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医薬品産業労働組合連盟主催
2012政策シンポジウムを終えて

医薬品産業労働組合連盟（以下、医薬品連盟）は、2012年4月21日、全日通霞ヶ関ビルにおいて、
「医薬品・
医療機器産業発展のための政策対話と新５か年戦略の展望」というテーマで、2012政策シンポジウムを開催し
ました。会場には加盟組合の役員をはじめ、労働界、業界団体（日本製薬工業協会、日本OTC医薬品協会）、加
盟組合の会社関係者、健康保険組合などからの招待者を含め、192名の方々の参加をいただきました。
本シンポジウムにより、医薬品・医療機器産業が日本経済を牽引する成長産業として発展するために、産官学
がそれぞれどのような役割と責任を果たしていく必要があるのか、また、そのうえで医薬品産業としての課題
や進むべき方向性について、あらためて整理できた会となりました。

橋本 武士（医薬品産業労働組合連盟

医

事務局長）

るとともに、関係諸団体等へ広く意見の提言を行っ

はじめに

てきました。

薬品連盟は、連合構成の産業別労働組合（UI

政府は、
「革新的創薬等のための官民対話」の後継

ゼンセン同盟、JEC連合、フード連合）に加盟する、

会議となる「医薬品・医療機器産業発展のための政策

医薬品産業に関係する労働組合で構成されています。

対話」を2011年12月に2年半ぶりに開催しました。

現在、組織人員は、66組合・約8万名の友誼組織です。

この政策対話では、2011年度までとなっている「革

加盟組合の相互信頼に基づき、医薬品関連産業の基

新的医薬品・医療機器創出のための５か年戦略」の次

盤強化・発展を追求しながら、医薬品関連産業で働

期戦略を策定することで一致しました。

く者に共通する経済的・社会的地位の向上を目指し

そこで、今回の政策シンポジウムは、
「医薬品・医

活動しています。そして、医薬品関連産業の健全な

療機器産業発展のための政策対話と新５か年戦略の

発展を目指した政策活動の一環として、政策シンポ

展望」というテーマで、開催しました。

ジウムを年1回開催し、加盟組合役員の資質向上を図

政策シンポジウム

医薬品・医療機器産業発展のための政策対話と新５か年戦略の展望
基調講演

成案では第1部で社会保障、第2部で税制について
記しています。「未来への投資（子ども・若者支援）を

厚生労働省 医政局経済課 課長
鎌田 光明 氏

強化し、全世代対応型の社会保障制度の実現に向け

医薬品産業をめぐる現状と課題

するため、『社会保障と税の一体改革』を実現する」と

て、必要な社会保障の機能強化と持続可能性を確保
していますが、その主要分野に「医療・介護等」が含

【社会保障と税の一体改革】
「社会保障と税の一体改革」は2011年6月30日に

医薬品産業の関連でみると、効率化という視点で

素案が決定し、2012年1月6日に成案を得ました。

後発医薬品の使用促進等が掲げられ、イノベーショ
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まれています。
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会議の様子

ンの観点にも配慮しつつ、後発医薬品のある先発医

と日本は小さくなっていますが、それなりのプレゼ

薬品の薬価を引き下げることや、医薬品に対する患

ンスがあります。日本企業は海外の売上を伸ばして

者負担も市販薬の価格水準も考慮して見直すことな

おり、M＆Aの動向をみても、日本の企業はきちんと

ども課題として挙げられています。

戦略をたてて対応していることがわかります。

また、2年ごとに実施されている薬価改定では、第

〜貿易赤字〜

2部 税制抜本改革の中で明記されている消費税増税

医薬品の技術収支差（特許代など）では2,600億円

（2014年4月に8%、2015年10月に10%）に伴っ

の輸出超過となっており、改めて医薬品産業の高付

た影響や課題が出てきます。現在、診療報酬は消費

加価値性がわかりますが、一方で最終製品となった

税の対象外ですが、薬価については消費税分を乗せ

医薬品の貿易収支差をみると1兆3,000億円、医療

ています。非課税だがコストは転嫁していることを、

機器が5〜6,000億円の輸入超過になっています。

わかりやすく議論することが必要です。

資源が乏しい日本にとって、医薬品産業が高付加価

その他にも本改革は「医療・介護等」だけにとどま

値産業としてあり続けるためにも、この貿易赤字の

らず、5つの主要分野全体を通じて、消費税を含めた

状態を改善していくことも大きな課題です。

税の抜本的な改革のもとに、求められる社会保障制

〜治験活性化、新薬創出・適応外薬解消等促進加算

度の実現を目指していくというのが特徴です。

制度〜

【医薬品関連産業の市場動向や課題】
〜市場動向と世界からみた日本の市場〜
現在、国をあげて医療イノベーションを推進して
いる背景のひとつが、高度な知識と技術を持ち合わ

現在、治験活性化５か年計画などによって治験数
はここ数年増加傾向にありますが、依然、治験コス
トが高いなどいくつかの課題も残っています。
その中で「新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度」

せた高付加価値産業としての医薬品産業への期待か

が試行的に継続されています。実態をみると、加算

らです。

を受けているが開発要請を受けていないケースがあ

「主要産業の担税力」をみると、以前は自動車、電

ることや、多くの加算が外資に集中している実態も

機産業の担税力が高かったわけですが、最近では医

あります。業界全体で検証が必要です。

薬品産業の担税力の高さが際立ってきています。ま

〜その他にも〜

た海外との比較では「主要国別オリジン新薬数」や「日

HTA(医療技術評価)の議論も始まります。後発品

本オリジンの大型製品数」は米国、英国に次いで、日

促進や流通改善、新たな５か年戦略の課題などもあ

本も健闘しています。

ります。このように医薬品関連産業をめぐる課題は

しかしながら、医薬品売上高など企業規模の観点
では国内トップの武田薬品でさえも海外大手企業に

多岐にわたりますが、産業の発展に向けて厚生労働
省としても継続して取り組んでいきます。

はまだまだ及びません。市場の地域別構成比をみる
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パネルディスカッション

寄与し、産官学一体となりながら、よりいっそう、
日本経済の牽引産業として貢献していきたいと考え

日本製薬工業協会 産業政策委員会 委員長
加茂谷 佳明 氏

ています。

医療イノベーションと新５か年戦略

内閣官房 医療イノベーション推進室 企画官
村越 正英 氏

産業政策委員会は製薬協としての政策策定と提言

医療イノベーション５か年戦略の基本的
な考え方
―医療機器に係る取り組みについて―

活動のさらなる強化を視野に2012年4月に立ち上
がった委員会です。
製薬産業の最大のミッションは革新的医薬品の創
出を通じて、世界の人々の健康と福祉に貢献するこ

今後、超高齢化社会に伴い、さまざまな疾患にお

とです。また、新薬創出に向けた研究開発を通じて

いて医療機器のニーズがさらに増えると思われます。

科学技術を発展させ、将来の最先端研究を担う人材

日本の医療機器市場規模は年々上昇していますが、

育成、医療機器や介護も含めた関連産業への波及へ

国内製造出荷額はほぼ横ばいであり、海外からの輸

つなげ、さらに、得られた収益から安定した高水準

入が拡大しています。特に治療系の医療機器につい

の担税力や医学・薬学などの領域における雇用創出

ては大きく輸入超過となっています。

を生み出し、経済成長へ貢献していくことを目指し

そこで、わが国の医療機器の開発・実用化を進め

ています。私たちはこれを製薬産業の貢献サイクル

るうえでの弱点を重点的に補強する必要があり、５

と位置づけています。

か年戦略策定に向けていくつかの施策が検討されて

この貢献サイクルをうまく回すためにも2007（平
成19）年に策定された「革新的医薬品・医療機器創出

日本はものづくり力に長けていますが、医療機器

のための５か年戦略」の実現は欠かせません。しかし

ではニーズは何なのか、何をつくったらいいのかと

ながら、現状は十分に実行できていない部分もあり、

いう現状があります。そのため、医療現場ニーズと

業界としてもひとつひとつの項目をしっかりと見据

企業の技術シーズをつなげることが必要です。また、

えながら、業界/企業として取り組まなければならな

日本では医療機器の臨床研究や治験の環境が充実し

い課題については、率先して対応していきたいと考

てないのが現状であり、国際レベルの治験環境整備

えています。

も欠かせません。

今後の医療イノベーション推進のための課題とし

薬事法については、薬も医療機器も同様に取り扱

て特に、
「科学技術・医療政策の司令塔機能強化」「ラ

われています。医療機器の特性に鑑みた制度改正・

イフサイエンス予算の一本化と増強」「法人税の低減

運用改善について、薬事法改正のみならず、必要な

や研究開発にかかわる優遇税制」が挙げられます。諸

法制度について検討し、実行に移す取り組みを推進

外国においては、ライフサイエンス予算の集中投下

しています。

や一括管理を行い、さらに法人税率の引き下げに加

また、医療機器は、医薬品と異なり、機能区分で

え、研究開発減税を拡充する動きがみられており、

保険償還額が決まっています。革新的な医療機器等

国をあげたライフサイエンスに対する環境整備が進

の開発・実用化への促進においてインセンティブの

められています。

付与が必要であり、イノベーションの適切な評価の

医療イノベーション推進のためにはこれらの課題
に対応し、さらに環境整備を進めていく必要がある
と考えています。
製薬産業としては、環境整備を求めていく一方で、
国民の健康維持・向上や、科学技術レベルの発展に
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います。

さらなる検討が進められています。
まだいくつもの課題はありますが、日本の医療に
貢献していくためには、医療機器だけでなく、医薬
品とも一体で進めていく必要があると考えています。
ともに協力しながら、医療イノベーションで経済
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成長と健康長寿社会を実現していきたいと考えてい

であるライフイノベーション戦略の実効性が高めら

ます。

れるよう取り組んでいきたいと考えています。

民主党 参議院議員
川合 孝典 氏

今

薬事法改正の論点

おわりに
後、「政策対話」や「新５か年戦略」に沿って医

療や介護、そして私たちの医薬品・医療機器産業に
５か年戦略を実行していくうえで欠かせないのが

よる雇用・経済成長施策がどのように推し進められ

薬事法改正の議論です。私は民主党の薬事法改正に

るのか、議論の行方をしっかりと注視していきたい

関する小委員会委員長と、ライフイノベーション小

と思います。

委員会事務局長を務めています。

また、私たちは、医療の一翼を担う医薬品医療機

改正議論のきっかけは薬害の再発を防ぐための第

器関連産業にかかわる労働組合のリーダーとして、

三者監視組織を設置してはどうかということでした。

21世紀の日本を担うリーディング産業としての産業

これまで、薬害の定義がはっきりしない中で、訴訟

育成と国民の利益をどのようにつなげていくのか、

が起こり、結果的に規制が強化されてきました。ド

きちんと当事者意識を持って取り組んでいかなけれ

ラッグ・ラグやデバイス・ラグなどの問題に少なか

ばいけないと考えています。そして、医薬品・医療

らず影響を及ぼしてきたものと理解しています。

機器関連産業の健全な発展と雇用の維持、創出につ

今回の薬事法にかかわるさまざまな論点を整理し、
法改正の必要性などを分類したうえで、今後工程表
に基づき課題を解決したいと考えています。

いても引き続き考えていきたいと思います。
医薬品連盟は、先述したように産業別横断的な友
誼組織です。本来は運動体としてひとつの産業別組

安全対策の強化については、添付文書の規定のあ

織にまとまることが重要と考えていますが、いまだ

り方や副作用情報の反映方法などが主な論点になっ

に医薬品・医療機器関連産業の産業別組織はひとつ

ています。第三者機関の設置については、閣法か議

になれていません。働く者の視点から、医薬品・医

員立法か、どの省庁に置くのか、といったことが議

療機器関連産業の基盤強化・育成をしていくために

論されていますが、第三者性を担保した実効性があ

は、喫緊の課題と考えています。

る組織をいかにつくるかということが課題となって
※1

今回のような政策シンポジウムや日本製薬工業協

います。また、コンパッショネートユース や希少

会をはじめとする業界団体との対話を通じて課題を

疾病用医薬品の問題にも取り組む必要があります。

整理し、医薬品・医療機器関連産業の健全な発展を

医療機器の迅速な承認に向けた取り組みも必要とな

目指し、国民や患者さんの視点に立った提言を行っ

ります。日本の医療機器の開発を促進するためには、

ていきたいと思いますので、今後とも皆さまの医薬

※2

医工連携 の強化・審査体制の見直しなどを行う必

品連盟の活動に対するご理解とご協力、そしてご指

要があります。また再生医療も大きな論点です。今

導をお願いいたします。

回の薬事法改正によって安全性対策と、イノベーショ
ン促進の両立に向けた議論を行います。
また、ライフイノベーション小委員会では省庁縦
割りの壁を取り除き、効率的に予算を配分させるこ
と等を検討しています。今後も与党の成長戦略の柱

医薬品産業労働組合連盟主催
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※1）コンパッショネートユース…人道的使用. 基本的に生命にかか
わる疾患や身体障害を引き起こすおそれのある疾患を有する
患者の救済を目的として、代替療法がない等の限定的状況に
おいて未承認薬の使用を認める制度。
※2）医工連携…医学従事者および工学従事者間の連携。
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