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はじめに－－医薬品に対する患者・国民の皆さんからの期待  

製薬産業として、今や以下のような点が期待されていると認識してい  

る。  

○創薬に対する期待として、  

①アンメット・メディカル・ニーズを充足する革新的新薬  

②新興感染症（新型イルフルエンザ、HIV他）、再興感染症（結  

核、狂犬病他）に対するワクチン、新薬  

○未承認薬・未承認適応の解消   

（海外では使えるのに、日本では使えない⇒ドラッグ・ラグの最た  

るもの）  

これら革新的な創薬とドラッグ・ラグ解消への、患者・国民の皆さん  

からの期待こそ、薬価制度改革にかかる日薬連提案を行うに至った最大  

の背景である。  

○更に、未承認薬・未承認適応問題については、投資回収の前倒しに   

より企業に採算性の低い案件を辛がける余裕が生じること、及び新   

たに設置される「（仮称）有識者会議」を中心とするスキームによっ   

て、適正かつ円滑に対応を進めていくことにより、間違いなく解消   

されていくと確信しているが、万が一、企業が適切な対応を行わな   

かった際は、「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」（日薬連提案）   

を不適用とすることは止むを得ないと考える。   

○また、医療上不可欠でありながら採算性に乏しく、放置しておけば   

現行改定方式により薬価が引き下げられ、供給が危うくなると予測   

される基礎的医薬品等も、帝離率が平均以内であれば引下げを行わ   

ないことによって、採算性が維持され、安定した供給が確保される   

と考える。  
司  

2．導入の意義－－なぜ今、導入が必要なのか  

○目薬連提案導入の具体的意義は、以下の点に集約される。  

（D患者・国民に対する短期的かつ継続するメリットとして、未承  
認薬・未承認適応、ドラッグ・ラグの問題が解消していく。  

②患者・国民に対する中長期的に期待されるメリットとして、革  

新的新薬やアンメット・ニーズ対応新薬の開発が促進される。  

③医療上不可欠な基礎的医薬品等が安定的に供給されていく。  

○これらを総合して、我が国における薬物療法トータルを進歩させ、  

医療と医学の発展に寄与し、以って患者・国民に貢献することが、  

提案の最終目標である。  

○中でも特に、未承認薬・未承認適応の解消は、国会でも政府側から、  

全力を尽くすとの答弁が重ねてなされるなど、今まさに国家レベル  

の喫緊の課題となっている。   

○これに対して、製薬業界としても、早急に対応するとの決意を固め、  

本年5月に「未承認薬等開発支援センター」を設立して、既に取組  

みを開始しており、それまでは受け皿も決まらずに放置されていた  
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Ⅰ．日薬連提案の目的と意義等  

1．目的と成果  

○目薬連提案により、新薬については、従来は特許満了以後に得られ  

ていた分の収益が、特許期間中に前倒しで得られることになるが、  

一方で、特許満了後は収益が激減する。  

○そのため、企業としては特許期間中に迅速に投資回収を行いつつ、  

同時に次の新薬創出へ向けて、再投資を行っていかねば存続が困難  

な状況に追い込まれ、結果として革新的新薬やアンメット・ニーズ  

対応新薬の創出が促進される。   

○同時に、価格推移・売上推移が欧米諸国と同様の流れとなるため、  

投資回収に時間がかかりすぎるという日本市場の問題点が改善さ  

れ、日本企業のみならず欧米企業にとっても、投資先としての我が  

国の優先度が上がり、ドラッグ・ラグは解消へ向かうと考えられる。  
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の薬価制度改革では、ぜひ本加算の対象とする方向で検討して  

頂きたい。   

③導入時の財政影響の緩和策について  

．後発品のある新薬の薬価の2％を追加で引き下げるとされて  

いるが、そもそも通常の改定での引下げも、平均6％を超える  

と見られる。   

● 一方で、「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」が適用される  

品目をもたず、この追加引下げを受ける企業も想定され、その  
ような企業は、8％程度にものぼる引下げを受けることになる。  

これは、もはや限界に近いと見られるところから、追加引下げ  
率について’は、ぜひ2％を限度として頂きたい。   

④適応外薬等への対応にかかる不適切なケース等について   

● 未承認薬・適応外薬問題については、迅速かつ円滑な対応が図  

られるように、一定の期限の下で、開発工程表の作成や取組み  
方等はある程度企業の裁量に委ね、「有識者会議」はその適正  

性をチェックし、必要な場合は修正を指示などして、進めてい  

くことが適切と考える。  

．その上でなお、不適切として「新薬創出・適応外薬解j肖等促進  

加算」を適用しないケースとしては、例えば以下のようなもの  
が該当すると考える。  

◇公知申請（※医学・薬学上の公知の事実に基づく薬事承認  

申請）を行える場合で、特段の合理的もしくは正当な理由  

がないのに、「有識者会議」からの開発要請より半年以内に、  

申請を行わなかったケース  

◆治験から開発を実施できる場合で、特段の合理的もしくは  

正当な理由がないのに、「有識者会議」からの開発要請より  

1年以内に、治験に着手しなかったケース  

※なお、上記双方で言う「特段の合理的もしくは正当な理由」  

とは、例えば多数の品目の開発要請を同時期に受けている  

ことなどを基本とするが、なおその場合であっても、所定  

の期限内に、相当程度の品目の薬事承認申請を行うか、治  

験に着手するものとする。  
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2成分の未承認薬の開発企業が決定するなど、早くも成果は現れて   

きている。  

○この動きを後押しし、更に対応を加速させるためには、薬価制度面   

での施策としての日薬連提案の導入を、ぜひお願いしたい。  

Ⅱ．「平成22年度薬価制度改革へ向けた全体的な論点整理について」中   

の、「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」関連事項について   

1．「新薬創出・適応外薬解消等促進加算のスキーム案」等について  

○述べられた考え方に、原則として同意する。  
O「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」については、目薬連提案  

とは異なり、改定の対象としないのではなく、現行方式で算定さ  
れた数値に加算する方式となっているが、述べられたその設定趣  

旨、適用対象、適用して得られる結果は、日薬連提案とほぼ同一  

であると認識する。  

○その上でなお、以下の点について意見を申し述べたい。  

①平成22年度限りの時限的措置とされていることについて  

▲ 開発に長期間を要する新薬や治験実施を要する適応外薬等の  

開発着手と推進には、継続して「新薬創出・適応外薬解消等促  

進加算」が実施されていくことが、企業にとってはインセン  

ティブとして不可欠である。  

．ゆえに、財政影響や適応外薬の開発状況、後発品の使用状況な  

どの検証が必要であるにしても、次回の薬価制度改革では、上  
記加算がぜひ継続して実施される方向で検討して頂きたい。  

②今回は不採算品等を対象にしないとされていることについて  

．今回は止むを得ないとしても、不採算品等は、放置しておけば  

現行方式の改定により薬価が引き下げられ、供給が危うくなる  

事態が予測される。  

．ゆえに、近年不採算品再算定の対象となった品目等で帝離率が  
平均以内のものについては、その医療上の必要性に鑑み、次回  

3  



Ⅲ．「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」関連以外の事項について  

1．再算定について  

○市場拡大再算定については、特に類似薬効比較方式で算定された  

品目の場合、適用の基本的な考え方とプロセスを改めて頂きたい。  

○市場が大きく拡大した品目を採り上げて適用品目を決定するので  

はなく、比較薬との類似性や比較のベースとなる1日通常用量な  

ど、収載時の薬価設定の前提条件となった事由が市販後の実態と  

帝離し、その結果として大きく市場拡大していると認められる  

ケース、すなわち当初薬価設定の妥当性が失われることにより市  

場拡大が生じ、それを是正することが公正かつ合理的と認められ  

るケースに対してのみ、適用されることが適切と考える。  

⑤配合剤への適用について   

● 薬価収載後15年を超えた成分や後発品が出ている成分を含  

む配合剤には、「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」を適用  

しないとされているが、そのような場合であっても、以下に挙  

げるような配合剤は、医療上の革新性が高いと考えられるので、  

適用の対象として頂きたい。  

◆配合されている成分の何れもが有していない、新たな適応  

を有する配合剤  

◆有用性等の補正加算の要件を満たし、加算された配合剤  

2．後発品の使用促進と後発品のある先発品の特例引下げについて  

○先発品と後発品間の薬価格差について、一般論としては、格差が  
大きいほど、経済的誘因としての患者負担額の差も大きくなり、  

後発品使用は進むのではないかと考える。   

○また11月4日に開催された本専門部会では、「後発品が収載され  

た後の日本の先発品薬価の下落は、先発晶特例引下げの影響を除  

いても、英仏の先進国なみであり、一方先発品の数量シェアは余  
り落ちていない」ことが示されたと認識している。  

○従って、後発品のある先発晶の特例引下げは、先発品・後発品間  
の薬価格差を縮小させるという意味で、後発品の使用促進を妨げ  

る可能性があり、また本ルールがなくとも先発品薬価は先進国な  

みに下落する可能性が高い。   

○ゆえに、先発品の特例引下げルールは廃止ないしは縮小されるの  

が妥当とも考えられるが、今回は後発品の使用が余り進んでいな  

いこともあり、前回の平成20年度の薬価改定時と同じ4～6％  

の引下げ率での存続は止むを得ない。  

○今後、後発品使用の一層の促進に向けて、診療報酬・調剤報酬で  

の促進策と併せ、本特例引下げを含む先発品の薬価改定のあり方  

と、後発品自身の薬価の設定・改定のあり方について、総合的に  

検討されることが必要と考える。  

2．小児適応や希少疾病適応の追加、並びに真の臨床的有用性を検証し  

た場合の加算について  

○加算の適用の可否は、公知申請であるかどうかなど、当該企業の  

負担の程度によって判断するのではなく、あくまでも当該適応の  

医療上の意義と必要性、あるいは検証された真の臨床的有用性の  

程度やエビデンスの強度によって判断して頂きたい。  

3．外国平均価格について  

02ケ国以上のリスト価格が存在し、そのうちの最高価格が除かれ  

る場合として、現行のルールである最低価格の5倍を上回る場合  

から、2倍を上回る場合に改めることが提案されているが、この  

内容の見直しには反対する。  

○そもそも外国価格には、極端に高いケースもあれば、逆に極端に  

低いケースもある。極端に低い場合には手をつけず、高い場合に  

のみその価格を除外するのは、一方的すぎる措置である。  
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（別紙1）  

○また、極端に高いか低い価格がある場合に、その間の許容される   

倍率を2倍に限定し、しかもその価格自体を平均する対象から除   

外してしまうのは、その価格の存在を全否定することとなり、適   

切ではないと考える。  

新薬の薬価算定ルールについて  

（本年6月3日開催の薬価専門部会に提出済み）  

新薬の薬価算定については、平成20年度の薬価制度改革において改善されたところ   

であるが、今後予測される革新性の高い新薬の増加を勘案し、革新性をより適切に評価   

できる仕組みとなるよう、以下の改善を図るべきである。  

1．原価計算方式に代わる算定方式の導入   

○適切な類似薬が存在せず外国価格がない新薬については、原価計算方式において原価  

の妥当性を判断する指接がなく、その価値を評価できない場合があることから、原価  

計算方式に代わる新たな算定方式として類似治療比較方式（仮称）の導入を提案する。   

○頼似治療比較方式については、該当する新薬のうち、当該企業がその妥当性を示せる  

と判断した場合に選択できるものとし、その他の新薬については従来どおり原価計算  

方式にて罪定することとする。  

【類似治療比校方式における具体的算定方法】  

・薬物以外の治療に要する費用：当該新薬が代替しうるような、同株の治療目的を  

有する適切な医療技術（外科的治療etc．）が存在する場合、その価格・費用を薬  

価算定のベース（罪定根拠）として使用する。  

・類似疾病の薬物治療に要する費用：当該新薬の対象疾病と病態等が類似した疾病  

に対する薬物治療が存在する場合、その価格・費用を薬価算定のベース（算定根  

拠）として使用する。  

・諸外国における類似薬の価格：国内で上市する新薬が淘外で上市されていない場  

合、その新薬の類似薬が海外の複数国ですでに上市されていれば、その類似薬の  

外国平均価格（一日あたりの価格）を薬価算定のベース（算定根拠）として使用  

する。   

2．類似薬効比較方式における新たな加算体系の構築  

○現行の加算体系においては、一つの加算要件で該当事由が複数認められる場合や、該  

当事由の革新性が極めて高い場合であっても、加算率の上限で頭打ちとなる。  

○ こうした新薬の革新性をより適切に評価できるよう、現行の有用性加算Ⅰ及び有用性  

加算Ⅱの加算率については下限を定めた上で、画期性加算の上限まで加算可能とする  

ことにより、フレキシブルな加算率の設定を可能とすべきである。  

○また、加算体系全体として簡潔でわかりやすいものとなるように、以下のような枠組  

みとすることを提案する。   

4．バイオ後続品の薬価算定ルールについて  

○バイオ後続品は、そもそも後発品が出現しえない領域に、先行品  
の新薬と同等かつ同質の医薬品として薬事承認されるものである。   

○後発品は先発品との同等性等を証明して承認されるものであり、  

治験等を必要しないが、バイオ後続品の場合は治験実施等、ほぼ  
新薬に近い開発を行って、先行品との同質性を証明しなければな  

らない。   

○従って、後発品の場合には要さないコストが生じるため、その分  
を評価する必要があること、また外国ではバイオ後続晶薬価は先  

行品薬価の0．8倍前後に位置することに鑑み、先発品薬価の0．  

7倍とする現行の後発品の薬価算定ルールに準拠して、バイオ後  

続品については、先行品薬価の0．7倍に、患者を対象とした治  

験の充実度等に応じて、10％を上限として加算した薬価とする  

ことを提案したい。  

5．新薬の薬価算定ルールについて  

○新薬の薬価算定ルールについては、別紙1に示すような見直しが  

行われることを要望する。  

Ⅳ．薬価算定ルールについての傘下団体からの個別意見  

○当連合会の傘下団体より、別紙2に示すような意見が寄せられている  

ので、ご配慮をお願いしたい。  

以上  
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【新たな加算体系】  

革新性加算 加算率 5～120％  

革新性加算Ⅰ（現行の画期性加算） 加算率 70％以上  

以下の要件イ、要件ロ、要件ハの全てを満たす新規収載晶  

革新性加算Ⅱ（現行の有用性加算Ⅰ） 加算率 35％以上  

以下の要件イ、要件ロ、要件ハのうち、いずれか2つを満たす新規収載晶  

革新性加算Ⅲ（現行の有用性加算Ⅱ） 加算率 5％以上  

以下の要件のうち、いずれかを満たす新規収載晶  

イ 臨床的に有用と期待される新規の作用機序を有すること  

ロ 類似薬に比して、高い有効性又は安全性を有することが、根拠に基づいて  

示されていること  

ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷の治療  

方法の改善が客観的に示されていること  

こ 製剤における工夫により、類似薬に比して、高い医療上の有用性を有する  

ことが、客観的に示されていること  

※加算率の決定に際しては、その属する薬効領域の治療実態・背景事情を踏  

まえた医療上の必要性、要件該当事由やエビデンスの程度も勘案する。   

3．ドラッグ・ラグ対策加算の新設  

○世界的に評価される革新的新薬の日本での早期上市を促すために、日本が世界で最初  

に承認もしくは世界で最初に承認された日から一定期間内に日本で上市された新薬  

を対象とするドラッグ・ラグ対策加算の新設を提案する。  

○また、国内に開発する企業がない未承認薬については、その開発着手に繋がるインセ  

ンティブが必要なため、当該新薬についてもドラッグ・ラグ対策加算の対象とする。  

【ドラッグ・ラグ対策加算】  

対象1：日本だけでなく米国及び欧州で開発着手されているもののうち、先進国中、  

日本で最初に承認されたもの、もしくは日本以外の先進国で最初に上市さ  

れてから3年以内に日本で承認されたものであって、以下のいずれかを満  

たす新薬  

①薬理作用類似薬が存在しないもの  

（薬理作用一番手の上市から1年以内に日本で上市されたものも含む）  

②薬理作用類似薬が存在する場合、革新性加算が適用されたもの  

※ただし、比較薬がドラッグ・ラグ対策加算の適用を受けていないこと。な  

お、ドラッグ・ラグ対策加算が適用された比較薬が薬価改定を経ている場  

合は、当該新薬にドラッグ・ラグ対策加算を適用できる。  

2  

対象2：未承認薬使用問題検討会議にて「早期に国内開発が開始されるべき」とさ  

れた医薬品のうち、国内で第一義的に受け皿となる企業が存在しない新薬  

○また、未承認薬使用問題検討会議において早期開発が望ましい等とされた成分の  

うち、特に治験に着手していない品目については、原価計算方式で算定される可  

能性が極めて高い。  

○ この場合、製造原価は欧米と同様であっても、国内承認向けの研究開発費やPMS  

費等を積み上げた結果、外国平均価格調整で引下げとなれば、安定供給に支障が  

出ることが懸念されるため、薬価算定における運用面において、以下の措置を講  

じるべきである。  

【未承認薬に必要な薬価算定ルール運用上の措置】  

・当該品目の薬価が原価計算方式で算定される場合、一般管理販売費の係数に拘ら  

ず、研究開発費やPMS費用等を薬価に適切に反映し、平均営業利益率を減率し  

ないこととする。  

・また、この算定値が外国平均価格の2分の3に相当する額を上回る場合において  

も、外国平均価格調整による引下げの対象から除外する。   

4．その他  

○原価計算方式における営業利益率については±50％の範囲内でメリハリをつけた算  

定が可能となったが、同方式による算定が適用される新薬については革新性が高いも  

のが多いことや、類似薬効比較方式における加算率の水準に及ばないことを踏まえ、  

上限を＋100％まで引上げるべきである。  

○平成20年度薬価制度改革において、市場性加算及び／ト児加算の加算率が改善された  

が、こうした採算性に乏しい医薬品の開発意欲をさらに高めるため、現行の有用性加  

算Ⅱに相当する加算率の水準（小児加算：5～30％、市場性加算Ⅰ：15～30％、市場  

性加算Ⅱ：5～10％）まで引上げるべきである。  

○規格間調整のみによる算定の特例において、医療上の有用性を有する新薬には市場性  

加算Ⅱに準じた加算率が適用されているが、その有用性を適正に評価する観点から、  

現行の有用性加算Ⅱに相当する加算率（5～30％）を適用すべきである。  

○外国平均価格調整に設けられている除外規定は引上げ調整のみに適用されているが、  

引上げ及び引下げの双方の調整に適用されるべきである。  

○キット加算については、キット化による当該医薬品の治療方法の改善の有無などを考  

慮した上で、加算の該当性について判断すべきである。  

以上   
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3．漢方・生薬製剤について   

（1）生薬の不採算品目の不採算品再算定ルールの適用をお願いしたい。   

（2）生薬調達等のコスト上昇による医療用漢方製剤不採算品目の不採算品再算定ルール   

の適用をお願いしたい。   

（3）最低薬価ルールについて、市場実勢価格がより適切に反映される区分の見直しをお   

願いしたい。   

○前回の最低薬価ルールの変更により、市場実勢価格に基づき最低薬価が引き下げら  

れたが、区分の見直しを図ることにより、より実勢価格を反映した最低薬価として  

頂きたい。  

（日本漢方生薬製剤協会）  

（別紙2）  

薬価算定ルールに関する傘下団体からめ個別意見  

（本年6月3日開催の薬価専門部会に提出済み）  

1．後発医薬品について   

（1）後発医薬品の安定供給等の観点から、初収載薬価は現行通り0．7掛けを堅持する。   

（2）低薬価品の安定供給維持の視点から、低薬価品に調整幅が厚く傾斜配分されるよう   

定額制（例えば錠剤・カプセルで100円以下は2円）を導入し％と定額を組み合わせた   

方式とする。   

（3）成分・剤形・規格が同一の後発医薬品の全てが供給困難な状況になった場合には、   

後発医薬品のみで不採算品再算定ができる取扱いを新たに設ける。   

（4）患者のコンプライアンスの向上に資する付加価値製剤（ゼリー製剤等）について、   

新規後発医薬品の特例として補正加算の適用を新たに設ける。   

（5）後発医薬品の薬価収載頻度については、年2回収載が始まったばかりであり、当面、   

年2回収載の推移・状況を踏まえた上で検討するのが妥当と考える。  

（日本ジェネリック製薬協会）  

4．外用製剤について   

（1）外用鎮痛消炎貼付剤は医療上の必要性と有用性に鑑みて、薬価収職後10年で薬価   

を引き下げないでいただきたい。   

○鎮痛消炎外用貼付剤はその剤形の特性から、特殊な基布（粘着剤を塗布する支持体）、  

ライナー（粘着面保誰材）、多層稲造からなる薬袋、輸送保管用ダンボール等、他剤に比  

べ薬価に対する石油由来を含めた原材料比率が高いものに依存している。今後現行制  

度に基づき継続的に薬価引下げが続いた場合には、安定供給が困難になることが必至  

である。  

（外用製剤協議会）   

2．血液製剤について   

（1）血柴分画事業の重要性と「安全性強化」並びに「安定供給確保」「新技術開発に於   

けるコストの必要性」をご理解頂き、薬価を維持する仕組みを導入して頂きたい。   

○薬事法のみならず血液法等で上乗せ規制が設けられ、安全対策の継続的な強化及び  

安定供給の確保」が厳しく求められている。   

（2）血柴分画事業が将来にわたって円滑に役割を果たすために、革新的な医薬品や後発   

医薬品とは別枠の議論をお願いしたい。  

（日本血液製剤協会）  
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5．眼科用剤について   

（1）薬価が最低薬価を下回る既収載晶については、「みなし最低薬価品目」として当該   

薬価を最低薬価とみなす経過措置が平成12年から続いているが、「みなし最低薬価品目」   

について最低薬価までの引き上げをお隣いしたい。  

（眼科用剤協会）  

6．輸液製剤について   

（1）輸液製剤の不採算晶再算定（不採算晶の解消）   

○薬価収載後、長い年月を経ており、その間の度重なる薬価引き下げのために低薬価  

に陥った輸液製剤の品目数は増加の一途をたどり、輸液専業では経営が成り立たな  

い状況である。また、他事業からの不採算に係わる補填も限界を超え、不採算状態  

にある輸液製剤の安定供給に支障を来たしている。2010年の薬価改定時には、不採  

算に陥っている輸液製剤のうち、まずは日本薬局方の5％ブドウ糖注射液、生理食  

塩液、注射用水の500mLを中心とした規格について、採算性の確保される薬価まで  

引き上げ（不採算晶再算定）を要望する。   

（2）輸液製剤の容量別最低薬価の設定   

○現在、薬価上の下支えとなる最低薬価は注射剤として一つの設定しかなく、大容量  

製剤である輸液製剤の最低薬価としては下支えの機能を果たせないものである。輸  

液製剤には、50mL～2Lまでの幅広い容量規格があるが、容量により製造効率・製造  

原価が大きく異なる。ついては、輸液製剤の容量（100mL、500mL、1L）に配慮した  

最低薬価の設定を要望する。  

（輸液製剤協議会）  

以上   
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薬価制度改革に関する意見・別添資料  

中央社会保険医療協議会  

薬価専門部会  

2009年12月9日   

日本製薬団体連 

最近の新薬の開発状況  

0対象疾患：患者さん・医療現場のニーズが高く、治療満足度及び薬剤貢献度の低い疾患  

（アンメットメディカル・ニーズ）に対する新薬開発が増加する一方、後発品使用促進により、  

治療満足度の高い疾患に対する新薬開発は減少  
○創薬技術＝医療現場と連携し、ゲノム科学の応用による病態解明に基づく創薬の進展、  
低分子化合物に加え／くイオ医薬品（抗体など）の開発進展  

＜治療満足度（2005年）別にみた新薬の開発状況（ZOO9年5月時点＞  
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新興感染症〆再興感染症  

＜新興感染症（emerginginfectiousdiseases）＞  
七近約30年間（1970年以降）に、新たに発見された感染病原体、あるいは、かつては不明であった  

病原体により惹起され、地域的あるいは国際的に公衆衛生上間遠となっている新感染症  
＜再興感染症（re－emerginginfectiousdiseases）＞  

既知感染症で、発生数が減少し、公衆衛生上ほとんど開運引こならなくなっていたが、近年再び出現／  
増加している感染症  

＜再興感染症＞  ＜新興感染症＞  

発見年   病 原 体／感 染 症   

1973  ロタウイルス感染症（乳児下痢症）   

1g76  グノブトスポリジウム症（急性および慢性下痢症）   

1977  エボラ出血熱、レジオネラ症（肺炎）   

志賀毒素鹿生性大腸菌感染症（食中寺、溶血性尿毒症性  
1g82     症候群）、ボレリア感染症（ライム病）   

励（め∂√ね√購染症（胃炎、胃・十二指腸漬鳳  
1983     胃塙）、ヒト免疫不全ウイルス感染症（後天性免麿不全  

症候群）   

1989  C型ウイルス性肝炎（慢性肝炎、肝硬変、肝細胞癌）   

1992  新型コレラ   

1g96  プリオン（狂牛病、Creutzfeld卜Jakob病）   

1997  トリ型インフルエンザ   

1999  酉ナイル脳炎、マレーシア脳炎  

結核、コレラ、ペスト、  

髄膜炎菌性髄膜炎、  
細菌性        ジフテリア、劇症型A群  

溶血性連銀球菌   

ウイルス性  黄熱、デング熱   

原 虫 性  マラリア   

出所：21世紀における感染症の胃威と制圧厳特  
大阪市立大学大学院医学研究科感染防御学分野  
教授 小林 和夫  

未承認薬一未承認適応及びドラッグうグの問題  

○未承認薫：海外で標準的に任用されている医薬品が、日本で上市あるいは開発されていない  

○未承認適応：海外で承認されている適応が，日本で承認されていない  

○ドラッグ・ラグ：先進国の中で、新薬の上市時期が遅い  

＿工＝＝1＿  

○開講点：日本で、国際的に標準的とされる医薬品による治療が受けられない、最新の新薬によ   
る治療が他国より遅くなる  

未承認薬使用問題検討会譲で治験が開始   

されるペきとされた44成分の検討状況  
世界初上市から各国上市までの平均期間  

（2004年；年数）  

日本  

フランス  

ドイツ  

イギリス  

米国  

出所：兼承旺蓬任用同月瞼村会譲（2009年3月10日）兼料より作成  出所：lMSHeallh．1MSLife叩Ieより作成（転写・撞製菓止）  
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「未承認薬等開発支援センター」の設立  

【設立の趣旨〕  

わが国の患者・国民にできるだけ速やかに有効で安全な医薬品を提供することは研究開発型製薬企業の使命  

であり、従来から日本製薬工業協会会長各社は、革新的新薬の研究開発のみならず、医療上の必要性が高い  
医薬品をわが国の患者一国民に提供するための努力を続けてきた。しかしながら、欧米で既に承認・販売されて  

いるにもかかわらず、日本において承認・販売に至っていない成分・適応が存在する。  

日本製薬工業協会では、研究開発型製薬企業団体の社会的使命、社会貢献の観点から、会見各社の奉加の下、  

未承認薬・未承認適応問題の早期解用に向け、一般社団法人「未承訝薬等開発支援センター」を設立する。  

〔事兼内容〕  

厚労省に設置される有識者会議等にて治験実施が必要とされた未承認凛等★の開発企業に対する以下の支援  

・専門的、薬事的、技術的支援  

・各種折衝業務等への支援  

・資金援助  

〔組牡】  

会 見：製薬協会鼻企業及び趣旨に兼同する個人・団体  

役 旦：若干名の理事及び監事（学識経験者及び製薬企業OB）  

事務局：専門知識を有するものを含め、数名の常勤担当者を配置  

〔事業規模〕  

年冊3億円程度とし、資金援助及び組♯運営費用に充当する  

〔事務所〕  

東京都中央区  

〔設立時期〕  

2009年5月  

＊未承認凛等：以下の未承認薬及び未承認適応  

・未承認藁：外国（英米独仏の何れか）で承認されている成分であって、国内で開発着手されていないもの  
・未承認適応：国内で承認されている成分の適応について、外国（英米独仏の何れか）で承認されている適   
応等であって、国内で開発着手されていない適応、もしくはそれに伴う製剤  

未承認薬使用問題検討会議で対応が必要とされた45成分（平成21年10月1日現在）  
成分名   封先払鏑   現在の状況   企文名   

オキサリプラテン   比几Ⅷ川場   灸価収札   ヤクルトネ1土   

ベメトレキセド   詣†旦掬l葺中皮丑   正価頻度   日本イーライリリー   
サリドマイド   多発性骨髄傭   饗価収覿   藤本加重   収恨済  
ポルテゾ≡プ   多発性骨騨沌   正価埴砿   ヤンセンファーマ   2】成分  

ラロニダーゼ   ・・・・   ▲   削＝▲   ジュンザイム・ジャパン   
ジアソキサイド   高インスリン血痕睾よる低血傭症   垂価埴軋   シェリング・フラウ   
′くバシズマブ   転枯性帖丑・直腸色   ■■■   中外劇藁   
セツキシマブ   転移性結鵬・直腸痙  － ■   メルク   
エルロチニプ   非小袖陀肺蔦   正価収恨   ■■  
テモゾロミド   悪性神経長一闇   正価収髄   シェリング・ブラウ   
ガルスルファーゼ   ムコ多軸症Ⅵ型   聖職収札   アンジェスMG   

イブリツモマブ チウキセタン  n細胞性非ホジキンリンパ蝕   一i■ －   ／くイエル藁品   

リボソーマルトキソルビシン  卵巣癌．刃DS附連カポジ因態   翼価収l性   ヤンセンファーマ   
リファプチン   HⅣ患者のMAC感染症   正価収絃   ファイザー   
ネララビン   丁綿脂性急性リンパ芽球性白血病、丁細胞性リンパ芽嘩性リンパ腫  薫価収穫   グラクソ・スミスクライン   
アルグルコシターゼ アルファ  糠肺病汀型（ボンベ扁）   藁価収恨   ジ工ンザイム・ジャパン   
スニチニプ   消化サ佃E馳応（イマチニブ耐）、進行性腎細胞癌   王価収職   ファイザー   
ソラフェニブ   遭行仕官細胞癌   薬価嘱恨   ′くイエル薬品   
デフエラシロクス   緒血による慢性隠退劃   薬価収載   ノ′くルティスファーマ   
イデュルスルファーゼ   ムコ多檎症Ⅱ型いンケー症候群）   変価収取   ジ＝ニ′ザイム・ジャパン   

ダサチニプ   成人偉性質悌性白血病、成人急性リン／く1生白血病   藁鴨収札   ブリストル・マイヤーズ   ※平成21年2月末時点では賓価未収償  

エクリスマフ   矢作性抜Ⅶ血色素保痘   承ほ書斎中   アレクシオンファーマ  
ア′くタセプト   中等度・高庇の活動性関節リウマチ   承は審査中   ブリストル・マイヤーズ   
レナリドミド   骨睦夫形成症住群による貧血   申沌堆増中   セルジーン   筍査中－   

オクスカルバゼビン   てんかん部分究作   ■■     ■■   ノ′くルティスファーマ   頴娃中   
ポサコナソール   住関性1也感染症   治仏英施申   シェリング・フラウ   ‖成分  
フォスフエニトイン   てんかん様蘭拍症他   海抜実施中   ノーベルファーマ   
‾シタピン   骨静夫形成症揉！†   冶誠実腫中   ヤンセンファーマ   
ポリノスタット   瓜店丁細胞性リンパ確   治蚊実施中   萬有製薬   
オキシコドン注射剤   がん性姥痛   治破実施中   塩野1製薬   

アレムツズマフ   8嬢胞性促性リンパ性白血稿   治l憂実施中   ジェンザイム・ジャパン   ※平成21年2月天晴点では詰腹計画等検討中  

タルク   熱性鵬水   治l腹実施中   ノー′くルファーマ   ※平成21年2月末時点では義賊盲†画等検討中  

クロファラビン   小児急性リンパ性白血病   治lはミ†伽嘗緩も寸中   ジェンザイム・ジャパン  
スチリベントール   乳児重症ミオクロニーてんかん   治蛛三†面書抜討中   n■∝用心即S州園内農相先：明治製菓）   

メサドン   がん性庄痛   治怯も十曲事緩急司中   £〔コ・   検討中   
ルフィナマイド   レノックス・ガストー症け群   治l集t十姐零検討中   エーザイ   12成分  

ヒトヘミン   ポルフィリン症   治lは計恥琴線討中   シミック   
ストレブトソシン   僻も稀飽痙   治はl†恥鞘桟乙寸中   ノーベルフ7－マ   ※平成21年2月末時点ではライセンス交渉中  

システアミン   シスチノーシス   治l蔓1†画一検乙寸中   マイラン劇眞   ※平成21年2月末時点では開発企業募集中  

はロリン地色封削   節免性低リン血痕性クル病   刹那十飯事様l寸中   せノア斬眞   ※平成21年2月末時点では開発企業募集中  

プレリキサフォル   非ホジキンリンパ脾．多弁性眉欄闇   治l集計面専横王寸中   ジェシザイム・ジャノくン   ※平成21年2月末時点では乗場艶  

フ工ニル酪酸ナトリウム  尿素サイクル異常症   （皿内企業と交渉中）   （洞蟹中）   

ペグアスパラガーゼ   レアスバラギナーゼに過鰻症の急性リンパ性白血病   （数人先と協丑年）   （三月蟹中）   

テトラベナジン   ハンテントン裸持病   （ライセンス交渉中）   （出蟹中）   

募集中一成分  

5   （出典厚生労働省公表資料）  



医療現場より求められている国内未承認適応の内容  

応募のあった未承認適応の内訳  

悪性腫痔  

小児適応  

感染症  

0％  5％   10％  15％  20％  25％  30％  

※厚労省の意見募集（本年8月）に応書があった未承認適用についての分析  

※小児適応については他の疾患との重複あり  

※痔痛（癌性痔痛、線維筋痛症、歯科治撥後神経困性痔痛など）  
※感染症（多剤耐性結核、MRSA、小児の用法・用量追加など）  

出所：未承認薬等閑弗支接センター調べ  

日薬連提案のコンセプト  

○日薬連提案は、特許期間中の新薬の薬価改定方式を見直すことにより、前倒しし  
た収益を研究開発に再投資することで、新薬創出を加速させようとするものである。  

○一方、特許期間満了後は後発品への代替が進むことを前提としており、販売総輌を   
増やすことを目的とはしていない。  

○なお、日薬連提案の対象は全ての新薬ではなく、医療現場において高く評価された  
品目のみとしている。  

収益の前倒し⇒研究開発への再投資  後発品への代替   



日薬連提案の概要  
（後発品のない特許期間中の新薬の薬価改定方式の見直し案）  

○現行の薬価改定方式は市場実勢価掛こ基づき2年に1回の薬価改定で薬価が引き下がる。  

○日薬連接案は、後発品のない特許期間中の新薬のうち、当惑品目のホ離辛が収載全品目の加重平均粥離   
率を超えないものについて、薬価改定の対象外とする仕組み。  

○収載謳儀の薬価改定から加重平均布難事を超える品目は、これまでと同様の改定が行われる。（⑨）  

○何回かの改定時期に薬価改定の対象外とした品目でも、ある時点において加重平均ホ離率を超えた場合に   

は、それまでの期間中の累積分を引き下げる。（②）  

○加重平均蒋離率を超えない囁合であっても、初めての後発品が収載された直後の薬価改定において、それ   

までの期間中の黒積分を引き下げる。（③）  

③初めての後発品が収載されるまで   

薬価改定の対象外となった品目  
①収載直接から加重平均粥離率   

を超える品目  

（診収載後に改定の対象外となった後   

に加重平均布離率を超えた品目  

咽仏巧 2年 1年  6年  8年 10年 12年 14年  収仏杓 2年  
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1．新薬創出・適応外薬解消等促進加算（いわゆる「薬価維持加算」）について   

（1）基本的考え方   

06月3日及び8月5日に開催された中医協薬価専門部会において既に申し述べた  

とおり、近年の新薬開発の難易度の高まりや開発費の高騰により、外資系企業は  

その開発拠点を日本市場に置き続けることの必要性や妥当性、そして開発投資を  

どれぐらい日本に振り向けるかの検証を余儀なくされているところである。   

○そうした中、従来から日米欧3極の業界団体がそろって提案してきた「革新的新薬  

の薬価を後発品発売までの間は引き下げずに維持する」という制度が、事務局か  

ら提案された「平成22年度薬価制度改革に向けた全体的な論点整理について」に  

盛り込まれたことについて、我々としても高く評価するところである。   

○日本の医薬品市場はグローバルな視点からみると、いかに医療現場で高く評価さ  

れる新薬であっても発売直後から2年に1回ほぼ自動的に薬価が下がり続ける特  

殊な市場だと映っている。ここに薬価維持加算が導入されれば外資系製薬企業に  

とって日本市場の魅力が向上することは疑いないところであり、我々外資系製薬企  

業の日本法人としても、アンメットニーズを満たす革新的な新薬や未承罷薬・適応  

外薬など、日本の医療現場や日本の患者様が待ち望む医薬品を迅速に届けられ  

るよう、今後とも出来る限りの努力を続けていく所存である。  

○なお、本件薬価維持加算は、平成22年度限りの措置として試行的に導入されるも  

のではあるが、本来、投資回収の早期化から開発投資の活発化、そして革新的新  

薬の開発促進に至る、長期にわたるサイクルを正のスパイラルとして回し続けるた  

めには、薬価維持加算が恒久的に安定した制度として確立されることが不可欠で  

ある。   

○試行期間中においても、未承認薬や適応外薬の開発促進など、薬価維持加算の  

導入が我が国の治療環境改善に寄与することを実感していただけるよう、我々とし  

ても最善を尽くしていく所存であるので、次々期の薬価制度改革時における薬価  

維持加算の恒久的制度化について、強くお願いするところである。  

○また、スケジュールに沿った新薬の開発や未承認薬・適応外薬の解消への取り組  

みは、安定的で予見可能性の高い制度運用があってこそ可能なものであり、改定  

前薬価を維持する形での加算の形を堅持していただくよう、強くお願い申し上げる  

ところである。   

平成21年12月9日  

中央社会保険医療協議会薬価専門部会意見陳述資料  

「平成22年度薬価制度改革に向けた全体   

的な論点整理について」に対する意見  

米国研究製薬工業協会   

在日執行委員会委員長  

関口 康  



く2）薬価維持加算の適用除外の仕組みについて   

○我々としては、薬価維持加算が未承認薬・適応外薬閉居の解決に確実に結びつく  

ことを担保するため、事務局捷秦の「今回の制度導入による適応外薬等の開発促  

進スキーム」に示された仕組みを導入する必要性は理解するところである。なお、  

企業への開発要請に際しては、医療上の必要性等に閲し、当該企業に十分な協  

議の機会が与えられる必要がある。   

○開発要請を受けた企業は、承認申請に必要とされるデータ等について有識者会議  

と協議の上、開発工程表を作成することになる。この際、企業が有識者会議と誠実  

に協議を行わない等の理由により、合理的な期間内に工程表が作成されない場合、   

薬価維持加算を適用しないことは妥当と考える。しかし、ライセンス元との交渉や申   

請に必要とされるデータに関する協議に時間を要する場合や、事実上開発が困難  

であることが協議期間中に判明する場合も予憩されることから、有織者会議におい  

て、これらの事情の妥当性も考慮した上で企業の取り組みを評価し、厚生労働省  

に報告することとすべきと考える。   

○一旦、開発工程表が作成されると、各企業はそれに従って未承認薬・適応外薬の  

開発に真蟄に取り組むこととなる。この際、正当な理由なく開発工程表から大幅に   

遅滞するような場合、薬価維持加算を適用しないことは妥当と考える。しかしながら、  

下記の例のように、やむを得ない理由で開発工程表の見直しが必要となる場合ま  

で加算対象から除外されることは妥当でない。このような場合には、企業が有識者  

会議に諮って必要な見直しを行った上で、有織者会議が進捗並びに企業の取り   

組みに関する評価を行い、その結果を厚生労働省に報告することが適当と考え  

る。  

【例】  

・最善の努力を尽くしても治験施設や被験者を予定通り確保できない場合  

・効果が十分でない、予期しない副作用が出てくる等の理由で当初検討さ  

れていた用法・用量を見直す必要等がある場合   

○なお、有識者会議の評価結果をもって薬価維持加算の可否を検討する際には、当   

該企業に不服申し立ての機会が与えられるべきと考える。   

○また、各企業が未承認薬・適応外薬問題の解消を遅滞なく図っていくに当たって   

は、単に各企業の努力だけでなく、既存の海外・国内データが十分にある場合に   

公知申請を柔軟に認めたり市販後調査の負荷を軽減するなど、承認審査や市販   

後調査のあり方も密接に関連するところであり、審査担当部局を含めた厚生労働  

省は、日米欧3極の業界団体が組織するタスクフォースとも十分に連携を取りつつ、  

2  

適切な開発工程表の策定プロセスを定めていただくよう、念のため申し添える。   

（3）その他の論点について  

（ア）配合剤の取り扱いについて  

○事務局提案では、薬価維持加算の適用においては、「配合剤のうち、薬価収載  

後15年を超えた成分または後発品が上市されている成分を含むものは除く」こと   

．とされている。  

○しかしながら、一仮に一つの配合成分が薬価収載後15年を超えていたり、後発品  

が上市されていたとしても、他の配合成分が新規有効成分や新規投与形態であ  

ったり、単に服薬コンプライアンスの向上だけにとどまらず配合による相乗効果  

等によって画期性加算や有用性加算の対象となる場合などについては、正しく  

薬価維持加算の対象とするべき革新的新薬に核当すると考えられることから、こ  

うしたものを薬価維持加算の対象から外すことは適当でない。  

（イ）後発品のある先発晶の薬価の引き下げのあり方について  

○薬価維持加算の導入は後発品の使用促進と車の両輪をなすものであり、今回の  

薬価維持加算の試行的導入に伴い、既に業界からも意見表明を行っているとお  

り、後発品使用が計画どおりに進んでいないことによる財政影響を緩和するため、  

後発品のある先発晶の薬価を追加引き下げすることについてはやむを得ないも  

のと考えている。  

○しかしながら一方、6月3日の中医協薬価専門部会において我々PhRMAから  

意見陳述を行い、またその後の中医協のご審議の過程においても何名かの委  

員からご発言があったとおり、後発品の使用促進を図る上では、先発晶と後発品  

の価格差が大きく、患者に後発品を選択する経済的なインセンチイブが生じるこ  

とも重要であると考えられる。  

○今後、後発品使用の一層の促進を図っていく上では、後発品自体の価格水準  

のあり方や、初吟て後発品が上市された際の通常の特例引き下げのあり方を含  

めて、総合的に検討をしていただけるようお願いいたしたい。   

2．薬価維持加算以外の論点について   

（1）外国平均価格の算定方法の変更について  

○今回、事務局からその変更が提案されている「5倍以上除外ルール」は、平成18年  

度の薬価制度改革時に導入されたものであり、  

・引き上げ調整の場合についてのみ、（プラス方向に）帝離が大きい債を除外  

3   

肇1  



○このようなイノベーションを阻害する仕組みは本来廃止すべきものであるが、少なく  

とも当初の制度趣旨を逸脱することのないよう、我々PhMAは引き続き強く要求す  

る。   

○特に、平成18年度の薬価制度改革により、市場拡大再算定の対象となった品目よ  

り以前から市場に存在するなど、対象となった品目の当初薬価の算定に全く影響  

を与えていない品目であっても、対象となった品目の薬理作用類似薬であれば、  

全て市場拡大再算定の対象とすることとされたが、これは本来の市場拡大再算定  

の制度趣旨に全く合わない不合理な新ルールであり、我々PhRMAはその撤廃を  

強く求めるものである。   

（3）「／ト児適応又は希少疾病の効能追加又は用法・用量追加を行った場合や、市販後   

に当該医薬品の真の臨床的有用性を検証したデータが公表された場合」に適用され   

る加算について   

○事務局から、市販後に真の臨床的有用性が検証されたことにより当該加算の対象  

品目となった医薬品が同時に他の加算（小児適応や希少疾病用の効能追加によ   

る加算）の対象となる場合、両加算の重複適用を認めないとの提案がなされている  

ところである。   

○しかしながら、新薬の薬価算定では有用性加算と小児加算あるいは市場性加算と  

の重複適用が認められていることから、我々PhRMAは、市販後の加算においても  

重複適用を認めるべきであると考えるところである。  

するものであり、引き下げ調整の場合については、（マイナス方向に）帝離が  

大きい値は除外しない  

・外国価格のうち最も高い価格と最も安い価格で5倍以上の解離がある場合、  

最も高い価格を除外して計算した平均値を外国平均価格として用いることとさ  

れているが、1か国の価格だけが特異的に高い場合であればとにかく、1か国  

の価格だけが特異的に安いような場合であっても、当該特異的に安い価格を  

基準にして最も高い価格が除外される  

など、極めて合理性、公平性を欠くものである。   

○こうしたルールは、外国平均価格調整の仕組みの本来の趣旨である「日本の薬価  

計算の仕組みに基づき算出される薬価が国際価格と大きな帝離を生じないように、  

その格差を補正する」という考えから逸脱し、単に日本の薬価を低く抑えるための  

手段として活用しようとするものであることから、我々PhRMAはこの平成18年度の  

ルール変更の見直しをかねてから訴えてきたところである。   

○こうしたルールの不合理性、不公平性を解消することなく、このルールが適用され  

る帝離幅を5倍から2倍に縮小してその不合理性、不公平性を一層拡大するような  

事務局提案は、我々PhRMAとしてはおよそ受け入れられるものではない。   

○仮に、帝離幅が2倍に縮小された場合には、従来引き上げ調整の対象となってい  

た品目の約半数が、調整対象から外れるか、より低い引き上げ率が適用されると予  

想される。この5偉から2倍へのルール変更は、9月18日の中医協資料英一2－1  

及び英一2－2からも見てとれるとおり、現状でも外国の新薬の平均価格に対して1   

割も低い日本の新薬の価格ギャップをさらに拡大することとなり、日本市場の魅力  

を減ずる方向に働く可能性が高いと考えられることから、ドラッグ・ラグを縮小しよう  

とする政策に反するものであって適切でないと考える。   

○また、2倍という極めて小さな解離幅で除外ルールを運用した場合、為替変動によ  

って容易に算入と除外が変動し得るため、安定的で予見可能性の高い制度運用  

が阻害されることから、そうした面でも5倍から2倍への変更は適切でないと考えるb   

（2）市場拡大再算定について   

○市場拡大再算定ルールは、もともと、当初薬価の設定時に前提に置いた条件が事  

後的に変化してしまった場合に、本来あるべき形へと修正するための仕組みとして  

導入されたものである。   

○しかしながら、市場拡大再算定ルールは、時代とともに、本来の趣旨から大きく逸  

脱した単なる支出削減策に変質し、合理的な理由なく革新的で成功した医薬品の  

薬価を単に切り下iヂるための手段と化してしまっている。  
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e菅野′毒a 
新薬創出■適応外薬解消等促進加算（仮称）についての  

EFPIAJapanの意見  

当制度の導入によって、  

●外資系医薬品企業は、日本への投資を促進する。  

●短期的には、未承認薬・適応外薬問題が解消される。   

－我々EFPIAは、有識者会議により、医学的ニーズに基づき厳正に選定さ  
れた未承認薬・未承認効能の開発に対して真筆に取り組む   

一取組みが不適切な企業には、加算を適用しない。  
適用しない場合としては以下が考えられるが、「適切な期間」等、具体的  
な基準については、別途協議■設定する必要がある。  

＞有識者会議からの開発要請を受けた後、適切な期間内にエ程表を作成しない  
場合  

＞工程表に定められたスケジュールを著しく遅延する場合  

●中長期的には、ドラッグラグの解消、そして革新的新薬の日本へのより早期   
の導入が加速する。   
そのためには、未承認薬・未承認効能への取組み等を検証した上で、平成   
24年度以降、恒久的な制度としていただくことを強く要望する。   
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新薬創出・適応外薬解消等促進加算（仮称）についての  

EFPIAJapanの意見  

から外資系企業における日本への投資判断に対しポジ  

義  

なぜならば、  

●グローバル企業が日本へ投資するか否かは、開発プロジェクト（新薬・効能追加）   
ごとに検討されるが、常に世界の他のプロジェクトとの競争（創生価値の比較）に   
晒されている  

●現在、グローバル企業の新規投資は、特許期間中の投資回収が早期に行なわれる   
欧米先進国、並びに市場の伸びが著しい新興諸国が優先され、日本は時として優先   
順位が低くなっている  

●そのような中で、当制度が導入されれば、日本におけるプロジェクトの現在価値  
（NPV）が改善し、企業内で競合状態にある他国・他地域におけるプロジェクトに対   
し、優位に闘える  

●その結果、革新的新薬が欧米に遅れることなく、より早く日本において発売できる   
ようになる  

●合わせて、我々EFPIAは、世界同時開発を積極的に展開し、日本の患者の皆さん   
へ革新的新薬を世界に遅れることなく届けるよう最大限の努力を払う  

●昨今の新薬は、エビデンスレベルが高くなっており、新薬の早期導入は具体的に   
医療の質の向上に繋がるため、当制度導入のメリットは広く患者、医療従事者に   
行き渡ると考える  

e菅野岳a 
「平成22年度薬価制度改革に向けての全体的な論点整理」  

に対するEFPIAJapanの意見  

1．市場拡大再算定について  
市場で評価されその規模を拡大しているものに引き下げ再算定を行うことは、イノベーショ  
ンの評価と矛盾するものであり、日本市場の魅力度の低下に繋がるものとして、従来より   
ルール自体の廃止を訴えてきた。  

ましてや、効能追加や使用実態に変化のないもの等への更なる範囲の拡大には断固反対   
である。  

2．外国平均価格について  
現行ルールでは、最高価格が最低価格に比べて5倍を上回る場合に、異常値として当該  
最高価格を除外しているが、以下の点で著しく公平性・公正性を欠いている。（参考1）  

＞1カ国のみが著しく低く異常値と認められる場合であっても、それを基準に最高価格が   
除外される。  

＞2カ国しか外国価格が存在せず、その価格に帝離がある場合、いずれの価格が異常値   
であるか容易に判断できないにもかかわらず、必ず高い方の価格が除外される。  

このような現行ルールの問題点を改善しないまま、異常値の判断基準を2倍に縮小する提   
案には断固反対である。  

異常値を排除するのであれば、最低価格を基準に判断すべきではなく、高いものも低いも   
のも入れて計算された平均値、あるいは中央値を基準に判断するべきである。  
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e菅野E透 
「平成22年度薬価制度改革に向けての全体的な論点整理」  

に対するEFPIAJapanの意見  

3．小児適応又は希少疾病の効能追加等、及び市販後に真の臨床   
的有用性を検証したデータの評価について   

「大学等の研究機関で独自に真の臨床的有用性のデータを検証した場合や   

公知申請のように臨床試験を行わず、既存の文献等を使って承認を取得した   
場合など」を加算の対象外とすることが提案されているが、   

そもそも医薬品の有用性は、企業の負担や労力により評価するものではなく、   
臨床上の価値に基づき評価すべきである。   

小児適応や希少疾病の効能追加等及び市販後に真の臨床的有用性を検証し   

たデータは、薬剤に価値を付加するものであるため、提案されているような、   
大学の研究等の場合であっても、加算の対象とすべきである。   



（参考2－①）「平成22年度薬価制度改革に向けての e普が≡表全体的な論点整理」に対するEFPIAJapa。の意見詳細  
第1既収載医薬品の薬価改定  

具体的内容  EFP仏の見解   

2 再算定  

市場拡大再算定について   ・市場で評価されその規模を拡大しているものに引き下げ再算定を行うことは、イノベー  
ションの評価と矛盾するものであり、日本市場の魅力度の低下に繋がるものとして、従  
来よりルール自体の廃止を訴えてきた。ましてや、効能追加や使用実態に変化のないも  
の等への更なる範囲の拡大には断固反対である。  

（1）対象品及び類似品について真の臨床的有用性の評価は、各企業が  ・個別の医薬品ごとにデータを評価すべきである。ただし、対象品よりも類似品の引下げ  
それぞれ独自に行なった市販後臨床試験等の結果によって異なることか  率が大きくなるようなことのないようにしていただきたい。（例えば、対象品に補正加算が  
ら、対象品の補正加算率をそのまま全ての類似薬に対して適用するので  適用される一方、発売後間がなく、市販後のデータが蓄積されていない類似品に補正加  
はなく、個別の医薬品ごとにデータを評価して補正加算の適用の可否及  
び加算率を判断することとしてはどうか。   

3 その他  

（1）小児適応又は希少疾病の効能追加又は用法・用量追加を行なった  ・そもそも医薬品の有用性は、企業の負担や労力により評価するものではなく、臨床上の  
場合や、市販後に真の臨床的有用性を検証したデータが公表された鳩  価値に基づき評価すべきである。  
合に加算する評価について。   ・小児適応や希少疾病の効能追加等及び市販後に真の臨床的有用性を検証したデータ  
当該加算の根拠となるデータや薬事承認の形態として、大学等の研究  は、薬剤に価値を付加するものであるため、提案されているような、大学の研究等の場  
機関で独自に真の臨床的有用性のデータを検証した場合や、公知申請  
のように臨床試験を行わず、既存の文献等を使って承認を取得した場合  
などがあることから、これらのように当該企業の負担が相当程度低いと  
思われる事例については、加算の対象外としてはどうか。   

その他）不採算品目や医療上不可欠な医薬品の取扱いについて   ・今回は試行的な導入であるという理由で「新薬創出・適応外薬解消等促進加算（仮称）」  
の対象外とすることが提案されているが、平成24年以降、当加算が継続され本格的に  
運用される場合には、これらの不採算品目や医療上不可欠な医薬品（血液製剤など）を  
対象としていただきたい。   

丁 下  
▲u 





薬価基準制度について（意見）  

平成21年12月9日  

（社）日本医薬品卸業連 

会長 別所芳樹  

医薬品卸の機能  

・公的医療保険制度の基盤を支える卸機能  

安全■安定、正確－タイムリー、多品種少量多頻度供給  

・毛細血管型流通：欧米に比して多い医療機関■薬局数  

人口   病院   診療所  薬局   
計   

日本   1．3億人  0．9万   16．3万  5．1万   22．3万   

米国   3．0億人  0．6万  6．5万   7．0万   

ドイツ   0．8偉人．  0．2万  2．2万   2．4万  

資料）日本：厚労省「医療施設調査」「衛生行政業務報告」米国、ドイツ：医療経済研究機構  

・適切な医薬品情報を伴う流通  

卸販売員（MS）による比較情報等の提供  
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医薬品卸の機能（2）  

・危機管理流通  

新型インフル工ンザパンデミック対応  

災害時緊急配送等  

・tT化による物流機能の効率化・高度化  

トレーサビリティの確保  

・自主規範（」GSP）による精微な品質管理  

・ニセ薬の流通を排除  

信頼性の高い流通体制を整備  

（欧米、途上国では脅威）  

医薬品卸のスタンス  

・薬価基準制度の適正運営に協力   

医薬品流通の中核を担う立場から可能な限り協力する方針   

→流通改善懇談会の緊急提言（H19．9）の実現に努力  

・流通改善懇談会・緊急提言  

①未妥結仮納入の解消  

→薬価調査対象の把握漏れ改善  

②総価取引の是正  

→価値に見合った市場価格の形成  

③ 川上取引の合理化  

→川下価格交渉の環境整備   



未妥結仮納入の解消  
妥結率比較 H18／20（薬価改定年）  厚生労働省調べ  

7月  10月  

区 分  
18年   20年   18年   20年   

医療機関   46．8％  50．2％   55．4％  65．7％   

うち200床以上病院  29．4％   30．6％  44．7％   

薬局   39．3％  46，8％   52．9％  78．2％   

うち20店舗以上チェーン薬局   8．5％  30．4％   14．4％  68．9％   

総合計   43．9％  48．5％   54．2％  71．8％   

妥結率の低い病院グループ  

厚生労働省の調査によれば、平成20年12月（交渉期間9カ月経過）の時点で、  

傘下病院数30病院以上の病院グループの妥結状況をみると、いわゆる公的  

病院グループが20％～30％程度で、最も妥結率が低い状況。  

総価取引の是正  
改善状況H19／H20  日本医薬品卸業連合会調べ  

200床以上病院   H19年度  H20年度  

軒数割合   売上高割合  軒数割合   売上高割合   

単品単価契約   68．6％   46．4％   73．6％   60．6％   

総価契約   31．4％   53．6％   26．4％   39．4％   

内訳）単品総価契約   21．4％   29．0％   17．8％   21．4％   

全品総価除外有  5．1％   11．6％   

全品総価契約   10．0％   24．6％   3．5％   6．4％   

20店舗以上チェーン薬局   H19年度  H20年度  

軒数割合   売上高割合  軒数割合   売上高割合   

単品単価契約   4．3％   0．9％   16．4％   18．1％   

総価契約   95．7％   99．1％   83．6％   81．9％   

内訳）単品総価契約   31．6％   45．9％   8．6％   30．5％   

全品総価除外有  71．8％   50．2％   

全品総価契約   64．1％   53．2％   3．2％   1．2％   
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流通改善（改革）の取組結果  

・流通改善懇談会の総括（H21．5）  
一定の成果：妥結率の向上・総価取引の改善  

・卸企業の感想   

早期妥結と卸企業成績は相反関係（薬価改定年比較）  
日本医薬品卸業連合会調べ  

年度   売上総利益率  販売管理真率  営業利益率   妥結率（10月、金額）   

H18   8．25％   7．12％   1．13％   54．2％   

H20   7．11％   6．82％   0．29％   71．8％   

－→価格の軟化に耐えられず、早期妥結努力を放棄する動きを憂慮  

・流通改善懇談会有  者の意見  

早期妥結を促進するインセンティブが必要  

新薬価制度案の実現希望  

目薬連が提案する新薬価制度案は、新薬開発促進、  
ドラッグラグ解消等に有効（国民医療の向上に必要）  

●  

新薬価制度案は流通改善（改革）と表裏一体の関係  

新薬価制度の実現一運用に当たっては、精度の高い薬価調査に基づく  

平均帝離率を基準として、薬価改定の有無を判定すべき  

→漏れのない薬価調査と価値に見合った市場価格の形成  

＝未妥結仮納入の解消と総価取引の是正が必要  

→新薬価制度案の導入と涜通改善（改革）の実現に   

同時並行的に取り組むことが重要   



来年度薬価改定について  

・調整幅2％の維持  
調整幅は、銘柄内の包装間格差による流通コストの差異を  
カバーし、逆ザヤ発生を防止するために設定されたもの。  

少なくとも、現行の水準2％を維持すべきである。  

⊥ 診療報酬引上げ財源への充当  
薬価改定に伴い生じる資金は、全額を診療報酬引上げ財源  

に充当を希望。   




