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外傷がなく、体温、血圧が平常にあり、臨床検査等に問題がない状態は病気ではないが、
一見健康そうに見えても、病気になる可能性のある状態（半健康）や病気が発症してい
なくても潜在的に病気を抱えている状態（半病気）が存在します。
健康を維持・増進あるいは疾病予防や治療するために、現在の身体状況、栄養状態を
把握し、栄養面の問題を検出することが必要です。栄養アセスメントとは、適切な栄養
管理を実施するために、身体計測・臨床検査・生化学検査・食事摂取状況などから得たデー
タを基に、栄養状態を評価することです。
人の健康を、血液検査等の断片的な検査結果だけで判断するのではなく、QOL を考慮
し、食生活や精神面等を含む総合的な健康管理を実施しようと、近年、病院などの医療
の現場において、栄養サポートチーム（NST：Nutrition Support Team）が発足される
ようになり、栄養管理・栄養アセスメントの重要性が増してきています。

２．栄養プログラムの計画と実施（栄養ケア）
栄養状態には、対象者の身体・精神・経済・社会的問題が大きく関わっています。個
人の栄養問題で多い事例としては、病院に入院中は、病院での食事や栄養剤によって栄
養補給が管理されていたため、栄養状態が良好であったが、退院後に元の食生活に戻っ
た途端に、栄養状態が悪化してしまったというケースがあります。食生活で、何を、ど
れくらい、どのように食べるかの選択は、個人に委ねられるため、健康的な食生活を身
に付けるための食育や栄養教育の必要性が求められています。
健康の維持・増進に適した食生活が送れるように、好ましくない食生活習慣を是正し
ていく過程を食行動変容と言います。Prochaska らは、人が行動を変える場合には、
「無
関心期」→「関心期」→「準備期」→「実行期」→「維持期」の五つのステージを通り、
「再
発期」がある場合もあるとしています（行動変容ステージプロセス）。食行動変容のステー
ジを想定し、ステージに合わせた効果的な働きかけが有効となります。
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第１節

代表的な生活習慣病

生活習慣病は、食事や運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が発症・進行に関連
する疾患と定義されます。遺伝（体質）によって発症する疾患を除き、成人に起こる疾
患の大多数が生活習慣病に該当します。生活習慣病の多くは、初期にはほとんど自覚症
状がなく、症状が進行して初めて自覚することがあります。よって、自覚症状が出現し
た時は病状が悪化しており、完全な回復が難しいことが多いため、早期発見が重要です。
生活習慣病の中でも「脂質異常症（高脂血症）」、「糖尿病」
、「高血圧」の三つは自覚症状
が出にくい一方、放置すると脳卒中や虚血性心疾患といった致死的な疾患を引き起こし
ます。これらの疾患は、知らないうちに少しずつ身体を蝕むことから、
「沈黙の殺人者（サ
イレントキラー）」とも呼ばれています。
生活習慣病の予防、治療には生活習慣の改善が重要です。改善のポイントは疾患によっ
て目標などに多少の違いはあるものの共通しています。生活習慣病の多くの疾患は互い
に発症・悪化に関連していることから、生活習慣の改善で複数の疾患の発症、悪化を同
時に防ぐことが期待できます。
本節では代表的な生活習慣病について、それぞれの疾患の病態の特徴、原因、症状、診断・
治療、予防法などについて具体的に説明します。

１．高血圧
高血圧は、本人が気付かないうちに病態が進行し、心筋梗塞や脳梗塞など動脈硬化疾
患の重篤な疾患の引き金（危険因子）になることから、
サイレントキラー（沈黙の殺人者）
とも呼ばれています。日本人には高血圧の人が多く、平成 20 年度の厚生労働省による医
療機関に受診している患者数の統計調査結果では高血圧と診断されて治療を受けている
人は約 800 万人で、医療機関に受診していないが高血圧の可能性のある人はさらに多く
いると考えられています。

（１）高血圧とは
高血圧とは、血圧が一定以上に高い状態が持続することです。血圧の値は、心臓から
送り出された血液が動脈の壁を押す圧力で決まり、心臓の拍動とともに絶えず変化しま
す。心臓が収縮して血液を送り出すときの血圧を「収縮期血圧」または「最高血圧」と
言います。心臓から血液が大動脈に送り出された後に、心臓が拡張するときの血圧を「拡
張期血圧」または「最低血圧」と言います。大動脈の壁は弾力に富んでおり、収縮期に
心臓から送り出された血液によって大動脈の壁が押し広げられて膨らみ、心臓の収縮が
終了すると膨らんだ大動脈が元に戻ることで、収縮期だけでなく拡張期にも血液が絶え
ず体のすみずみに送り出されます。膨らんだ大動脈の壁が収縮して血液を送り出すとき
の圧が拡張期血圧に相当します。
高血圧の判定基準は、収縮期血圧 140mmHg 以上、拡張期血圧 90mmHg 以上のいずれ
かを満たすこととされています（単位の mmHg は水銀柱の高さを表します）。1999（平
成 11）年に WHO（世界保健機関）によって設定され、日本高血圧学会の高血圧治療ガ
イドラインでも、140/90mmHg 以上を高血圧としています。同ガイドラインでは、高血
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薬の開発と臨床試験
薬の開発と臨床試験

優れた新薬の開発は、多くの感染症の制圧など人類の健康と福祉に大きく貢献してき
ました。しかし、医学や医療が目覚ましい発展を遂げた今日においてもまだ疾病の原因
が解明されず、このため有効な治療薬のない疾病は数多く存在しており、治療薬は全疾
病の３分の１ぐらいしかないといわれています。これら難病の克服に向けた新薬の開発
への期待は一層高まっており、現在、画期的な新薬の創出に向け、日米欧を中心に新薬
開発競争が繰り広げられています。また、既に開発された薬剤でも十分な治療効果が得
られない、副作用との分離が不完全、利便性に問題があるなど、さらに改良が求められ
ているものが数多くあります。本章では、医薬品開発の全体像を概説した上で、創薬の
各段階における試験の意義、目的、試験内容について解説するとともに、規制当局への
製造販売承認申請、審査過程について、さらには、薬が世に出た後の製造販売後調査に
も触れます。

第１節

新医薬品の開発

- 薬が世に出るまで -

１．創薬と育薬
新薬は疾病メカニズムの解明など先端的な研究成果に基づいて創製され、それに続く
革新的・統合的な応用技術で磨き上げ、臨床試験（治験）を実施したのち、国による厳
しい審査を経て初めて世に送り出されます。この新薬誕生までのプロセスを、薬を創る
という意味で『創薬』と呼んでいます。
このように、新薬の開発は品目によっても異なりますが、通常 15 年以上の歳月と 500
億円を超える開発費用が掛かるといわれています。また、創製された候補化合物のうち、
安全性と有効性の関門をクリアし、新医薬品として認可され患者さんのもとへ届けるこ
とができるのは 12,000 個のうちの一つにすぎません。
さらに、こうした長い道のりを経て発売された後も多くの患者さんたちに実際に使わ
れていく中で、安全性や有効性が継続的に見直され、より使いやすく、安心できる有効
性の高い薬へと成長していきます。この発売後の取り組みを、薬の成長、成熟に関わる
意味から『育薬』と呼んでいます。
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介護保険
介護保険

介護保険制度は 2000（平成 12）年４月にスタートしました。それまでは老人福祉制
度と老人医療制度しかなく、介護状態となった要介護高齢者は老人福祉制度による「老
人医療費の原則無料化」により、長期間にわたり入院することが常態化し、また在宅で
支える介護者がいないために帰ることができない「社会的入院」が急増し、医療保険の
重い負担となっていました。1980 年代以降、年を追うごとに深刻化する「介護」に関わ
る大問題の解決のために、医療・保健・福祉の領域に分かれていた各制度を「介護」を
軸に組み立て直したのが介護保険制度です。
本章では「介護の社会問題化と変化」
「
、介護保険制度の仕組み」などについて解説します。

第１節

介護の社会問題化と変化

１．「少子高齢社会」と介護の社会問題化
介護保険の誕生と少子高齢化は深い関係にあります。厚生労働省の発表では、2010（平
成 22）年で男性 79.64 歳（世界第３位）、女性 86.39 歳（世界第１位）となりました。第
二次世界大戦直後の 1947（昭和 22）年は、男性 50 歳、女性 54 歳でしたから、戦後 60
年で約 30 年間も延びたことになります。一方で少子化の進行は深刻です。戦後の第１次
ベビーブームの 1949（昭和 24）年には約 300 万人の子どもが生まれましたが、2009（平
成 21）年には約 107 万人と激減しています。
その結果、総人口に占める高齢者の割合は年々増加し、1985（昭和 60）年に 10.3％（10
人に一人）だったものが、2009（平成 21）年には 22.7％（約４人に一人）となり、2040
年には 3 人に一人となる超高齢化社会となり、この流れは既に東北や中国・四国・九州
などの地方で急激に進んでいます。
寿命が延びると、身体の機能が低下し抵抗力も落ち、病気やけがをする割合が増え、
持病（例：高血圧、糖尿病、心臓病）を抱える人の割合が急激に増加します。とりわけ
認知症になると、自分で判断ができないだけでなく、徘徊や妄想、暴言などの問題行動
が増え、周囲とのコミュニケーションが取れないために、介護の負担度はさらに増すこ
核家族化
核家族とは家族の単位
の一つで、大家族・複
合家族とは異なる。夫
婦と未婚の子女・夫婦
のみ・一人親と未婚の
子女の形態を呼び、祖
父母は含まれない。親
子三世代による家事・
育児・家内労働及び介
護・看護の分担がしづ
らい。日本においては
約 60 ％ を 占 め る。 高
度経済成長期に人口が
都市部に移動したため
核家族の比率が上昇
し、1963 年 に は 流 行
語となる。
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とになります。退院後に介護が必要となる高齢者を社会でどのように支えていくのか。
介護保険制度はこれらを背景に誕生しました。

２．「家族介護」の変化
日本では戦後しばらくは３世代〜４世代が暮らす「大家族」が一般的でした。1960 年
代から始まった高度経済成長の流れの下、地方から都市部に人口が流出し、従来の大家
族ではなく、夫婦と子どものみで暮らす「核家族」が一般的になりました。
一方で子どもたちが去った後は高齢の親だけで暮らす世帯が急増し、65 歳以上の高齢
者の子どもとの同居率は、1957（昭和 32）年には 82％あったものが、1986（昭和 61）年
に 56%、2009（平成 21）年には 36% に激減しています。厚生労働省の推計では、2025 年
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