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ファーマ2020: バーチャルR&D
岐路に立つ医薬品業界

2 0 0 8 年 6 月 刊 行 。 本 資 料 で
は、R&Dプロセスの改善機会を
追求した。新技術の登場で実現
が可能になるバーチャルR&Dに
ついて提唱する。医薬品業界が
研究者、政府、医療費支払者お
よび医療サービス提供者などと
さらに緊密に連携することによ
り、刻々と変化する社会の要求
により効果的に対応することが
できる。

ファーマ2020: 
マーケティングの未来
岐路に立つ医薬品業界

2009年2月刊行。本資料では、
医療費支払者、医療サービス提供
者および患者などの影響力の高ま
りや、21世紀にふさわしいマー
ケティングおよび営業モデルの創
出に求められる変化を始めとする
医薬品市場再編の主要な牽引力に
ついて説明する。これらの変化を
通じて、医薬品業界はよりコスト
効率の高い方法で製品のマーケテ
ィングおよび販売が可能となり、
新たな機会が創出され、医療全体
で顧客ロイヤルティの向上が期待
できる。

ファーマ2020: ビジョン
岐路に立つ医薬品業界

2 0 0 7 年 6 月 刊 行 。 本 資 料 で
は、2020年までに医薬品業界
に大きく影響すると予想される
さまざまな問題を取り上げた。
また、製薬会社が株主や社会に
提供する価値を向上させる潜在
的機会を実現するため、最善と
目される変化の方向についても
概説している。

ファーマ2020: グローバルタッ
クスの将来課題
岐路に立つ医薬品業界

ファーマ2020シリーズの第5弾
として2009年12月刊行。本資
料では税務の観点から医薬品業
界における機会と課題に焦点を
当てている。協働型新規ビジネ
スモデルの発展とともに、現在
の事業環境を形成する政策、経
済、科学や社会のトレンドにし
たがい、医薬品業界における実
効税率に対する圧力がいかに増
していくか論じている。また、
本資料では製薬会社がアウトカ
ムに基づく医療の提供を支援し
ながら競争力を維持していくた
めに、どのように自社の税務戦
略を対応させることができるか
示している。

ファーマ2020: ビジネスモデル
の変化と挑戦
岐路に立つ医薬品業界
ファーマ2020シリーズの第4弾
として2009年4月刊行。本資料
では製薬会社の自社内完全統合
型ビジネスモデルが2020年の
医薬品業界にとって必ずしも最
善の選択肢ではなく、より創造
性の高い協働型モデルの方が魅
力的であるということを取り上
げている。またさまざまなビジ
ネスモデルの長所と短所を評価
し、医薬品業界が直面する課題
に各ビジネスモデルがどのよう
に対処するのか論じている。

ダウンロードはこちらから: www.pwc.com/pharma2020

本シリーズの既刊:
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残念ながら、それはあまり上手く機能して
いない。ほとんどの製薬会社は、十分に活
用されているとは言い難く効率性の低い複
雑なサプライチェーンを抱えている。さら
に悪いことに、それらは販売リストから脱
落しつつある製品に対応する準備はできて
いない。2020年には、医薬品業界が製造
する製品の多くは、低分子化合物の製造に
用いられているものとは全く異なる製造・
流通方法を必要とする専門医向け治療薬と
なるだろう。

要するに、医薬品のサプライチェーンは抜
本的な総点検を必要としている。今後10年
間で3つの重要な変化が起きるとPwCは予
想する。

 • 異なる製品タイプと患者集団に対応し
た異なるモデルに細分化される

 • 市場での差別化の手段と経済的価値の
源となる

 • 製品とサービスを市場へと導くために
情報を吸い上げるという双方向の動き
になる。

PwCは、製薬企業の検討対象となり得る、
将来におけるサプライチェーンの4つの選
択肢を提示した。専門医向け治療薬に特化
した企業は、製造と流通の全てを信頼で
きる業者に委託するか、自らのブランド
力を高めるためにサービス重視のサプラ
イチェーンを構築するかのいずれかを選
ぶことになる。多くの患者を対象とする治
療薬に注力する企業は、低価格での製品提
供者になるか、社内外の顧客にサービスを
提供することにより利益を上げるサプライ
チェーンを構築するかのいずれかを選ぶこ
とになる。

以下のページでは、医薬品業界に必要とさ
れる変化を引き起こす助けとなるような技
能と技術に加え、医薬品の製造と流通にお

ける新たなアプローチの必要性を規定する
重要なトレンドについて、より詳細に検討
していく。また、特定された4つの選択肢
の主要な特質とその示唆するところについ
ても考察していく。

はじめに

PwC＊がこれまでに発表したファーマ2020シリーズで指摘してきた
ように、医薬品業界には大きな変化が起きている。多くの企業は創
薬、開発、上市をより効率的に行うという対応に努めてきたが、製
造および流通の再編には従来ほとんど努力を払ってこなかった。し
かしサプライチェーンは、研究室と市場を結びつけるものとして、
同様に重要なのである。

*  「PwC」とは、プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナル・リミテッド（PwCIL）のメンバーファ
ームによるネットワークを指す。または文脈によってはPwCネットワークの個々のメンバーファームを指す。
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図 1: 製薬会社の根幹をなすサプライチェーン
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サプライチェーンは、企業が製品を販売
し利益を上げるために、製品を開発段階
から市場へと移す手段である。この中に
は、製品を製造し、顧客へと届けるのに
必要とされる組織として取り組む実業務
上の付加価値の高い活動の全てが含まれ
る。すなわち、製薬会社にとってサプラ
イチェーンは新製品開発から、病院、薬
局や患者への製品供給に至るまでの全て
を網羅することになる（図1を参照）。 

企業の中には、卓越したサプライチェーン
を持つものもある。たとえば、衣料小売の
ザラはスピードと機動力のあるサプライ
チェーンで知られている1。アップル、P＆
G、シスコ・システムズ、ウォルマートも
優れた例とみなされる企業である2。しか
しほとんどの製薬会社のサプライチェーン
は、柔軟性に欠け、費用効率も悪い。 

「ブロックバスター」が重要であるとい
う枠組みが優位であった時には、これは
さしたる問題ではなかったが、事態は劇
的に変化している。ジェネリック医薬品
との競争はすでにビッグファーマの収益
を落ち込ませている。売上高が合計で
2,670億米ドル以上になる製品の特許が今
後6年間で失効するため3、この流れは続
くだろう。業界の大手企業がこれまで享
受してきた規模の経済のメリットは急速
に縮小してきている。

この状況を踏まえ、多くの製薬会社はサ
プライチェーンの改善に着手している。
しかしその取り組みの多くは、買収によ
り肥大した製造ネットワークを合理化す
るといった差し迫った課題を解決するた
めの短期的な措置であった。このこと
は、彼らがここ数年成し遂げてきた進歩

変化の時

から、というよりは進歩の欠如からうか
がえる。

資産活用率は改善している。たとえば、
2004年から2009年の間に、包装設備の
全体的な効率は36％から51％へと向上
した。また、品質も向上している。同時
期の不良ロット発生率は、1.00％から
0.74％へと下がった。しかし平均準備時
間は79分から93分へと増加しており、
多くの製薬会社は「連続フロー」や、円
滑な製造スケジューリング、受注製造体
制を持つには程遠い。彼らは受注製造の
代わりに大量の在庫を抱えなければなら
ず、それが運転資本や経費の増加要因と
なっている4。

プランニングと協力

新製品開発と
イノベーション

原薬製造 商業製造と包装 流通 患者

卸売業者 薬局

薬局への直販

人材とスキル

情報システム
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さらに重要なのは、将来のニーズに対応
できるサプライチェーンを持つ製薬会社
はほとんどないということである。業界
内外双方からのさまざまな力が製薬会社
の事業環境に変化をもたらし、製品の製
造・流通の方法に甚大な影響を与えてい
る（図2を参照）。 

図 2: 異なるサプライチェーンに対するニーズを決定づけるさまざまな要因

1 新しいタイプの製品
• より複雑な製造・流通

• 異なる種類の製品に対する異なるサプライチェーン

• 製品のライフサイクルの短縮化

2 ライブライセンス
• 新薬発売の増加

• 機能の拡大・縮小に迅速に対応する能力

• 収益曲線の急激な変化

3 アウトカム重視の
傾向

• 健康管理サービスへの進出

• 製品のライフサイクル上の全段階において売上利益率を確
保する、より効果的で柔軟な原価構造

4 医療提供の新手法 
• あいまいになるプライマリーケアと救急治療の境界線

• より広範な流通ネットワーク

• 需要に基づいた製造・流通

5 高まる新興市場の
重要性

• 新興市場の患者に合わせた医療提供

• より広範囲にわたる活発なサプライチェーン

6 公的な監視の強化
• 厳格化する規制

• 拡大したサプライチェーン全体における活発なリスク評価
およびリスク管理能力

7 環境のプレッシャー
• 持続可能で環境に優しいプロセス

• より災害に強い地域への工場移転

出典: PwC
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1. 新しいタイプの製品 
製薬会社のポートフォリオは大きく変化
している。業界のアナリストは、世界の
市場でバイオ工学で処理されたワクチン
や生物製剤が2009年の17％から2016年
までには23％（金額ベース）に増加する
だろうと予測している5。ナノテクノロ
ジー、細胞組織リエンジニアリング、幹
細胞研究およびそのほかの分野の進歩が
実を結び始めているため、製品ベースは
さらに多様化するだろう（図3を参照）。

しかしこれらの新規治療法やその提供に
用いられる機器の多くは、従来型の化学

物質よりも複雑な製造・流通プロセスを
必要とする。実際のところ、オーダーメ
イド医薬品やポリピルの一部について
は、薬局やポイント・オブ・ケアで初め
て使用可能な状態になるものも出てくる
だろう（欄外補足記事「新しい医薬品と
機器」を参照）。しかしこのような取り
組みは、製品のライフサイクルが短くな
るのを防ぐには不十分である。多くの
オーダーメイド医療を除く全ての医薬品
は、従来型の医薬品がそうであったよう
に、類似した新製品やまったく違う種類
の製品とのより熾烈な競争により、独占
権を享受できる期間が短くなるだろう。

図 3: 2020年には、製薬会社ははるかに多様な製品を製造する
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Fixed dose combinations
Recycling existing drugs 

with greater expected 
health benefits  

Therapeutic monoclonals
New antibody treatments

for cancer and
inflammatory disorders  

Biomarkers
First wave of clinically
validated biomarkers 

Nano-pills
Oral imaging diagnostics

‘pills’ for gastrointestinal and
other conditions 

Gene-based therapies
First gene-based therapies

for diseases such as
oncology and cardiovascular  

Human cell therapies
First stem cell therapies for

diabetes, Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease and

vascular injuries  

Tissue engineering
First tissue engineering or

xenogenic therapies  

Pharmacogenomics
First fully integrated PGx

product propositions 

Imaging
Better real time imaging for
diagnosis, monitoring and

treatment of multiple diseases  

Nano-carriers
Targeted drug delivery

systems for  Alzheimer’s
disease, Parkinson’s

disease, cancer and strokes   

出典: PwC

新しい医薬品と機器

生物製剤は一般的に化学物質よりも
製造プロセスにおいて不純物の影響
を受けやすく、配送中もダメージを
受けやすい。遺伝子および組織を利
用した医薬品の製造はさらに困難で
ある。それぞれの試料は個別に抽
出、増殖、調製、分析を経て、投与
される必要があるため、個別の製造
ロットとして処理され、患者に近い
場所で完成されなければならない。

高分子化合物の経口製剤を作製する
のは難しいため、こうした専門医向
け治療薬の多くには投与のための新
機器も必要となる。マイクロニード
ル、磁気標的型キャリア、ナノ粒
子、高分子カプセル、多層型薬剤パ
ッチなどが主流となりそうだが、こ
のような機器類は現在使用されてい
るものよりはるかに複雑である。 

用量固定型配合剤
より多くの治療上のベネフ
ィットを得ることを期待し
て、既存薬を再利用

画像
複数の疾病の診断、モニタ
リング、治療のためのリア
ルタイムでの画像化

再生医療
初の再生医療または異種細
胞を用いた治療

治療用
モノクローナル抗体

がんや炎症性疾患の新たな
抗体治療

ナノピル
消化器そのほかの症状を診
るための経口画像診断ピル

ファーマコゲノミクス
初の完全に統合された薬理
ゲノミクス製品の課題

バイオマーカー
臨床的に検証されたバイオ
マーカーの第一波

遺伝子治療
腫瘍、心疾患のような疾患
に対する、初の遺伝子治療

ヒト細胞治療
糖 尿 病 、 ア ル ツ ハ イ マ ー
病、パーキンソン病、血管
外 傷 に 対 す る 初 の 幹 細 胞
治療

ナノキャリア
アルツハイマー病、パーキンソ
ン病、がん、脳卒中を標準とす
るドラッグデリバリーシステム

キーポイント

現在主流となっている技術　　遺伝子／細胞／組織関連技術　　ナノテク関連技術
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2. ライブライセンス 
医薬品の評価、承認、モニタリングに新
手法が登場するため、上市までのプロセ
スもまた段階的に追加されていくような
ものになるだろう。現在、ほとんどの新
薬に対する承認申請は承認されるか却下
されるかのいずれかである。その製造・
流通のサプライチェーンはピーク時の販
売量に対応できるよう設計されている。
また生みだされる収益は比較的単純な曲
線で上昇する。

しかし新薬承認の是か非の二元論に基づ
くシステムからは脱却しつつある。欧州
医薬品庁（EMA）と米国食品医薬品局
（FDA）は数年前に一部の製品に対して
条件付きの承認を導入した6。いずれも市
販後調査をより重視しており、現在のシ
ステムは最終的に、異なる患者集団での

安全性と有効性を検証するための追加試
験を実施することを条件に、新薬に「ラ
イブライセンス」が与えられるシステム
に取って代わられると考えられる7。

この場合、現在の「ビッグバン」的な上
市は、承認範囲が拡大されるたびに新製
品への需要が増加するという段階的アプ
ローチに移行することになるだろう。そ
れにより最初の上市から販売量がピー
クに達するまでの時間がずっと長くな
り、収益曲線もより緩やかに上昇するこ
とになる。さらに工場や機器への設備投
資の回収期間はより長くなる（図4を参
照）。そのため、新薬を上市する企業に
は、ピーク時の販売量に合わせてサプラ
イチェーンを設計し多額の先行投資を行
うことよりも、承認範囲の変更に即応で
きるサプライチェーンを構築することが
求められるようになるだろう。 

図 4: 新薬承認の2段階システムから「ライブライセンス」に移行した場合、収益曲線
は穏やかに上昇する
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impact on margins is 
critical to managing 
product profitability

出典: PwC

選択肢 1
ピーク時の販売量を供給できる施設を建設する
メリット: 

 • 規模拡大のリスクが少ない
 • 設備が大きいと経営の効率性が高まる

デメリット:  
 • 未確認の需要に対する多額の設備投資
 • 製品の成長段階では設備の利用度が低い

選択肢 2
モジュール式製造プラットホームを適用し、それぞ
れの需要量のプラトーに合わせて規模を拡大する
メリット:

 • 判明している市場の需要に合わせた設備投資
 • 設備の利用度が高い  

デメリット:
 • 設備を増設する場合の費用とリスク
 • 小規模な設備の増加により費用が増大する

ピーク時の販売量

製 品 の 収 益 管 理 に
は、資本コストと利
益への影響額の把握
が不可欠である

時間
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財政的に厳しい政府や保険者は一様に、
これまでよりはるかに要求を厳しくして
いる。今や彼らは、自分たちが購入する
医薬品が真に効果を有するという明確な
証拠を求めている。このことは製薬会社
にとって大きな意味を持つ。業界は、医
薬品およびコンパニオン診断薬の製造と
流通を管理しなければならないだけでな
く、製品を幅広い支援サービスで補うこ
とで、患者が受ける治療による恩恵を最

大限のものにできるようにしなければな
らない。

このように、実証可能な金銭的価値を提
供できることは、重要な差別化要因にな
る。そしてサプライチェーンは患者の健
康管理に必要なサービスを委託、監督す
ることにより、価値提供において重要な
役割を果たす。

費用削減、アウトカム向上の流れが、医療
提供の場で起きているそのほかのさまざま
な変化の根底にあるが、このことは業界に
とっても同様に重要な意味を持つ。OECD
加盟国のほとんどは、1980年代以降、病
院と専門医への依存度を低下させようと努
めてきた8。患者は自身の治療により積極
的な役割を持つことを促されるようにな
り、医薬品の自己投与も増えている。臨床
研究の進歩により急性疾患に対し有用性の
高い医薬品ができ、また治療における患者
の権限が増すとみられるため、この傾向は
今後も続くだろう。現在は病院で治療を受
けなければならない疾患の多くは、将来、
家庭での治療が可能になるだろう。

しかし、比較的少数の病院や診療所で治療
が行われるシステムから、看護師や地域ケ
ア提供者の分散ネットワークを通じて治療
が提供されるシステムへと移行するには、
大きな問題も立ちはだかっている。製薬会
社は、患者の家庭を始めとするより多くの

場所へ製品を配送しなければならなくな
る。そのため、なるべく経済的に医薬品を
玄関まで届けるために、最も効果的な「最
終マイル（final mile）」流通ネットワーク
を利用しなければならなくなるだろう。

医療提供のデジタル化は、電子カルテ、電
子処方せん、遠隔モニタリング活用の強化
とともに、医療を地域社会に広げる流れを
強めるだろう。しかしまた、それは移行に
求められる主たる要素の1つを製薬会社に
もたらすことになるだろう。電子処方せん
は、事実上のPOS（販売時点管理）データ
である。このデータを利用することで、製
薬会社は需要に基づくサプライチェーンを
構築することが可能となり、異なる患者に
対する医療パッケージは、「スーパーハ
ブ」で組み立てられてから各家庭へと届け
られることになる。このように2020年に
は患者と患者が求める医薬品の情報は製品
自体と同じくらい重要になる。

3. アウトカム重視の傾向 

4. 医療提供の新手法
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新興市場の重要性の高まりはこれらの課
題を浮き彫りにするだろう。発展途上国
の患者はより豊かになってはいるが、通
常は薬剤費の半分以上を自分たちで負担
しているにもかかわらず、先進諸国と同
じように支払うことのできる患者はほと
んどいない9。さらに、彼らの選択はしば
しば、先進国での消費を意図した製品や
サービスの設計に影響を与える価値とは
異なるものに基づいている。たとえば、
価格や日単位または週単位で買うことが
できることが医薬品としての利便性より
も重要なのである。

製薬会社が途上国で効果的に自社製品を
販売したいならば、そこで暮らす患者の
ニーズを理解し、それに応じて提供する
製品を変更しなければならない。この点
については医療機器業界から学ぶことが
できる（欄外補足記事「発展途上国向け
の設計」を参照）10。また、より地理的
な対応範囲が広くしっかりしたサプライ
チェーンを構築しなければならない。偽
造、盗難または不正な転用の報告例は、
2002年以降、すでに9倍にまで跳ね上
がっている11。

発展途上国向けの設計

医療機器会社数社は、すでに発展途
上国の人々に特別に合わせた製品を
設計・製造している。たとえばフリ
ープレイエナジーは、重篤な症状に
対処するように設計された人力で動
く胎児心拍数モニターとパルス酸素
濃度計を開発している。また、中国
最大級の医療機器会社の1つ、ミン
ドレイ・メディカル・インターナシ
ョ ナ ル は 、 低 価 格 の 患 者 モ ニ タ リ
ングおよび生命維持装置の製造を専
門としている。そしてインドのケア
ホスピタルの心臓専門医は、費用削
減のため使い捨て部品の数を減らす
ことで、低価格の心臓代用弁を設計
した。製薬会社はこうした手本から
学 ぶ こ と が で き る 。 た と え ば 、 高
価な製品を買うことのできない患者
に向けて、低価格の製剤や無駄を省
いたサービスを開発することなどで
ある。

5.  高まる新興市場の重要性 

6. 公的な監視の強化 
実際のところ、2020年にはサプライ
チェーン全体を通してリスクとコンプラ
イアンスを管理する能力は、かつてない
ほど重要になるだろう。グローバル化の
進展に伴いリスクが増加する一方、人々
の意識の高まりと法対応の厳格化が管理
レベルを引き上げている。たとえばFDA
は2009年に1,742件という記録的な数の
医薬品をリコールした。このうち1,000
件以上がある特定の1社によるものでは
あったが、それを除いたとしてもリコー
ル件数は前年比50％増であった12。 

他国もまた規則を強化している。インド
政府は最近、中国の偽造業者がアフリカ
の数カ国で「インド製」のラベルが貼ら
れた贋薬を売っていたという報告があっ
たことを受け、輸出用医薬品全てに追跡
バーコードを使うことを義務付ける法案
（2011年7月から施行）を通過させた14。
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環境への取り組みはほかの問題も提起し
ている。全ての製薬会社は以前より、明
確な理由から厳しい環境規制の下で事業
を行っている。しかし炭素排出抑制の国
際的な取り組みを考慮すると、これらの
規制はさらに厳しくなる可能性が高い。
また、人口の増加、農業の拡大、急速な
都市化や気候変動が清潔な水の不足に拍
車をかけるため、水の消費にかかる税金
も上昇すると見られる（欄外補足記事
「新しい金脈となる水資源」を参照）15。 

しかし、製薬会社が所有する資産の多く
は特定の製造プロセスに対応するために
設計されたものであり、それらのプロセ
スは概して相当量のエネルギーや水を消
費する。業界が環境への負荷を減らそう
とするならば、より環境に優しい新プロ
セスを採用しなければならないが、こ
れには新設備への多額の投資が求めら
れる。

実際、企業によっては製造施設を全く違
う場所へ移転しなければならなくなるか
もしれない。地球温暖化により世界の気
候パターンは変化している。シンガポー
ルのような従来から医薬品製造の中心地
であった場所の多くは、異常気象の影響
をより受けやすい地域に位置している。
気候を人間の操作により改善できること
が証明されたとしても（たとえば二酸化
炭素を氷に閉じ込めたり、植物に吸収さ
せたりするなどの方法により）、地球工
学の専門家たちの間では、そうした効果
は限定的であるということで概ね意見が
一致している。そうした措置は、せいぜ
い低炭素社会へ移行するまでのピーク時
の気温を引き下げる程度であろう16。ただ
し、新しい国や地域への工場移転は困難
である。それは『ファーマ2020：グロー
バルタックスの将来課題』で指摘したよ
うなさまざまな政治的、財務上、営業上
の要因を考慮する必要があるためだ17。

新しい金脈となる水資源

世界の人口の20％は、清潔な水が十
分にない国に住んでいるが、事態は
今後10年間でさらに悪化することに
なるだろう。世界人口は2020年まで
に、68億人から76億人へと増加する
と予想されている。そのため、人類が
生きていくために必要な食糧の量も増
加しており、その結果農業による水の
消費はすでに世界の消費全体の70％
を占めている。また、急速な都市化に
より安全な飲料水と衛生設備に対する
需要が増大しており、森林破壊や地球
温暖化などの環境変化がこれらの問題
をさらに悪化させている。

水不足はあらゆる場所に深刻な影響を
及ぼすだろう。国連は、2025年まで
に18億人が水のほとんどない地域に
住み、50億人が「水ストレス」を抱
えて暮らすことになると予想してい
る。この問題は中国、インド、サハラ
以南のアフリカ諸国、南アジアおよび
南米諸国の一部で特に深刻になるだろ
う。しかし、温帯の国でさえ問題を抱
えると予想される。たとえば最近の研
究では、今世紀半ばまでに米国南西部
の広い範囲で水不足が起きる可能性が
指摘されている。

7. 環境のプレッシャー

これらの流れが及ぼす影響
要するに、業界各社首脳の多くが認識し
ているように、現在の医薬品製造・流通
モデルは製薬会社の将来のニーズに合っ
ていない。原料と完成品の大量在庫への
資本投入を可能としてきた高い利益率は
過去のものとなりつつある。またほとん
どの会社が、現在のパイプラインにある
ような種類の医薬品の製造や、新しい
環境規制への適合には対応できない資産
ベースを抱えているため、既存の工場の
ほとんどを売却または再設計しなければ
ならなくなるだろう。

業界の責任の変化はさらに重要な意味を
持つ。製薬会社は自社製品の製造・販売

だけでなく、サービス提供者の巨大ネッ
トワークを管理しなければならなくなる
だろう。また、患者に対する理解も深め
なければならないだろう。アウトカムが
全ての世界では、価値を決めるのは物質
ではなく、むしろデータ、製品、サービ
スを一貫性のある商品として統合する能
力なのである。このように、製品から患
者のアウトカムへと焦点が移っていると
理解することは極めて重要である。製品
とサービスをひとまとめにしたパッケー
ジを開発、供給できる企業が、医療バ
リューチェーンのあらゆる利害関係者に
多大な利益をもたらすことができるだ
ろう。
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図 5: サプライチェーンを向上させる大きなチャンス
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さまざまな新技術をタイミング良く利用
することで、製薬会社は製品をより効率
的に製造し、流通させることができるだ
ろう。これらの技術の中には企業が品質
向上を製造プロセスの中に組み込むこと
を可能にするものや、スループットを拡
大したり規模の経済を実現するためのコ
ラボレーションを促進したりするものも
ある（図5を参照）。 

障害を取り除く 

製造がより容易な
製剤設計

「流れ作業」的製造（使い捨て部品、QbD（クオリ
ティ・バイ・デザイン）およびPAT（プロセス・ア
ナリティカル・テクノロジー））と連続製造

流通体制と技術 柔軟な製造
電子処方せん（サプライ
チェーン設計のための
POSデータ）

「セルフサービス」（サプラ
イチェーンの不可欠な要素と
しての患者）

患
者

研
究

開
発

販
売

・
マ

ー
ケ

テ
ィ
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患
者

原材料／中間物 有効成分 商業製造／包装 流通 サービス

コンピューターモデリング
（バーチャルプロセスの開発、
設備設計、検証、QbD）

柔軟な製造
積極的な調達、
マイクロ加工技術、
ナンバーリングアップ

連携パフォーマ
ンスの管理

新しい「患者インタ
ーフェース」技術

内外の協力

計画と連携

人材とスキル

情報システム
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バーチャルプロセスの設計とバリデーション

また、製薬会社はコンピュータでのモデ
リングにより、クオリティ・バイ・デザ
イン（QbD）の原則にしたがい、製造プ
ロセスをバーチャルに設計・検証できる
ようになるだろう。プロセス・アナリ
ティカル・テクノロジー（PAT）を通じ
たインライン・プロセス・モニタリング
は、これらのモデルを検証し、薬事承認
を取得するために必要なデータを作成す
ることになるだろう。

FDAはすでに「3バッチバリデーション」
を、3段階の手法に代えることを提案す
るガイダンス案を公表している19。この
手法には開発・スケールアップ時に得た
知識を利用し適切なプロセスを設計し、
そのプロセスにしたがい商業スケールの
バッチを再現性をもって製造することが
可能であると確認し、実製造時に継続的

にそのプロセスを検証することが含まれ
る。2020年までにこのアプローチは標準
的なものとなるだろう。

従来のスケールアッププロセスは、「ナ
ンバーリングアップ」、すなわち平行配
列したマイクロリアクターの利用に取っ
て代わられるだろう。ナンバーリング
アップはいくつかの点において従来の技
法よりも大きな利点を持つ。研究室で数
グラムの製品を作るために用いられたプ
ロセスは、より大量の合成に使われるも
のと同じであるため、化学反応をスケー
ルアップさせるプロセスを考案するため
の費用と時間のかかる研究の必要がなく
なる。さらにマイクロリアクターの利用
は主要なパラメーターの管理をはるかに
容易にし、その結果製造性が向上する。 

過去60年の間にオーディオ技術はビニー
ル製のレコードからiPodへと進化した
が、医薬品の提供手段はほとんど変わっ
ていない。最も一般的な剤形は依然とし
て有効成分と添加物を混合・圧縮して作
製される錠剤である。

しかし、薬剤送達技術の向上（バイアル
入りのパウダー、錠剤への液剤封入）
は、製造のより容易な製剤を作製する手
段をもたらすだろう。

研究者は経口生物製剤という宝探しに取
り組んでおり、業界の専門家はある種の

タンパク質については安定性の高い錠剤
の製造がいずれ可能になると考えている
（欄外補足記事「びん詰めの生物製剤」
を参照）18。

製造がより容易な製剤設計とすること
で、製薬会社は新製品の潜在的価値の予
想をしやすくなる製品開発ライフサイク
ルの後期段階に入るまで、製品・プロセ
ス開発に対する投資を最小限に抑えるこ
とができる。そして経口生物製剤の開発
により、コールドチェーンでの流通の必
要がなくなるだろう。

1. 新しい開発技術
製造がより容易な製剤設計

びん詰めの生物製剤

経口生物製剤開発の主な障害の1
つは、タンパク質が消化管で分解
され、活性を失うことである。ま
たタンパク質の中には治療係数が
極めて小さいため、経口投与する
には用量の調節が困難なものがあ
ると考えられる。それにも関わら
ず多くの企業がタンパク質錠剤の
製造を試みている。

たとえばバンガロールを本拠地と
するバイオコンが米国とインドで
インシュリンの錠剤をテストし、
有望な予備試験結果を得ている。
一方ノボ ノルディスクは、メリ
オンファーマシューティカルズの
消化管透過促進技術を用いて作製
された経口インシュリン錠のフ
ェーズⅠ試験を行っている。ま
た、JAK阻害薬と呼ばれる新たな
医薬品クラスを含む、自己免疫疾
患治療のための経口生物製剤もパ
イプラインにある。その一例がフ
ァイザーにより開発が進められ、
現在フェーズⅢ試験段階にあるタ
ソシチニブである。
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2. 新しい製造技術
柔軟な製造

連続的な処理と自動化 

バーチャルエンジニアリングは、新プロ
セスの検証を加速するだけでなく、異な
る製品に対して製造ラインを短時間に変
更することを可能にするだろう。柔軟な
プロセスと、「レゴ」のブロックのよう
にすぐにつないだり外したりできる小型
化されたモジュール式の構成要素によ
り、特定の作業単位が行われる順序を変
更することは比較的容易になるだろう。
同様に、使い捨て技術の利用の普及が切
替時間（および精製水の消費）を削減す
るだろう。

これらの改善の結果をすべて実行する
と、製薬会社が製品の種類や市場ごとに
異なるサプライチェーンを構築し、ライ
ブライセンシングで生ずる段階的変更の
ような突然の需要の変化に対応し、製造
費用を削減することが可能になるだろ
う。同時に、業界がより持続可能な製造
プロセスの開発と世界中の人々が購入で
きる医薬品の製造の双方のニーズを始め
とする社会的責任を果たす一助となるだ
ろう。

2020年までに、多くの医薬品が連続的に
製造されることになるだろう。プロセス
トモグラフィーや同様の技術により、企
業は重要なプロセスについてリアルタイ
ムのデータを取得し、複雑な多変量モデ
ルを開発し、予期せぬプロセス障害を自
動的に修復することが可能となる。開発
段階で生成したプロセスデータは、実製
造が始まる前でも、プロセス管理システ
ムにプロセス障害を修復するよう「知ら
せる」ために使われる。

同時にコロイド系や泡系研究の進歩は医
薬品有効成分（API）のマイクロ加工を促
進するだろう。超常磁性ナノ粒子を組み
込んだマイクロコンテナは、材料内の泡
に封入された物質を放出させるために交

流磁場で処理される。すなわちその結果
としてマイクロコンテナは何千種類もの
異なったオーダーメード生物製剤を効率
的に製造できるマイクロリアクターへと
転換される20。

さらにマイクロ加工技術により一部の医
薬品やポリピルを調剤が行われる場で作
製することが可能になる。一部の企業で
はすでに医薬品の製剤サービスを始めて
いる。その一例がベルギーのArseusの子
会社、Fagronである21。しかし2020年ま
でには、DIYショップが特注の色に合わせ
てペンキを混合するように、認証された
製剤装置を用いて個々の薬剤師が店舗で
医薬品を「混合」することができるよう
になるだろう。
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遺伝子組み換えによる製造

シミュレーションやオートメーションだ
けが利用可能な唯一の手段というわけで
はない。遺伝子組み換えエンジニアリン
グは、さまざまな治療用タンパク質の製
造において根本的に異なる方法を提供す
る。このプロセスでは外来遺伝子を宿主
動物・植物へ注入することで、本来発
現しないタンパク質を発現させ大量「製
造」が可能となる。

GTCバイオセラピューティックはすでに遺
伝子組み換えしたヤギの乳から抽出した
ヒト組み換え型抗トロンビンのATrynによ
り、遺伝子組み換えによる製造技術の商
業上の利用可能性を示している22。

別の例としては、遺伝子組み換えウサ
ギを使ってＣ1阻害タンパクを製造した
ファーミング（オランダ）がある23。

哺乳類細胞培養や細菌を利用した系のよ
うな、従来型の治療用タンパク質製造方
法に比べ、遺伝子組み換えによる製造に
はさまざまな利点がある。必要な投資を
大幅に抑えることができ、（製造に用い
る動物数を増加・減少させることによ
り）需要に合わせた製造規模の拡大・縮
小が容易であり、高度なハイテク製造技
術のためのインフラが利用できない農村
地域でも導入可能である。

3. 新しい流通技術
新技術の出現により製薬会社がより広範
で複雑な品揃えの医薬品を製造すること
が可能になったように、これらの医薬品
の流通を支える新技術も出現している。
クラウドコンピューティングにより世界
中のサプライヤーと安全かつ経済的に
データを共有、迅速に分析し、需給の突
然の変化に対応するために必要な情報プ
ラットフォームがもたらされるだろう。
また高度な技術を利用して、工場出荷
後、顧客に届くまでの間、製品を追跡す
ることが可能になる。これは業界が単価
が高く配送に特別な取り扱いを必要とす
る生物製剤をより多く製造するようにな
るにつれ、ますます重要になる特質であ
る（欄外補足記事「ニセモノを特定す
る」を参照）24。

ニセモノを特定する 

さまざまな新しい追跡技術が製品
に組み込まれている。その一例が
「ボーコード」である。従来のバ
ーコードよりもはるかに多くの情
報を保持し、より離れた所からの
読み取りが可能なデータタグの一
種である。また、タンパクの機能
に影響しないようにDNA片をう
まく選択することができるように
なれば、DNA標識によりタンパ
クが識別され、製造場所を特定す
る道を拓くことになるかもしれな
い。DNAの識別はすでに偽造食品
の特定に用いられている。スペイ
ンの研究者は最近、科学検査情報
ヌクレオチド配列決定（FINS）と
呼ばれる方法を利用し、サメ肉を
含む9種類の海産物の商品サンプ
ルを検査し、虚偽表示のものを探
し出した。
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図 6: 2020年には医薬品、医療機器、医療サービスのサプライチェーンは完全に統合される

Integrated Supply Chain 
Pharmaceuticals + Medical Devices + Healthcare Services 

Healthcare Services Supply Chain

Medical Devices Supply Chain

Pharmaceutical Supply Chain

Manufacturers

Primary care (Doctor or hospital) 

Secondary care (Hospital or community care) 

Patient
Patient

Patient

Current Situation Situation in 2020

Areas of full supply  chain visibility

PatientPharma 

Pharma 

Manufacturers

Primary care
(Doctor or 
Hospital)

Secondary care
(Hospital or

community care)

Intermediate 
warehouse

Intermediate 
warehouse or

wholesaler

Hospitals & 
Pharmacies

Hospitals & 
Pharmacies

Intermediate 
warehouse

Intermediate 
warehouses or

wholesalers

Hospitals &
Pharmacies

Hospitals &
Pharmacies

出典: PwC

新たな「患者インターフェース」テクノロ
ジーも同様に開発されており、その中には
今まで以上に製薬会社と患者の距離を縮め
るものもある。その1つがプロテウスバイ
オケミカルにより考案された、錠剤が代謝
される時間を正確に記録するチップと受信
機の試作品である（欄外補足記事「ハイテ
ク化する錠剤」を参照）25。

2020年までに、多くのこうした患者イ
ンターフェーステクノロジーが現れるだ

ろう。そしてそれらが生み出す情報によ
り、患者は自己の健康をより効率的に管
理することができ、同時に医療提供者は
患者の服薬遵守をリアルタイムで監視す
ることができる。それらはまた、より信
頼性の高い製品やサービスの設計と、よ
り正確な製造と流通計画の作成の双方に
活用できる情報を製薬会社に提供するこ
とになるだろう。 

ハイテク化する錠剤

プロテウスバイオメディカルは、
従来型の医薬品に付着し、患者の
服薬遵守の確認に使用できる小型
の可消化チップを開発した。この
チップは皮膚に装着した受信装置
に信号を送る。受信装置はバイタ
ルサインの測定と同時に、医薬品
が服用された日時を記録する。情
報はその後、無線回線を通じて患
者の主治医へと送信される。ノバ
ルティスはすでに高血圧治療薬デ
ィオバンを服用している患者20
人にチップを試し、目覚ましい結
果を得ている。同社は、6カ月間
で服薬遵守率が30％から80％へ
と改善できたと報告している。 

4. 新たな患者インターフェーステクノロジー

5. より広範な協力体制
しかしながら、テクノロジーは製薬会社
が抱える問題に対する唯一の解答ではな
い。医療提供にかかわるほかの当事者と
のより広範な協力も、業界の効率化に役
立つだろう。 

現在、医薬品の設計・製造・流通、医療
機器の設計・製造・流通、医療サービス
（臨床検査や病理検査を含む）の提供と

いう3つの異なるサプライチェーンが存在
する。上流・下流の全提携業者が全体像
を見ることができるようにこれらのサプ
ライチェーンを統合することで、彼らは
より正確に将来の計画を立てることがで
き、より対費用効果の高い需要管理がで
きるようになる（図6を参照）。
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医療関連の製品とサービスが統合された
サプライチェーンを構築することは容易
ではないが、ここでは医療の質の管理に
使われる主要ツールの1つが計り知れな
い価値を提示することになるかもしれな
い。世界中の多くの地域で医療提供者は
同一疾病患者の治療を標準化して、結果
的にアウトカムを向上させる明確に規定
された治療経路を開発している。最終的
には個々の治療経路に対応して定型の医
療パッケージが生まれることになるだ
ろう。

それぞれの疾病に合わせたそれぞれの工程
表と、特定の集団におけるそれぞれの疾病
の発生率の情報を利用することで、製薬会
社および医療機器会社は自社の製品に対す
る需要をより正確に予測することができる
ようになるだろう。また、一回限りの治療
（予防ワクチンや遺伝子治療、感染症予防
など）か、継続的に投与が必要となる再発
性の慢性疾患の治療かということに応じ、
それぞれの製品ごとに供給経路を特定す
ることができるようになるだろう（図7を
参照）。

図 7: 治療経路の開発によりサプライチェーンの予測可能性が向上する
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出典: PwC

ほかの方法での協力体制の可能性もあ
る。たとえば多くの製薬会社は現在、自
社で製造と販売を行っているが、これは
資産活用率を引き下げ流通コストを押し
上げるだけでなく、不要な環境破壊をも
引き起こす。反対に、製造と流通の資源
を共有することははるかに経済的であ
る。いくつかの製薬会社は、主に共同開
発プロジェクトを進めるために、「シェ
アードサービス」の試みを始めている。
しかし大部分の企業は今だに独自のサプ
ライチェーンインフラを構築、所有、運
営している。

企業の中には合弁事業の設立を選択すると
ころや、第三者を頼るところもあるかもし
れない。アボット・ラボラトリーズおよび
ベーリンガーインゲルハイムはすでに他社
向けの製造を行っている26。受託製造業界
は急成長している。実際のところ、市場調
査会社BCCリサーチは、薬剤バルクおよび
製剤製造受託の規模は、2007年には360
億米ドルだったが、2014年には2倍以上の
730億米ドルになると見込んでいる27。
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他業界の事例も、流通の共同管理の利点を
示している（欄外補足記事「距離削減の
ための協力体制」を参照）28。生物製剤に
対する需要の高まりは、デリケートな医薬
品を取り扱う能力を有する専門物流業者の
育成を促進してきた。各製品を温度・湿度
が管理された状況で運び、インターネット
を使って追跡・報告する専用のコールセン
ターから監視し、顧客のもとまで直接届け
る専門サービスを多くの会社が提供してい
る29。

さ ら に 、 最 も 高 度 な サ ー ド ・ パ ー
ティー・ロジスティクス（3PL）業者、
すなわち輸送サービスと倉庫業務を提供
する会社の中には、サプライチェーン管
理とコーディネーションサービスにまで
業務を拡大しているところもある。最も

大きな改善をもたらすことのできるの
は、こうしたフォース・パーティー・ロ
ジスティクス（4PL）と呼ばれる業者で
あることは間違いないだろう。たとえば
通信機器メーカーのアルカテルはeビジ
ネスネットワーキング部門のサプライ
チェーン管理を4PLに依頼した後、2年で
同部門のサプライチェーン費用を対売上
比で5.8％から5.1％へと引き下げた30。

すなわち2020年までには受託製造業、
物流業はいずれも成熟し、最大手の業者
の中には統合されたサプライチェーン
サービスを提供するところも出てくるだ
ろう。これにより製薬会社はバリュー
チェーン全体で資源の共有と規模の経済
の活用を図ることができるようになるだ
ろう。

距離削減のための協力体制

2009年9月、大手製菓会社ネスレ
とマースは、クリスマスの繁忙期
の商品配送をまとめ、環境フット
プリント（人間一人が生活する上
で使用する土地の面積）を減らす
ために、英国の大手スーパーマー
ケットチェーンと提携した。この
2社は密接に連携し、両社が受注
した積み荷を1回のトラックの積
み荷にまとめられるように、配送
を3つの地域配送センターで調整
するようにした。こうした協力に
より、彼らは12,000キロ以上の
距離に相当する重複をなくすこと
ができた。
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専門医向け治療薬や希少疾病用医薬品に
特化した企業には2つの選択肢があり、大
規模市場向け医薬品に重点を置く企業に
もまた別の2つの選択肢がある。PwCは、
2020年までにはほとんどの企業がこれら
のカテゴリーのいずれかに向かうと考え
ている。ただし、最大手企業はこれらの
双方に対応することができるかもしれな
い。それでも、異なる種類の製品に対し
て異なるサプライチェーンを開発しなけ
ればならないだろう。

具体的に言うと、専門医向け治療薬に特
化する企業は、製造から撤退してバー
チャルサプライチェーンを運用するか、
サービスイノベーターになるかのいずれ
かである。

ジェネリック医薬品や一般薬（OTC）な
どの大規模市場向け医薬品に特化する企
業は、低コスト製造業者になるか、他社
向けサービスを提供するためのサプライ
チェーンを構築して自身の利益を得るか
のいずれかである（図8を参照）。

異なる特性を有しその結果固有のサプラ
イチェーンのニーズを持つ幅広い製品を
保有する企業は、将来、製品グループご
との需要に合わせて、サプライチェーン
の運用を分けていく必要があるだろう。
複数のサプライチェーンの選択肢を持つ
製薬会社は、そのポートフォリオの規模
と需要に伴い増加するだろう。

図 8: 医療品のサプライチェーン再編のための4つの選択肢

出典: PwC
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私たちは多くの製薬会社が、
新しい製造・流通・サービス
管理テクニックを以てサプラ
イチェーンを構築しなければ
ならない理由、また実際の改
善内容の一部について検討し
てきた。しかしそれらの製薬
会社はどの方向へと進むべき
なのか。
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専門医向け治療薬を提供する企業に
とっての第一の選択肢は、最初の臨床
バッチから実製造・包装・流通までの
サプライチェーン全てを外注し、バー
チャル製造業者になることである。こ
れは、現在製薬会社の大半が行ってい
る戦術的外注の類とは全く異なる。
バーチャル製造業者になることは、金
銭、製造規模または製造能力の制約に
対処するための短期的な解決策ではな
く、むしろ周到な戦略と呼ばれるべき
ものである。そしてその戦略実行の成
功には、提携サプライヤーたちが完全
に統合されたネットワークの構築が必
要となる。

多くの小規模企業はすでに仮想化の手
法を利用しているが、最近は大手企業
も製造の外注割合を増やす計画を発表
している。たとえば、アストラゼネカ
は今後5から7年でAPI製造の全てを外
注する予定であり、ブリストル・マイ
ヤーズ スクイブ、グラクソ・スミスク
ライン、メルクおよびファイザーは自
社API需要の40％を外注しようとして
いる31。

仮想化の投資対効果は明らかである。
企業は費用ベースを柔軟なものへとシ
フトすることができ、新規資産に対
する投資リスクを軽減し新技術や技能
を利用できるようになる。また、サプ
ライチェーンネットワークと需要予測
を連携させ、本来の供給およびバック
アップ供給に伴うリスクを第三者へと
移転し、ネットワーク内で競合するサ

プライヤー間で取り扱う製品とプロセ
スを移すことで費用削減を推進するこ
とができる。

しかしこれらの利点にも関わらず、
ネットワーク全体を仮想化したビッグ
ファーマはない。製造受託業界の力
量、供給の信頼性、品質、コンプライ
アンスに対する懸念は根強い。たとえ
ば最近のある調査によると外注に頼る
企業の91％が品質の問題や遅延による
結果として「重大な事象」を経験した
と報告しているのに対し、製造の大部
分を自社で行う会社ではわずか59％で
あった32。

製造受託業界内の合併が進むことによ
り、これらの問題の一部が軽減される
だろう。一握りのグローバルプレイ
ヤーが、現在地域ごとに存在してい
る多数のサプライヤーに取って代わ
ることになるだろう。同様に物流業
界の進化は、医療パッケージを効率的
かつ経済的に患者や医療提供者に直接
配送できる強力な4PLの出現へとつな
がるだろう。しかしバーチャルサプラ
イチェーンによる運用を選択した企業
は、適切な提携業者を選択し常に監督
するための十分な専門知識を社内に維
持しなければならない。たとえば、バ
クスターはサプライチェーンの信頼性
に対する重大な違反に実際直面して
いる。2008年2月に中国の2つの工場
が、異物混入したコンドロイチン硫酸
（抗凝血剤ヘパリンの製造に使われる
原材料）の製造に責任があることが判

1. バーチャル製造業者

バーチャル製造業者
への道筋
私たちは経験的にバーチャル製造業者を目
指す企業が踏むべき重要なステップを知っ
ている。まずバーチャル製造業者とはどう
いうもので何をするのか、すなわち事業戦
略、願望、企業文化などを定義するところ
から始めなければならない。次に財務上必
要なこと、自社製品ポートフォリオから想
定される技術的な要件と、それらの必要条
件が時間の経過とともにどのように変わ
り得るかを明らかにする。それらを詳細に
検討し諸条件を分析して初めて、自社の能
力、製品フローと費用に関する詳細な検討
のもと、数値的評価が可能となり、潜在的
なサプライヤーの能力やコストと比較する
ことが可能となる。

またバーチャル製造業者を目指す企業は、
優れた交渉担当者を採用する必要がある。
なぜならば最終的に成功の可否を決定する
のは、科学ではなく取引だからである。そ
こで事業上好条件の契約獲得に強い人材が
求められる。また、サプライヤーを適切
に評価し、その契約条件の実行状況を監
督する十分なノウハウを確実に保持してい
かなければならない。この中には、原料サ
プライヤーや用いるプロセスの変更と、品
質管理や歩留り率の維持の問題などが含ま
れる。

その後、企業は業務を委託する業者を選択
するが、ここでの秘訣は厳選をしていくこ
とである。入札段階で少数の候補者に集中
し密接に協力して作業することにより、業
者に自社業務の内容や外注される製品また
はプロセスの複雑さを明確に理解させるこ
とができる。また、契約後もこれらのサプ
ライヤーと密接な関係を維持することが重
要である。契約のライフサイクル管理は
価値を実現し、契約外での購入や不満足な
サービス水準に止まるといった契約の「漏
損」を最小限にとどめる上で不可欠なので
ある。
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明したのである。バクスターは現在、一
連の訴訟に直面している 33 。

協働業務関係に伴うリスクを管理するた
めに、バーチャル製造業者は、サプライ
チェーンのあらゆる利害関係者からリア
ルタイムでデータを確実に入手できるよ
うにしなければならない。目下のところ
多くの製薬会社は定期的な監査に頼るの
みであるが、これは長い目で見てせいぜ
いスナップショットが得られているに過
ぎない。サプライチェーンの重要なデー
タを迅速に得られている会社はほとんど
存在しない。最近のある調査によると2時
間以内に主要サプライヤーおよび流通業
者から情報を得ることができるとした回
答者はわずかであった。実際、多くが3日
以内に情報を得ることが難しかったと答
えている（図9を参照）34 。

これらの問題の一部は相互運用可能なシス
テムと共通業務手順を活用し、サプライ
ヤーに彼らが製造する原材料や部品の全て
のバッチに関する記録の提出を求め、定期
的な監査の代わりに継続的な監督を導入
することで解決可能である。しかし、バー
チャル製造を選択する企業はまたサプライ
ヤーに対し、主要パラメーターへの理解を
深めることおよびサプライチェーン可視化
のための管理プロセス導入に協力すること
を求めて行かなければならない。実際には
企業はサプライヤーを製造・流通のための
離れ小島というよりも、自社領土の拡張と
して扱う必要があるだろう。

図 9: ほとんどの製薬会社にとって、重要な供給業者、流通業者および業務委託
した他社の現場から迅速にサプライチェーンのデータを得ることは困難である
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2. サービスイノベーター 

サービス
イノベーターへの
道筋 
サービスイノベーターになるには患者グ
ループとの連携、オンライン上の患者コ
ミュニティやソーシャルネットワーク
（例：PatientsLikeMe）への参加、患者
にフィードバックするフォーラムの実施な
どにより、患者への緊密な理解を深めるこ
とが必要となる。また、食餌療法、運動、
服薬遵守支援およびカウンセリングもさま
ざまな疾病の管理に重要な役割を果たすた
め、サービスイノベーションを目指す会社
はさまざまな医療行為の臨床的、経済的影
響を含め治療薬が存在する疾病ごとに治療
経路を分析しなくてはならない。

そのため企業はなるべく顧客に近づかなけ
ればならない。すなわち、従来の研究開発
投資と同程度の金額を同様の熱意を持って
医療提供者の現在および将来におけるニー
ズを理解するために投ずべきなのである。
また、企業文化や精神が類似したパートナ
ー（製造受託業者、流通業者、病院、診
療所、データ分析会社、情報システム業
者、生活サービス提供業者）を探すべき
だろう。

次の段階は異なる疾病の患者のためのネッ
トワーク構築を開始することである。その
1つは交渉プロセスである。各ネットワー
クへの参加者は目標について合意すること
が求められると同時にそれらの目標を実現
するために自身がなすべきことと、その取
り組みに対する見返りが決まる。しかしま
た、共通の支援インフラ、確固たる業績指
標、適切なガバナンス体制、明確な監査証
跡の確立も欠かせない。

企業文化のすり合わせの必要性を過小評価
しないことも重要である。サービス提供業
者の役割は世界中の契約者との巨大ネット
ワークを委託、管理し、完全に統合された
製品とサービスを確実に提供することであ
る。これは自社製品の製造、流通とは全く
異なる業務である。

一方で、専門医向け治療薬を生み出す企
業はサービスイノベーターとなることも
できる。すなわち、複雑な治療薬を自ら
製造、配送することができるとともに、
補助的健康管理サービスを提供する多数
の業者に委託、それらを管理することが
できるサプライチェーンを構築するので
ある。ドイツのヘルスケアグループのフ
レゼニウスはすでにサービス分野への進
出に成功しており、今や透析機器と透析
治療における世界有数の企業である35。
バクスターやノボ ノルディスクのよう
な他社も同様のアプローチを採用してい
る36。

しかし、サービスイノベーターになるこ
とは容易ではない。この道を選択する企
業は必ず自社の文化を大きく変えなけれ
ばならなくなるだろう。たとえば、製品
に対する需要を促進しようとするのでは
なく、治療経路における自社の役割を
理解し、患者による疾病ライフサイクル
の管理への支援に集中しなければならな
い。そして、最終顧客である患者の視点
からサプライチェーンを見なくてはなら
なくなるだろう。

また、資産ベースを再編し、社内外を問
わず新たな技術や技能に投資しなければ
ならないだろう。サプライヤーの巨大
ネットワークを管理できるくらい成熟
し、なおかつ多くの異なる顧客の需要に
迅速に対応できる機動力を持つサプライ
チェーンを構築しなければならない。そ
して新たな財務構造を作り上げなければ
ならないだろう。企業の経済的価値の大
部分は、企業の基礎となる知的財産であ
る医薬品からではなく、各地域市場での
企業の活動内容に依存するものとなるだ
ろう。この変化が税金に与える影響は大
きい37。

そうは言うものの、製品とサービスの統
合パッケージの提供には多くの利点があ
る。企業は提供する商品を差別化し、新
規市場に進出し、新たな収益源を得るこ
とができる。また、顧客との関係を強化
し、カスタマーロイヤルティを向上させ
る機会も生まれる。なぜならばサービス
は製品よりもスキルに頼ることが多く、
模倣が難しいためである。

. 
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3. 低コスト供給業者

低コスト供給業者 
への道筋  
どうすれば低コスト供給業者になれるのだ
ろうか。まずはスポットライトを点けて状
況を把握することである。企業は、サプラ
イチェーンをくまなく分析し全費用の正確
な実態をまとめた結果、その費用をポート
フォリオ上の各製品またはサービスに適切
に割当てることができる。そのようにして
初めて、各製品やサービスがそのライフサ
イクルを通じて生み出すと期待される利益
を正確に予想することができる。

次のタスクは製品開発部門と製造部門を統
合し、無駄の削減に着手することである。
製品デザイン、使用される原材料および部
材、製造に使用される技術プラットフォー
ムはすべて、製造コストに大きく影響する
ため、工場の管理部門から早期に情報を得
ることが不可欠である。また、継続改善を
可能としながら規制要件を満たす操作手順
を設計すること、サイクルタイムと費用を
削減したり、コンプライアンスを向上させ
たりするための機会を見出すために、各製
品またはサービスのワークフローを定める
ことも重要である。

もちろん、必要な原材料とサービス調達の
最善の方法は、時間とともに変わるであろ
う。その結果、低コスト供給業者は、調達
に関する意思決定を定期的に見直さなくて
はならない。また管理や従業員について異
なる方針を採用し、実際的で費用効率の高
い意思決定をしやすくするために、作業現
場をコストセンターとすることが必要にな
るだろう。

ジェネリック製薬会社を含む大規模市場
向け医薬品の製造者にも、同様に2つの
選択肢がある。1つめは他業界のベスト
プラクティスに倣い低コストでの製品供
給業者となることである。たとえば、消
費財産業はさまざまな無駄のない製造技
術を開発してきた。製薬会社はここから
学ぶことができる。

実際、ジョンソン・エンド・ジョンソン
はすでにそれを行っている。同社が製薬
会社では唯一、AMRリサーチが作成する
優れたサプライチェーンを持つ組織のリ
ストに毎年掲載されていることは偶然で
はない38。ジョンソン・エンド・ジョンソ
ンはOTC医薬品、化粧品、ベビー用品を
幅広く製造・流通させているが、そのサ
プライチェーン管理の専門知識を医療用
医薬品事業へと生かしているのである。

低コスト供給業者になる前提条件の1つ
は自社の運営コストを正確に理解し、
ポートフォリオ上のさまざまな製品と
サービスにそのコストを適切に賦課する
ことである。また各製品やサービスのコ
ストを、それが提供する「価値」と確実
に一致させることが不可欠である。医療
政策決定者と医療費支払者が複数の治療
法につき薬剤経済学上の成果を比較する
ようになっているため、新薬が単に新し
いというだけで価格にプレミアムを付け
られた時代は完全に終わった。

しかし、ほとんどの製薬会社は自社の製
品コストを本当には理解していない。こ
れには多くの理由があるが、たとえば表
に出てこない多額の研究開発費や製造コ
スト（遊休設備の減価償却費、調査費用
ややり直し作業に要する費用など）を計
上していることが挙げられる。間接費と

管理費の配分に用いられる方法は容易に
測定できるものに基づいており、必ずし
も適切なものに基づいているわけではな
い。そのため、彼らはかかる費用を製品
レベルで完全に計上しているわけではな
く、その結果目に見えないいわば内部補
助金が発生することになる。

低コスト供給業者を目指す企業は運営コ
ストの詳細を入手することに加え、「供
給を考慮した設計」の原則（製品設計と
製造効率性との適合を最適化すること）
を採用しなければならないだろう。これ
も、多くの企業にとって難しいことなの
である。

現在ほとんどの製薬会社は新製品を開発
した後、治験薬作製、配布のために構築
したサプライチェーンをスケールアップ
している。しかしこのことにより費用が
不必要に固定化され、将来的に問題を生
ずることとなる。反対に、開発部門と製
造部門が密接に連携すれば、製造部門は
製造に影響する可能性のある問題に関連
して助言を与え、サプライチェーンを可
能な限り早く構築することができる。

実際、新薬を商品化するために必要な多
くの基礎データが、創薬および初期臨
床試験段階で得られている。たとえば、
候補薬が体内でどのようが挙動を示すか
ということについての情報は、初期ヒト
試験において安全性と薬効を確立するた
めに欠かせないが、投与経路や剤型、製
造プロセスを設計する上においても同様
に重要である。また製品の予想売上原価
（COGS）情報、ひいては事業上の魅力
は開発プログラムの投資対効果を決定す
る上でも重要な役割を果たす。
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そのほかにも大規模市場向け医薬品の製
造業者は機動的で経済的な製造・流通
を、患者向けの付随サービスと組み合わ
せることができる。また、社内外の顧客
に対するサービスとしてこの組み合わせ
を行うこともできる。サプライチェーン
をコストセンターからプロフィットセン
ターへと変えることにはいくつかの利点
がある。特に営業的な視点を強化し、新
たなスキルを獲得するための追加資金を
調達することなどがその例として挙げら
れる。

多くの製薬会社が研究開発部門を再編
し、イノベーションを推進している。ま
た、開発部門を個別の治療領域単位に分
けて、外部委託に関する意思決定を自身
で行う権限を与えている。そのため、今
やサプライチェーンの生殺与奪は社内顧
客が求める特定技能を提供したり、特
定地域での対応が可能であったり、顧
客サービスを提供したりということを競
争力のある価格で提供することにより、
彼らを満足させられるか否かにかかって
いる。

しかし、コストセンターからプロフィッ
トセンターへの移行は実際には非常に難
しい。そのためには複数の製造方法を可
能とする柔軟な資産ベース、全世界にま
たがるサービス提供者のネットワークを

構築するためのインフラへのまたマネジ
メント能力を有する人たちへの多額の投
資、需要および製造能力の確実な予測が
必要となる。また、企業は今や限られた
人材獲得のために争わねばならないた
め、社内外の顧客を公正に扱うよう明確
に定義されたサービスレベルを作成し厳
格に管理していくことが求められる。

なお、この方向に進んでいくサプライ
チェーン管理チームは、社内顧客を確保
できると単純に考えるべきではない。そ
れどころか外部の製造業者と対等な立場
で競争しなくてはならなくなるだろう。
その競争は熾烈なものとなる可能性もあ
る。社内の製造部門が自らの製造量を確
保するために製造受託業者と真っ向勝負
をする羽目になった企業もある。

社内の製造部門が社内の常連客のほとん
どを外部の製造受託業者に奪われるとし
たら、当然行き場のないコストの問題が
生ずるだろう。その場合本社は自社の製
造部門が少額のプレミアム料金を社内
顧客に請求することを認めるかもしれな
い。しかしこうした傾向が顕著な会社に
おいては、やがて取締役会が自社の製造
業務の必要性を疑問視することになるだ
ろう。

4. プロフィットセンター

プロフィット
センター型サプライ
チェーンへの道筋 
プロフィットセンター型サプライチェーン
構築の第一歩は、競争相手について調査す
ることである。この方向を目指す会社はラ
イバルと自社を比較し、自社固有の能力を
特定し集団の中で自社を際立たせる特質に
注目することから始めなければならない。
また製造するあらゆる製品について、社内
外の顧客にいくら請求するべきかを知るた
めに、全てのサプライチェーン費用を分析
しなければならない。

経営陣が費用ベースとともにサプライチェ
ーンの長所と短所を明確に把握して初め
て、会社は事業の推進を開始できる。しか
しサービスを売ることは、そのサービスを
「閉じられた」市場へ提供することとは全
く異なる。最も成功している製造受託業者
は、顧客の期待、挙動および専門用語を十
分承知しており、自社の事業を顧客組織の
外部への拡大と位置付けている。自社と同
様の責任を持って製品の製造に取り組む信
頼できるパートナーを顧客は求めていると
いう認識のもと、製造受託業者は受託サー
ビスが劣ったものであるという懸念を払拭
しようと懸命に取り組んでいる。

サプライチェーンをコストセンターからプ
ロフィットセンターへと変えるには、根本
的に異なる考え方を身につけなければなら
ないが、投資もまた必要である。プロフィ
ットセンター型サプライチェーンが、厳し
い競争環境で新規顧客に魅力を感じてもら
うためには、より良く柔軟な設備、より高
水準のオートメーションやクオリティ・バ
イ・デザインの考え方による作業などを
踏まえて製造拠点の改善に投資しなければ
ならない。また製造性を継続的に改善して
いくため、他製品の製造を通じて得た知見
も含めて収集されたデータを利用できるよ
う、堅固なナレッジ管理システムを確立す
る必要がある。そして価値を付加する機会
（例：新規サービスの提供やデータのより
効果的な利用など）を模索しなければなら
ない。 
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私たちが詳述してきた4つのモデルはい
ずれも新製品または新サービスの開発お
よび導入においては非常に洗練されたア
プローチを必要とするが、その後は固有
の課題が生じ、異なる形態の専門性を求
められることになる（表2を参照）。バー
チャル製造業者には、非常に多くのサプ
ライヤーを仕切るための優れた計画能力
や協力体制構築能力が必要である。また
サービスイノベーターには、複雑な製品

とサービスの組み合わせを協調させなが
ら患者に直接提供するための巨大な流通
ネットワークと優れた組織運営能力が必
要である。

低コスト供給業者には自社資産をできる
限り効率よく活用するための優れた製造
スキルも必要である。そしてプロフィッ
トセンターは独立した事業として生き残
れるようあらゆる点で熟練していなくて
はならない。

しかし個々の会社が1つあるいは複数の
いずれのモデルを選ぶにしても、意識的
に計画を立てていくことが重要である。
すなわち業界は事後対応型のサプライ
チェーン管理に頼り続けることはできな
いのである。

 

それぞれのモデルで求められる異なるスキル

表 2: 各選択肢に求められる異なるコアスキル

求められるスキル バーチャル製造業者 サービスイノベーター 低コスト供給業者 プロフィットセンター

協力的な計画・調整 P P P

新製品開発とイノベーション P P P P

原薬製造 P P

商業製造と包装 P P

病院、薬局への配送 P P

患者への直接配送 P P

 
出典: PwC
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私たちが概説してきた選択肢は、いくつ
かの包括的な意味を持つ。その1つは情
報の重要性の高まりと、それに対応した
堅固な情報管理システムの必要性の増加
である。製薬会社が特定の疾病を持つ患
者向けに受注製造の医薬品を製造・配送
し、関連する健康管理サービスを合わせ
て監督しようとするならば、患者がい
つ、どこでどのような製品とサービスを
求めているかについて正確な情報が必要
となるだろう。

製品サービスあるいはその組み合わせが
カスタマイズされればされるほど、業界
はより詳細なデータを必要とするだろ
う。たとえば、個別に処方された医薬品
を製造するためには当該医薬品が対象と
するすべての患者一人一人の年齢、性
別、体重、遺伝子プロファイルなど情報
が必要となるが、これらは極めて慎重に
扱うべき情報である。

電子処方せん利用の拡大により、製薬会
社は受注製造・流通に必要な販売時点管
理（POS）データを得ることができるよう

になるだろう。同様に、アウトカムデー
タを基に製品やサービスを改良すること
が可能となり、異なる患者群に対し個別
の製剤や流通形態を開発し、個別の用法
用量を適用することが可能になるだろ
う。また必要に応じ事後検査、長期経過
観察などを適宜行い、個々の患者が自己
の健康を管理することを支援する形で、
より積極的な役割を担うことができるよ
うになるだろう。

しかし業界がこのデータを利用しようと
するならば、適切なセキュリティと個人
情報保護が担保された信頼性の高い情報
管理システムを構築しなければならな
い。それにはまた、厄介な規制上の障害
も乗り越えなければならない。たとえば
米国の医療提供者は、患者を直接的また
は間接的に特定し得る情報の保護に関す
る厳格な規制に従わねばならない。この
点において製薬会社に対する規制の方が
緩やかになることはないだろう39。情報の
逆の流れの中から意味のあることを管理
し抽出するのは非常に難しい。それには

高度な分析ツールの幅広い活用が必要で
ある。

さらに製薬会社はより多くのより機密性
の高い情報を利用しなければいけないだ
けでなく、より多くの情報をより多くの
組織と共有しなければならなくなるだろ
う。たとえば、発注および製品フローの
データを製造受託業者と、積載計画を流
通業者と、患者の健康状態に関するデー
タをサービス提供業者と共有する必要性
が生じるだろう（図10を参照）。要する
に企業は製品の実際の物流を扱うのと同
じ慎重さをもって、情報の管理と移動を
コントロールしなければならなくなるだ
ろう。

情報の流れを管理する

図 10: 2020年には、情報管理の重要性は製品管理と同等になる
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drugs and devices

to order  
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Personal medical data
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出典: PwC
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私たちが明らかにしてきた展望が示唆す
る重要なことの2点目は、ほとんどの製
薬会社が資産ベースを再編しなければな
らないだろうということである。製造受
託業者はおそらく製薬会社が必要としな
くなった設備を取得するだろう。たとえ
ば2007年から2009年にかけて製造受託
業者はもとはビッグファーマが所有して
いた15の工場を取得している（表3を参
照）。しかしこれは必ずしも成功を約束
された解決策ではない。多くの製造受託
業者はいくつかの重大な失敗を経てよ
り用心深くなっている。たとえばKeata 
Pharmaは当初オンタリオ州アーンプライ
アーにあるファイザーの工場を取得した
が、最終的には破産した40。また専門医
向け治療薬製造に乗り出そうという企業
は古い工場に飛び付くよりも最新設備を
建設することに関心を持つだろう。

専門医向け治療薬製造用の工場や設備に
対する需要の大きさだけでなく、個々の
製薬会社が所有する余剰資産の内容と所
在地が、それらの資産をどれだけ容易に
いくらで処分できるかに影響するのは明
らかである。企業によっては、多額の費
用を特別損失または加速償却の形で処理
することもある。資産ベースを再編する
ことを決めた会社は、ビジネスモデルの
変更に関して税務上の影響を含めた財務
的影響を見積もる必要もあるだろう。

資産ベースの再編

表 3: ビッグファーマの旧工場を取得する委託製造業者

売り手 買い手 所在地

2007

Abbott Laboratories Aesica Pharmaceuticals 英国　クイーンボロー

AstraZeneca Corden Pharma ドイツ　プランクシュタット

Abbott Laboratories Famar Healthcare Services フランス　サン・ミレ

Boehringer Ingelheim Haupt Pharma 日本　取手市

2008

Pfizer Actavis イタリア　ネルヴィアーノ

Wyeth Akrimax Pharmaceuticals ニューヨーク　ルーセス・ポイント

Pfizer1 Pillar5 Pharma オンタリオ　アーンプライアー

2009

AstraZeneca Corden Pharma イタリア　カポナーゴ

Eli Lilly Evonik Industries インディアナ　チペカヌー

Pfizer Haupt Pharma イタリア　ラティーナ

Pfizer Hovione アイルランド　コーク

AstraZeneca Minakem フランス　ダンケルク

GlaxoSmithKline2 Phoenix Chemicals スコットランド　アナン

Bristol-Myers Squibb Sigma Pharmaceuticals オーストラリア　ノーブル・パーク

 
注 : 1 元の持ち主。Keata Pharmaより取得。 
 2 元の持ち主。Shasun Pharma Solutionsより取得。

出典 : Chemical & Engineering News
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ここまでの議論はどこに帰結するのだろ
うか。製薬会社が生産する医薬品は変化
しており、彼らが直面する財務上の圧力
は強まっている。専門医向け治療薬は大
規模市場向け医薬品と同じ規模の経済を
生み出すことはできない。医療費支払者
は資金が不足し、これまでよりはるかに
厳しい目でアウトカムを検証するととも
に償還について新たな仕組みを検討して
いる。一方医療提供者は疾病治療を標準
化し改善するための治療経路を開発しつ
つある。

業界が製造する医薬品がより複雑にな
り、製品を提供するだけでは価値を生じ
なくなってきている一方で、サプライ
チェーンはより重要となってきている。
生物製剤やオーダーメード治療薬は低分
子化合物よりも製造と配送が難しく、多
くの企業が生み出す経済的価値における
サービスの割合は大きくなるだろう。

そのため、私たちは2020年までにはほ
とんどの製薬会社が異なる種類の製品の
ために異なるサプライチェーンを持つこ
とになると考えている。彼らが追求する
モデルは細かくは自社の製品ポートフォ
リオ、開発パイプライン、得意分野に応
じてさまざまである。しかしどの道をた
どるとしても、彼らは患者とより密接な
関係を築かなければならない。なぜなら

ば信頼性の高い需要データは受注製造の
必須条件であり、詳細な個人データは
オーダーメード治療の必須条件だからで
ある。

また患者が治療計画にしたがうように支
援し治療効果を監視することは、従来は
医療提供者と支払者が担っていた領域で
あるが、今後は製薬会社が幅広いサービ
スを提供しなければならなくなるだろ
う。さらに開発した医療パッケージを自
社が対象としようとする全ての疾病の治
療経路と完全に統合させる必要があるだ
ろう。

最大の成功を収める製薬会社とは主導権
を握りビジョンの実現のために（バー
チャルと現実の双方において） 機動的で
効率的なサプライチェーンの構築に着手
する企業であり、ブランドを差別化し顧
客への最後の1マイルを自ら歩むために自
身のサプライチェーンを利用し、情報が
将来の通貨になることを認識している企
業である。

終わりに
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