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Diagnostics2011は、急成長中
の体外診断薬（以下「IVD」とい
う）分野に関するPwCの隔年レビ
ュー最新版であり、この分野のデ
ィール件数増加や、コンパニオン
診断にかかわる製薬業界との提携
拡大、また新興分野である早期診
断検査の傾向について調査した。

論点整理

装置会社セビア（Sebia）の買収11
億 米 ド ル を は じ め と し た 、 一 部 の
高 評 価 額 の デ ィ ー ル 数 件 の み を 反
映 し て い る 。 シ ン ベ ン の ディール
に よ り 、 プ ラ イ ベ ー ト エ ク イ テ ィ 
ファームの役割の変遷が顕著となって
いる。

またこのほか、多くの売却および買
収につながるビジネスポートフォリ
オ の 再 構 築 な ど も 評 価 額 上 昇 の 要
因である。2010年の上位10件のデ
ィールのうち2件は、ジェンザイム
（Genzyme）の非主力事業の売却決定
によるものであった。 

3つ目の要因は、医療テクノロジーと
体外診断を戦略的に収斂させていこう
とする傾向である。2010年第3位のデ
ィールであるGEヘルスケアのクラリエ
ント（Clarient）買収587百万米ドル
は、GEの中核である画像診断事業を補
完するものであった。 

M&A活動の拡大、
大きな評価額の創出
M&Aの最新傾向
IVD分野のディール活動は、評価額上
堅調に成長している。金融投資家、ラ
イフサイエンス研究グループ、臨床検
査機関および医療機器会社などによる
IVD分野への新規参入が、評価額上昇
の要因となっている。評価額の高騰や
買収者の多様化は、特定のIVD市場セ
グメントにおける成長見込や、業界を
超えた潜在的シナジー効果が広く認
識されてきたことを浮き彫りにして
いる。 

開示された2010年のディール評価
額は2009年の30億米ドルから57％ 
増 の 4 7 億 米 ド ル と な っ た 。 金 額 の
上 昇 は 、 企 業 買 収 専 門 会 社 シ ン ベ
ン （ C i nve n ） に よ る 臨 床 電 気 泳 動

2004年から2010年のIVD分野 におけるM&Aの開示評価額

$ Billions

Source: PwC analysis using data from Thomson Financial, Windhover, 
Mergermarket, Zephyr and other publicly available sources
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2010年初頭のゲノム診断薬会社カー
ディオディエックス（CardioDx）に対
する投資以降、クラリエントのディー
ルはIVD分野における戦略的関心を色
濃く反映している。 

高額ディールの何件かは、ポイントオ
ブケア検査分野の合併増加に関連して
いる。アレレ（Alere１）によるエポカ
ル（Epocal）およびスタンダード・
ダイアグノスティックス（Standard 
Diagnost ics）の買収は、いずれも
2010年のディールの上位10位以内で
あった。 

2010年に最大規模のディールが促さ
れた最後の要因として、既存ポートフ
ォリオに補完製品を追加投入しよう
とした動きが挙げられる。クィデル
（Quidel）のダイアグノスティック・
ハイブリッズ（Diagnostic Hybrids）
買収やイルミナ（Illumina）のヘリキ
ス（Helixis）買収は、バイアウトファー
ムがそれぞれポートフォリオの拡大を
試みたことによる。

評価額の上昇にかかわらず、IVD分野
におけるM&Aの実件数は、2009年の
46件および2010年の45件から横ばい
であり、両年とも2007年に公表され
た84件より減少している。 

2011年上半期のハイライト
I V D 分 野 の M & A に お け る 評 価 額 は
2011年も引き続き上昇傾向である。
上半期7カ月間に公表された一連の数
十億のディールにより、M&A評価額合
計は2010年の3倍超、150億米ドル超
と見込まれている。

ダナハー（Danaher）による2009年の
IDV会社上位9社の1つであるベックマ
ン・コールター（Beckman Coulter）
の買収68億米ドルは、その規模だけで
はなくIVDのマーケットシェアに与え
る影響の観点から重要性が高い。この
ようなディールによりIVD企業の上位
ランキングは入れ替わる可能性がある
ため、より規模の小さい企業は特定の
技術を獲得したり特定の市場での存在
感を高めるためにはディールを検討せ
ざるを得なくなっている。

公表されているディールの多くは臨床
検査機関およびライフサイエンス研
究機関であるが、製薬業界からの関
心も高まっている。たとえばノバル
ティス（Novartis）は2011年初頭に
330百万米ドルでジェノップティクス
（Genoptix）を買収しており、製薬会
社が大きな関心を示し始めたことを表
している。 

2011年に起こったほかのことも、IVD
分野の市場力学が投資家の新たな関心
を引き付けていることをうかがわせ
る。7月の時点で既に今年のM&A評価
額は2004年以降で最も多い年の1つと
なっており、これを上回るのは2007
年に公表された270億米ドルのみで
ある。

I V D 分 野 に お け る M & A の 
今後の見通し
2015年までの見通しについては、IVD
分野のM&A活動は複数の要素が重なり
合うことが予想される。IVD事業への
新規参入者が続き一定規模に到達する
と、既存企業は同種の対応をとるか、

衰退のリスクにさらされるかのどちら
かとなる。 

M&A活動の主要な起点の1つとして、
自社が提供しようとする治療を支援す
る医薬品－診断薬共同開発プログラム
の構築を行う製薬会社が挙げられる。
製薬会社の診断薬事業買収による医薬
品－診断薬共同開発の事例は最近あま
り見られなくなっているが、最近の注
目すべき事例としては、2008年のイ
ノジェネティックス（Innogenetics）と
ソルベイ・ファーマ（Solvay Pharma）
のディールであり、ノバルティスのジ
ェノップティクス買収は転換点に差
し掛かっていることを示しているだ
ろう。

製薬企業は近年特に、自社内でコンパ
ニオン診断技術を構築するか、特に
IVDを用いた疾患早期診断モデルが実
証可能である場合は自社の商品ポート
フォリオの展開を補完すべくニッチ市
場向けIVD企業の持分取得を検討して
いる。今日のコンパニオン診断プログ
ラムに最も関連性の高い分野であるゲ
ノム診断または組織診断会社が主な買
収対象である。 

新規参入会社や資金力のあるプライ 
ベートエクイティファームも、活動を
継続している。そのほかの可能性の1
つには、これまでIVD分野に参入して
いない大手の診断薬会社または製薬会
社の参入がある。非侵襲性体外診断が
主ながんの早期発見方法として一般的
となれば、この可能性はますます高ま
ると予想される。

1. Alere：旧インバネス・メディカル・イノベー

ションズ（Inverness Medical Innovations）
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IVD企業と製薬会社
のコンパニオン診断
関連の提携増加
IVDを用いたコンパニオン診
断の最近の動向
2011年7月に、FDAはコンパニオン診
断に関するガイダンス草案を発表し
た。保険者や市場からの要求に応じ、
またオーダーメイド医療が増加傾向に
ある中、このガイダンスが発表された
ことはコンパニオン診断への投資拡大
を示している。

市場の意図は明確である。医療保険支
払者はコンパニオン診断の利用が可能
な薬剤を好む傾向にあり、高額であり
ながら、一部の患者には無効である治
療に対する保険償還の前提として遺伝
子診断が義務付けられることもある。

IVD企業と製薬会社の提携は2008年の
7件から2009年の19件へ、また2010
年には25件へ増加した（提携を全て
発表していない製薬会社もあるため、
報告件数より多くの提携が通常は行わ
れていると考えられる）。大手の製
薬会社による提携が最も多く、2009

2004年から2010年　製薬会社とのコンパニオン診断関連提携数

Number of deals

Source: PwC analysis, using data from Windhover, IVD Technology, and 
company press releases
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年から2010年における提携44件の
うちGSKによるものだけでも7件を占
め、提携数第2位であるファイザー
（Pfizer）およびロシュ（Roche）の2
倍に相当した。 

2009年から2010年におけるIVD企業
と製薬会社の提携においては、がんの
ほか、新たにアルツハイマーなどの神
経性疾患や感染症におけるものが目立
ち、44件のうち5件がこの分野に関連

したものであった（なお、がん関連の
提携は34件であり、うち12件は患者数
が多いがんに着目したものである）。
がんは患者数が多く依然として大きな
注目を集める分野である一方、そのほ
かの疾病分野への展開も注目に値す
る。2008年においては、1件以外はて
全てがんに関連するものであった。

提携数

出典：ウインドホーバー、IVDテクノロジーおよび企業のプレス・リリースからのデータを
使用したPwCによる分析。

出典：ウインドホーバー、IVDテクノロジーおよび企業のプレス・リリースからのデータを
使用したPwCによる分析。
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コンパニオン診断の今後の
見通し
2011年においてもコンパニオン診断
に対する需要は大きく、またさらに広
がることも期待されるため、IVD企業
と製薬会社のコンパニオン診断関連の
提携は引き続き活発に行われるであろ
う。上半期には15件の提携が発表さ
れるなど、今年の活動も幸先のよいス 
タートを切った。1つの注目すべき傾
向としては、依然として提携の多くを
占めるのは大手製薬会社であるもの
の、小規模かつ専門性の高い企業も増
加しており、これまでのところ契約15
件のうち7件を占めている。 

需要の高まりにもかかわらず、課題は
残っている。診断の価格や保険償還が
低く抑えられていることや、提携して
もIDV企業にもたらす価値が低いこと
などにより、診断ビジネスの経済状況
は弱体化させられていると多くの企業
は考えている。 

こういった障害を克服することで大き
な機会を創出できるだろう。アルツハ
イマーやそのほか神経性疾患診断に対
する努力が実を結べば、これは特に現
実的なものとなるだろう。2011年上
半期は、2009年から2010年にかけて
と同様、神経性疾患に関する提携関係
がいくつか締結されており、これは神
経性疾患に関する分野の重要性が次第
に高まっていることを示唆している。

2020年までに、バイオマーカーの使
用を伴う薬について医薬品と診断薬の
同時開発が日常的となれば、大手製薬
会社の多くは重要な診断技術の自社開
発にのりだすと思われる。その結果、
外部との提携件数は依然として高いも
のの、下落傾向となるであろう。 

早期診断による結果
改善の新展望
多くのがんなどの疾病は、早期診断と
治療により生存率が著しく向上する。
最も一般的ながん4種のいずれにおい
ても、がんが転移無しの段階で早期発
見された場合の5年生存率は、がん転
移後の発見と比較して少なくとも4倍
となる。前立腺がんの5年生存率は、
前立腺特異抗原（PSA）検査を通じた
早期発見により3％から100％に上昇
した。

早期診断のための検査の有効性が明白
である一方、課題も残る。in-vivoスク
リーニング検査の中には、極めて低い
検出感度、特異度が低いことによる偽
陽性判定の頻発、侵襲性や不快感を原
因とする検査手順の不順守、放射線被
爆リスクならびにコスト高の問題を有
するものもある。IVD検査は主ながん
の早期発見に関する現行の標準的な方
法を根本的に置換えるものとはなって
いない。PSA検査を除き、体外でなく
体内検査が主流である。 

しかし、スクリーニング技術に変革を
もたらすための研究は継続しており、
成果を上げ始めている。その結果、体
外診断を用いた一連の新規検査法が開
発されつつあり、早期診断に新たな改
善をもたらす可能性がある。このよう
な開発段階の検査法は少なくとも23種
類あり、その中には、in-vivo検査と並

んで検査方法の主流となり得るものも
含まれている。

これまでがんの早期発見にかかわる
IVD技術を案出してきたのは、主に診
断事業に従事する小規模新興企業であ
った。ただし商業化の実現には大手企
業が重要な役割を果たしており、製薬
会社も豊富な資金を有し、商業上のシ
ナジー効果も得られるため、より主要
な役割を担うことになるだろう。

今後数年間は、IVDを用いた早期診断
という概念の重要な検証期間となるだ
ろう。2009年から2010年にかけて少
なくとも5種類の早期診断に用いられ
る新規のIVD検査が米国および欧州市
場での販売認可を得ており、そのほか
少なくとも10種類が2011年から2012
年にかけて認可されると見込まれる。
予 測 的 臨 床 試 験 、 新 規 バ イ オ マ ー 
カー、大規模臨床試験から得られる 
データを含む、多くの開発中の検査方
法にかかわる結果が得られるだろう。

早期診断の検査法に望まれる特徴

Source: PwC analysis following discussion with industry contacts
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出典：業界関係者とのディスカッションを踏まえたPwCによる分析。 
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着実なデータに裏付けられた好調な
テスト結果は、保険償還を得て、現
在の標準的な治療の中で主要な役割
を担うために極めて重要になるだろ
う。最終的には、非侵襲性、高検出
感度および高特異性を備えるともに
医療経済的にも好ましい場合に、市
場で広く採用されることになるだ
ろう。

とりわけ医療費全般やブロックバス
ター並みになることが懸念される売
上をコントロールする手段として有
効性の高い早期治療が市場からも規
制上も強く望まれる中、IVDを用いた
多くの早期診断検査がこれらの障害
を乗り越えて広く市場で採用された
場合、業界関係者の考えも変わって
いくであろう。

オーダーメイド医療 
の成長を支える  
新たな取り組み
FDAが公表したコンパニオン診断に
関するガイダンス草案は、オーダー
メイド医療の開発を推進する政府、
業界や科学技術の一連の進展の最新
例の1つにすぎない。 

そのほか効果が期待されることとし
て、米国政府による遺伝子診断登録
計画、ブロックバスターの適切使用
を可能とするコンパニオン診断の開
発を促すことになるFDAによるブロ
ックバスターへの黒枠警告発行、
健康管理とオーダーメイド医療の収
斂の一例となる肥満遺伝子研究の
発展、欧州におけるオーダーメイド
医療促進団体の設立、ならびにネス
レのような会社の新規参入が挙げら
れる。

IVD分野の継続成長のための  
ステップ

結論

過去2年間、成長が期待されている結
果として新規ディール、新規投資およ
びIVDの科学・技術における新たな発
展がもたらされた。ただしこのよう
な発展は、ステークホルダーの継続的
なコミットメントがあって初めて持続
可能である。政府、規制当局、医療保
険支払者および関係業界は前進のため
の好ましい環境を創出しなければなら
ない。 

課題の残る分野としては、検査のコス
トのみではなく検査のもたらす価値の
価格への反映、保険償還プロセスの迅
速化および整備、診断単体およびコン
パニオン診断それぞれに関する規制体
系の明確化、ならびに医薬品と診断法
同時開発に関する臨床試験デザインの
明確化がある。

さらにIVD企業と製薬会社の提携にお
いて、IDV企業への価値の配分につい
ては再考が必要であろう。従来から体
外診断は、医療上の重要な決断の60％
超に影響を及ぼしながら、医療費の2
％未満にすぎなかった。配分を見直す
ことにより、体外診断へのさらなる投
資を呼び込み、診断法の開発を加速す
ることが可能である。 

これらの分野で行動を起こさなけれ
ば、多くの新興IVD企業、特に革新的
研究を行うことによりチャンスを得よ
うとする企業の生き残りは難しいであ
ろう。そうなれば、体外診断のイノ
ベーションは衰退し、体外診断関連の
ベンチャー企業への継続投資は落ち込
み、患者が重要な新医療技術を利用す
る機会が遅れるであろう。
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