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薬価制度抜本改革―G1・G2ルールと後発医薬品価格帯見直し2017年注目キーワードとトピックス
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薬価制度抜本改革―G1・G2ルールと後発医薬品価格帯見直し

�» ABSTRACT  政府は2018年度薬価制度改革で，後発医薬品上市後5年が経過
した長期収載品の薬価を引き下げる「Z2」基準の厳格化や，後発医薬品の上市後
10年（Z2適用後5年）が経過した長期収載品の薬価を後発医薬品薬価の2.5倍ま
で引き下げる新ルールを導入する。長期収載品に依存する体質から脱却し，高い
創薬力を持つ産業構造に強制的に転換させる狙い。だが長期収載品の売上比率が
大きい企業はいまだに多く，産業構造の地殻変動を予想する声も出ている。

�» DATA

（厚生労働省：中医協資料）

（厚生労働省：中医協資料）

▶▶長期収載品の薬価等の見直し（全体像）

5 年 5年 2年 2年 2年

Ｇ1に該当する長期収載品は
・Z2期間終了後の6月末に撤退可否判断
・6年後までの増産可能な時期に撤退

〔後発品置換え率〕 〔引下げ率〕
・40%未満 ▲2.0%
・40%以上60%未満： ▲1.75%
・60%以上80%未満： ▲1.5%

〔後発品置換え率〕 〔引下げ率〕
・40%未満 ▲2.0%
・40%以上60%未満： ▲1.75%
・60%以上80%未満： ▲1.5%

長期収載品

後発品増産準備期間

特許・再審査
期間

後発品

置換え時期

Z2

※G１，G2 についてはバイオ医薬品を除く

G1

置換え率が低く，Ｇ1，Ｇ2による引下げを受けない品目等の
補完的引下げ

【Ｇ1】後発品への置換えが進んでいるもの
（後発品置換率80％以上）段階引下げ

G2

C

【Ｇ2】後発品への置換えが困難なもの
（後発品置換率80％未満）段階引下げ

Ｇ１（撤退品目）の後発品を2価格帯へ
それ以外の後発品を1価格帯へ

2.5 倍後発品上市 Z2適用 2 倍 1.5 倍 1倍

2.5 倍 2.3 倍 2.1 倍 1.9 倍 1.7 倍 1.5 倍

▶▶薬価改定年度における後発医薬品の価格帯のイメージ

改定対象外

改定対象

改定対象外

改定対象

改定対象※

※統一名収載品は，含まれる全品目の加重平均乖離率により
改定の対象かどうかを判断。乖離率によっては統一名収載
全体として改定の対象外となる場合もある。

改定前

3価格帯

銘柄毎の実勢価
改定価格

診療報酬改定年度に
３価格帯に集約

改定後

5価格帯

価格帯 1

価格帯１にあった
品目を加重平均

価格帯 2にあった
品目を加重平均

価格帯 2

価格帯 3（統一名）

�» EXPLAIN
❖❖ 後発品置換え率80％以上の「G1」品目は先発品撤退も認める
Z2基準の厳格化では，後発医薬品（後発品）数量シェア80％の目標達成に向け，
引き下げ率を3段階に分けている「後発品への置換え率」を10％ずつ引き上げる。具
体的には，◇「80％未満60％以上」＝マイナス1.5％，◇「60％未満40％以上」＝マ
イナス1.75％，◇「40％未満」＝マイナス2.0％とする。
Z2適用後，5年が経過した長期収載品（長期品）の薬価引き下げルートは「G1」

「G2」「C」の3パターンになる。G1は後発品への置換え率が80％以上の長期品が対
象。薬価を後発品の加重平均値の2.5倍とし，2年ごとの薬価改定で2倍，1.5倍へ
と段階的に引き下げ，6年後は後発品の薬価と揃える。さらにG1では企業に長期品
販売からの撤退を認める。撤退を希望する企業は，①後発品企業に撤退を通告し，増
産を依頼する，②後発品企業から6年以内の撤退時期を含めて了承を得る，③長期
品企業が厚労省に事前報告，④厚労省が関係団体に報告，⑤厚労省が長期品企業に了
承の旨を伝達，⑥長期品企業は医療機関に供給停止を伝達，⑦長期品企業は厚労省に
収載削除願いを提出─の手続きを取る。
G2は置換え率80％未満の長期品が対象。薬価は後発品の加重平均値の2.5倍か
ら，2年ごとに2.3倍，2.1倍，1.9倍，1.7倍と下げ，10年かけて後発品との価
格差を1.5倍まで圧縮する。G2の対象品目で置換え率が80％を超えた場合には，
その時点の後発品との薬価差比率を維持したままG1に以降。さらに6年かけて後発
品の薬価に揃える。例えば，G2ルートで後発品の1.7倍まで差が縮まった段階で置
換え率が80％を超えた場合，1.7倍でG1ルートのスタート地点に立つ。2年後の
改定では1.7倍を維持し，さらに2年後に1.5倍に縮め，G1移行6年後に1.0倍に
する。
後発品参入から10年が経過した長期品には，すでに薬価が後発品の2.5倍以下に
なっているものもある。こうした品目にはG1・G2による薬価引き下げが適用され
ないため，補完的な引き下げルールとしてCを新設する。具体的にはZ2ルールを準
用し，後発品への置換え率に応じて薬価を1.5～2.0％の範囲で引き下げる。薬価
は，G1，G2，Z2の基準を当てはめ，一番安いものを採用する。
激変緩和措置も講じる。後発品参入から10年が経過した直後の薬価改定で，長期
品の薬価を後発品の2.5倍まで引き下げる際の最大引き下げ率は50％にとどめる。
また企業の医療用医薬品売上高に占める年間引き下げ分の割合（影響率）が5％を超え
る際に影響を抑える措置として「円滑実施係数」を導入する。

❖❖ 後発品価格帯ルール見直し，中間年改定時には一時的に5価格帯も
後発品の価格帯ルールも見直す。発売後12年が経過した後発品は原則的に1価格
帯にするが，市場から撤退するG1品目の穴埋めで増産する後発品企業には，他の後
発品とは別の第2価格帯を認める。また統一名収載の品目は価格乖離が大きいため，
1品目と見なし，全体の加重平均で改定する。さらに中間年改定の際には一時的に5
価格帯を認め，2年に1度の薬価改定の際，3価格帯に戻す。
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2018年度診療報酬改定―本体部分0.55％増，薬価改定率は－7.48％2017年注目キーワードとトピックス
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2018年度診療報酬改定―本体部分0.55％増，薬価改定率は－7.48％

�» ABSTRACT  2018年度診療報酬改定の改定率は本体部分が0.55％増，薬価・
材料価格の見直しが1.74％減で，全体（ネット）では1.19％減だった。全体では
2016年度改定に続いてマイナスとなった。医科：歯科：調剤の改定財源の配分
は，従来通り1：1.1：0.3で，医科は0.63％増，歯科は0.69％増，調剤は
0.19％増。薬価・材料価格の見直しは通常の実勢価による改定分だけでなく，薬
価制度の抜本改革分も含まれる。

�» DATA

�» EXPLAIN
❖❖ 本体改定率は前回を0.06ポイント上回る
診療報酬，介護報酬，障害福祉サービス等報酬の「トリプル改定」となった2018
年度。診療報酬本体の改定率は前回の0.49％増を0.06ポイント上回る0.55％増
で決着した。介護報酬も0.54％増，障害福祉サービス等報酬も0.47％増といずれ
もプラス改定となった。
診療報酬改定率の決定に当たっては財源捻出が課題となり，社会保障費の抑制に対
する財務省の強い姿勢から厳しい予測も流れていた。最終的には，加藤勝信厚労相，
麻生太郎財務相，自民党厚労族議員らが協議して改定率を固めた。前回を上回る改定
率となったが，医療団体などが求めていた水準には届かなかった。
薬価・材料価格見直し1.74％減のうち，薬価は1.65％減，材料価格は0.09％減。
薬価のマイナス分の内訳は，◇実勢価改定等1.29％減，◇市場拡大再算定0.05％
減，◇市場拡大再算定の特例0.02％減，◇薬価制度の抜本改革0.29％減―となっ
ている。
❖❖ 薬価の平均乖離率が拡大
薬価改定の基礎となる医薬品価格調査（いわゆる薬価本調査）によると，薬価の平均
乖離率は約9.1％で，前回の2015年調査から0.3ポイント拡大した。乖離率が
9％を超えるのは1999年調査以来となった。平均乖離率が拡大した背景には，乖
離率が小さいC型肝炎治療薬の市場規模が縮小した一方，価格が安いために乖離率
が大きくなりやすい後発医薬品の市場規模が拡大した影響があったとみられる。薬価
改定の改定率は薬剤費ベースでマイナス7.48％となった。
国費ベースの削減額は，◇実勢価改定等，◇市場拡大再算定，◇市場拡大再算定の

特例―などの既存ルールを合わせて1,500億円程度，薬価制度の抜本改革が300
億円程度，材料価格が100億円程度。薬価・材料価格の見直しで計1,900億円前
後を削減した。政府の「経済財政運営と改革の基本方針2015」（骨太の方針2015）
では，2015年度から2018年度までの社会保障費の伸びを1.5兆円程度に抑える
こととしていた。厚生労働省の2018年度予算概算要求時点で社会保障費は約
6,300億円と見込まれていたが，これらの改革によって約5,000億円に抑え，3年
間の目標を達成した。
一方，医療界からは薬価改定財源が社会保障費の自然増の伸びの抑制に充てられ，
診療報酬本体に充当されなかったことに対する不満も漏れている。過去の診療報酬改
定では，薬価改定の財源が診療報酬の改定に充当されてきたが，2014年度診療報
酬改定で薬価改定の財源は切り離された。以降，3回連続で充当されない結果となっ
た。
❖❖ 大型門前薬局の適正化は2回連続で外出しに
調剤報酬では，大型門前薬局の評価を国費ベースで60億円程度適正化し，改定率
の計算に含めず配分の「0.3」から外出しした。前回の2016年度改定でも大型門前
薬局の適正化分約40億円が外出しとなっており，大型門前薬局には2回連続の厳し
い改定となった。

全体改定率　▲1.19％

薬価改定 ▲1.65％
 （うち，実勢価等改定　▲1.36％，薬価制度の抜本改革　▲0.29％）

材料価格改定 ▲0.09％

診療報酬（本体）　 ＋0.55％

改定の基本的視点
　（１）地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化，連携の推進【重点課題】
　（２）新しいニーズにも対応でき，安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実
　（３）医療従事者の負担軽減，働き方改革の推進
　（４）効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

医科 +0.63％
歯科 +0.69％
調剤 +0.19％

※なお，上記のほか，いわゆる大型門前薬局に対する評価の適正化の措置を講ずる。

▶▶ 2018年度診療報酬改定の概要
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－6.7%
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＊2017 年度の推定乖離率は速報値

▶▶薬価改定率の経緯

（厚生労働省保険局医療課資料）

（厚生労働省資料より作成）

改正年月日
薬価改定率

薬剤費ベース 医療費ベース

2004/4/1 ▲4.2％ ▲0.9％

2006/4/1 ▲6.7％ ▲1.6％

2008/4/1 ▲5.2％ ▲1.1％

2010/4/1 ▲5.75％ ▲1.23％

2012/4/1 ▲6.00％ ▲1.26％

2014/4/1 ▲5.64％ ▲1.22％

2016/4/1 ▲5.57％ ▲1.22％

2018/4/1 ▲7.48％ ▲1.65％

（厚生労働省資料より作成）
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オーソライズド・ジェネリック（AG）の動向
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�» EXPLAIN
❖❖ 第一三共エスファが一挙に3品目を発売，他社品の権利も獲得
2017年は6月に8成分（配合剤含む），12月には2成分のAGが薬価基準に追補
収載された。6月収載で際立ったのは，AGに特化した戦略を展開する第一三共エス
ファだ。日本ベーリンガーからARB「ミカルディス」の権利を獲得，単剤と配合剤
（「ミカムロ」，「ミコンビ」）で発売を開始した。一般の後発医薬品と同時発売だが，そ
れでも4割近いシェアを獲得したといわれている。収載3カ月後の9月にはアスト
ラゼネカが持っていた高脂血症治療薬「クレストール」と，親会社・第一三共のARB
「オルメテック」でいずれも他社に先駆けて発売した。自社グループ品にとどまらず，
他社に契約金を支払ってもAGで参入する価値があると判断したようだ。
持田は子会社の持田製薬販売から，子宮内膜症治療薬「ディナゲスト」AGを発売し
た。同剤の2017年3月期売上高は139億円で，中堅企業にとっては主軸製品のひ
とつ。特許切れの影響を少しでも薄めたいと考えた。
12月収載では，大日本住友が子会社でARBイルベサルタンAGを扱うことになっ
た。これで特許切れのARBは「ニューロタン」以外，すべて後発医薬品にAGが参入
することになった。2018年3月には田辺三菱から事業を買収したニプロも抗アレ
ルギー薬「タリオン」で参入。どの程度の存在感を見せるか注目されている。
すでに後発医薬品が多くのシェアを握っている製品領域に，“追いかけAG”の形で
参入するケースもある。大塚製薬工場は胃炎・胃潰瘍治療薬「ムコスタ」で乗り込んで
きた。他社に奪われた市場を自社のAGで巻き返そうという狙いだ。これが成功すれ
ば，新たなビジネスモデルを生むことにもなる。同様の例はこれまでに，アスペン
ジャパンが3成分で試みている。このうち抗ウイルス剤「バルトレックス」では，既
存の後発医薬品を抑えてトップシェアに躍り出た。

❖❖ 後発医薬品の浸透を加速，大型は売上高100億円規模に
AGの売上高を2017年9月期で見ると，「ブロプレス」AGは配合剤を含めて前年
同期比8.2％増の68億4,000万円に達した。通期では135億5,000万円を予想
する。「キプレス/シングレア」AGは9月期が50億円，通期は上方修正して107億
円を見込み，ともに100億円規模に成長している。「キプレス/シングレア」は発売
から約1年で66％が先発医薬品から後発医薬品に置き換わったが，そのうちの6割
をAGが占めている。外資製品の「プラビックス」や「アレグラ」でも高いシェアを維持
している。2017年に発売された「ミカルディス」（配合剤含む）や「クレストール」の
AGも，それぞれ発売から1年程度で売上高が100億円規模に達すると見られてい
る。
これは先発医薬品企業から見ると，後発医薬品の侵食が急速に早まる結果にもな
る。2017年9月期決算では「ミカルディスの後発医薬品浸透スピードが想定より速
い」（アステラス），「クレストールはAGの浸透が早かった」（塩野義）と分析されるな
ど，その影響を色濃く反映するコメントが見られた。

オーソライズド・ジェネリック（AG）の動向

�» ABSTRACT  後発医薬品が政府の使用促進策に乗って市場を拡大する中，先発
医薬品と同一品質をうたうオーソライズド・ジェネリック（AG）の存在感が年々高
まっている。競合他社の製品を扱ったり後発品の成熟市場にあえて投入したりす
るなど，各社がさまざまなビジネスに乗り出している。業績の優劣を左右するま
でになっており，今後は多くの企業がAGを戦略的に活用することになりそうだ。

�» REFERENCE  調剤医療費（電算処理分）の動向➡p.354　社会医療診療行為別統計➡p.362　2017年に
承認された後発医薬品初参入成分・品目数➡p.435

�» DATA

成分名 先発製品名 AG発売企業 発売年月
フェキソフェナジン アレグラ 日医工 2013年6月
バルサルタン ディオバン サンド 2014年6月
カンデサルタン ブロプレス あすか製薬 2014年9月
レボフロキサシン クラビット 第一三共エスファ 2014年12月
クロピドグレル プラビックス 日医工 2015年6月
バルサルタン・アムロジピン エックスフォージ サンド 2015年12月
カンデサルタン・アムロジピン ユニシア あすか製薬 2016年3月
バラシクロビル バルトレックス アスペンジャパン 2016年7月
モンテルカスト キプレス/シングレア キョーリンリメディオ 2016年9月
カンデサルタン・ヒドロクロロチアジド エカード あすか製薬 2016年9月
パロキセチン パキシル アスペンジャパン 2016年9月
オクトレオチド サンドスタチン サンド 2016年12月
テルミサルタン ミカルディス※ 第一三共エスファ 2017年6月
ジエノゲスト ディナゲスト 持田製薬販売 2017年6月
レバミピド ムコスタ 大塚製薬工場 2017年6月
セフジトレンピボキシル メイアクトMS Meiji Seikaファルマ 2017年7月
オルメサルタン オルメテック 第一三共エスファ 2017年9月
ロスバスタチン クレストール 第一三共エスファ 2017年9月
イルベサルタン アバプロ/イルベタン DSファーマバイオ 2017年12月
ベポタスチン タリオン ニプロ 2018年3月

▶▶主なオーソライズド・ジェネリック
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▶▶ 2016年オーソライズド・ジェネリック売上高（薬価ベース）

（各社決算資料などより作成）

※配合剤を含む （じほう調べ）
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主要製薬企業の動向：国内大手

小野薬品工業

▶▶ 2017年　国内申請中品目
アバタセプト（適応拡大：多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎）　2017/3

ニボルマブ／イピリムマブ（適応拡大：根治切除不能な悪性黒色腫における併用）　2017/9
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▶▶連結売上高の推移（10億円）

オプジーボ
グラクティブ
オパルモン
オレンシア
リカルボン
イメンド
リバスタッチ
フォシーガ
オノンカプセル
オノアクト
その他

12％

42％

7％
5％

5％
4％

13％

4％

2％

3％

▶▶医療用医薬品の売上構成比
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▶▶事業別構成比（2016年度）
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▶▶主要製品の売上動向（10億円）

（ファーマセット・リサーチ提供）

▶▶ 2017年　新有効成分等国内承認品目
商品名（一般名） 適応等 承認月

適
応
拡
大
等

オプジーボ（ニボルマブ）
適応拡大（再発・遠隔転移頭頸部がん） 2017/3
適応拡大（がん化学療法後に増悪した治癒切除不能
進行・再発の胃がん） 2017/9

カイプロリス（カルフィルゾミブ） 用法追加（再発・難治性多発性骨髄腫におけるデキ
サメタゾンとの併用） 2017/5

�» REFERENCE  先駆け審査指定制度対象品目➡p.440　2016年度医療用医薬品売上トップ100➡p.473　
主要製薬企業の売上高と利益➡p.488

�» DATA

�» EXPLAIN
連結売上の増加額845億円（53％増）のほとんどは「切除不能な進行・再発の非小
細胞肺がん」へ使用が拡大した「オプジーボ」（828億円増，1,039億円）の貢献だっ
た。海外ロイヤリティ収入も267億円へと3倍以上増加した。関節リウマチ治療薬
「オレンシア」（44％増）と糖尿病薬「フォシーガ」（83％増）も貢献した。一方，前年
まで最大製品だった「グラクティブ」は7％，「オパルモン」は25％それぞれ減少した。
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主要薬効別市場の動向：炎症・リウマチ治療薬
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主要薬効別市場の動向

炎症・リウマチ治療薬

▶▶主要製品売上（億円，出荷ベース）
�» DATA

分類 主要品目 販売企業 発売年 2014年度推計2015年度推計2016年度推計

抗リウマ
チ薬

抗体製剤

レミケード 田辺三菱 2002 705 695 665

エンブレル 武田 2005 410 410 390

ヒュミラ アッヴィ/エーザイ 2008 300 325 365

アクテムラ 中外 2008 265 295 320

オレンシア 小野/BMS 2010 170 215 255

シンポニー 田辺三菱 2011 105 130 250

シムジア UCB/アステラス 2013 50 65 75

シンポニー ヤンセン 2011 75 85 ―

DMARDs
製剤

リウマトレックス ファイザー 1999 90 85 70

アザルフィジン あゆみ 1999 40 40 35

リマチル あゆみ 1987 30 25 20

標的分子
阻害剤 ゼルヤンツ ファイザー 2013 15 30 45

外用消炎鎮痛薬

モーラス 久光 1995 680 670 530

ロキソニンテープ 第一三共 2008 315 315 240

モーラス 祐徳 1995 100 90 65

セルタッチ ファイザー 1993 20 45 30

ノルスパン 久光 2011 20 25 25

アドフィード 科研 1988 30 30 20

ロコアテープ 大正富山 2016 ― 1 10

ロコアテープ 帝人 2016 ― 1 10

外用ステロイド薬 リンデロン 塩野義 1962 75 80 70

経口消炎鎮痛薬

セレコックス アステラス 2007 420 465 465

ロキソニン 第一三共 1986 145 125 95

ボルタレン ノバルティス 1974 50 40 30

ロルカム 大正富山 2001 20 20 15

ハイペン 日本新薬 1994 20 15 10

そのほかの消炎鎮痛 
関連

アルツ 科研 1987 300 305 280

ノイロトロピン 日本臓器 1950 185 185 170

スベニール 中外 2000 115 115 100

�» ABSTRACT  抗リウマチ薬では，抗TNF抗体の拡大が一服し，抗IL－6受容体
抗体にも新規薬剤が参入した。経口剤は利便性に優れるが，副作用懸念などによ
り今のところ穏やかな浸透となっている。市場が大きいことからバイオ後続品が
続々と発売されているが，今のところ浸透は極めて限定的で，制度面での改革が
必要と思われる。

�» EXPLAIN
❖❖ 抗リウマチ薬―抗体医薬は拡大一服，
JAK阻害剤の浸透遅い
2016年度の抗リウマチ薬・抗体製剤
市場は2,320億円と前年比約5%拡大
し，市場拡大には一服感がある。「レミ
ケード」の売上高は665億円となり，関
節リウマチよりはクローン病・潰瘍性大
腸炎適応での拡大が続いている。米国で
は皮下注射製剤「ヒュミラ」が最大のシェアを獲得しているが，日本では静脈注射剤の
レミケードであり，患者が病院で静脈点滴注射を受けることが大きな困難となってい
ないと推定される。「アクテムラ」（中外）は唯一の抗IL－6受容体抗体であったが，
2017年11月にサノフィから同じ作用機序を有する「ケブザラ」が薬価収載された。
旭化成ファーマが流通販売を，サノフィがコプロモーションを行う。
2010年に発売された「オレンシア」（小野薬品/ブリストル）は2016年度売上高
255億円と拡大を続けている。同剤は抗原提示細胞表面のCD80およびCD86に
特異的に結合することで，T細胞の活性化に必要なCD80/86とCD28の相互作用
による共刺激シグナルを選択的かつ抑制的に調節し，関節リウマチの症状改善作用を
発現する。抗TNFα抗体とは異なったユニークな作用機序である。「シンポニー」は
2016年度より流通が田辺三菱に一本化され，17%増の250億円となった。同剤
は4週1回投与の長期作用型皮下注射製剤。2013年にUCB/アステラスより発売
された「シムジア」は，抗ヒトTNFαモノクローナル抗体のFc領域を除いたFab’断
片に，ポリエチレングリコール（PEG）を結合させた世界初のペグ化抗TNF抗体製
剤。Fc領域2は通常，好中球や貪食細胞と結合する部分で，これを欠くことから，
免疫細胞に対する細胞障害性を示さないとともに，PEG化による持続的な作用が期
待される。
経口治療剤としてJAK阻害剤「ゼルヤンツ」（ファイザー）が2013年に発売された
が，1日2回服用の上，副作用懸念により売上高拡大は限定的である。2017年9
月に1日1回投与の「オルミネント」がイーライリリーより発売され，オルミネント
がどの程度拡大するかは重要だろう。経口製剤ゼルヤンツの1日薬価は抗体ヒュミ
ラと同じ5,078円で薬価算定された点はやや驚きである。今後，JAK阻害剤が大き
く拡大すれば薬剤費懸念が台頭するかもしれない。
自己免疫疾患適応は今後，抗TNFα抗体以外の作用機序の製品が投入され，競合
が激しくなる見込み。抗IL－12/23抗体「ステラーラ」が2017年3月にクローン病
適応で追加適応を獲得した。武田薬品は2017年8月に抗α4β7インテグリン抗体
ベドリズマブを日本で潰瘍性大腸炎を予定適応として承認申請した。同剤は海外で
「エンティビオ」という商品名で発売され，20億ドルに迫る売上高を達成している。
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▶▶抗体医薬売上推移（億円，出荷ベース）
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細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）（N=81），原発性縦隔B細胞リンパ腫患者と形質転
換濾胞性リンパ腫（N=30）患者，合計111例を登録した。患者は，低ドーズの
cyclophosphamideとfludarabineからなる前処置としての調節治療を受けた後，
目標用量の2×106抗CD19 CAR－T細胞/kgを投与された。主要評価項目は奏効
率（ORR）[完全奏効（CR）＋部分奏効（PR）]，副次評価項目は，全生存期間（OS），安
全性，およびバイオマーカー評価からなっている。登録患者111例中，CAR－T細
胞の製造は110例について成功し（99%），実際にインフュージョン投与できたの
は101例（91%）であった。

有効性に関して，ORRは82%，うちCRは54%であった。フォローアップの中
央値15.4カ月の時点で，42%の患者が奏効状態を持続しており，40%がCR状態
を維持していた。OS率は，18カ月の時点で52%であった。

安全性では，最も多い治療期間中のグレード≧3の有害事象は，好中球減少症
（78%），貧血 43%），血小板減少症（38%）。グレード≧3のサイトカイン放出症
候群（CRS）と神経系イベントは13%および28%に発現した。治療期間中に3例の
死亡が報告された。血中のCAR－T細胞レベルが高いほど高奏効率を示した。

結論として，この多施設試験で，axi－celによるCAR－T細胞療法を受けた難治性
大細胞型B細胞リンパ腫患者は，ハイレベルの奏効性の持続率を示し，副作用では
骨髄抑制，CRS，神経系イベントを含む安全性イベントを示した。

▶▶企業別CAR－T療法（2017年4月現在）
スポンサー

（企業/アカデミア） 標的 品目名 ステージ 効能 NCTNo.

血 液 が ん

Beijing Biohealthcare 
Biotechnology CD20 CART20 P1/2 化学療法耐性または難治性

（r/r）CD20＋リンパ腫 NCT02965157

Beijing Doing 
Biomedical/First 
Hospital of Jilin Univ.

CD19 Anti－CD19－
CAR P1

B細胞性急性リンパ芽球性
白血病（ALL）および慢性リ
ンパ性白血病（CLL）

NCT02546739

Beijing Sanwater 
Biological Technology CD19 CART－19 P1 BｰALL NCT02810223

Celyad（formerly 
named Cardio3 
BioSciences）/Dana－
Farber Cancer 
Institute, NHLBI

NKG2D
－Ligands

CM－CS1 T－
cells P1

急性骨髄性白血病（AML），
骨髄異形成症候群（MDS），
多発性骨髄腫（MM）

NCT02203825

Hebei Senlang 
Biotechnology

CD19

Autologous 
CD19－
targeting CAR 
T cells

P1/2  B細胞悪性腫瘍 NCT02963038

CD19 Autologous 
CAR－T P1 リンパ腫，白血病  NCT03121625

iCarTAB BioMed＊/
Xuzhou Medical Univ. 
Kai Lin Xu, Jun Nian 
Zheng

CD19 P1/2 BｰCLL NCT02782351
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海外開発の最新動向：主要薬効分野の開発状況─がん
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▶▶CAR－T細胞療法tisagenlecleucel（KYMRIAH）（CTL019）
2017年8月，FDAは，Novartisが 申 請 中 のCAR－T細 胞 療 法KYMRIAH

（tisagenlecleucel）について，小児および若年成人の，難治性あるいは少なくとも
2回再発したB細胞急性リンパ芽球性白血病（ALL）患者の治療法として初の承認を認
可した。審査はBreakthrough Therapyの指定を受け，優先審査により申請から約
7カ月で承認された。また小児の希少病薬の承認取得を達成したことからNovartis
は「希少病薬の優先審査バウチャー」を受領した。以後の申請の際に優先審査による審
査を要求することができるほか，第三者に売却もできる。

承認内容に関して，first－in－classの治療法で，治療の選択肢が限られていて歴史
的に予後不良なALL患者集団に対して83%（52/63）の奏効率を示した。安全性に
関しては，グレード3または4のCRSは，32人（47％）に発生した。短期間の安全
性の問題に加えて，tisagenlecleucelによる潜在的な長期安全性の懸念には，複製
能を取り戻したレトロウイルス（RCR）の生成の可能性および新しい悪性腫瘍（遺伝毒
性）を引き起こす挿入突然変異の誘発の可能性が含まれる。B2202試験の安全性評
価では，クローンの伸長およびベクター媒介遅延有害事象（例えば，2次性白血病）に
よるリスクは同定されなかった。挿入突然変異誘発による遺伝毒性の可能性は，γ
retrovirusおよびlentivirusの形質導入が必要な免疫療法製品にとって懸念される。

本剤は米国Pennsylvania大で初めて開発され，キメラ抗原受容体（CAR）の構造
中に4－1BB共刺激ドメインを使用することで，インフュージョン後の細胞応答と
CAR－T製剤の持続性を高めている。これにより，患者の長期的な奏効が期待できる
と考えられている。Novartisと同大は2012年に，CTL019を含むがんの臨床試
験に向けてCAR－T細胞医療の研究・開発を進め，商品化するために国際的な協力関
係を締結した。経済条件の詳細は公表されていない。Philadelphia小児病院が医療

▶▶ KYMRIAH　小児およよび若年成人のr/r▶B細胞ALL臨床開発プログラム

試験番号 患者集団，試験デ
ザイン　目的 患者数 KYMRIAH（CTL019）

投与用量 評価項目 奏効率
（3カ月以内）

サポート臨床試験

B2101J

第1アーム，オー
プンラベル，米
国，単一施設，第
1/2a相試験，安
全性，忍容性，生
着ポテンシャル

登録　N=71
投与　N=55

・�分割投与；合計用量，
1.5×107⇒5×109�
T細胞

（0 . 3 × 106 ⇒ 1 . 0 ×
108/kg）

・�主要評価項目：安全
性，製造のフィージ
ビリティ，および持
続性

・�副次評価項目：無作
為化試験（RC）におけ
る奏効率（ORR）

52/55（94.5%）
（95%CI；84.9,�

98.9）

B2205J

第1アーム，オー
プンラベル，米
国，多施設，第2
相試験，有効性，
安全性

登録　N=35
投与　N=29

・単回投与；
≦50kg：0.2～5.0×106

遺伝子導入T細胞
>50kg：0.1～2.5×108

遺伝子導入T細胞�

・�主要評価項目：RCに
おけるORR

・�副次評価項目：MRD,�
DOR,� BOR,� EFS,�
OS,�安全性

20/29（69.0%）
（95%CI；49.2,�

84.7）

ピボタル申請用臨床試験

B2202

第1アーム，オー
プンラベル，国際
共同，多施設，第
2相 試 験， 有 効
性，安全性

登録　N=88
投与　N=68

・単回投与；
≦50kg：0.2～5.0×106

遺伝子導入T細胞
>50kg：0.1～2.5×108

遺伝子導入T細胞�

・�主要評価項目：RCに
おけるORR

・�副次評価項目：MRD,�
DOR,� BOR,� EFS,�
OS,�安全性

52/63（82.5%）
（95%CI；70.9,�

90.9）
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一般用医薬品市場の動向：2017年の市場動向
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一般用医薬品市場の動向

2017年の市場動向

�» DATA
▶▶一般用医薬品市場の販売規模推移
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一般用医薬品
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対前年比
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目薬
外用消炎鎮痛剤
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ミニドリンク剤
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漢方処方エキス製剤
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▶▶薬効別構成比（2016年）

（富士経済）

第 3類
31.4％

第 2類
63.4％

第 1類
4.9％

要指導医薬品
0.3％

▶▶リスク分類別構成比（2016年）

�» ABSTRACT  2010年代に入ってからの一般用医薬品市場は，リスク分類制度
の導入に伴い第1類に区分された製品で販売機会ロスが生じたこともあり低調な
推移が続いてきたが，2014年頃より外国人観光客によるインバウンド需要が市
場を押し上げる要因となり，特に2014年10月に一般用医薬品に対する消費税
免税制度が導入された以降は売上伸長のペースが加速した。
2016年に入るとインバウンド需要による市場拡大には一服感が見られ，前年ほ
どの高い伸びは見られなくなったが，地道なプロモーション活動や，きめ細かな
製品施策により着実な製品育成を図ってきた領域が成長を遂げており，依然とし
て増加推移を維持している。

�» EXPLAIN
❖❖ 薬効別の動向－解熱鎮痛剤，鼻炎治療剤などが着実な増加を示す
富士経済では，一般用医薬品を73の薬効に分類し，その市場動向や製品動向を調
査・分析している。
薬効別の動向を見ると，2015年は目薬，ビタミンB1B6B12主薬製剤やしみ改善
薬などのビタミン剤，女性保健薬，液体絆創膏といったインバウンド需要の恩恵を受
けた品目が大きく実績を伸ばしたが，2016年以降，これらの領域の伸長は一段落
した感がある。一方で，解熱鎮痛剤，鼻炎治療剤，皮膚治療薬など，インバウンド特
需以前からプロモーション活動や製品面でのテコ入れなど継続的に施策を講じてきた
領域が着実に実績を伸ばし，市場の拡大に寄与した。

❖❖ リスク分類別動向―第2類・第3類主体の状況が続く
2014年6月12日に施行された改正薬事法では，「要指導医薬品」という新しいカ
テゴリーが設けられ，第1類医薬品と同様に薬剤師による販売が義務付けられると
ともに，第1類医薬品では認められる通信販売での取り扱いが要指導医薬品では不
可となった。
2016年のリスク分類別動向を見ると，第2類の構成比が63.4％と最も多く，次
いで第3類が31.4％であった。一方，薬剤師による販売が義務付けられている要指
導医薬品0.3％，第1類は4.9％で両者合わせても依然として5％程度に留まってい
る。なお，2015年の要指導医薬品の構成比は0.6％であったため減少しているが，
一部のスイッチ製品のリスク区分が引き下げられたためと見られる。

❖❖ 今後の展望
2017年はスイッチOTCの購入に対し所得控除が受けられるセルフメディケー
ション税制がスタートするとともに，厚生労働省主導のもと，スイッチ成分に対する
新たなる評価システムが策定され，新成分のスイッチ化に向けた取り組みが進められ
ることとなった。セルフメディケーション税制が一般消費者に浸透するにはなおも時
間を要し，スイッチ化促進についても慎重を期すべきとの意見も多いため一気に進む
ことは考えにくく，市場でその効果が顕在化するまで中長期的視野で課題を解決して
いく必要がある。
医療費の抑制が国政上の重要課題となっており，この解決手段の一つとして一般用
医薬品の位置づけが高まれば，おのずと市場は拡大に向かうものと期待される。
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第２回NDBオープンデータに基づくがん化学療法薬剤の使用実態

❖❖ NDBオープンデータとは
厚生労働省は「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき，2009年よりレセプ

ト情報並びに特定健診・特定保健指導情報を収集した「レセプト情報・特定健診等情
報データベース（National Database of Health Insurance Claims and Specific 
Health Checkups of Japan；通称NDB）」の構築を行っている。NDBは，我が国
の国民皆保険制度の下での医療動向を全数に近い悉皆性を持って把握することができ
る重要なデータべースであり，2011年以降に研究者に向けた第３者提供が行われ
るようになったほか，2016年からは個別の政策や研究とは別に，典型的かつ一般
的な観点からNDBデータを集計し公表するものとしてNDBオープンデータの提供
が開始されている。

2017年９月に厚労省が公開した第２回NDBオープンデータでは，2015年４月
～2016年３月までの医科入院／入院外レセプト，DPCレセプト，調剤レセプトの
情報を用いて，「内服・外用・注射」の剤形別に，「都道府県別」及び「性・年齢階級別」
の集計が行われている。集計に際しては，レセプト電算処理システムで使用する医薬
品マスタに従い，薬剤ごとの使用量に日数（回数）を乗じた処方数量が計算されてお
り，集計表には薬価基準収載コード，薬価および後発品区分が付与されている。な
お，第１回NDBオープンデータでは薬効分類３桁ごとに処方数量の多い薬剤上位
30品目のみが公表対象とされていたため，その活用には大きな制約があったが，第
２回からは上位100品目が公開されるようになったため，がん化学療法薬剤につい
ての網羅的な検討が可能になっている。

❖❖ がん化学療法薬剤　薬剤費上位50位の先発品・後発品別薬剤費用
�» ABSTRACT  薬剤費上位50品目中14品目で後発品の使用がみられ，このうち
多くの併用レジメンで使用されるパクリタキセル，カルボプラチン，レボホリ
ナートカルシウムなどの後発品費用割合は，それぞれ7割～8割と比較的高く
なっている。

医療費・薬剤使用

薬剤名 薬剤費 
(億円)

使用数量 
総計

費用割合

先発品 後発品

ベバシズマブ 1,117.62 1,311,565 100.00% 0.00%

リュープロレリン 671.52 1,302,172 92.41% 7.59%

トラスツズマブ 393.00 939,326 100.00% 0.00%

リツキシマブ 385.60 309,066 100.00% 0.00%

ビカルタミド 354.76 56,825,516 51.57% 48.43%

ペメトレキセドナトリウム 353.61 398,329 100.00% 0.00%

オキサリプラチン 322.39 611,676 93.27% 6.73%

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 309.13 47,658,062 98.31% 1.69%

ゴセレリン 292.70 511,655 100.00% 0.00%

0 200 400 600 800 1,000 1,200

先発品　 後発品　� （億円）



422

米国研究製薬工業協会（PhRMA）/欧州製薬団体連合会（EFPIA）が2016年度
（2016年4月～2017年3月）に実施した合同調査結果より抜粋

PhRMA（10社）：		アッヴィ，アステラス・アムジェン・バイオファーマ，バイ
オジェン，ブリストル，セルジーン，イーライリリー，ヤン
セン，MSD，ムンディ，ファイザー

EFPIA（19社）：	 	アクテリオン，アストラゼネカ，バクスアルタ，バイエル，
中外，CSLベーリング，フェリング，ガルデルマ，GSK，ヤ
ンセン，レオ，ルンドベック，メルクセローノ，日本ベーリ
ンガー，ノバルティス，ノボノルディスク，サノフィ，シャ
イアー，UCB

（社名アルファベット順をカナで表記）

❖❖ 外資系企業の承認品目の推移

�» ABSTRACT  2016年度（2016年4月～2017年3月）に国内承認された
PhRMA＋EFPIA加盟外資系企業の新医薬品は55品目（通常審査37品目，公知
申請を除く優先審査14品目，公知申請4品目）で，全体（112品目）の約半数を
占めている。
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▶▶ 2011年度～2016年度の承認品目の推移

（2016年度米国研究製薬工業協会（PhRMA）／欧州製薬団体連合会（EFPIA）合同調査結果より作成）

外資系企業における承認および開発品目の傾向

開発・申請
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先駆け審査指定制度対象品目

▶▶医薬品（2017/9/28現在）
指定回 指定番号 指定日 名称 申請者 予定効能・効果 備考

第1回

先駆審査（27
薬）第1号 2015/10/27 シロリムス

（NPC－12G）
ノーベルファー
マ

結節性硬化症に伴う血管線維
腫

先駆審査（27
薬）第2号 2015/10/27 NS－065/

NCNP－01 日本新薬 デュシェンヌ型筋ジストロ
フィー（DMD）

先駆審査（27
薬）第3号 2015/10/27

S－033188（一般
名：バロキサビル 
マルボキシル）

塩野義 A型又はB型インフルエンザ
ウイルス感染症

2018/2/23
製造販売承認取得

先駆審査（27
薬）第4号 2015/10/27 BCX7353

Integrated 
Development 
Associates

遺伝性血管浮腫（HAE）の患者
を対象とした血管性浮腫の発
作の管理

先駆審査（27
薬）第5号 2015/10/27 ASP2215 アステラス

初回再発又は治療抵抗性の
FLT3遺伝子変異陽性急性骨
髄性白血病

第2回

先駆審査（29
薬）第1号 2017/4/21

オリプダーゼ アル
ファ（遺伝子組換
え）

サノフィ 酸性スフィンゴミエリナーゼ
欠乏症

先駆審査（29
薬）第2号 2017/4/21 aducanumab バイオジェン・

ジャパン アルツハイマー病の進行抑制

先駆審査（29
薬）第3号 2017/4/21 DS－5141b 第一三共

デュシェンヌ型 筋ジ ストロ
フィー（ジストロフィン遺伝子
のエクソン45スキッピングに
より効果が期待できる患者）

先駆審査（29
薬）第4号 2017/4/21 SPM－011＊ ステラファーマ

・再発悪性神経膠腫
・ 切除不能な局所再発頭頸部

がん並びに局所進行頭頸部
がん（非扁平上皮がん）

＊2017年2月28
日に先駆け審査指
定された「ホウ素
中性子捕捉療法（ 
BNCT）システム」
において用いられ
るホウ素製剤

先駆審査（29
薬）第5号 2017/4/21 ニボルマブ（遺伝子

組換え） 小野 胆道がん

▶▶医療機器（2017/12/15現在）
指定回 指定番号 指定日 名称 概要 備考

第1回 先駆審査（27
機）第1号 2016/2/10

チタンブリッジ
（甲状軟骨形成術
2型）

発声時に声帯が過剰に閉鎖することで声に障害
の出る内転型痙攣性発声障害において，その閉
鎖を防止する手術法（甲状軟骨形成術2型）で用
いられるチタン製の蝶番型プレートで，複数の
国内大学と共同でノーベルファーマが開発

2017/12/15承認
販 売 名： チ タ ン ブ
リッジ
使用目的・効果：内
転型痙攣性発声障害
における症状の改善

�» ABSTRACT  先駆け審査指定制度は，2014年6月に厚生労働省が取りまとめ
た「先駆けパッケージ戦略」の重点施策および「日本再興戦略」改訂2014を踏まえ
て導入された。対象疾患の重篤性など，一定の要件を満たす画期的新薬などにつ
いて，開発の早期段階から対象品目に指定し，薬事承認に関する相談・審査で優
先的な取扱いをすることで，承認審査期間の短縮を目的としている。

審査・承認
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｢医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議｣における検討結果を受け保険適用された品目

資
料

薬
価
収
載
・
保
険
適
用

｢医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議｣における
検討結果を受け保険適用された品目

一般名 商品名 申請企業 要望者 対象疾病（保険適用時の追加効能など） 検討会議
医療上の必要性の 

評価* 保険適用日 企業申請日 薬事承認日
（1）重篤性（2）有用性

リツキシマブ
（遺伝子組換え） リツキサン注10mg/mL 全薬 日本血液学会 慢性特発性血小板減少性紫斑病 第30回 イ ウ 2017/3/2 2017/3/24 2017/6/26

アセチルコリン塩
化物 オビソート注射用0.1g 第一三共 日本循環器学会 冠動脈造影検査時の冠攣縮薬物誘発試験に

おける冠攣縮の誘発 第30回 ア ア 2017/3/2 2017/3/30 2017/8/25

オランザピン
ジプレキサ錠2.5mg・5mg・
10mg，細粒1％，ザイディス錠
2.5mg・5mg・10mg

日本イーライリ
リー 日本緩和医療学会，日本消化器病学界 抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う

消化器症状（悪心，嘔吐） 第31回 ウ ウ 2017/6/9 2017/6/22 2017/12/25

フルデオキシグル
コース（18F） FDGスキャン注 日本メジフィ

ジックス

日本核医学会，日本心臓病学会，日本心不全
学会，日本循環器学会，日本脈管学会，日本
リウマチ学会，日本臨床免疫学会，厚生労働
省難治性血管炎研究班，（患者団体）あけぼの
会

大型血管炎の診断における炎症部位の可視
化 第32回 ア イ 2017/9/8 2017/9/26 2018/2/16

ボルテゾミブ ベルケイド注射用3mg ヤンセン 日本リンパ網内系学会，日本血液学会 原発性マクログロブリン血症およびリンパ
形質細胞リンパ腫 第32回 ア ウ 2017/9/8 2017/9/28

＊「医療上の必要性の評価」：次の（1）及び（2）の両方に該当するもの
（1）適応疾病の重篤性が次のいずれかの場合
	 ア　生命に重大な影響がある疾患（致死的な疾患）
	 イ　病気の進行が不可逆的で，日常生活に著しい影響を及ぼす疾患
	 ウ　その他日常生活に著しい影響を及ぼす疾患
（2）医療上の有用性が次のいずれかの場合
	 ア　既存の療法が国内にない
	 イ　欧米の臨床試験において有効性・安全性等が既存の療法と比べて明らかに優れている
	 ウ　欧米において標準的療法に位置づけられている

「医療上の必要性の高い未承認薬･適応外薬検討会議」において公知申請への該当性
に係る報告書が取りまとめられた後，薬事・食品衛生審議会において事前評価された
成分

（2017年適用分。空欄は2018年3月以降に承認予定）

（厚生労働省：「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」資料などより作成）

薬価収載・保険適用
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主な製薬企業再編図─海外

資
料

企
　
業

❖❖ 海外

＊：合併破談

年 1995～2000 2001～07 2008～10 2011～14 2015～18

PfizerPfizer

MerckMerck

SanofiSanofiSanofi（仏）Sanofi─Aventis（仏）Sanofi─Synthelabo（仏）

Glaxo SmithKlineGlaxo SmithKline

09. 10 月

09. 11 月
07. 11 月

Wyeth（米）
02. 3 月＊＊

（社名変更）

06. 4 月

01. 10 月

11. 4 月

00. 6 月

99. 5 月

99. 12 月

95. 10 月

95. 5 月

95. 3 月

95. 8 月

03. 4 月

04. 8 月

00. 12 月

Pfizer（米） Pfizer（米）

99. 4 月

06. 7 月

96. 12 月
Novartis（スイス） Novartis

11. 2 月
Genzyme（米）

AstraZeneca（英） AstraZeneca

Bristol─Myers Squibb（英） Bristol─Myers Squibb

Bayer Schering Pharma

99. 10 月
Johnson & Johnson

Bayer Schering Pharma（独）

10. 9 月ZymoGenetics（米） 12. 7 月Amylin（米）

07. 4 月MedImmune（米）

Centocor（米）

17. 6 月

Actelion（スイス）

17. 7 月

Protein Sciences（米）

18. 3 月

Bioverativ（米）

 Pharmacia & 
 Upjohn（米）

Aventis（仏）

Novartis（スイス）

Glaxo SmithKline（英）
Glaxo Wellcome（英）

Hoechst Marion Roussel（独）

Rhone─Poulenc Rorer（仏）

Schering─Plough（米）

15. 9月

16. 8 月14. 7 月
InnoPharma（米）

Hospira（米）

Medivation（米）

Allergan（アイルランド）

Takeda

Eisai

Shionogi

Dainippon Sumitomo Dainippon 
 Sumitomo（日）

11. 10 月

Nycomed（スイス）

08. 5 月

Millennium（米）

Astellas
10. 6 月OSI（米）

13. 5 月

07. 12 月

Agensys（米）

09. 10 月

Sepracor（米）

12. 4 月

BBI（米）

12. 6 月

URL Pharma（米）

08. 10 月

Sciele（米）

10. 1 月AkaRx（米）

07. 4 月

Morphotek（米） 08. 1 月

MGI Pharma（米）

Daiichi─SankyoDaiichi─Sankyo（日）

U3 Pharma（独）
08. 10 月

08. 6 月 Ranbaxy（印）

Astellas（日）

Inviragen（米）

14. 11 月

16. 2 月

15. 3 月

14. 12 月
13. 9 月

15. 11 月

Ambit（米）

Sun Pharma（印）

Avanir（米）Astex（米）

Ocata（米）

16. 12 月

Ogeda（ベルギー）

17. 2 月Ariad（米）

17. 1 月Tolero（米）

17. 4 月

Ganymed（独）

ZS Pharma（米）

Eisai（日）

OtsukaOtsuka（日）

Shionogi（日）

Takeda（日）

Pfizer（米）

Warner─Lambert（米）

Pharmacia
（スウェーデン）

Upjohn（米）

Monsanto（米）
American Home

Products（AHP）（米）

Merck（米）
Schering─Plough（米）
Organon（オランダ）

Sanofi（仏）

Synthelabo（仏）
Hoechst（独）

Marion Merrell Dow（米）

Rhone─Poulenc Rorer（仏）
Fisons（英）

Glaxo（英）
Wellcome（英）

SmithKline Beecham（英）

Sandoz（スイス）
Ciba Geigy（スイス）

Chiron（米）
Alcon（米）

Astra（スウェーデン）

Zeneca（英）
Bristol─Myers Squibb（米）

Dupont（米）

Bayer（独）

Johnson & Johnson（米）
Schering（独）

（GSKのがん領域をNovartis へ売却
Novartis のワクチン領域をGSKへ売却）

15. 3 月

（糖尿病領域売却）
13. 12 月

（Ranbaxy 吸収合併）

（16. 4 月合併断念）

（コンシューマーケア事業）
14. 10 月

02. 10 月
RocheRoche（スイス）

98. 3 月
09. 3 月

Roche（スイス）
Genentech（米）

14. 8 月
Santaris Pharma（デンマーク）

Roche( スイス )
Böehringer mannheim（独）

Chugai（日）

Baxter（米）

Shire（アイルランド）
（バイオ事業分社化）

15. 7 月

16. 6 月

Baxter

Shire
Baxalta（米）


