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2007年6月刊行。本書では、今後11年間で医薬品業界に大き
く影響を与えると予想されるさまざまな問題に焦点を当て
た。また、製薬企業が株主や社会に提供する価値を向上させ
る潜在的な力を現実のものとするため、プライスウォーター
ハウスクーパースが最良と考える変化について概説した。
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2008年6月刊行。本書では、研究開発プロセス改善の機会に
詳細な検討を加えた。新技術により仮想（バーチャル）R&D
の実現が可能になることを紹介した。また、医薬品業界が研
究者、政府、医療費支払者、医療サービス提供者らと連携す
ることにより、刻々と変化する社会の需要に、より効果的に
対応することができることを示した。

｢ファーマ2020：マーケティングの未来｣は、プライスウォーターハウスクーパースが刊行する医薬品業界展望シリーズの第3弾である。本書では、医療費
支払者、医療サービス提供者、患者が及ぼす影響の増大に代表される医薬品市場再構築の主たる原動力と、21世紀型の営業・マーケティングモデルの創
出に求められる変化を扱う。これらの変化を通じて、医薬品業界ではよりコスト効率の高い方法で製品のマーケティングや営業が可能になり、新たな機会
が創出でき、ヘルスケア業界全体で顧客ロイヤルティの向上が期待できると考えられる。
PwC
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はじめに
プライスウォーターハウスクーパース*
が2007年6月に刊行した「ファーマ2020
：ビジョン（Fharma 2020 : The vision）」
でも指摘したとおり、医薬品業界が事業
を展開する社会的、人口動態的、経済的
環境は劇的な変化を遂げつつある（欄外
補足記事「医薬品市場の再構築をもたら

す7つの主要な動向」を参照）1。これら
の動向は、製薬企業が開発した医薬品の
マーケティングおよび営業手法にも大き
く影響するものである。本書ではここに
焦点を当て、未来の展望を描く。
従来医薬品業界では、大々的なマーケテ
ィングにより製品の販売を促進してき
た。最近の試算によると、1996年から
2005年の期間、米国内における医薬品の

販促費合計は114億米ドルから299億米
ドルへと高騰している（マーケティング
および営業の主要な活動に支出するコス
トのデータは米国のもののみが入手でき
る）2。また別の調査によると、実際の販
促費（対面の販促と電子的な手段を用い
た販促の合算）は、575億米ドルに迫る
ほどであるという3。

医薬品市場の再構築をもたらす7つの主要な動向
医薬品市場は劇的に変化しており、この変化は医薬品業界全体にも大きく波及している。社会、経済的側面において、その要因とな
る7つの動向を特定した。
増大する慢性疾患負担
糖尿病などの慢性疾患は、世界各地で増
加傾向にある。長寿化に伴い、多くの国
で退職年齢が引き上げられていることか
ら、就業人口の慢性疾患発症が今後も増
える見込みである。そのため、慢性疾患
治療の社会的経済的価値が上昇する一
方、医薬品業界には、医薬品を低価格
で大量に販売する戦略への転換が求めら
れている。販売戦略の転換を図らない限
り、多くの国では医薬品を購入できない
事態に陥る。
保健医療政策立案者および医療費支払者
からの医師に対する処方指定の強化
個々に処方を決定するのではなく、治療
プロトコルが利用されるようになったた
め、医薬品業界がターゲットとする集団
は団結が強まり、発言力が大きくなる傾
向にある。将来的には、販売モデルも
ターゲット集団に大きく影響される可能
性がある。医薬品業界は収益増を目指す
ことはもちろん、医療費支払者および医
療サービス提供者とも連携し、患者の服
薬遵守の改善も図っていかなければなら
ない。

成果に応じた支払の拡大
医薬品の薬剤経済学的評価を実施する医
療費支払者は増加傾向にある。電子カル
テ（EMR）の普及に伴い、アウトカムデー
タが支払者側でも入手できるようになる
と、最善の医療措置や利用を控えるべき
製品（同等の治療法と比較して高価格ま
たは低効果の製品）を判断の上、実際の
アウトカムに基づいて支払額が決められ
る。したがって、医薬品業界は医薬品の
効果を実際に証明し、支払に見合う価値
を提供して、ほかの治療法に対する優位
性を示さなければならない。
あいまいになる医療の境界線
臨床技術の進歩に伴い、かつては致死的
といわれた病が慢性症状で抑えられるた
め、プライマリケアセクターが拡大してい
る。また、処方薬のOTC化も進んでいるた
め、セルフメディケーションセクターも成
長を続けている。これに伴い、患者の需
要にも変化が見られる。治療の主体が医
師から補助的ケアやセルフケアに移行す
ると、より広範囲の情報が患者から求め
られることになる。また、治療が病院か
らプライマリケアセクターに移行するの
に伴い、在宅医療などの新規サービスに
対する需要も増大すると予想される。

今後13年間に医薬品需要の急成長が見込ま
れる途上国市場における多様性への対応
発展途上国では、それぞれに異なる臨床
的、経済的特徴があり、保健医療システ
ムや知的財産権保護に対する姿勢もさま
ざまである。これらの市場に進出して、成
果を上げようとする企業は、個々の需要に
応じた戦略を立案しなければならない。
政府の重点領域が治療から予防に移行す
る中、依然不十分な予防的手段への投資
重点領域の移行により、製薬企業は健康
管理領域への参入機会を獲得できる。し
かし、保険医療従事者や患者が製薬企業
は真に彼らの最善の利益を中心に動いて
いると確信しない限り、製薬企業は信頼を
勝ち得ることは難しい。よって、参入には
企業イメージの再構築が条件となる。
規制当局のリスク回避傾向
バイオックス（Vioxx）などの医薬品によ
る問題の発生以降、主要な政府当局およ
び国際機関が、革新的医薬品の承認に、
より慎重になる傾向が見られる。

*プライスウォーターハウスクーパースは、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・リミテッドのメンバーファームにより構成されたネットワー
クを意味し、各メンバーファームは、それぞれ独立した法人です。
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販促費増の多くは、営業部隊の拡充によ
るものである。しかし、主要市場の多く
で、営業担当者が飽和状態であり、営業
手法も次第に非効率的なものになってき
ている （欄外補足記事『船頭多くして船
山を登る』を参照）4。
このため先進国では、ディテーリング（営
業担当者よる医師訪問）の効果は低減し
始めている。2004年から2005年の間、
米国では1訪問あたりの効果は23％減少
している。しかしなお、米国においてデ
ィテーリングは新製品が上市初年度に獲
得した市場シェアの半分以上に寄与する
とされている。西ヨーロッパ諸国では多
様な状況がみられるが、さまざまな販促
策のうち、ディテーリングが果たす役割
は米国よりはかなり小さいものとなって
いる5。
一方、多くの発展途上国では、ディテー
リングは今も貢献度が高い。たとえば中
国の医師は、新薬関連の情報のほぼ4分
の3を営業担当者との面会や説明会を通
じて入手している6。しかしここでも「無
責任な」マーケティング手法に対する反
感が強くなっており7、2007年5月には、
世界保健機関（WHO）の加盟各国は「医
薬品の虚偽、誇大あるいは倫理に反する
販売促進活動」を禁止する規制を制定・
施行する決議を採択した8。
DTC（Direct-to-consumer）広告は、製
薬企業のマーケティング部門の強力な
武器ではあるが、必ずしも医薬品業界
が期待してきた成果があったわけでは
ない。現在米国とニュージーランドの
2ヶ国のみで、消費者に対する医薬品の
DTC広告が認められているが、欧州委員
会（European Commission）は、「客観的
な」情報から構成され、「販促のため
の」情報を与えるものではないならば、
製薬企業による消費者への直接の情報提
供を解禁する法案を検討している9。医薬
品業界のDTC広告費は約50億米ドルで、

船頭多くして船山を登る（Too many cooks spoil the broth：料理人が多すぎるとスー
プが台無しになる）
1996年から2005年までの間に、米国では営業担当者数がほぼ倍増し、10万人に達
した。その一方、臨床医数は26％増加したに過ぎない。他国でも同様に、営業担当
者数の増加傾向は進む傾向にある。最近英国で実施された開業医対象の調査による
と、開業医1人が平均して受ける営業担当者の1カ月あたりの平均訪問回数は4回、販
促郵便物の受取は1週間に5回であった。新興国における販促慣行の調査にマレーシ
アのある医師が協力しているが、その医師によると、5週間で16の多国籍製薬企業と
9のマレーシア国内のジェネリック製薬企業から何らかのアプローチを受けていると
のことだ。
マーケットシェアをめぐる熾烈な競争は、注意喚起が必要な事態に至っている。米
国および英国の医師の約20%が、営業担当者との面会を拒否している。また、営業担
当者の活動に対する規制もさらに厳しくなってきている。米国の複数の州では、25
米ドルを超える金品を医療従事者に渡した場合、製薬企業に報告を義務づける法案
が議会で採択された。オーストラリアでは、製薬企業の医師に対する個人的な贈
与、接待あるいは過度な歓待が禁止された。
いくつかの業界団体は、行政当局と同様に新たな規則としての活動指針を導入した
上、規制遵守に積極的に取り組んでいる。英国製薬工業協会（ABPI：Association of
the British Pharmaceutical Industry）が策定した活動指針の実施機関である英国製薬工
業協会マーケティングコード監視機構（PMCPA: Prescription Medicines Code of Practice
Authority）はこの好例である。PMCPAでは、最も悪質な違反に対しては「実名公表と
社会的制裁を受ける処分」を下している。この処分は、公的な譴責処分を行った上
で、医療や医薬品産業の専門紙に犯した違反の内容を広告記事として掲載すること
により行われる。
マーケティング予算全体の14％に過ぎな
い10。しかし、DTC広告に経費を費やして
何が得られるのか、未だに製薬業界は明
確な答えを持っていない。
かつては、DTC広告の効果は大きなもので
あったように見える。1999年から2000年
の間、米国では、大々的な宣伝を行った
50製品で売上が32％伸びた。このときの
全体の平均売上増加額は13.6％であった
のと比較すると十分に大きいといえる11。
しかし最近の研究では、DTC広告は長期的
な需要にごく限定的にしか影響しないこ
とが示唆されている。ブリティッシュ・
メディカル・ジャーナル（British Medical
Journal）に掲載された研究によると、米
国で行われている広告に接しているカナ

ダの英語圏の人々と、基本的にはフラン
ス語のメディアを視聴するカナダのフラ
ンス語圏の人々という2集団で、3つの医
薬品を対象として5年間にわたり追跡した
結果、DTC広告は3製品のうち2製品でま
ったく効果がなく、残り1製品ではキャン
ペーン開始直後に40％を超える増加を記
録したものの、短期間しか持続しなかっ
た12。
DTC広告の効果は不明瞭であったものの、
製薬企業のイメージ低下はほぼ間違いな
く大きな問題といっていいだろう。2008
年1月、米国下院エネルギー・商業委員会
（US House of Representatives Committee on
Energy and Commerce）は、特に悪質な規
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表1：ビッグファーマでは人員を大幅に
削減傾向にある

会社名
Pfizer

人員削減数
10,000

AstraZeneca

7,600

Merck & Co.

7,200

Bayer

6,000

Schering-Plough

5,500

Johnson & Johnson

5,000

GlaxoSmithKline

5,000

Amgen

2,600

Novartis

2,500

Wyeth

1,200

sanofi-aventis
合計

出典： PricewaterhouseCoopers

700
53,300

制違反が複数摘発されたことから、医薬
品の誇大・虚偽広告について調査を開始
した13。要は、対象が医師であるか患者
であるかに関わらず、大々的なマーケテ
ィングが、新しい治療法に対する需要を
生み出したり、臨床的にわずかな改善し
かもたらさない製品に対して従来製品よ
りも高い価格を支払わせたりする手段と
しては、次第に効率の悪いものになって
きているということである。また、広告
の無駄や非倫理性を非難する声も業界を
取り巻く人々の間で高まっている。
大手製薬企業は、さまざまな費用削減
策を打ち出して、これに対応してい
る。2006年末、ファイザー（Pfizer）
が発表した米国内における営業担当
者の20％削減は、こうした動きの火
付け役となった 14 。他社も即座に追随
し、2008年10月までには、大手製薬
企業の各社で営業やマーケティング
部門を中心として計53,300人を削減す
る 計 画 が 発 表 さ れ た （ 表 1 参 照 ） 15。
次のターゲットとなるのはインドなどの
発展途上国である。インドでは、多国籍
製薬企業10社が営業担当者の削減を発表
している16。
しかし、営業部門の規模を小さくするだ
けでは現行の営業・マーケティングモデ
ルの問題に対処できないことは製薬企業
のマネジメントも外部の評論家も承知し
ている。問題は非常に根深い。この問題
は、以下の3つの誤った思い込みに起因す
るのではないかと思われる。
• 製薬企業によってのみ製品の価値は決
められる
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• 製品のみが価値を生み出す
• 医薬品は安全性や有効性といったテク
ニカルなデータのみをもとに売買され
るのであり、QOL（quality of life）のよ
うな主観的基準とは関係がない
こうした思い込みが正しくないことは、
医薬品業界を取り巻く変化によってすで
に明白になっており、次章ではこの変化
についてさらに詳しく検討する。

2020年のヘルスケア事情
長年にわたり、製品の価値とそれに基
づいた価格は製薬企業が独自に決定し
てきた。しかし、保健医療政策立案
者、医療費支払者、患者グループが価
格決定プロセスで果たす役割の重要性
は増している。世界各地で医療費支出
の増大が問題視されていることから、
この動向はさらに加速すると予想さ
れる。
高齢化、食生活の変化、そしてデスク
ワークが多いライフスタイルに起因し
て、先進国と発展途上国の双方で疾病
による負担が増大している 17 。ガンな
どの重篤な疾病の治療に有効な新薬
が上市されたことに伴い、人々の期
待も高まっている。一方で、医療費
も世界的に高騰している。2000年か
ら2006年の間、医療費の国内総生産
（GDP：gross domestic product）に占め
る割合は、OECD加盟各国で増加してい
る18。

そのため、政策立案者と医療費支払者
の多くは、支払に対する効果を正確に
測定すべく、対策を始めた。オースト
ラリア、カナダ、フィンランド、ニュー
ジーランド、英国といった多くの国々
では、医薬品の臨床的・経済的評価を行
う公的機関を設立している。米国上院
でも、これと同様の機能を有するHealth
Care Comparative Effectiveness Research
Instituteの設立を視野に、法案を検討して
いる19。
また、一部の政府では積極的に電子処方
箋の利用を奨励している（欄外補足記事
「電子処方箋の推進」を参照）20。この
取り組みの主な目的は、処方ミスの低
減にある。しかし、電子処方箋の導入に
は、処方薬を選択する際に臨床および薬
価情報を併せて医師に提供することによ
り、処方決定に対して医療費支払者の意
思をより容易に反映できるようになると
いう側面もある。
これにより、医師側の意思決定にも大き
な影響が生じる。たとえば最近の調査に
よると、米国の電子処方箋プロジェクト
に参加する医師の3分の2が、電子処方箋
システムを使用した場合、ジェネリック
や保険プランが推奨する医薬品の割合が
高くなったと報告している。約330万件
の電子処方箋を分析したところ、この報
告は裏付けられた。処方した医薬品がプ
ランの対象外であると電子的に通知され
ると、そのうち39％は医師が処方を変更
した21。

電子処方箋は、製薬企業に対して大きな
商業的影響を与えている。医師に対する
医薬品のマーケティング活動のほとんど
が、処方を決定する前に行われるが、製
薬企業が医療費支払者と連携して医師に
提供する情報の作成ができないと、電子
処方箋の導入はマーケティング活動の効
果を減じてしまうと考えられるのだ。し
かし、医療費支払者からは製品が競合製
品に比べて安全性、有効性、経済性の面
で確かに優れているという証拠を高い水
準で求められると予想される。医療費支
払者は個々の医師や医療機関よりも豊富
なリソースを活用し、製薬企業の主張を
精査することになるだろう。
薬剤経済学的評価、厳格な処方医薬品リ
スト、電子処方箋が広く活用されること
で、保健医療政策立案者および医療費支
払者がさまざまな医薬品の相対的価値を
評価する機会も増えてきている。また、
患者も医薬品の評価プロセスへの関与を
強めている。上市すべき、あるいは利用
され続けるべき製品が、患者の意見を反
映して決定されているのは事実である。
たとえば、英国国営医療保険サービス
（NHS: National Health Service）でハーセプ
チン（Herceptin）が初期ステージの乳が
んの治療に承認された経緯を見ると、患
者の力が不可欠な要素であった22。
信頼できる医療情報がより容易に入手可
能となり、自己負担で受ける医療の範囲
が拡大し、セルフメディケーションのト
レンドがますます進むにつれ、患者の影
響力は今後さらに強くなるであろう（欄

電子処方箋の推進
デンマーク、オランダ、スウェーデン
では、医師の70％以上が電子処方箋を
作成しており、欧州連合（EU: European
Union）は域内で電子処方箋の推進を図
っている。オーストラリアのダーウィ
ンでは、医師が新システムのテストを
実施しているところであり、これが成
功すると、電子処方箋が全国に展開さ
れることになる。一方米国では、メデ
ィケアプログラムに参加する医師間で
電子処方箋を普及させる新法案が議会
で採択された。対象となる医師には、
電子処方箋の作成に対して2009年と
2010年は2％の加算金が提供される
が、その額は2011年と2012年は1％
、2013年は0.5％というように減少して
いく。しかしながら、2012年までに電
子処方箋を導入しなかった医師には罰
金が科せられる。
電子処方箋への関心は、先進国に限っ
たものではない。インド最大の小売薬
局チェーンであるアポロ・ファーマシーズ
（Apollo Pharmacies）では、医師と患者
を対象に電子処方箋サービスを開始し
た。同様にトルコ政府は、全国医療ネ
ットワーク構築計画の一環として、電
子処方箋に関するいくつかの社会実験
プログラムを開始している。一方ロシ
アの保健社会開発省（Ministry of Health
and Social Development）は、連邦および
地方健康保険制度の加入者を対象にコ
ンピュータ読込み可能処方箋書式を含
む新しい処方規則を2007年に導入
した。

ファーマ2020：マーケティングの未来
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図1: G7およびE7諸国における全医療費に対する個人負担の割合
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純粋に製品を提供することのみから価
値を生み出す機会も、急速に減少して
いる。ここ15カ月間に、少なくとも3社
が一般個人向けにゲノム関連サービス
を開始した。23アンドミー（23andMe：
グーグル［Google］の出資を受けている
企業である）では、わずか399米ドルで
個人のDNAを解析し、90以上の健康障害
や遺伝的な問題に直面する可能性を知ら
せる。デコードミー（deCodEme：アイ
スランドの遺伝情報企業であるdeCODE

いわゆるHealth 2.0革命の次の段階は、個人が電子的に受診歴を管理する動きが急速
に広まることである。マイクロソフト（Microsoft）およびグーグル（Google）の両
社は、個人が自己の受診歴・健康記録をウェブで作成・保存できるサービスを開始し
た。myPHR.com、medicalrecords247.orgおよびihealthrecord.orgなどのように、小規
模の企業も類似サービスを提供している。

Ja

対照的に、米国では、無保険者への公的
補償拡大による保険医療コストの公的負
担割合増をバラク・オバマ大統領が計画
している。また、ほかの先進諸国からの
安全性の高い製品の輸入、公的医療制度
でのジェネリック医薬品利用拡大、安価
なジェネリック医薬品上市を阻止する製
薬企業への牽制、連邦政府の薬価交渉解
禁といった取り組みを通じて、薬剤費を
低減させることも公約している25。費用負
担の主体が患者、政府、健康保険業者の
いずれとなるかによらず、ただ1つ確実に
言えることがある。製薬企業が保健医療
にかかわる関係者を考慮せずに、薬価を
決定できる時代はすでに終わっている。

過去10年間で、インターネットを利用して医療情報を検索する人は急増した。米国で
は成人の66％、欧州では半数以上が自身の症状を調べるためインターネットにアクセ
スしている。多数のブログやオンラインフォーラムも立ち上がり、ますます情報を求
めるようになってきた患者の要求を満たしている。こうしたサイトの1つに
patientslikeme.comがある。このサイトでは、患者が症状や副作用を比べてみること
ができる。また、medhelp.orgのサイトでは、医師と患者が協力してウィキ（ウェブ
上の情報集積サイト）を構築している。そのほか、ガンやてんかんなどには疾患に特
化した患者向けフォーラムが各種ある。
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国庫負担削減努力の一環として、医療費
の公的負担割合は一部G7諸国でも変わり
つつある。たとえば英国では、がん患者
が、英国国営医療保険サービスで認めら
れた無償治療へのアクセス権を奪われる
ことなく、治療薬を自己負担で「追加」
することが最近認められた24。

Health 2.0に集まる注目

C

外補足記事『Health 2.0に集まる注目』を
参照）23。米国を除くG7諸国では医療費
支出の大部分が公的にカバーされている
が、E7諸国に目を向けると、患者自己負
担は医療費の半額以上となるのが普通で
ある（図1参照）。

Genetics傘下）とナビジェニックス
（Navigenics）では、より総合的なサー
ビスをそれぞれ985米ドルと2,500米ドル
で提供している 26 。安価な遺伝子シー
クエンス解析と疾病リスク分析により、
標的医薬品およびテーラーメイド医療へ
の需要が刺激されるだろう。
『ファーマ2020：ビジョン（Phama2020
：The vision）』でも言及したとおり、
2020年までには、電子カルテ、電子処方
箋および遠隔モニタリングにより、各国
の医療費支払者や医療サービス提供者が
広範なアウトカムデータにアクセスでき
るようになるだろう。これにより、各患
者集団ごとに特に安全性、有効性、費用
対効果の高い医薬品を決定し、治療プロ
トコルにもアウトカムに基づいた情報を
盛り込むことができるようになる（欄外
補足記事「正確な情報に基づく質の高い

医療」を参照）27。ある医薬品の有用性
を経時的に追跡することにより、薬価を
上昇、低下させることも可能になる（図
2参照）。
医薬品業界では、成果に応じた支払に向
けてすでに取り組みを余儀なくされてい
る。たとえば英国では、ジョンソン・エ
ンド・ジョンソン（Johnson ＆ Johnson）
の新しい抗がん剤ベルケイド（Velcade）
は、患者の腫瘍縮小効果の発現が償還
の条件とされた 28 。また、ノバルティ
スの加齢黄班変性症治療薬ルセンティ
ス（Lucentis）は、使用量上限が課せら
れ、14本を超える注射が必要な患者の治
療では、同社が費用を負担しなければな
らない29。英国政府は成果に応じた支払
いを今後さらに拡大していく方針で、医
薬品が当初の予測よりも有効性が高いこ
とが明らかになった場合には薬価を引き

正確な情報に基づく質の高い医療
臨床データソースが続々と新設されて
いる。たとえば全米総合がん情報ネッ
トワーク（National Comprehensive Cancer
Network）は、がん治療データベースを
構築して、さまざまながんに罹患した
患者の社会人口統計学的、臨床的、非
臨床的情報を収集している。米国医療
グループ協会（American Medical Group
Association）の立ち上げたシステムは、
医師が比較検討できるアウトカムデー
タを共有するもので、より効果的な患
者の治療が可能になる。重篤有害事象
国際コンソーシアム（International
Serious Adverse Events Consortium）は遺
伝子マーカーを開発して、薬剤の重篤
な有害事象のリスクがある個人を特定
することを目指している。

図2：2020年までに、成果に応じた支払が多数の国で標準となるだろう

Today
現在
Patient
患者

Prescription
処方箋

Payment
支払

2020
患者
Patient

処方箋
Prescription

Outcome
アウトカム

有効性
Medicine works/does
有効性 not work

Medicine安全性
is safe/unsafe

Specified populations in which
有効性・安全性が確認された
medicine患者集団
works and is safe

Payment based on performance
出典：PricewaterhouseCoopers
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上げるなど柔軟な価格決定システムを導
入していく30。
米国の健康保険業者であるユナイテッド
ヘルスケア（UnitedHealthcare）でも、成
果に基づいた価格決定プログラムをゲノ
ミックヘルス（Genomic Health）と共同で
試行しており、早期の乳がん患者を対象
に化学療法の有効性を遺伝子テストで識
別することを目指している31。2020年ま
でには、全ての新薬の薬価は成果に応じ
て決定されるであろうと私たちは考えて
いる。
しかしほとんどの薬剤は、販売後よりも
治験段階での効果が高い傾向にある。治
験段階では服薬遵守レベルが高いことも
1つの要因である。たとえば、スタチン
の服用によりコレステロール値が基準値
レベルまで下がることは、数々の治験を
通じて多数の患者で証明されている。
しかし、長期的な服用パターンの調査に
よると、12カ月の期間終了時までスタチ
ンを継続的に服用した患者は全体の33％
のみで、5年の期間では、その割合は13％
にまで低下する32。したがって、製薬企
業が将来、高薬価を実現するには、患者
への健康管理面での支援も不可欠になる
だろう。患者との協力関係を確立できな
ければ、薬価を下げる。あるいは約束し
た成果が得られないという理由で違約金
を払わなければならないというリスクす
ら生じ得る。
別の言い方をするならば、優れた医薬品
を有することは今後とも製薬企業の営
業・マーケティング戦略の土台であり続
けるが、医薬品を提供するだけでは不十
分であるということだ。2020年までに
は、医薬品処方は、患者が選択可能な複
数の製品およびサービスのセットを構成
する一要素に過ぎなくなる。さらに、
パワーバランスにおいて製薬企業よりも
医療費支払者や患者の力が強くなること
から、「優れた」医薬品の定義を満たす
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ために求められる要素は増えることにな
るだろう。安全性や有効性といった臨床
的見地のほかに、治療薬の服用により患
者の不快感は軽減するか、職務を継続で
きるか、治療コストを低減するかなど
QOLに関わる問題も含まれることになる
だろう。
2020年までには、製薬企業は中心となる
処方薬以外にも幅広い製品・サービスか
ら患者が選択できるような環境を整備す
るため、医療関係者とさらに緊密に連携
しなければならない。これにより、自社
製品をより効果的に差別化して、その価
値を維持することができる。さらに具体
的に言うと、製薬企業に求められるのは
以下のようなことである。
• 医薬品および医療バリューチェーンの
相互依存関係を認識する
• 真に需要のある医薬品の開発に確実に
投資する
• 製品サポートサービスを提供するため
に、アライアンスネットワークを構築
する
• スペシャリティ領域の営業・マーケテ
ィングのために総合的な計画を策定
する
• スペシャリティ領域の医療パッケージ
のマーケティングに適した企業文化を
創造する
• 複数国での同時上市とライブライセン
スに対応する
• 薬価設定への柔軟なアプローチを採用
する
• 未来型の営業・マーケティング体制を
構築する

医薬品および医療バリュー
チェーンの相互依存関係の
認識
製薬企業、医療費支払者、医療サービス
提供者の三者は、良くても互いに牽制し
あう関係で、時には真っ向から対立する
こともある。しかしバリューチェーン
をきちんと分析すると、表面的に見え
ることよりも実は共通項が多いことがわ
かる。
最も単純なバリューチェーンの形態は、
ある事業体（単独の法人の場合もあれば
複数の法人の集合体の場合もある）が顧
客あるいは自身のために価値を創出する
ことを目的として行われる一連の企業活
動である。医薬品業界のバリューチェー
ンは研究開発資金の調達から始まり、開
発された製品の営業・マーケティングで
完結する。すなわち、高い薬価設定を実
現できる革新的な医薬品を提供すること
である（図3参照）。
医療費支払者のバリューチェーンは、保
険料、税金、自己負担金による収入を得
ることから始まる。次に支払者は、事務
プロセスを管理し、医療へのアクセスを
提供することにより、顧客（患者、保険
契約者、保険料支払者）に対する価値を
創出する。したがって支払者の目標は、
最低限のコストで収入、評価（民間の営
利企業か政府系かにより、評価者は顧客
か有権者というように変わる）、保証す
るサービスの質を最大化することで、財
務上の、または政治的な利益を獲得する
ことにある（図4参照）。
医療サービス提供者の目標は、質の高い
医療を効率的に提供することである。通
常、これは患者に対する医療を必要な期
間、できる限り経済的に提供するという
意味になる。したがってサービス提供者
のバリューチェーンは、ある患者集団の
健康状態に影響を与える要因と疾病を未

図3：製薬企業のバリューチェーン
Raising
of Finance
資金調達

（資本市場から）
(Via the capital
markets)

Research
研究
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ヒト試験）
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出典：PricewaterhouseCoopers

図4：医療費支払者のバリューチェーン
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保険カバー範囲の設定
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出典：PricewaterhouseCoopers

注：上図では、医療費支払者バリューチェーンの主要な活動を提示した。事業体の個別の活動は、医療保険の制度や仕組みにより、大きく異なる。

図5：医療サービス提供者のバリューチェーン
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高リスク集団の
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入院加療）
ホスピスでの介護）
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出典：PricewaterhouseCoopers
注記：上図では、医療サービス提供者バリューチェーンの主要な活動を提示した。事業体の個別の活動は、医療システムごとに異なる。

然に防ぐ予防策の分析から始まる。その
後、プライマリケアから長期的ケアまで
の各治療ステージを通じてその達成を目
指す（図5参照）。
これら3つのバリューチェーンはそれぞ
れ独立しているが、相互に強く依存もし
ている。医療費支払者が創出する価値
は、医療サービス提供者の方針や実際の
診断・治療に依存する。一方医療サービ

ス提供者が創出する価値は、医療費支払
者の収入と製薬企業が提供する医薬品に
依存する。そして製薬企業の創出する価
値は、医療サービスを受ける患者へのア
クセスとこれら医療サービス提供者に払
い戻しをする医療費支払者からの収入に
依存する。
簡単に言えば、三者のいずれもほかの二
者なしでは適切に役割を果たせない。に

もかかわらず、各者ともそれぞれの目標
を達成しようと互いに衝突している。結
果的に三者が提供した治療は低品質で、
高コストな状態にあり、非効率なもの
となっているが、その非効率性を容認で
きるような余裕はもはやこの世界には存
在しない。したがって、社会で必要とさ
れる医療を確実に提供しようとするなら
ば、三者のより緊密な関係が求められる
のである。
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情報をフィードバックする道筋を構築
し、アウトカムデータを収集できるよう
にすると、三者間に存在するギャップの
解消につながるだろう。このことによ
り、製薬企業は、医療費支払者および医
療サービス提供者の双方とより強力な関
係を構築し、患者の求めるサポートの提
供においてさらに大きな役割を果たすこ
とができるようになる。究極的には、個
別で直線的に存在するバリューチェーン
を再構成して、統合的な環状バリューチ
ェーンを実現することになるのではない
だろうか（図6参照）。

真に需要のある医薬品開発
への投資

る定義づけがされている（欄外補足記事
「イノベーションとは何か」を参照）33。

製薬企業が医療費支払者および医療サー
ビス提供者とより緊密に協力しなければ
ならない領域は多岐にわたるが、その
1つに、市場で真に求められている医薬
品を明確に見極めることがある。ここで
は、ある医薬品が画期的であるか、決定
する上で重要な役割を果たす7種の関係
者が存在すると考える。イノベーション
は製品ライフサイクルの各段階で異な

プロセスは、研究者からスタートする。
研究者は特定の分子の潜在的な可能性を
科学的側面から特定する。それに続くの
が投資家である。投資家は研究を資金面
で支援する。規制当局はある申請内容に
対して医薬品を承認する。製薬企業はリ
ソースを医薬品の生産および販売促進
に当てる。医薬品が上市されると、医療
費支払者、医療サービス提供者、患者
は、それぞれの立場からその画期性を判

図6：2020年までには、製薬企業、医療費支払者および医療サービス提供者のバリューチェーンはより密接に結びつくと予想される

保険P
rov
カ
naス
高Aリ
バ
isi
l ys
ー
on
pの
opul クis集o団
f

ryリ
cケ
arア
rim
イaマ
e
Pラ
プ

Med
ic医
al療
Seサ
rvー
S2e
ic
c
次
e
o
Te ケ
n
3r次
tia dアa
r
ry ・
ケ
アca y

&

ev予
Pr

re

分 at
at ris析 ion
k

nt
me

患者
Patient

R ai
sing
o資
f f金
ina獲n得
ce

ting グ
ke・
ar業
M営
ィ
lesン
ケSテa
マー&

na
nc
e

□ 医療費支払者
■ 医療サービス提供者
■ 製薬企業

出典：PricewaterhouseCoopers

10

PwC

Deve開
lo発
pment

ch
a究r
e
s研
a
Re
l Pる

l

支ym
払en

&

n
生
Di産ufac
st・ tu
rib流 rin
g
調f F
ut通
ion
達i

t

a
M

o
ing金
is資
Ra
Payer
Provider
Pharma

ge
re
na理
a管
rmアca
teケ
M
g-期
n長
sス
Lo
ビ

er 定
v設
o
の
C
n
of囲
tio
範
en防

i
Bす
対
に
請求

疫学的に変化があれば、医療保険の資
Changes in epidemiology will
influence the need for healthcare
金配分や製薬企業の研究における優先
funding & Pharma’s research
順位は影響を受ける。医療費支払者、
priorities.
Payers,
providers
医
療サービ
ス提供
者 お よ び&製 薬 企 業
Pharma will collaborate on
は、協力して疫学調査を実施するよう
epidemiological studies.
になるだろう。

Payers will shift to outcomes-based
医療費支払者はアウトカムに基づく価
pricing. Pharma will collaborate with
格設定に焦点を当てるだろう。製薬企
payers and providers to determine
業は医療費支払者および医療サービス提
which of the medicines in its pipeline
really add value and can thus
供者と連携し、自社パイプライン上の医
command the premium prices it
薬品で付加価値を生み出し、その結果、
needs to maximise its return on
投資回収最大化を目指した高薬価を実現
investment.
することが可能なものを見極める。
Payers, in consultation with the
医療費支払者は、医療従事者と協議の
medical profession, will issue clinical
上、臨床ガイドラインを発表する。ま
guidelines. They will also give
た、医療サービス提供者に対し、治療
providers incentives to prevent &
manage disease, as distinct from
のみではなく、疾患の予防と管理に対
treating it. Pharma’s focus will shift to
応したインセンティブを与える。製薬
the
development of cures and
企業の主眼は、患者がレジメン（治療
healthcare packages for helping
計画）にしたがった治療に協力でき、
patients comply with their medical
自身の疾患をより効果的に管理できる
regimens and manage the diseases
ような治療法および医療パッケージの
from which they suffer more
開発へと移行する。
effectively.

断する。医療費支払者がある医薬品をイ
ノベーティブなものと認めれば、高薬価
を受け入れる。医療サービス提供者の場
合はほかの薬剤よりも優先してその医薬
品を選択し、患者ならば指示されたまま
に処方を受け取るか、あるいは医師にそ
の医薬品の処方を強く求めるようになる
（図7参照）。
しかし、三者の立場はそれぞれ対等では
ない。製薬企業が開発費やそのほかの投
資を回収しようとするならば、新製品は
特許期間中、ある程度高薬価を維持する
必要がある。これを考慮すると、医療費
支払者（政府、健康保険運営者、雇用
主、患者）は新薬の画期性を最終的に決
める者であるといえる。パワーバランス
が処方者から支払者に移行すると、支払
者の影響力はさらに増強される。
しかし、これまで製薬企業の多くは、研
究開発段階で支払者の視点にフォーカス
が不足がちであり、視点に着目するのは
主に上市直前のタイミングであった。最
近上市された医薬品の多くがイノベーテ
ィブと評価されなかったのは、ここに理
由がある。2006年に、それ以前の5年間
に上市した主要製品から10％以上の収益
を得た大手製薬企業はわずか5社に過ぎ
ない34。さらに、この傾向がすぐに改善
する見込みは全くない。2007年、グロー
バルに上市された27の新薬のうち、新規
の治療薬はわずか8製品であった（表2参
照）。これらの新薬のうち半数以上は、
少なくとも3つは類似先行品がある「模
倣」品であった35。
今日多くの企業では、開発中の医薬品に
既存薬と同等またはそれ以上の有効性が
あるか、十分に検討している （一部の国
では、これが義務付けられている）。ま
たフェーズⅢの費用は研究開発費の25％
以上を占めるが、フェーズⅢに至ってか
ら安全性に問題が発見されるリスクを低
減するために、一部の製薬企業はフェー
ズⅡで大規模な安全性プロファイリング
を実施している36。しかし、新薬候補物
質の経済的価値の優位性を示すことに努

イノベーションとは何か
画期性の高い製品とは、疾病の治癒や症状の改善、疾病や症状の予防、死亡率また
は罹患率の低減、治療コストの削減、生活の質の改善、使用時の安全性や利便性の
向上、または患者の服薬遵守や継続率の改善を実現するものである。専門家の多く
はさらに「急進的」と「漸進的」の2種のイノベーションに分類するが、この分類
は必ずしも意味のあるものではない。製薬企業間で、同じ作用機序を持つ新薬の開
発を競うことも多いが、3番手、4番手の製品のほうが1番手、2番手の製品よりも
優れていることもある。

図7：7種の関係者が新薬の画期性の判断に関わっている

患者
Patient

Provider
医療サービス提供者

規制当局
Regulator

医療費支払者
Payer

$

研究者
Researcher

投資家
Investor

規制当局
Regulator

R&D 12 Years
研究開発
12年

製薬企業company
Pharmaceutical

Marketing & Sales 8 Years
営業・マーケティング
8年

出典：PricewaterhouseCoopers

表2：2007年に上市された新薬のうち、真にイノベーティブとされたのは8製品のみであった

会社

販売名

主な適応症

最初に
上市された国

Novartis

Tekturna

高血圧

米国

GlaxoSmithKline

Tykerb

乳がん

米国

PharmaMar

Yondelis

軟部組織肉腫

英国、ドイツ

Alexion

Soliris

発作性夜間血色素尿症

米国

Pfizer

Selzentri

HIV

米国

GlaxoSmithKline

Altabax

皮膚感染症

米国

LEO Pharma

ATryn

血栓塞栓症

英国

Bristol-Myers Squibb

Ixempra

乳がん

米国

出典：IMS Intelligence.360（2008）および PricewaterhouseCoopers analysis
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める企業はほとんど存在せず、フェーズ
Ⅲの終了以前に薬価を検討する企業はさ
らに少数派である。
従来見られなかった例外的ケースが
最近2件あったが、これは将来に向け
た建設的な方向性を示すものである
といえる。2007年末、ノバルティス
（Novartis）は英国国立医療技術評価機構
（NICE: National Institute of Health and Clinical
Excellence）と画期的な契約を締結した。
この契約下で、被験薬の有効性および費
用対効果を測定するためのフェーズIII試
験のデザインにNICEは助言し、その対価
としてノバルティスがコンサルタント料
を支払う 37。もう1つはグラクソスミス
クライン（GlaxoSmithKline）が2008年6月
に踏み出した画期的な一歩である。それ
は同社のパイプラインから開発を進める
べき化合物を決定するに当たって、英
国、フランス、イタリアおよびスペイン
の当局担当者から意見を求めるというも
のである38。
今後、あらゆる製薬企業で同様のアプ
ローチが採用され、臨床段階から市販段
階にまで「リスク軽減」のコンセプトが
広く受け入れられるべきだと私たちは考
えている。2015年の医薬品市場の環境は
現在よりさらに厳しくなるだろう。これ

から臨床開発段階に入る候補物質の多く
は2015年以前に上市されることはないだ
ろうから、現在のパイプライン上の全て
の化合物について検討を加えるほうがよ
いだろう。フェーズⅡの段階で医療費支
払者、医療サービス提供者、患者からの
画期性に対する期待を正確に把握するこ
とによって、需要がそれほど見込まれな
い新薬候補の開発を中止し、商業的に有
望な製品にリソースを集中させることが
できる（図8参照）。

アライアンスネットワーク
によるサポートサービス
しかし、真に需要のある医薬品を開発す
るだけでは十分とは言えない。2020年
までに、上市した治療薬に対する一連の
サポートサービスを製薬企業は提供しな
ければならないだろう。一部には、提携
を通じて、補完的な治療薬や診断法を開
発している企業もある。ジェネンテック
（Genentech）とダコ（DAKO）のアライ
アンスは好例であるが、彼らはハーセプ
チンの効果が高い乳がん患者を識別する
テストを開発している39。
一方製薬企業は健康管理領域にも参入
し、服薬遵守プログラム、栄養指導、

図8：製薬企業は、開発初期段階から薬価リスク軽減戦略をとる必要がある
下段数値は研究開発各フェーズにおける経費比率を示す。ただし11.3％は分類不可。
Percentage of spending in each phase of R&D. 11.3% of spending uncategorized
前臨床
Preclinical
25.7

フェーズⅠ
Phase I

5.8

フェーズⅡ
Phase
II
11.7
自社ポートフォ
Point at which
リオのリスク軽
pharmaceutical
減を図るため、
companies
製薬企業が薬価
should be
について検討し
thinking about
pricing to de-risk
なければならな
their portfolios
い時期

出典：PricewaterhouseCoopers
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フェーズⅢ
Phase
III
25.5

規制当局による
Regulatory
審査
6.9

一般に、製薬企
Point at which
業が薬価につい
pharmaceutical
て検討を開始す
companies
typically start
る時期
thinking about
pricing

フェーズⅣ
Phase
IV
13.3

運動施設、健康スクリーニングなどの
サービスを提供する必要もあるだろう。
すでにこの方向に舵を切っているのはバ
クスターヘルスケア（Baxter Healthcare）
で、腎不全患者に対して各種サービスを
提供している。サービスの範囲は国に
よりさまざまだが、たとえば小児患者
のニーズに合わせてカスタマイズ可能
なツールや情報を備えたグローバルで
利用できる教育サイト、在宅または医療
機関で透析訓練を提供する看護師ネット
ワーク、宅配サービス、腹膜透析患者の
国内／海外旅行サポートサービスなどが
提供されている40。
ノボノルディスク（Novo Nordisk）は「糖
尿病撲滅」に向けてさらに進んだ取り組
みをしている41。2001年、同社は国際糖
尿病連合（IDF）と連携して、DAWNと呼
ばれるグローバルの施策を開始し、糖
尿病患者に対して「心理社会的支援」を
提供している42。また、66カ国で「全国
糖尿病改善運動（National Changing Diabetes）」プログラムを展開しており、糖尿
病の診断・治療を改善するため各国政府
と連携するとともに、このプログラムを
通じて、医療スタッフの育成、無料での
血糖スクリーニングサービス、糖尿病患
者団体支援、糖尿病クリニックへの医療
機器支援などを行っている43。  
また、メドトロニック（Medtronicは、心
疾患患者を対象に無線モニタリングサー
ビスを開始した。これにより、体内に埋
め込まれた装置から直接主治医にデータ
を送信できる。最新の機器は、患者デー
タを自動的に更新、送信するようプログ
ラムすることもできる44。健康管理領域
には、医薬品業界外からもすでに参入し
ている企業がある。たとえば英国では、
保険大手のプルデンシャル（Prudential）
がヴァージンアクティブヘルスクラブ
（Virgin Active Health Club）と提携してお

り、ジム会費を補助し、定期的に運動を
している加入者には保険料を割り引くと
いうサービスを提供している45。

スペシャリティ領域のための
営業・マーケティング計画

2020年までには、このモデルが業界全
体で採用されるのではないだろうか。一
部の企業では、同様のサービスを自前で
提供することもあるだろうが、多くの場
合は機器製造業者、栄養士、フィットネ
スクラブ、移動体通信事業者、コンプラ
イアンスコールセンターといった各サー
ビス提供者とともにネットワークを構成
し、製薬企業がその中心としてネット
ワークを機能させる役割を担うことにな
るだろう。ネットワークを組むことを選
択した各社は、サービス契約および提
供の仕組みの管理運営に責任を持つこと
で、個々の患者の需要に対応した医療パ
ッケージを包括的に提供できる

業界内で製品構成が変わりつつあること
も、健康管理領域参入の動機付けとなる
だろう。1990年代には、医薬品業界によ
って世に出される製品のほとんどが、高
血圧、糖尿病、高コレステロールおよび
うつといった、患者数が多い疾病に用い
られる薬剤であった。しかし、ゲノミク
ス、プロテオミクス、メタボロミクスは
人体内で産生される分子とほぼ同様の機
能を示す高分子を開発する新しいツール
となってきている。  

サービス提供は製品提供とまったく別次
元であるので、健康管理領域への参入は
容易ではないだろう。しかし、この方向
へ進むことには大きな利点がいくつかあ
る。製薬企業は、新たな収益源を獲得
し、強固なブランドを構築し、自社の製
品やサービスを利用する患者との関係を
強化することができる。また、製品単独
の場合と比べて、個々の患者向けに特化
したサービスを付加した製品がほかに代
替されることは難しいため、服薬遵守の
向上や電子処方の選択肢から排除される
可能性の低減を通じて、上市した医薬品
の価値を保護することにもつながる。

アムジェン（Amgen）、バイオジェン
（Biogen）、ジェネンテックといったバ
イオテクノロジー企業は、こうした先進
的な領域に最初に参入し、投資を行って
きた。しかし、現在では多くの製薬企業
も主要な投資対象を化学物質から特定の
がん、免疫異常、血液因子欠乏などに関
係するタンパク質の研究へと切り替えて
きている。2,000余りの治療薬が現在開発
されているが、そのうち少なくとも400
ほどは生物製剤またはタンパク質ベース
の化合物である46。
ジェネリック医薬品をめぐる競争が激化
していることも、業界の重点研究テーマ
の移行を加速している。1990年代に開
発された製品の多くが近く特許切れを迎
えることから、ジェネリック製薬企業が
プライマリケア領域の大部分をカバーす
ることになるだろう。米国で処方される
医薬品の65％がすでにジェネリック医薬
品であり、中央ヨーロッパ・東ヨーロッ
パではその割合は70％に上る47。自動調
剤システムの導入は無料サンプル配付の
効果を減弱するだろうが、それでもこの
傾向は今後さらに加速していくであろう
（欄外補足記事『無料のジェネリック医
薬品』を参照）48。こうして、高薬価を

無料のジェネリック医薬品
サンディエゴに本社を置くMedVantxは、
治療の場において、無料でジェネリック
薬を提供する自動システムを開発した。
医師が患者にサンプルを渡したいとき、
自動化システムは患者に30日分のサンプ
ルを提供し、その取引を記録する。これ
に応じて健康保険業者は製品の対価を支
払う。
これは、従来製薬企業が提供してきた無
料サンプルに関して新たな選択肢を医師
に与えるものだといえる。無料サンプル
は、自己負担金を支払う前に実際の薬剤
を試すことができるため、患者には好評
である。ロードアイランド州のBlue Cross
& Blue Shieldで実施されている試行プログ
ラムでは、保険業者の医薬品費支出が概
算でほぼ200万ドル削減された。
享受できるようなプライマリケアの薬剤
を開発する余地は急速に縮小していく。
反対に、スペシャリティ領域の医薬品の
需要は急増している。2001年にスペシャ
リティ領域のブロックバスターは、わず
か１２製品のみであった。2007年には上
市されている106のブロックバスターの
うち55製品がスペシャリティ領域のもの
であった49。IMS Healthの予想によると、
スペシャリティ領域の医薬品の売上げは
2008年末には2,950億米ドルから3,000
億米ドルに達し、世界全体における医療
用医薬品売上げの44％を占めるようにな
る50。
ただ、スペシャリティ領域の製品は確か
に大きな臨床的、商業的期待を持てるも
のだが、金銭的な問題点がある。タフツ
大学（Tufts University）CSDD（Center for
the Study of Drug Development）の試算に
よると、生物製剤の開発費は約12億米ド
ルで、低分子薬の開発費平均と比較する
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図9：スペシャリティ領域の治療薬は、年間数千ドルから数十万ドルの費用を要する

Cancer
がん
Alpha-1 Proteinase
Inhibitor Deficiency
α-1アンチトリプシン欠損症

第二に、薬価が非常に高いため、償還さ
れるまでには綿密に審査されることにな
る。自費でまかなえる患者はほとんどい
ないため、償還は不可欠である。この傾
向は、高度な薬剤経済学的評価モデルが
普及するとさらに加速化されると予想
され、過剰な宣伝は不要になる。スペシ
ャリティ領域の薬剤を販売促進する側に
は、薬剤経済学を明確に理解しているこ
とが求められる。

Pulmonary Arterial 肺動脈高血圧症
Hypertension
血友病
Haemophilia
ファブリー病
Fabry’s
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ゴーシェ病
Gaucher’s
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“Bubble
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出典：D. Stevens, “Specialty Pharmacy to Therapy Management: The Next Generation”,
presented at PCMA Specialty Pharmacy Annual Meeting, October 2005

と4億米ドル近く高額である 51。現在の
ところ、スペシャリティ領域の製品は、
全人口の3％のみに見られる症状にしか
使われていない52。したがって、この種
の製品を開発する企業は、投資（営業・
マーケティング費も含む）を従来よりも
はるかに少ない患者から償却しなければ
ならない。
こうした背景を考慮すると、スペシャリ
ティ領域の薬剤の価格が数千ドルに上
るのは当然である（図9参照）。また、
各国の医療費支払者がこれらの薬剤の利
用を制限しようとしているのも無理はな
い。これら製品の需要が現在の割合で成
長していけば、2020年までにスペシャ
リティ領域製品のグローバル市場は1兆
4,000億米ドル規模になると試算される
が、これは2007年の医療用医薬品市場全
体の規模であった7,120億米ドルの2倍に
もなる53。
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マーケティングするには、それらの利用
に関連するリスクとベネフィットをとも
に理解し、十分な知識を持つ相手とやり
取りできるように、かなり高度な科学的
知識が必要である。

プライマリケア領域からスペシャリティ
領域への移行により、承認を与える行政
当局だけではなく、医療費支払者、医療
サービス提供者、患者にとって価値のあ
る医療パッケージを開発する必要性がさ
らに高まる。また、マーケティングや営
業のプロセスの重要性も高まるだろう。
しかし、スペシャリティ領域の薬剤の潜
在力は多くの製薬企業が認識しているも
のの、マスマーケット向けのプライマリ
ケア製品販売のためにデザインされた営
業・マーケティングモデルがいまだに採
用されている。
実際に、スペシャリティ領域の薬剤には
従来の薬剤とは異なる独自の特徴が多数
ある。これは、この領域の製品はまった
1
く異なる手法でマーケティングしなけれ
ばならないということを意味する。第一
に、作用範囲が広く、免疫反応を引き起
こす潜在的可能性が高い。また、一般開
業医よりは専門医により処方されること
が多い。したがって、これらの医薬品を

第三に、スペシャリティ領域の薬剤の多
くは疾病の特定のサブタイプに罹患した
患者の治療に用いられるため、まず診断
薬や診断法がなければならない。また、
標的部位への送達が困難であるため、注
射や点滴が用いられることが多い。した
がって、この種の薬剤の多くは医師か看
護婦が投与しなければならないが、仮に
患者による自己投与が可能な場合であっ
ても、特に治療の初期段階においては、
徹底した教育やモニタリングが要求さ
れる。
この特徴を有する結果として、スペシャ
リティ領域の薬剤を利用する際に総費用
が増加するだけでなく、さまざまな支払
主体（および償還プロセス）が関与する
ことになる。たとえば米国では、スペシ
ャリティ領域の治療に対しては、薬剤費
からではなく、医療費支払者の医療給付
から償還される。同様に英国では、ス
ペシャリティ領域の薬剤が投与される患
者の経過観察に要する費用は、当初治療
を受けた医療機関ではなく、患者の居住
地域を管轄するプライマリケアトラスト
（PCT：Primary Care Trust）が処理するこ
とが多い。

最後に、スペシャリティ領域の薬剤の
多くは高額で、有効期間が比較的短い
ため、在庫を保有するよりは必要に
応じて発注するようにしなければな
らない。またスペシャリティ領域の薬
剤は、低分子医薬品よりも不安定で
あるため、輸送や保管に注意を要す
る。これらの要因は、サプライチェー
ンに大きな影響を与える。「受注生
産」を行う能力には、企業の製造、包
装および配送プロセスに需要管理を統
合することが求められる。また、新
たなスキルの獲得やサプライチェー
ンシステムの整備に多額の投資が必要と
なるだろう。
スペシャリティ領域の薬剤を販売しよ
うとする製薬企業は、製品の特性に適
合した総合的なマーケティング戦略お

よび営業戦略を策定しなければならない
（表3参照）。特に、補完的な診断薬や
サポートサービスの提供、影響力の高い
医療費支払者や医療従事者と関係を構築
できる少数精鋭のMRの選定、即応性の
高い直接流通ネットワークの構築およ
び患者教育への投資増強などが求めら
れる。
しかし、生物製剤は製造が非常に難し
く、健康上のリスクがより高くなるため
他剤への切り替えに患者が慎重であるの
で、上記の各課題を成功裏に解決できた
なら、長期間にわたる収益の独占的な維
持や、顧客のロイヤルティ向上が期待で
きよう。また、前述のとおり、サポート
サービスからの追加的な収益ももたらさ
れる。

スペシャリティ領域の医療
パッケージのマーケティン
グに適した企業文化
低分子の医薬品とはまったく異なるスペ
シャリティ領域の薬剤の販売や、それに
伴うサポートサービスの提供には、上記
のほかにもさまざまな影響が見込まれ
る。したがって、この領域への参入を考
える製薬企業は、抜本的な変革を実行し
なければならないだろう。たとえば、プ
ライマリケア領域の製品開発も継続する
か、スペシャリティ領域の薬剤に特化す
るか決定しなければならないだろう（特
化した例としてはジェネンテックが挙げ
られる）。同様に、採用するビジネスモ
デルについても、多角化するのか、他社
と連合を組むのか、各タイプの組み合わ

表3：スペシャリティ領域の薬剤には、マスマーケット向けの薬剤とは異なるマーケティング／営業モデルが求められる

マスマーケット向け薬剤

スペシャリティ領域薬剤

マーケティングに対する影響

一般的な疾病の治療

希少疾病や疾病の特定のサブタイプの治療

対象市場がより小規模
通常は診断薬と併用する必要があり、これに
より治療コストは増大するが、服薬遵守の向
上も期待できる

比較的単純な製品

非常に複雑な製品

十分な科学教育を受けた営業スタッフを要
する

通常開業医が処方

専門医が処方

営業部隊を小規模化する必要がある

単位投与量あたり低価格

治療単価が非常に高額

臨床における有効性についてさらに明確な証
明が必要
成果ベースの薬価設定

通常経口剤形

点滴または注射で投与

しっかりした患者教育とモニタリングを要する
さまざまな支払主体や償還プロセスの予算に
対応してコストが分散される

製造が比較的容易

製造が困難

ジェネリックとの競合の脅威は小さい

輸送が容易

特別な流通・保管施設が必要

流通・保管費用が増大する

一般に在庫保管

発注ごとに配送

より柔軟なサプライチェーンによるサポートが
必要

出典：PricewaterhouseCoopers
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ルールに従うプレーヤー
大多数の製薬企業では、2003年4月
に発行された米国保健社会福祉省
（Department of Health and Human
Services）監察総監室（Office of Inspector General）のガイドラインに従い、
コンプライアンスプログラムを立ち
上げた。しかし、これらは問題の後
追い的な対応をしているに過ぎない。
反キックバック法（Anti-Kickback
Statute）、不正請求防止法（False
Claims Act）、海外腐敗行為防止法
（For-eign Corrupt Practices Act）、
マーケティング開示報告に関する各州
法といった法令への違反を始めとする
法的リスクの低減に集中的に取り組ん
できた。既存の事業運営を統制する規
則も追加されているが、統合した付加
価値のあるコンプライアンス機能の構
築はまだ先のことである。
せをするのかということを考えなければ
ならない。
財務上、業務上、法務上の「目に見え
る」基準により、ビジネスモデルの選択
が左右されるのは明らかである。しか
しどのビジネスモデルを選択するにして
も、多くの企業では自社文化も大幅に変
更しなければならないだろう。部門横断
的な協力関係を発展させ、医療費支払者
の視点を開発プロセスに確実に導入して
いくため、研究開発、マーケティング、
営業の各機能間の連携をさらに緊密にし
ていくことも必要である。これを実現す
るためには、研究開発担当者から営業・
マーケティング責任者、営業・マーケテ
ィング担当者から研究開発責任者、とい
った双方向の報告・情報共有関係を構築
するのも1つの方法である。
また、新たに必要となる次のようなスキ
ルを持った人材の採用・開発も多くの企
業で求められるだろう。
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• 安全性や有効性などの科学的問題と同
様に、薬価設定や営業といった事業上
の検討課題も考慮できる研究者
• 高分子医薬品の生産に求められる複雑
なプロセスを管理し、さまざまな科学
分野を融合して薬剤と機器の組合せに
対応できる製造技術エキスパート
• 複数チャネルを経由する冷蔵での物流
チェーンを管理し、サービス提供者の
大規模ネットワークを統括できるサプ
ライチェーン管理者
• 新製品の薬価設定および償還について
助言を提供でき、新薬候補物質の治験
デザインに情報を提供できる医療経済
専門家
• より強い影響力を発揮していく医療費
支払者や薬剤経済学評価機関と交渉で
きる顧客管理担当者
• 疾病のライフサイクルを通じて患者を
助力する手法について深い見識を持つ
疾病管理スペシャリスト
業界で求められる知識が広範であり、才
能をめぐる争奪戦が世界各地で繰り広げ
られていることを考慮すると、必要なス
キルを持った人材の獲得は容易ではない
だろう。そこで、多くの企業では、新た
なタレントマネジメント戦略を採択しな
ければならないだろうし、業績指標やイ
ンセンティブ制度も、より統合された環
境下で効果的に業務を遂行するのに必要
な行動様式と整合していかなければなら
ない。研究開発プロセス各段階の所要時
間目標からマーケティングおよび営業の
効果測定指標に至るまでのさまざまな要
素で変更を余儀なくされるだろう。
また、多くの企業のコンプライアンスプ
ログラムも変革が求められるだろう。現
在、製薬企業のコンプライアンス部門で
は、多くの時間とリソースを費やして、
マーケティング担当者およびMRと医療
従事者とのやり取りを監視し、現行の法

規制に違反がないよう、万全を期してい
る（欄外補足記事『ルールに従うプレー
ヤー』を参照）54。しかし、業界の焦点
がスペシャリティ領域の薬剤に移行する
に従い、医療費支払者および患者が購入
プロセスで果たす役割が大きくなり、同
時に他企業から提供される製品とサービ
スを含む医療パッケージが提供されるよ
うになったことから、コンプライアンス
部門の責務は拡大していくだろう。従来
の責務に加えて、医療費支払者および
患者とのやり取りをモニタリングし、第
三者機関からの情報を収集・分析・報告
し、企業内に加えてその関係者のリスク
も含めて広範に管理する役割も担うこと
になるだろう。こうした業務の遂行に
は、より高度な実務および情報管理能力
を獲得していくが求められる。
総括すると、プライマリケアを対象とした
ブロックバスターからスペシャリティ領域
の薬剤とサービスの開発へと軸足を移して
いくには、組織および企業文化に大きな変
化を伴うが、変化の全てがすぐに明らかに
なるものではない。（表4参照）。また、
こうした変化を根付かせるには、最大限の
企業努力が必要となる。

表4：スペシャリティ領域の薬剤が求める完全に新しい組織や企業文化の特質

戦略

ブロックバスターモデル

スペシャリティ領域モデル

マスマーケット向けブロックバスター製
品の開発

疾病の特定のサブタイプの治療に用いられるスペシャリ
ティ領域薬剤の開発

新規処方の獲得

さまざまな医療資源活用の最適化に向けた医療費支払者
および医療サービス提供者との協力
服薬や指示の遵守に対する責任

組織

垂直統合

ネットワーク化

文化

部門やブランドごとに細分化し、互いに
独立

部門やブランド横断で連携し統合

研究開発

研究課題は限定的

研究課題は総合的

研究開発サイロ

社内および社外と連携・協働し、アダプティブデザインの
治験

面倒な意思決定プロセス

迅速な意思決定プロセス

候補物質の質よりも数をベースとした報
酬体系

協働および製品化に対する意識をベースとした報酬体系

限定的な製品ラインアップ

幅広い製品ラインアップ （診断薬、バイオマーカー、新
規薬物送達技術が含まれる）

バッチ単位の「見込み」方式

柔軟な「受注」生産

シックスシグマプロセス

独自の生産プロセス

卸を主体とする従来のチャネル経由

患者や医療サービス提供者への直販を含む複数チャネル

従来型の物流

冷蔵による流通と保管

薬価設定

市場が負担できる額、リベートおよび割
引もあり

成果に応じた支払い

営業・マーケティ
ング

集中的なディテーリング

大規模医療費支払者に対して個々に交渉、二次および三次
医療サービス提供者に対する専門的助言、患者に対する教
育プログラム

競合医薬品との差別化が基本

特定の疾病の治療およびアウトカムの測定が基本

生産

流通

出典：PricewaterhouseCoopers
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複数国での同時上市とライ
ブライセンスの管理
今後11年間で変化が見込まれるのは、製
薬企業の提供する製品やサービスの性質
に留まらない。業界の規制も変化してい
くだろう。先進的な規制当局では、すで
に医薬品の評価、承認およびモニタリン
グの新手法の検討を開始している。この
取り組みの詳細については、『ファーマ
2020：バーチャルR&D（Phama2020 : virtual R&D」ですでに述べたが、営業・マー
ケティングプロセスにも多大な影響が見
込まれる55。
特に、2つの変化が大きく影響するので
はないかと私たちは考えている。まず、
医薬品、医療機器、診断法などに細分化
された現行の体制（現時点ではほとん
どの国がこの状況にある）は、2020年
までに全てのヘルスケア関連製品・サー
ビスに共通の規制へと移行するだろう。
実際、規制機関が世界で1つに統一され
る可能性さえある。そして、国家あるい
は連邦の各機関は、新たな治療法が各々
の管轄地域で患者のニーズを満たすか確
認する責任を有することになる。既存の
規制当局の既得権益などを考慮すると、
後者が実現する可能性は低いと見られる
が、国際的な協調がより大きな形で起こ
るのは、ほぼ確実であろう。
次に、現在の「全か無か（all-or-nothing）」
という新薬承認方式は、データを累積的
に増加させる段階的プロセスへ移行する
と思われる。より詳細にいえば、新規に
承認された治療薬には「ライブライセン
ス」が与えられ、製薬企業はこのライブ
ライセンスのもと実際の臨床の場でさら
に大規模な集団、他集団、ほかの症状の
治療に対象を拡大し安全性と有効性の立
証が求められるということだ。
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こうした変化が実現すると、製薬企業は
新規の薬剤やサービスを複数の国で同時
に上市することができる。ただし、複数
の規制当局や異なる市場条件への対応は
必要である。また、段階的に新ブランド
を立ち上げることも可能になり、対象地
域の拡大や新規需要の発見に従い新しい
サービスの追加もできる。しかし、新
薬の価格はスライド制で設定する方向
になるのはほぼ確実で、ライブライセン
スの拡張やそれに伴う患者数の増加に合
わせて薬価は値上げされるようになるだ
ろう。
明らかにいえるのは、複数国での上市を
段階的な価格上昇という条件下で管理す
るのは、非常に複雑な業務だということ
だ。すなわち、複数の地域の規制を熟
知することが必須となる。しかし、現
代の通信技術を活用すれば、決して不
可能ではない。また研究開発費の回収
が現在よりもかなり早く開始できるとい
う利点が期待できる一方、売上げピー
クへの到達は今よりも時間を要するだ
ろう。

薬価設定への柔軟な
アプローチ
実際のところ製薬企業には、より柔軟な価
格設定を採用しなければならないほかの理
由も存在する。即座にアウトカムデータが
入手できることにより、治験外での新薬の
効果についても客観的なエビデンスが得ら
れることから、その結果として固定価格か
ら成果に応じた支払への移行が加速してい
ることはすでに述べた。地域により異なる
価格設定も新興市場の経済が成長するに従
い、医薬品業界の有力な打ち手になると私
たちは考えている。

世界で1,010万人の個人富裕層（金融資
産を少なくとも100万米ドル保有する個
人）の3分の1超はアジア太平洋、中南
米、中東の各地域に居住しており、そ
の数は急増している。2006年から
2007年にかけて、BRICs諸国（ブラ
ジル、ロシア、インド、中国）で
は、この層が19.4％増加した一方、欧州
では3.7％、米国では4.2％の増加にとど
まった56。富裕層の一部は、製薬企業が
提供する最高額の医薬品に対しても楽に
支払いができる。
しかし、富裕層よりもさらに中産階級の
増加はより大きな影響を与えることにな
る。米国の投資銀行であるゴールドマ
ン・サックスの試算によると、年収6,000
米ドルから30,000米ドルの人口（購買力
平価ベース）は今後22年間で20億人に増
加すると見込まれる57。
富裕度の爆発的上昇は、そのほとんどが中
国とインドの貢献による（欄外補足記事
『豊かな大衆がアジアの医薬品市場を活性
化する』を参照）58。しかし、これは当然
両国に限られる話ではない。中国、インド
以外の国でも毎年約2,000万人が中産階級
に加わっており、19世紀に欧州や米国で
起こった中産階級の拡大期とは比較になら
ない規模で増加が続いている59。

従来製薬企業では、同一薬剤の国による
価格の高低差を利用して差益を稼ぐ取引
が行われることを懸念して、地域により
異なる価格の採用に非常に慎重だった。
しかし、世界的に富裕度が上昇している
ことから利益を期待する企業は、製品、
サービスのみならず価格も調整して、こ
の新しい顧客の需要に対応しなければな
らないだろう。実際に、このことは一部
の製薬企業ですでに認識されている。
2008年3月、グラクソスミスクライン
は、中所得国を対象とした変動価格によ
る医薬品の提供を開始した。グラクソス
ミスクラインはインド、モロッコ、南ア
フリカで、富裕層からは利潤を引き出す
ことで、費用を払えない層を救うという
戦略を試行しているところである60。こ
の先陣を切ったビッグファーマに、ほか
の企業もまもなく追随していくだろう。
2020年までには、ほとんどの製薬企業
は、発展途上国での収益増を目指して、
所得に応じて価格を変動させるという施
策を採用するだろう。同じ医薬品でも富
裕層向け市場と貧困層向け市場でブラン
ドや包装を変えたうえ、電子タグ技術を
利用して製品を追跡調査することで、並
行取引のリスクを最小化する。

豊かな大衆がアジアの医薬品市場を活性化する
中国では、経済の急成長により、今後20年間に数億世帯が貧困状態から脱すると予測
される。2005年、中国都市部の約1億4,800万世帯が年収25,000人民元未満（現在の
ため替レートで3,660米ドル、購買力平価で7,379米ドル）であった。2025年までに
は、2億6,300万世帯で年収が40,000人民元を超え、うち4,100万世帯は収入100,000人
民元以上と予測される。中国都市部の消費市場は約20兆人民元規模に成長し、現在の
日本の消費市場とほぼ同等となるだろう。
これに伴い、個人の医療および医薬品支出も増加が期待される。マッキンゼー
（McKinsey）は、中国都市部の消費者の個人医療費は、今後20年間で年11.6％成長し、製
薬企業および医療サービス提供者に多大な機会が創出されると見込んでいる。
所得拡大により、インド市場も再編が進んでいる。現在約5,000万人が年200,00印ル
ピーから1,000,000印ルピーの可処分所得を有する（現在の為替レートで4,572米ド
ルから22,872米ドル、購買力平価で11,870米ドルから59,400米ドルに相当）。今の
ペースで成長が続けば、今後20年間で平均世帯収入は3倍となるだろう。2025年まで
には、中産階級は5億8,300万人規模、人口の41％を占めるまでに拡大し、インドの消
費市場は世界第5位の規模に成長すると見込まれる。
ほかの発展途上国と比較すると、インドの成長には個人消費がすでに非常に大きな役割
を果たしている。この傾向は、特に保健医療セクターで今後も継続するだろう。現在の
市場規模は340億ドルである。しかし、富裕化と衛生環境改善のおかげで2025年までに
は、60歳以上の人口が2004年の3倍に当たる1億8,900万人に達し、その結果として同時
期の個人の医療および医薬品支出は、年率約11％の成長が見込まれている。

将来の環境変化に対応した
営業・マーケティング部門

医学教育プログラム実施への支援をさら
に強化し、医師に最新の医学情報を常に
提供していかなければならない。

ここまで取り上げてきた変化は、いずれ
も医薬品のマーケティングや営業の方法
に大きな影響を与えると考えられること
から、マーケティングおよび営業部門に
求められる機能にも変化が求められる。
疾病のサブタイプを区別するために必要
な知識は従来存在しなかったため、今後
製薬企業が開発するスペシャリティ領
域の薬剤の多くは、当然ながら認識され
ていなかった疾病を対象とすることにな
る。よって、製薬企業は、学術機関での

マーケティングプロセスも今後さらに段
階的なものとなるだろう。従来、製薬業
界では、新製品上市にあたり、巨額の予
算をつぎこんだ大々的な新製品キャン
ペーンを行ってきた。しかし2020年ま
でには、新薬はライブライセンスにより
上市されることになるだろう。これに伴
い、処方可能な適応症が拡大し、新用法
が承認され、副作用がより明確になる
ごとに、ラベルの内容を迅速に変更しな
ければならなくなる。従来の「ビッグバ
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組み合わせ商品の販促
2020年までには、ブランド医薬品、
ジェネリック医薬品、OTC医薬品を組
み合わせた医療パッケージの需要が
患者間で高まると予想される。効果が
得られる限り、患者の側では製造者
にこだわりはなくなるだろう。一般
に低含量薬の合剤である「ポリピル
（poly pill）」の開発はこの動向を加速
するであろう。一例として、ロンドン
を本拠とするウォルフソン予防医学研
究所（Wolfson Institute of Preventive
Medicine）の研究者は、スタチン、降
圧剤3種と葉酸を含む「5成分1錠」剤
の試作品を心疾患患者向けに開発し
た。この「組み合わせ」という原則は
ほかの疾病に対しても容易に適応し得
る。たとえばがんは一例になるだろう
が、がん用パッケージは、特定のサブ
タイプに対応した抗がん薬、がん性貧
血治療剤、各種鎮痛剤、ビタミン剤な
どを配合することになるだろう。よっ
て、患者向けに総合的な医療パッケー
ジを作り出そうとすると、製薬企業は
自社製品として競合他社の薬剤を含め
なければならなくなるだろう。
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ン」型の上市は、今後小さな波が連続的
に寄せるように、継続的に情報が発信さ
れるプロセスに置き換わるだろう。
さらに、無料サンプルの配布は、医師に
アクセスするために現在製薬企業で広く
使われている主要なツールであるが、
将来あまり役に立たないものになるだ
ろう。すでに指摘したとおり、スペシャ
リティ領域の薬剤は通常冷蔵保存が必
要で、投与も医療従事者が行うことにな
る。また、低分子医薬品に比べてかなり
生産費用がかかるため、サンプルの提
供は実現性、経済性の双方で合理的では
ない。したがって、製品とサービスのパ
ッケージの開発は、この種の治療薬を処
方する専門医に確実にアクセスするため
に、臨床的にも、経済性の面から必須と
なるだろう。
また、このためにはブランドを従来より
もはるかに強化し、製薬企業が従来有し
てこなかったようなスキルを構築しなけ
ればならないだろう。製薬企業の多く
は、「製品」と「ブランド」を同義に扱
うが、ブランドは物理的に存在する製品
ではない。ブランドとは、製品または
サービスがユーザーに想起させることの
集合である。したがって、製品とブラン
ドは決定的に異なるものだ。製品には長
期的な持続性はない。時間の経過ととも
に、より優れた特性を有する競合品やジ
ェネリック医薬品に取って代わられる。
ブランドは、これとは対照的で、無限に

持続する可能性を持つ。医師や患者に
評価されるブランドを確立する可能性と
いう点においては、個別の製品よりも異
なる製品とサービスを組み合わせたパッ
ケージのほうがはるかに高い。
そのため、多くの企業ではスペシャリテ
ィ領域の薬剤に重点を移行するのに伴
い、営業・マーケティング機能を大幅に
改編する必要が生じるだろう。開業医を
訪問するために何万人もの営業スタッフ
を雇用するのではなく、大規模な医療費
支払者と交渉でき、さらに高い知識を持
つ専門医とも対等に会話できる少数の専
門スタッフを雇用する必要がある（製
品を外科医のみに販売する医療機器メー
カーの例に近い）。明らかなのは、各社
の必要性に応じて、各企業固有の組織モ
デルが採用されるということである。し
かし、図11に示す複数の共通要素も浮か
び上がってくると考えられる。
第一に、営業・マーケティング機能は、
研究開発機能とさらに緊密に連携するよ
うになるだろう。連携を通じて、真に価
値ある医薬品となり得る化合物を見つけ
出し、さらに既存の製品・サービスに関
する情報のフィードバックを行うため
である。また、営業・マーケティング機
能は医療経済学担当部門とも価格設定や
保険償還に関して連携することになる
だろう。これは、ライブライセンスとし
て承認されている中で特定の医療パッ
ケージの販促を行う際に営業・マーケテ

ィング機能が戦略を練り直すために有用
だろう。
第二に、ブランド管理が中心的な役割を
担うようになるだろう。多くの企業で
は、それに応じてマーケティング部門
を改革し、グローバルの、また各地域
のブランドマネージャーを任命すること
になるだろう。ブランドマネージャーは
医療パッケージに採用する製品および
サービスを決定し、パッケージの上市を
主導し、投資回収を最大化する役割を担
う（欄外補足記事『組み合わせ商品の販
促』を参照）61。
第三に、日常のブランド管理は、主要顧
客管理、専門医向け治療サポート、患者
コミュニケーションという3つのコア活
動に分類されることになるだろう。主要
顧客担当マネージャーは、大手医療費支

払者との関係維持や医療費支払者との
「高額製品」受け入れ交渉を担当する。
専門医向け治療サポート担当者は、2次
医療サービス提供者に対して専門医向け
医療パッケージの販促を行う。患者コミ
ュニケーション担当者は、患者グループ
との連絡を担当し、啓蒙資料を作成し
て、トレーニングプログラムを運営し、
問い合わせに対応する （現在の規制で許
されている活動は全て行う。製薬企業が
患者に対して情報を提供するのは、それ
が医学的なアドバイスにならない限り許
可されている）。プライマリケア担当の
小規模な部門は、MR活動の貢献度が依然
として高い新興国市場ではこれらの活動
を補完する。
しかし、変わらなければならないのは営
業・マーケティング部門の役割や構成だ
けではない。情報の収集や活用方法も変

化させていかなければならない。オンラ
イン上の患者フォーラム、ウィキ、ブロ
グなどは、患者の本音を知るのに貴重な
情報源である。また、ウェブベースの新
技術に刺激され、Sermo、Healtheva、Doct
orNetworkingといった医療従事者向けネッ
トワーキングサイトが立ち上げられてい
る。この種のサイトは、製薬企業が自社
の製品やサービスをより効果的に差別化
するのに資する洞察を得ることや、新規
に需要が見込まれる領域を把握すること
に役立つ。
その上、これらのサイトには、迅速かつ
経済的に大勢の医師と関係を構築する機
会を提供するものもある。ファイザー
は最近この取り組みに向けて歩みを進
め、Sermoと契約を結んだ。この契約の
もと、ファイザーはサイト上での医師の
発言を閲覧することが可能であり、ロゴ

図11：2020年までに、製薬企業のマーケティングおよび営業部門はブランド中心に再編される
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を明示した上で販促的な内容を含めない
という条件を守れば自社のメッセージを
発信することもできる62。しかし、多く
の製薬企業はインターネットが提供する
真の可能性について、なかなか気づいて
いない。

るために、社内に留まらず社外とも情報
を共有していかなければならない（図12
参照）。

ほとんどの製薬企業では、MRによる営業
活動のモニタリングおよび管理強化に向
けた取り組みも行っている。大多数の製
薬企業では、営業活動にテリトリー管理
システムを導入しているが、こうしたシ
ステムは、財務経理、リソースプランニ
ングのようなほかの重要なシステムと連
携していないことが多い。さらに、営業
スタッフは、こうしたシステムの存在を
顧客との関係を管理するためというより
も自分たちの営業活動をモニタリングす
るためという見方をしがちである63。

2020年の環境に適合した営業・マーケ
ティングモデルを新規に確立しようとす
るならば、医療費支払者や医療サービス
提供者とより緊密に連携する機会を特定
するために、自社のバリューチェーンの
分析から着手しなければならない。たと
えば、真に社会的・経済的価値のある医
薬品を確実に開発するには、医療費支払
者（政府、健康保険運営者、雇用主、患
者）とのより緊密な協力関係が必要で
ある。

2020年までには、データの収集や共有に
当ってこのように整合のとれていないア
プローチをとっていては機能不全となる
だろう。未来の製薬企業における営業・
マーケティング部門は、定性的・定量
的情報の双方を収集する必要がある。患
者、医療費支払者、医療サービス提供者
に加え、自社が提供する医療パッケージ
に関与する他社からも情報の収集が必要
となるだろう。サービス提供を改善し、
自社製品・サービスについて患者がより
良い経験をして、自社ブランドを強化す

さらに、スペシャリティ領域の医薬品は
プライマリケア治療薬と比較して、効果
検証の負担はかなり増大すると見込まれ
る。また、特定の疾患状態を治療する製
品が複数登場すると、効果検証の必要性
はより高くなる。たとえばハーセプチン
は、HER-2陽性乳がんの治療で長期にわ
たり市場を独占してきたが、グラクソス
ミスクラインからタイケルブ（Tykerb）
が上市されたことにより、市場支配をめ
ぐり熾烈な競争を繰り広げることになっ
ている64。

22

PwC

おわりに

主要市場において成果に応じた支払が償
還の前提条件となるため、服薬遵守を改
善し、製品の価値を保護することを目的
に、製薬企業はこうした新薬と合わせて
広範な健康管理サービスを提供しなけれ
ばならなくなるだろう。このためには、
数多くの提携関係を各地のサービス事業
者や、ときには競合他社とも結んでい
かなければならないだろう。将来の提携
は、多少距離を置いた現在の関係よりも
さらに進んだものとなるだろう。また、
安全性が保証され、相互運用が可能な技
術インフラの開発、新規知的所有権問題
の管理、より強力なブランドの創出、業
界の役割の再定義がそれに伴い生じる。
医薬品の売上を増やすのではなく、患者
が疾患ライフサイクルを管理する、その
支援をすることが未来の医薬品業界の使
命となっていくだろう。
成果に応じた薬価設定への移行に伴い、
柔軟な薬価設定アプローチを始めとする
さまざまな変化が求められる。ライブ
ライセンスの導入や新興市場の重要性
が高まっていることもこの傾向を後押し
することになるだろう。新規の医療パッ
ケージを上市する企業は、パッケージの
販売条件の拡大に応じて、値上げを交渉
しなければならなくなるだろう。また、
新興国の潜在市場に進出しようとする企
業は、進出先国内および複数の国の間で

図12：未来の営業・マーケティング部門は、完全に統合された情報フローが備わった学習する組織（Learning Organization）であるこ
とが求められる
Product/Service
製品・サービス
Provider
提供者

Product/Service
製品・サービス
Provider
提供者

Product/Service
製品・サービス
Provider
提供者

National/Regional
国別／地域別
Brand Manager
ブランドマネージャー

Key
Account
主要顧客
Manager
担当マネージャー

医療費
Payer
支払者

Specialist Care
専門医向け治療
Adviser
サポート担当者

医療費
Payer
支払者
医療費
Payer
支払者

医療
Provider
サービス
提供者

医療
Provider
サービス
提供者

医療
Provider
サービス
提供者

患者
Patient
Communications
コミュニケーション
Officer
担当者

Patient
患者

Patient
患者

Patient
患者

出典：PricewaterhouseCoopers

ファーマ2020：マーケティングの未来

23

Table of contents

異なる価格を設定する必要にも迫られる
ことになろう。
業界大手には、スペシャリティ領域の医
療パッケージの営業・マーケティングに
適用できる総合的な戦略を策定すること
が求められることになるが、それは従来
有していなかったスキルや市場へのルー
トの開発を始めとする大規模な組織・風
土改革を必要とするプロセスである。変
化が求められているこの種の企業で意思
決定が必要な最重要事項の1つに、どの
ようなビジネスモデルを採択するかとい
う問題がある。グローバリゼーションと
ネットワーク化により、業界の内外で新
しいビジネスモデルが数多く登場してお
り、医薬品業界の外から製薬企業が学べ
ることも多い。
最後に、全てとは言わないまでもほとん
どの製薬企業では、営業・マーケティ
ング部門を再編しなければならないだろ
う。2020年までには、従来型のMR、営
業担当者といった役割は大方時代遅れの
ものになってしまうと思われる。一方業
界では、ブランドの確立、社外とのアラ
イアンスネットワークの管理、政府や
健康保険運営者との交渉、セカンダリー
ケア専門医との連絡調整、患者とのコミ
ュニケーション、といった専門性を持っ
た人材の必要性が現在よりもかなり大き
くなるであろう。これらは途方もなく困
難な課題である。しかし、製薬企業がこ
れらを克服することができれば、営業・
マーケティング費用は大幅に削減できる
と私たちは確信している。開発の段階か
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ら医療費支払者に助言を求めることによ
り、数十億ドルにも上る研究開発投資の
適切な支出が担保され、臨床上の優位性
に疑問が残る医薬品の処方に年々懐疑的
になっている医師の説得につぎ込んでい
る多額の出費も不要になる。スペシャ
リティ領域に重点を移行させることによ
り、新しい機会を獲得し、ジェネリック
薬による侵食のリスクも低減することが
できる。特定の症状の治療を目的とした
医療パッケージの開発は、新たな収益源
を手に入れ、患者からの強い支持を獲得
するのみならず、優れた医薬品の価値を
保護するものとなる。
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