もなく、薬が欲しいという患者・家族の要望もあり、FDA

（アメリカの食品医薬局）が薬として承認したという経緯がある（梅田、2002）。 
37 巣組 
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自分のテーマをいかに早くやってもらうかが、プロジェクト・リーダーの手腕とされた。 

杉本らがタクリン誘導体に苦戦しているときに、他のテーマから震え（ザリベーショ

ン）の話が出てきた。アセチルコリンエステラーゼ阻害の副作用ではないかということ

だった。早速、評価にまわして、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤としての強さを示

す IC5038の値が 629nM と非常に高い値を示した。ようやく、プロジェクトへの道筋が

みえてきた。 

 

3.2.4 BNAB 

1984 年。杉本のチームが本格的なプロジェクトとしてスタートした。とはいっても

順風満帆のスタートではなかった。所内では「そんな農薬のようなものが薬になるわけ

ない」とか「体内にはいたるところにアセチルコリンエステラーゼがあるので、これを

阻害すれば体中にアセチルコリンが増加して薬にはならない」といった意見が根強くあ

った。しかし、急激な高齢化が進む中、アルツハイマー型痴呆症患者が増えるのは目に

見えている。しかも有効な薬はない。杉本らの主張もあって、2 室としてこのテーマを

進めることになった。そして何とか研究所全体でオーソライズされたテーマにもってい

ったのである。 

合成系（リーダー杉本）と評価系（リーダー山西）あわせて約 15 名の研究員によっ

て構成されるプロジェクトが編成された。ただ、２室では他に４～５つのテーマが並行

して走っており、研究員はいくつかのテーマを掛け持ちしていたので、すべてが専属で

はなかった。当時は、合成系のリーダーが一品に絞るまではプロジェクトのリーダーを

することになっており、杉本が全体のリーダーになった。チーム名は BNAB とつけら

れた。BNAB の合成系には、杉本の他に、サブリーダー格の土屋をはじめ 6 人がつい

た。そのうち土屋ともう一人はテーマを掛け持ちしていたので、実質的な専属メンバー

は 4 名である。杉本が 40 代、土屋が 30 代、後のメンバーのほとんどが入社 2,3 年の

20 代後半という若いチームであった。合成チームの仕事の進め方は、毎週それぞれの

メンバーがあつまって、それぞれの成果を持ち寄ってディスカッションしながら、誰が

どういう化合物をつくるかを決める。 

 

「杉本さんが得意とする構造があって、それを展開してとにかく数をつくれと（杉本

さんは）言ってました。だけど若い人はもっと違ったアプローチとか難しい反応とか、

どちらかというと杉本さんが得意としている化合物を少し脱却していろんなものに

展開させていこうということでよく話をしていました。」 

 

 
38 IC50 値とは、アセチルコリンエステラーゼの効果を 50％に弱めることができる濃度のこと

で、この値が小さければ小さいほど阻害剤としての効果が高いことになる。 



 118 

杉本は数にこだわった。たくさん作らなければ「当たらない」。創薬において薬にな

る可能性のある化合物を合成することを「当てる」という。どうしても当てたいという

気持ちがあった。「メンバーには週に５検体（化合物）つくれ、夜は 9 時まで帰るな、

土日も働け」といってノルマを課した。メンバーもなんとか、薬を出したいという思い

があったから無我夢中で頑張ったという。杉本チームの雰囲気は、プレッシャーは大き

かったが基本的に自由だった。杉本は数のノルマこそ課したが、メンバーに「これをや

れ」「あれをやれ」とはいわなかった。逆に、メンバーの方がリーダーにどんどん意見

を言っていたという。 

 

「実験が好きだったし、給料もらって合成やらせてもらえるんだから、こんなにいい

ことはないって思ってました。実験器具や試薬も言えば買ってもらえるし、残業すれ

ば残業手当もつくし。大学の研究室の延長みたいだったから、大変なことをやってい

るという感じはなかったです。どういうものをつくるかは議論しましたが、実際に何

をつくるかは自分で決めてました。自分のつくりたいものをつくっているという感覚

でした。」39 

 

「自由にやらせてもらってました。入社 2 年目で右も左もわからない状態で、つくっ

たものを評価して効いたか効かなかったかで一喜一憂してました。効いたらなんで効

いたんだろう、効かなかったら何できかなかったんだろうって、しょっちゅうそうい

うことを話してました。だから、杉本さんに対しても『こんなことはだめだ』って、

年の差とか関係なく言ってましたね。」40 

 

図表 3-3-2 の化合物のモディフィケーションで、2 を合成したのはタクリンの誘導体

で苦戦した巣組だった。 

 

「それまでは（構造式右半分を）変えずに誘導体をつくってたんですけど、２つある

N（窒素）のうち右と左のどっちが大事なんだろうって単純に思って。それで、どっ

ちが大事か知りたいから、それぞれつくってみたら、右の N が大事で N が２つより

１つの活性が高いことがわかった。もう一つの N がたんぱく質とのインターラクショ

ンのときに邪魔してたんですね」 

 

N が二つのピペラジンから N が一つのピペリジンに変えたことで、活性が一気にあ

がった。このベンジルピペリジンの部分構造は活性に必須だった。一歩進んだ。 

 
39 巣組 
40 日暮 



 119 

 

O2N O N N

O2N O N

N
H

O

N
O2N

N

O

N
CH2SO2

CH3

1 IC50 = 12600 nM

2 IC50 = 340 nM

3 IC50 = 55 nM

4 IC50 = 0.6 nM

しかし肝臓において
非常に代謝され易い
化合物であった

図表：3-3-2：化合物のモディフィケーション

 

 

「それまでは結構簡単なものをたくさんつくってたんですが、土屋さんが途中から入っ

てきて、ペプチドを合成するということで、活性をみながらここをデザインしましょう

とか、ある程度狙いをつけてやってました。そうしないとペプチドは合成するのが大変

なので、優先順位をつけてやってました。今になって考えれば当たり前なんですが、土

屋さんという新しい人が入って今までやってない構造に変えるという発想がはいって、

グループも飛躍できたと思います」41 

 

 土屋が入ってきたことで、従来の杉本グループでやってきた方向が少し修正された。

土屋の存在はそれだけではなく、年齢の離れた若手の研究員たちとリーダーである杉本

をつなぐよいパイプ役にもなった。杉本も信頼していたし、若手にも慕われていた。こ

のプロジェクトにとって、土屋の存在が大きかったことは、杉本をはじめメンバーだっ

た研究員の共通する意見である。 

 

「土屋は盟友です。家が近かったんで、よく送り迎えしてもらって、帰りにロイヤルホ

ストに寄ってプロジェクトをどう進めていこうか話をしたり。彼は若手に人望があった

ので、兄貴分としていろいろ調整してくれました。」42 

 

 
41 日暮 
42 杉本 
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リード化合物 3 を基に約 200 種類以上の化合物が合成され、最終的に土屋が世界最

強 0.6nM の化合物４を合成した。これで臨床にもっていける。誰もがそう確信した。 

 

3.2.5 評価と安全性研究 

アセチルコリンエステラーゼ阻害剤の開発で問題になったのは、評価をどのように行

うかということである。評価系は、リーダーの山西、荒木、小倉、小笹が主要なメンバ

ーだった。評価の流れは、荒木（第一段階：細胞レベル）、山西（第二段階：動物の脳）、

小倉（第三段階：動物の行動実験）の順で行われた。細胞のレベルで活性がある（薬理

作用がある）ということは、試験管にアセチルコリンエステラーゼと化合物をいれて結

合するかどうかをみることで調べる。試薬を使って、結合した場合には色が変化するよ

うにしておき反応をみる。この段階で、活性の低い化合物は「没」になる。第一段階を

クリアした化合物は動物の脳で活性があるかどうかをみる。実験にはラットの脳が使わ

れた。細胞レベルで活性があっても脳で活性があるとは限らない。脳になると細胞膜を

通らなければならないし、脳内にはアセチルコリンエステラーゼ以外の物質がたくさん

あり、それらに反応しないでアセチルコリンエステラーゼだけに反応する必要があるか

らである。脳を使った実験は条件としてはかなり厳しいものであった。 

 

「電気うなぎの酵素を使ったインビトロ（試験管内）の実験ではそれなりの活性があ

っても、動物に打っても副作用もでなければ効果も出ない、何も出ないっていう状況

が長く続きました。脳内にはタンパクとかいろいろなものがあって、いろんなところ

にくっついてしまうんです。だから効率が悪くなる。だから、ラットの脳を使うこと

にして、そういう状態で（薬理作用が）強くなれば、動物に使っても末梢症状（震え

など）が出てくるんです。それでやっとつながりました。」43 

 

市販の電気うなぎのアセチルコリンエステラーゼを使ったインビトロの実験では、精製

された酵素を使っているため比較的よく反応した。しかし、実際に動物の脳を使った実

験では、アセチルコリンエステラーゼ以外の物質にくっついたりしてなかなか活性があ

がらなかった。実際の脳をつかった実験で末梢症状（震えなど）、すなわちアセチルコ

リンエステラーゼ阻害の副作用が出てくるということは、副作用を伴ってはいるが活性

があるということを意味した。小倉たちの実験はそこに目をつけたのである。 

第三段階は、動物の行動実験である。実はこれが一番難しかった。調べたいのは認知

機能が向上したかどうかである。しかし当然のことながら動物は人間の言葉をしゃべら

ないから問診はできない。したがって、動物の行動をみて認知機能が向上したことを推

測するしかない。行動をみるには 1 日や 2 日ではだめで、実験には最低でも 1 週間、

 
43 小倉 
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時には 2～3 ヶ月かかることもある。 

動物の行動をみて薬理作用を判断する方法を行動薬理という。アセチルコリンエステ

ラーゼ阻害剤の研究でも、エーザイに限らず行動薬理が広く行われていた。一方、行動

薬理の欠点は、ある行動や現象が目的とする薬の効果（副作用を含む）で起こったのか、

他の要因で起こったのか区別がつきにくいということであった。 

 

「当時、他社でもかなりのマンパワーをさいて行動薬理をやっていたんですが、臨床

にいくと全然効かないんです。そういうことで行動を指標にしたスクリーニングはこ

とごとく失敗していたんです。私は行動薬理の専門家だけど、これは行動を中心に見

ていってたらだめだなって直観的に思いました。」44 

 

小倉たちは、脳でアセチルコリンの量が増えるということを中心にスクリーニングを進

めることにして、評価のデザイン全体を見直した。脳内でのアセチルコリンの量をシビ

アにみることで、見込みのある化合物を効率よく動物の行動実験にもっていくことがで

きた。 

合成系と評価系の研究員の間のやりとりは、合成系からすると、とにかくつくった化

合物を評価系に評価させるというスタンスである。一方、評価系のほうからすると、評

価をするために合成系に化合物をつくらせるという感覚であるという。 

 

「評価（系の研究員）は夜になると『 ねずみが寝てしまう』っていって帰っちゃっ

たりするんですよ。本当はねずみは夜行性だから夜は寝ないんだけど。こっちとして

は、やっぱり早く結果がほしいから、頼み込んでやってもらったり。それから、こち

らとしては何が効かないかを調べるために効かないモノもつくらなきゃいけない。で

も評価としては、早く効くモノつくれよって。」45 

 

「彼ら（合成系の研究員）も自分のつくったモノがかわいいわけだから、こんなの評

価してくれないかって直談判でもってきたりしてましたよ。たまにはアドバイスもし

てましたけど、基本的には合成の人間がそれなりの発想でつくってた部分が多いと思

います。似たようなものをつくっていると腹が立つこともありました。今度はやらな

くても（効かないって）わかるじゃないかってね。」46 

 

つまり、合成系としては、評価系を「遊ばせないために」たくさんつくるという気持

ちがあるし、評価系としては合成系に対して「効かないモノをたくさんつくるより、効

 
44 小倉 
45 土屋、第１回 
46 小倉 
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くモノを早くつくれ」という気持ちがある。お互いに目的の化合物を見つけるために協

働しているわけだが、その間には微妙なせめぎあいがあった。 

合成系と評価系とが化合物のやりとりをしている一方で、リーダーの杉本が力をいれ

ていたのが、安全性研究とのつながりである。筑波研究所では探索研究での安全性研究

の見直しが行われ、正式なテーマ登録のために非臨床安全性試験の前段階として、一週

間の安全性試験を行うことになっていた。これをクリアしなければ次には進めない。し

かし、限られた人員と施設に我先にとテーマが押し寄せ、安全性研究グループは慢性的

なオーバーロード状態だった。そんな中、杉本はちょくちょく安全性研究グループの部

屋に通い、自分のテーマを優先してくれるように頼み込んだ。 

 

「杉本さんは、よくいえばねちっこいというか、悪くいえば強引。情熱を上回る程の

強引さがあった。日頃からよく顔を出してましたしね。こっちも根負けしてやるんだ

けど、でも評価の立場はしっかりしていたつもりです。」47 

 

杉本はテーマ登録が終わり、探索研究が一段落ついた後でも、次行程である前臨床の

開発研究（安全性試験）のために川島工場（岐阜県）に行ったり、工業化するためのプ

ロセス研究（鹿島工場：茨城県）に顔を出したりした。このテーマに関係ある会議には

必ず出て、テーマの進め方に「介入」48していった。 

 

3.2.6 BNAG 

誰もがいけると思った最強の化合物４は、臨床試験に入ろうする直前の体内動態試験

（薬が身体にはってから効果を示すかどうかをみる試験）で、生体内利用率が 2％と非

常に低いことがわかった。生体内利用率が低いということは、薬を飲んでも脳にとどく

まえに分解されてしまい効かないということである。このままでは薬にならないことが

わかった。開発中止が決定された。ドロップである。しかし、杉本らは諦めきれなかっ

た。すでにこれまで存在した、フィゾスチグミンやタクリンとは構造の違う最強の化合

物を見つけており、問題は体内動態だけだったからである。杉本らのプロジェクトの再

立ち上げの申請に対し、反対の意見は多かった。 

 

「一回ドロップするということは、見込みがないってラベルを貼られてしまったこと

に等しいわけです。ここがこうなって、ここがおかしくてドロップしたというところ

までは考えないで、ドロップしたということが一人歩きします。そうするとあのテー

マは駄目なんだねで終わります。その理由がなんであっても。」49 

 
47 佐神 
48 巣組 
49 小倉 
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「領域ごとの編成になる前は、バイオロジスト（評価系）とケミスト（合成系）の競

争的な意識があったんですが、それを一緒にして今度は領域的な競争に変わったわけ

です。内藤研究一部長のもとで、どこも筑波で新薬の第１号を出したいから皆が競う

わけです。評価もかなり厳しくやるし、われわれにとっては、合成と評価だけでは決

まらないので、それプラス代謝や安全性をまき込んで、このプロジェクトは十分いい

んだという主張をするんです。悪くいえばけなし合いになってしまうけど、よく言え

ば薬としての評価をやっている当人だけじゃなくて、多面的にみて総合的に評価して、

それに耐えたものだけが前に進む。そのときのディスカッションが少なくても当時の

創薬のレベルを上げたと思います。」50 

 

激しいディスカッションが戦わされたが、最終的には内藤が決断し、あと 1 年だけ（実

質 10 ヶ月）という期間限定でプロジェクトが改めて立ち上げられることになった。杉

本らはプロジェクト名も BNAG と変えて再出発した。生体内利用率の改善だけに的を

しぼって研究を再開した。BNAG になる前に合成系の巣組が国内留学のため抜けるこ

とになり、新卒の新しいメンバーが加わった。後にアリセプトを合成することになる飯

村である。飯村は、有機合成化学の出身で様々な合成を学生時代に手がけていた。なか

なか、再出発したグループが思ったような合成展開ができないでいるとき、飯村は別の

合成ルートを思いつき、自分から提案してグループであまり手をつけられていない炭素

－炭素結合の化合物の合成にとりくんだ。 

 

「（他のメンバーがやっていた）アミド結合よりも炭素－炭素結合の方が化学的に安

定なんですね。だから、胃や肝臓で分解されないんじゃないかと思ったわけです。炭

素－炭素結合っていうのはテクニック的にもノウハウがあるから面白いんです。その

面白さを学生時代に叩き込まれたから、自分でやりたいといって始めたわけです。基

本的には（やりたいことを）言い出せる雰囲気でしたから。」51 

 

同じ頃、研究所に新しく発足した CADD（Computer Aided Drug Design）から川上が

加わった。コンピュータによる解析で、構造活性相関52を把握し、研究の進め方につい

てアドバイスするためである。 

 

 
50 土屋,第 1 回 
51 飯村 
52 構造活性相関とは、化合物と対象となる物質（タンパク質やアミノ酸など）との、物理的な

インターラクションのことで、それを調べて、どのような構造なら対象となる物質に取り込ま

れやすいかを理論的に計算するのが CADD である。 
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「BNAB の時にはかかわっていなかったんですが、代謝（生体内利用率）が問題でド

ロップしたテーマがあるけど、CADD で分析して構造を変えて代謝に問題がなくなれ

ばモノになるだろうって言われたんです。」 

 

川上が BNAB の時代に合成された化合物をつぶさに調べて気づいたのは、アルキル化

されたアミドの部分が消化酵素で分解されてしまうのではないかということだった。さ

らに、構造活性相関から見ると、折れ曲がったシス構造をもった化合物の方が活性が強

いということもわかった。そういうことがはっきりするまでに約３ヶ月かかった。川上

は定期的に合成グループのミーティングにも顔を出し、ディスカッションに加わった。

そして、先のような仮説を提示してみた。ただ、川上が提案した構造は合成が難しく、

BNAB のメンバーは他の化合物の合成の合間を縫って取り組んでいたため、なかなか

合成ができなかった。そこで川上は自分の考えている化合物をつくってくれないかと飯

村にもちかけた。飯村は、自分が前につくって「没」になった化合物を転移53すること

で、川上が希望する化合物を合成することを思いついた。しかし、川上が提案した化合

物の活性は弱かった。実は、飯村の合成した化合物は、川上の頼んだものよりメチレン

鎖が一つ長く、厳密にいうと構造が違っていたのである。川上に「頼んだ化合物と違う」

と言われて、飯村はあらためて作り直すために転移につかう原料を作った。 

 

「メチレン鎖が一個短いモノをつくってくれって。それじゃなきゃあきらめきれない

って川上に言われて。まあ先輩だし、人間関係がよかったんで、それじゃあもう一度

つくろうって。新人だったし純粋だったというか。」 

 

自分が以前合成した化合物よりメチレン鎖の一つ短い原料をつくって前と同じ転移反

応を使って合成した。川上に頼まれた通りの構造をもつ化合物ができた。飯村は、それ

を評価にまわすときに、自分が原料としてつくった化合物もついでに一緒に出した。 

 

「よくあることなんですけど、転移の収率54が悪いので原料をたくさんつくったんで

す。だから原料が結構残っていて、それで一次スクリーニングに原料も出したいって

言ったら、杉本も含めてこの構造じゃきかないよって言われて。でも、まあ出したい

なら出せばという感じで反対はされなかったんですけど。」 

 

飯村の杉本グループに対する印象は、ほとんど「勝手にやっている」という感じで、と

にかく「自由だった」ということだという。スクリーニングに出すのも、特に承認をと

 
53 リアレンジメントともいう。特殊な反応をつかって構造を変えること。 
54 転移反応を利用して化合物Ａから化合物Ｂを作るときに、化合物Ａから化合物Ｂができる割

合のこと。 
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らなければいけないという決まりもなかった。グループではこれまでの経験から、飯村

のつくった原料の構造では効かないという意見が大半だった。まあ、ネガティブな反応

はされたけれど、出すだけ出してみよう。 

評価から活性のすごく強い化合物があったという連絡があった。飯村はとっさに川上

のが「当たった」んだなと思ったという。しかし、結果は飯村が原料として作った方の

活性が高かったことが分かった。1986 年 12 月 12 日。後にアリセプトと命名される化

合物の誕生日である。飯村がアリセプトを「当てる」までに合成した化合物はわずか

46 個であったが、杉本グループが合成した化合物の総数はその時点ですでに 700 を超

えていた。 

 

3.2.7 臨床研究 

こうして、ようやく臨床導入候補品 E2020（塩酸ドネペジル）が生まれた。臨床試

験（治験）は 1989 年に日本で開始され、89 年から 93 年にかけてフェーズⅠ、フェー

ズⅡが行われたが、明確な作用を確認することができず、91 年からアメリカでもフェ

ーズⅠが開始されることになった。アメリカでは、１回の使用量を３mg から 5mg に

上げて治験を行った結果、有効性が確認された。使用量に関しては、日本とアメリカの

薬に対する考え方の違いが背景にある。日本では、薬の効果もさることながら、副作用

がでることを恐れてなかなか１回の使用量を増やすことができない。一方、アメリカで

は、たとえ副作用が出たとしても効果を確認できることが優先される。アルツハイマー

型痴呆症のような有効な薬のない分野では、特にそういう傾向が強い。Better than 

nothing の発想である。また、アメリカでは治験に対する設備や社会的な環境が整って

いる上、医療保険制度の問題もあり日本よりも治験が進めやすい。 

日本に先行することになったアメリカでは、フェーズⅢが 93 年から 95 年にかけて

行われ、1996 年 5 月に FDA（アメリカ食品医薬品局）に申請、優先審査品目の指定を

うけ、同 11 月に承認を取得した。そして、エーザイの米国の販売会社エーザイ・イン

ク（ESI）により、翌 1997 年 1 月に発売が開始された。 

 

「アメリカでは新薬の承認のとき患者や家族のヒアリングが行われるんです。そこで、

患者や家族がいかにその薬が必要であるかを訴える。それによって、新薬として承認

されるかどうか、またどの程度優先的に審査してもらえるかが決まるんです。」55 

 

申請から半年余りというスピード承認であったことが、アリセプトがいかに待ち望まれ

ていた薬であるかということを物語っている。 

日本では 96 年～99 年にかけてフェーズⅢが実施されたが、その途中で欧米での治験

 
55 尾澤 
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データとフェーズⅡまでの治験データを用いて 98 年 7 月に申請が行われた。その後、

国内のフェーズⅢのデータが追加提出され、優先審査によって 2000 年 10 月に「軽度

および中等度のアルツハイマー型痴呆における痴呆症状の進行抑制」の効能・効果で承

認を取得した。国内初の海外の治験データを用いた申請（ブリッジング）での承認とな

った。 

 

3.2.8 まとめ 

新薬の開発は、商品化できるかどうか承認がおりるまで全くわからない長く厳しいも

のである。臨床試験を終えても申請時に却下されることもある。その最終到達点がと見

えない中で、開発に携わる研究員達の活動を支えた原動力は強烈な「思い」だったとい

う。 

 

「客観的にみていくだけでは薬は出てこないんです。厳しい批判はたくさんあるし、

ちょっとしたことでドロップしてしまうこともある。だから、少なくてもテーマをや

っているメンバーに『何としてもものにするんだ』という気持ちがないとね。」56 

 

「6000 から１万という膨大な化合物の中から、わずかな可能性のある１個を探り当

てる。それが新薬の研究開発です。製薬メーカーの研究者は、そのわずかな可能性を

追い求めて研究開発を 10 年、20 年と続けていかなければなりません。それを支える

のは、いい意味での野心だと私は思います。せっかく企業に入ったのだから、企業の

中で功なり名を遂げたいという思い。そして、患者さまの苦しみをやわらげるために

なんとしても開発を成功させたいという強い信念。研究者のその精神が、世界で注目

される新薬開発、ファルマ・ドリームにつながっていくのだと思います。」57 

 

アリセプトの開発は結果的に成功した。次のステージは販売である。アリセプトは「ピ

カ新58」だったため、日本では市場が形成されていなかった。市場が形成されていない

ということは、診断方法も確立されておらず、患者も顕在化していないということを意

味する。また、アリセプトは、一般の疾病と異なり、患者本人だけでなく周囲の家族や

介護者、あるいは地域社会を巻き込むという社会的側面をもつ病気である。販売におい

てエーザイの新たなチャレンジがはじまった。 

 

 
56 佐神 
57 杉本（エーザイホームページより） 
58 市場に先行品がない全く新しい薬のことを業界用語で「ピカ新」と呼ぶ。 
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3.3 アリセプトの販売 

アリセプトの日本での販売は、1999 年 11 月からスタートした59。アリセプトが日本

に先行して発売されたアメリカでは、発売後、患者や介護をする家族の方々から、記憶

障害の改善や、日常の生活が送られるようになったという報告が多く寄せられ、医療従

事者からも画期的な医薬品として高い評価を受けていた。アメリカではアリセプトに先

立ってアルツハイマー型痴呆の治療薬が発売されていたが、肝臓障害などの副作用や１

日４回服用しなければならないなどの欠点があった。そのため、脳内のアセチルコリン

エステラーゼに対して選択的に作用し、副作用が少なく１日１回の服用で効果のあるア

リセプトへの期待は大きかったのである。 

 

「発売後、１～２ヶ月の間にほとんどの全国の大学病院や専門病院で採用してもらっ

たんです。ほぼ 100%です。今までこういうプロダクトはなかった。市場ではじめて

の薬ということで、専門医の間では注目されていたんですね。」60 

 

「アルツハイマー型痴呆症の薬の開発を考え始めた頃に、ある大学病院の先生から、

『僕は痴呆の研究をしていて患者さんに病院に来てほしいけど、患者さんは来ない。

それは一つも薬がないからだ。痴呆の患者さんがいることがわかっていても、薬がな

いから看板を立てられない。だから何でもいいから痴呆薬という効能効果をもった薬

をつくってくれ』っていわれたんです。」61 

 

しかし、アメリカとは違って日本での拡販にはさまざまな困難が考えられた。当然のこ

とながら、アリセプトはアルツハイマー型痴呆と診断された患者にしか投与することが

できない。しかし、日本では、当時はまだアルツハイマー型痴呆の診断ができる精神科

や神経内科の専門医の数は限られ、多くのアルツハイマー型痴呆患者は一般の内科にか

かっていることが多かった。自然の加齢によって生じる「ぼけ」の症状なのか、アルツ

ハイマー型痴呆なのかという判断は医師にとってもつけにくく、その判断を行うには、

AD 試験：MENFIS 評価62が有効だといわれているが、その試験自体があまり普及して

いなかった。普及を妨げていることのひとつに、評価の難しさや一回のテストに 30 分

程度の時間がかかるという手間の問題があった。 

 
59 アリセプトは、97 年 4 月に英国、同年 10 月にドイツ、98 年 3 月にフランスで発売を開始し、

99 年 9 月末現在、世界 41 カ国で販売されている。さらに、2001 年現在、世界 51 カ国で発

売され、今後も世界各国で発売が予定されている。 

60 高山 
61 尾澤 
62 AD 試験とは、Alzheimer's Disease 試験のこと。アルツハイマー型痴呆症の診断に使われる

問診テストのことである。 
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 また、アリセプトが病気の根治を可能にする医薬品ではなく、軽度及び中等度のアル

ツハイマー型痴呆症患者の病気の進行を遅らせる薬であるという点も、市場への浸透を

妨げる要因の一つであった。医師によっては、根治の可能性のない医薬品の使用に消極

的な場合もある63。「どうせ進んでしまう病気なら早く見つけても意味がないんじゃな

いか」という意見もあった。しかし、この疾病に苦しむ多くの患者やその家族にとって

「アリセプト」の効果は非常に大きい。家族の心情について「呆け老人を抱える家族の

会」の高見代表は次のように語っている。 

 

「根治する薬じゃないから使わないと言い出したら、１日でも長く生きたいというこ

ともあまり意味がなくなってしまいますからね。痴呆が病気だということがはっきり

しているわけですから、そうなったら悪化するのを少しでも延ばせれば、そらもう、

それに越したことはない。本人なり家族にとってみたら、できるだけ長く呆けない状

態でいてほしいというのが願いですし、呆けてしまっても早く死んでほしいなんて家

族は誰も思ってないわけでね。呆けがひどくなるのはできるだけ先になった方がいい

に決まってるし、そのことが家族にも思い出として残る期間が長くなるし、それに、

呆けの症状がひどくなるのが少しでも延びると、寿命も延びるんちゃうかなと思うん

ですよ。そこまでは、まだアリセプトの効果は証明されてないですけども。」 

 

早期発見してうまく対応すれば、病気の経過も変わってくるし、何より介護者の負担を

減らすことができる。このような日本市場に特有の問題点を踏まえた上で、アリセプト

をどのように販売していくか。アリセプトを販売するための組織が社長の直属の組織と

してつくられた。最初のメンバーは、アメリカでの臨床から日本での承認まで携わった

高山をはじめ若手のメンバーや、アメリカでアリセプトのマーケティングを担当した

MR など５名でスタートした。そして、３ヶ月後にはベテラン MR33 名が全国からあ

つめられ「老人医療調査室」という新たな体制で、アリセプトの販売戦略が練られるこ

とになった。 

 

3.3.1 老人医療調査室 

 老人医療調査室の室長になった高山は当時の状況を次のように語っている。 

 

「アリセプトは通常の薬とは全く違う薬です。まず、日本初のアルツハイマー治療薬

ですから市場がない。また、アルツハイマー型痴呆症の認知度も低く、アルツハイマ

ー型痴呆症と診断できる医師もほとんどいなかったんです。アルツハイマー型痴呆症

は病気なのですが、加齢による「ボケ」と区別がつかなかった。また、一般的に「ボ

 
63 別冊毎日ライフ（2000 年 1 月号）「ぼけと付き合うために」より。 
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ケ」たことを隠したがる風潮もありました」 

 

高山は、他の薬と同じような形で MR 活動をしても市場に受け入れられないだろうと

思ったという。そこで、発売直後の 99 年 10 月に、全国の MR を動員して医療施設を

対象にした市場調査を行った。それまでの新薬の発売では、何人かの医療関係者に様子

をきいたり、他社品の売れ行き動向を調べたりするのが通常だった。今回のように、実

際に病院を訪ねて患者数を聞くという徹底した全数調査はエーザイでははじめての試

みであった。厚生省の試算では、国内の痴呆患者のうち、４人に 1 人はアルツハイマー

型痴呆症であると言われている。しかし、アリセプトが発売された 99 年当時で、アル

ツハイマー型痴呆であると診断され治療を受けている患者は、想定される患者数の十分

の一（約 8 万人）であった。つまり、10 人に 9 人は診察すら受けてもいないというこ

とになる。このような状況の下、２つのコンセプトが社長の内藤から打ち出された。一

つは、アリセプト・ベーシックと呼ばれる適正使用情報の提供と医師への啓発活動であ

り、もう一つはアリセプト・チャレンジと呼ばれる新しいビジネスモデルの構築である。

アリセプト・ベーシックは、全く新しい薬であるアリセプトについて医療従事者に正し

い情報を伝え、また専門外の医師にも積極的に診断してもらうための簡易診断の方法の

開発と普及を中心に展開された。アリセプト・チャレンジは、「物忘れ外来（メモリー・

クリニック）」と呼ばれる早期治療のきっかけとなる相談窓口設置の働きかけや、専門

医による診断とかかりつけ医による処方という地域における医師の間のネットワーク

づくり、さらには行政や医師会とタイアップした一般市民へのアルツハイマー型痴呆症

という病気に対する啓発活動である。 

このような MR 活動を通して、アリセプトが処方されるようになり、現実に症状が

改善された患者や家族から感謝の声が多数届いている。日付や病院の場所さえわからな

かった患者が、アリセプトを服用することによってわかるようになったり、文字すら書

けなかった患者が文章が書けるようになったり、さらには、家族を他人と間違える、自

分の家がわからない、昼夜逆転や徘徊などの症例が改善されるという顕著な改善症例も

報告されている。新たに市場を形成するというそれまでに経験したことのない活動を行

うに際し、高山を支えた原動力となったのは、hhcという企業理念であったという。 

 

「アリセプトを単なるモノとして売りたくなかったんです。アリセプトをエーザイを

ステップアップさせる起爆剤にしたかった。痴呆症は患者様だけでなくご家族や介護

者の方の負担が大きい。その症状を少しでも改善することによって、患者様だけでな

くご家族の QOL（クオリティ・オブ・ライフ）を高める。アリセプトはそれが可能

な薬なんです。そして、患者様やご家族に満足頂くことが MR の気持ちを変える。そ

のことで MR 活動の質も変わっていく。それは次の世代に受け継がれていく hhc企業

であるエーザイの文化になります。」 
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高山は、アリセプトを知識資産としてのコーポレート・ブランドであると述べている。 

 

3.3.2 集団検診 

老人医療調査室に集められたベテラン MRたちは RAM（Regional Aricept Manager）

と呼ばれた。RAM の仕事は、既存のラインをはずれて、それぞれ担当するエリアにお

けるアリセプトの市場調査と拡販計画を立案・実行することにある。RAM の一人とし

て選ばれ、主に群馬県と茨城県を担当した木村は、RAM の活動を次のように振り返る。 

 

「RAM での仕事は天職ではないかと言いますか、自分に一番向いている仕事がはじ

めて会社の中で与えられたというような感覚でした。そういった中で楽しく仕事を組

み立てられたと思っています。それまでドクターや薬剤師という医療サイドでのつき

あいしかなかったものが、RAM という立場になって福祉関係、行政関係、そして一

般の方々まで自分の行動範囲が広がって、そこから得たものは非常に大きなものでし

た。MR の時には考えつかなかったようなことが、今はできるようになっているよう

に思います。」64 

 

木村が RAM として活動を開始したのは、アリセプトの日本での販売にさかのぼること

約１年前の 98 年 11 月である。最初、老人医療調査室という名前をきいて、調査とい

う言葉の持つ型にはまった響きに少々面食らったという。しかし、具体的にアリセプト

という商品があって、それに対する調査・企画・運営ということがわかり、そういう活

動をこれまでも好んで行ってきたので、非常にやりがいがありそうだと感じた。ただ、

アリセプトはこれまでのまったく違う商品である。新製品の発売というと、ベテラン

MR が３３人も集まれば、それまでの経験からどこにどのようなアプローチをかければ

いいか、医療サイドへの働きかけのシナリオが全て浮かんでくるが、それは既にある市

場に売り込むための戦術でありアリセプトにはつかえない。従来のやり方では売れない

だろうということで、考え方を変えるためメンバー同士でのディスカッションが繰り返

された。社外からマーケティングの専門家を呼んだり、とにかく視点を変えるためにい

ろいろなことが行われた。まずは、どのようなチャネルが有効なのかを現場レベルで知

るために、それぞれの RAM が独自の感覚で、担当のエリアをくまなく歩いてみた。木

村は、銀行、デパート、青年会議所、農協、新聞社、テレビ局など人が集まるであろう

ところ、情報が集まるであろう場所にはどこでも出かけていった。 

 

 

 
64 木村 
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「養鶏協会とつながりができまして、卵というのはボケ予防にいいらしいんです。そ

れで市民フォーラムを開くときに、養鶏協会の方が手伝ってくださって、卵を提供し

てくれたりしました。いろんなところに行ってみると、痴呆について勉強したいとい

う方が結構たくさんいて、勉強会で話をしろっていうことになったり。80 歳くらい

のお年寄りばかりのボランティアで運営されている会で話をさせて頂いたときは、言

葉に詰まるんですよ。変な表現をするといけませんから。謝礼をくださるんですが、

受け取れないと言うと、また講演を頼まれたり。そんなつながりで、ずっとおつきあ

いをしていました。」65 

 

当時は、厚生省から新ゴールドプランが発表され、地域でも高齢者医療や介護の問題が

話題にのぼるようになってきたころだった。老人医療調査室という MR 活動からは離

れた組織に所属することで、一般の人々が痴呆に対してどういう考えをもっているか、

身近に痴呆の人がいるか、そういう場合にどうしているのかなどといった意見も聞きや

すかった。33 人の RAM がそれぞれの地域での活動を報告しあい、全員が一般の人の

痴呆に対するイメージをつかんでいった。そこから明らかになってきたのは、日本の現

状とするとアルツハイマー型痴呆症というのは非常にネガティブな疾患だと考えられ

ていること。そのため、患者はあまり病院にも行っていないし、恥ずかしいなどの理由

で家族が家の中に閉じこめてしまう傾向にあること。そのため、アリセプトという薬を

医療関係者にだけ紹介してもそこには患者はいないだろうということ。したがって、痴

呆という病気のネガティブなイメージそのものを変え、早期に受診することの重要性を

家族や介護者に伝えないとだめではないかということであった。そこから出てきたのが、

アリセプト・ベーシックとアリセプト・チャレンジとう二つのコンセプトであった。 

 アリセプト・チャレンジとして、群馬県で木村が取り組んだのが痴呆の集団健診であ

る。痴呆を診断できる専門医はまだ少ない。一般のかかりつけ医は、専門外だからとい

う理由で痴呆の患者を診察したがらない。医者といえども全ての疾患に対してのプロで

はなく、特に痴呆という特殊な疾患については、診断方法を含めて知識がないからであ

る。それなら、健診という形で一次スクリーニングを行い、そこで痴呆の疑いのある患

者を専門医に紹介するというシステムを作り上げればいいのではないか。 

 

「これからの時代いかに健康で暮らせるかという意味で、予防医学が重要になってき

ます。予防という部分できっちりとした体制がなければ、病気になったときにサポー

トできる体制ができるはずありません。それなら、予防イコール健診ということがい

いだろうと考えて、痴呆スクリーニングを健診に組み込めないかと考えたんです」66 

 
65 木村 
66 木村 
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健診というアイデアは、最初は RAM の中でも「そんなことできるわけがない」という

意見が主流だったが、とりあえず可能性を探るために木村は地域の大学担当の MR と

一緒に動きはじめた。最初に、群馬県の医療圏を調べた。医療圏とは、行政区の中で決

めている医療単位のことである。そのなかで人の動きを調べ、群馬県のどこを押さえて

いけばいいのかを考えた。それから、その地域の MR 組織のメンバーに分析資料を渡

して、組織長の役割、MR の役割を含めて戦略を伝えた。たとえば、いきなり福祉施設

や行政窓口に行くと医師会が嫌がる可能性があるので、最初に医師会に報告しにいくこ

と。また、痴呆に関する講演会に講師の先生をお願いするときは、これから群馬県でキ

ーパーソンになる医師を講師に選んで講演会をすることなど、事細かに決めていった。

痴呆の権威の先生を外から連れてくるのではなく、地元の先生にお願いするのはエーザ

イのブレーンとして、医師会を中心にした地域医療のネットワークを作るときに活躍し

てもらうためである。 

医療圏として群馬県を考えた場合、県庁所在地である前橋よりも、古くからの宿場町

で今も経済の中心である高崎が地域に対して一番影響力をもつと定めて、高崎に的を絞

った。そして、医師会長、群馬大学医学部の教授、精神健康福祉センターの所長、群馬

県の衛生部や福祉部などに、痴呆の健診について話をしてまわった。それから、実務者

を集めてプロジェクト形式で健診を進めるにあたっての問題点や課題をひとつずつ整

理していった。 

進めるにあたっての一番の問題点は、健診にかかる費用であった。群馬県の場合は、

群馬県健康づくり財団という県の衛生部の外郭団体が健診事業を行っていた。県から予

算をもらって運営しているので、健診項目を増やすことに関してはあまり乗り気ではな

かった。県の福祉部は別個に予算を組んで人をつけてとなると大変なことになると消極

的な対応だった。いろいろな状況が災いして、痴呆に対して行政サイドには一般の市民

以上にネガティブなイメージがあった。 

それでも、木村には、住民に役にたつことであるなら、本来の運営は行政がやるべき

だという思いがあった。民間企業ができるのはそのきっかけを作ることくらいだ。そこ

で、そこで、精神保健福祉センターの所長を中心とした実務レベルでのプロジェクトで

検討し、パイロット・スタディとしてまず高崎市の老人健診に痴呆スクリーニングを組

み込み、システム上の課題把握をすることになった。この結果はその後の予算確保につ

ながった。医師会の理事が熱心に動いてくれて予算をつけることが出来たので、なんと

か実施の目処がたった。（図表 3-3-3：家族のための痴ほうを疑うチェックリスト） 
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図表 3-3-3 挿入
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「最初のスクリーニングは、簡単な問診票にしたがって○をつけてもらうだけの簡単

なものなのです。１分もかかりません。それも、プライバシーの問題があるので、希

望者だけにやってもらって、痴呆が疑われるという方だけ先生が聞き取りをするんで

す。健診で待っている間にやれるし、お金のかかる話ではないんです。」67 

 

健診が行われるとテレビニュースで放映されたこともあり、全国から行政に問い合わせ

が入るようになった。しかし、健診に消極的だった行政サイドには情報がない。最初に

健診の話を持ちかけたときには、ほとんど話をきいてくれなかった行政の職員が、詳し

い内容を教えてほしいと問い合わせてきた。木村たちのプロジェクトでは、スクリーニ

ングをするだけでなく、相談する窓口になる機関も紹介し、受け皿もしっかりした形で

つくってあったので、混乱を招くことはなかった。 

 

「いろんな人にあって、健診の夢を語りました。思いが本当に伝われば、伝わった方

は動いてくれます。動いていく中で、自分と同じ思いをするようになるとさらに人が

増えていく。最初は一人、それから二人と増えていって、今は多くの方がこの健診に

関してやっていこうという姿勢を見せています。その時にはもう私たちの役割は終わ

っているんです。」68 

 

3.3.3 痴呆セミナーから市民フォーラムへ 

 2001 年４月に老人医療調査室（99 年の発売後はアリセプト室）は解散になった。ア

リセプト拡販の全社戦略のための組織として新たにアリセプト部が作られた。RAM で

あった木村は、医薬事業部の東京医薬８部の組織長を命ぜられた。東京医薬８部は、西

多摩地域ならびに南多摩地域を医療圏とする 10 名の MR からなる組織である。木村は、

群馬での経験から、アルツハイマー型痴呆症の健診を進めるには、地域の理解を得られ

なければならないということを感じていた。そして、地域の理解を得るためには現場の

ひとり一人の MR が組織として動かなければだめだということも痛感していた。群馬

では、木村の考え方に共感して右腕となって動いてくれた MR もいたが、はじめての

試みであったために今までのやり方に慣れた古参の MR の共感を得るのは難しく、木

村の思うように現場が動かなかったからである。 

木村は兼ねてから考えていた地域に痴呆を理解してもらうための計画を、東京８部で

実践してみようと思った。それは地域の病診連携ネットワークづくりと一般啓発であっ

た。具体的には、痴呆セミナーの開催。そしてもう一つは、痴呆に関するフォーラムの

 
67 木村 
68 木村 
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開催の二本柱からなる（図表 3-3-4：西多摩医療圏におけるエリアプラン取り組みスケ

ジュール）。 

図表3-3-4：西多摩医療圏における

エリアプラン取り組みスケジュール

あきる野地区 青梅地区

物忘れ外来開設

第１回痴呆セミナー開催

H１３年５月

H１３年１１月

H１４年２月 第２回痴呆セミナー開催

第３回痴呆セミナー開催H１４年６月

第３回痴呆セミナー開催

第２回痴呆セミナー開催

第１回痴呆セミナー開催H１４年１月

H１４年９月

H１４年５月

H１４年１２月

H１４年下期 集団検診へ組み込み検討

西多摩市民フォーラム開催

市民フォーラム開催H１４年９月

市民フォーラム開催H１５年１Ｑ

 

 

痴呆セミナーは、医療サイドと福祉、行政をつなぐ架け橋になるという発想で企画さ

れた。一般的に言えることだが、医師をはじめとする医療関係者と、福祉サイドのケア・

マネージャーや介護ヘルパーの間にはどうしても溝がある。ドクターは常に高い位置か

ら発言するし、福祉サイドはドクターを見上げながら、影では不満を言っている。その

溝が埋まらない限りは相談もないだろうし、ネットワークもできないと考えられた。お

互いに顔をあわせて気軽にディスカッションできるような場が必要だった。いざ痴呆セ

ミナーをスタートさせてみると、予想を超える反響があった。一回の打ち合わせには

150 名ぐらいの福祉関係者があつまって、講師に頼んだ地元の先生方と夜７時半から

10 時すぎまで熱心なやりとりが交わされた。しかし、このやりかたを進めていく過程

で、地域によってかなりの格差があることがわかってきた。中核を担ってくれる熱心な

医師がいるところは比較的話を進めやすいが、中核になる医師や病院がないところなど

はあまりうまく進まなかった。それぞれの地域の特徴にあった進め方をしないとうまく

いかない。東京医薬８部では担当エリアごとに MR 数人のチームをつくって、個別の

戦略（エリアプラン）をたてて進めていくことになった。 

 

「うちの組織は、西多摩エリアと南多摩エリアの大きく二つのエリアに分けることが

できるんですが、南多摩でも八王子と立川と町田では全然違います。医師会の動きと

か、そのエリアの痴呆に対する考え方とか、先生の考え方がそれぞれ違うので、エリ
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アごとに別のことをやっているんです。だいたい同じ方向に行ってはいますけど、や

り方とか進める順番とかは変えています。」69 

 

木村が組織長で東京医薬 8 に来てから、組織の雰囲気が随分変わったという。木村に

は、ひとりひとりの MR が従来の個人ベースでの仕事のやり方を変えて、エリアとし

て動かなければアリセプトの拡販は成功しないという思いがあった。 

 

「木村部長がきて、地域を意識して MR 活動をするようになりました。アリセプトを

使ってもらうには、医療や福祉の連携ができていないから、患者様をトータルに見ら

れないっていう現状があって、それが出来ていなかったので、医師会や行政、福祉な

んかにもアプローチするようになったんです。」70 

 

地域連携が比較的うまくいっている地域にあきる野市がある。あきる野市は 95 年に秋

川市と五日市町が合併してできた、西多摩医療圏にある人口約 8 万人の市で、都心に比

べて三世代同居の多い地域で人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合が 16.8％である。

あきる野市で地域連携が進んだのにはいくつかの要因があった。一つには、比較的行政

が健康づくりに熱心で、健康づくり推進事業や地域保険福祉計画が進んでいたこと。ま

た、地元医師会長が地域連携に熱心で、医師会を中心に薬剤師会、保健所などの医療関

係者をはじめ、ケア・マネージャー連絡会、社会福祉協議会などの福祉関係者、加えて

町内会、自治会、老人クラブなどとの連携を進めるための基盤が既にあったこと。さら

に、2001 年 5 月に地域医療支援病院である公立阿岐留病院に「もの忘れ外来」が設置

されたことが挙げられよう。 

公立阿岐留病院の「もの忘れ外来」は脳神経外科に設置されている。本来なら「もの

忘れ外来」は精神科や神経内科に設置されるのが普通なのだがこれには訳がある。痴呆

症状を起こす病気に、ごくまれではあるが慢性硬膜下血腫という疾病がある。この病気

は外科的な手術で血腫を除去することでほとんど痴呆の症状がなくなることがわかっ

ている。公立阿岐留病院の脳神経外科でもいくつか慢性硬膜下血腫の症例があり、その

ことを知ったエーザイの MR が「もの忘れ外来」の設置を勧めたのである。もともと、

阿岐留病院には痴呆をみられる常勤の医師がおらず、専門外の内科の医師は痴呆患者を

診たがらないという傾向があった。 

 

「今の状況で、ある程度症状の進んだ痴呆性老人のかかりつけ医になるのは、かなり

の覚悟がいると思います。すべて自分がフォローしなければならないとしたら行き詰

 
69 常岡 
70 上村 
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まってしまう。でも、開業医の先生方の横のつながりが強化され、そこに私どものよ

うな急性期の病院や療養型の病院が関与すれば、個々の負担は減るはずです。そうな

れば痴呆症に対して今まで以上に関心をもって頂けるのではないでしょうか」71 

 

「もの忘れ外来」開設直後は中等度以上の患者の来院が多かったが、徐々に軽度の患者

も来院するようになったという。先に述べたように、あきる野市では、2001 年 11 月か

ら 2002 年６月にかけて、他の地域に先駆けて痴呆セミナーが３回行われた。セミナー

開催後、これまでかかりつけ医からが大半であった紹介件数も、ケア・マネージャーや

ヘルパーからの紹介が増えている。口コミなどで認知度が少しずつ上がってきているの

ではないかという。 

2002 年 9 月には、エーザイが仕掛け人となり、一般市民を対象に痴呆をテーマにし

た市民フォーラム「健康フォーラム in あきる野」も行われた。当日、事前申し込みで

把握した人数とほぼ同じ 450 名が集まり、医師や福祉関係者、患者の家族などをパネ

リストにしたディスカッションでは、フロアからたくさんの質問が出て終了予定時刻を

30 分もオーバーした。 

 

「アリセプトという薬剤が出て、社会的責任や使命という思いが私だけでなく、メン

バーたちにも出てきていると思います。社会的責任をメセナ的な活動ではなく、啓発

という考え方をしていますが、最終的には一人でも多くの患者様にアリセプトをお届

けすることができて、それが会社としての実績にもなっていく。それを進めていくこ

とで損をする人が誰もいない活動だと思うんです。hhc活動イコールライブズ活動で、

すべてがつながっていて、hhc 活動を進めることが最終的には、社会から選ばれる会

社になっていくのだと思います。」72 

 

東京医薬 8 部の取り組みは非常に成功しているが決して特別な事例ではない。エーザ

イでは、同様なエリアプランをベースにした、地域連携の支援と一般啓発を全社的な取

り組みとして行っている。さらに、各組織の hhc活動や MR たちのライブズ活動がこの

ような動きをさらに加速化している。それは、いわば、一企業の枠を遙かにこえた社会

活動の域に達していると言えるだろう。アリセプトの販売戦略が、hhc理念とぴったり

合致したことで、まさに業務、イコール hhc活動が営業の第一線では実践されているの

である。 

 
71 公立阿岐留病院 脳神経外科 伊藤宣行医師（SignalView 2002 年 4 月号） 
72 木村 


