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2019年度の薬事制度の動向 

～薬機法改正及び消費税増税に伴う薬価改定を中心に～ 

 

 

概要 

近年、高血圧治療薬に係る虚偽・誇大広告の疑い事例1や、血液製剤が承認内容とは異なる製造方法により製造・販売さ

れていた事例2、C 型肝炎治療薬の偽造品流通事例3など、医薬品の品質や安全性を揺るがすような事例が多発しており、

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に係る法律」（通称、「薬機法」）の見直しが求められている。 

 

これを受け、厚生労働省では、2017 年 3 月に「厚生科学審議会 医薬品医療機器制度改正部会」を立ち上げ、薬機法の

見直しについて議論を重ね、2018 年 12 月に薬機法改正の骨子である「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」4が公表さ

れた。 

 

現在、薬機法改正に向け、国会で議論がなされているところであるが、本稿では、法改正の主なテーマである以下の 3 点

について、改正の方向性を紹介する。また、2019 年 10 月に消費税増税が予定されており、増税に伴い薬価も改定される

ことになるため、当該薬価改定の方向性についても併せて紹介する。 

 

【薬機法改正関連】 

・薬事責任役員の設置 

・課徴金制度の導入 

・先駆け審査指定制度等の法制化 

【薬価関連】 

・消費税増税に伴う薬価改定 

 

 

 

 

 

                                                   
1 厚生労働省 2014年 1月 9日付報道発表資料 
2 厚生労働省 2015年 6月 5日付報道発表資料 
3 厚生労働省 2017年 1月 17日付報道発表資料 
4 厚生労働省 2018年 12月 25日付報道発表資料 
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薬事責任役員の設置 
 

 

現行の薬機法では、品質や安全管理に係る技術責任者（3役）の設置が義務付けられている 

現行の薬機法では、製薬企業は、医薬品の品質・市販後安全管理体制として、品質管理については品質保証責任者、市

販後安全管理については安全管理責任者、さらに、これらを統括的に監督する責任者として総括製造販売責任者の 3 役

（技術責任者）を設置することが義務付けられている（図 1）。また、総括製造販売責任者に薬機法令違反などがあった場合

は、厚生労働省は製薬企業に対して、当該責任者の変更を命令することができるとされている。 

 

図 1：現行の製薬企業の品質・安全管理体制 

 

（出所：厚生科学審議会 医薬品医療機器制度改正部会（2018年度第 3回）「資料 1」より作成） 

 

 

製薬企業には 3役の設置が義務付けられているものの、近年、薬機法令違反事例が多発している 

しかし、上記のように 3役の設置義務があるにもかかわらず、毎年のように、薬機法令違反により製薬企業が処分される事

例が続いている（表 1）。この要因としては、 

 経営陣が、現場の法令違反の実態を把握していない、 

 経営陣が問題点を把握しているものの、改善が必須とは認識していない 等、 

現場の技術責任者と経営陣との間に認識の乖離があることが主な原因であるとされている5。 

 

  

                                                   
5 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度改正部会（2018年度第 3回）「資料 1」 
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表 1：製薬企業の直近 6年間における主な薬機法令違反事例 

時期 違反概要 処分 

2013年 9月 承認内容と製造実態との齟齬6 業務停止命令（25日間） 

2014年 7月 副作用報告の遅延7 業務改善命令 

2015年 2月 副作用報告の遅延8 業務停止命令（15日間） 

2015年 6月 誇大広告9 業務改善命令 

2015年 9月 副作用報告の遅延10 業務改善命令 

2015年 11月 
副作用報告の遅延11 

（システム障害） 
業務改善命令 

2016年 1月 承認内容と製造実態との齟齬12 業務停止命令（110日間） 

2016年 4月 承認内容と製造実態との齟齬13 業務改善命令 

2017年 3月 副作用報告の遅延14 業務改善命令 

（出所：厚生科学審議会 医薬品医療機器制度改正部会（2018年度第 3回）「資料 1」より作成） 

 

 

技術責任者の職位が低く、また、経営会議の構成員ではない製薬企業が存在している 

実際、総括製造販売責任者に係る製薬企業へのアンケート結果では、総括製造販売責任者が役員（会社法上の役員）で

ある企業は全体の 35%にすぎず、また、総括製造販売責任者が経営会議（経営陣の参加する執行会議体）の構成員であ

る企業は全体の 45%と、技術責任者が経営陣として参画している企業は多くはないことがわかる（図 2）。 

 

図 2：総括製造販売責任者に係る製薬企業のアンケート結果 

 

（出所：厚生科学審議会 医薬品医療機器制度改正部会（2018年度第 3回）「資料 1」より作成） 

 

  

                                                   
6 厚生労働省 2013年 9月 30日付報道発表資料 
7 厚生労働省 2014年 7月 31日付報道発表資料 
8 厚生労働省 2015年 2月 27日付報道発表資料 
9 厚生労働省 2015年 6月 12日付報道発表資料 
10 厚生労働省 2015年 9月 1日付報道発表資料 
11 厚生労働省 2015年 11月 13日付報道発表資料 
12 厚生労働省 2016年 1月 8日付報道発表資料 
13 厚生労働省 2016年 4月 26日付報道発表資料 
14 厚生労働省 2017年 3月 14日付報道発表資料 
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今回の薬機法改正では、薬事責任役員の設置を義務付ける方向で議論されている 

上記の問題点を解決するために、薬機法を改正し、経営陣の中から「薬事責任役員」の任命を義務付け、この「薬事責任

役員」に対して以下の点が盛り込まれる方向で議論されている（図 3）。 

 法令遵守のための体制整備の構築や適切な技術責任者の選任の義務付け 

 技術責任者からの意見申述に対する必要な措置の検討の義務付け 

従って、特に総括製造販売責任者の役職を係長以下としている製薬企業など、技術責任者と経営陣の間の連携が乏しい

と想定される企業にとっては、今後、早急な社内体制の見直しが必要になることが予想される。 

 

図 3：薬機法改正案における製薬企業の品質・安全管理体制 

 

（出所：厚生科学審議会 医薬品医療機器制度改正部会（2018年度第 8回）「資料 1」より作成） 

 

今回の法改正では見送られたが、将来的に変更命令の対象が薬事責任役員に拡大する可能性も考えられる 

薬機法令違反を行った場合、技術責任者に対しては変更命令等の行政処分が課されるが、経営陣に対しては刑事訴訟を

行う必要がある罰則の規定しか存在しないため、適時な処分ができないという問題点がある（表 2）。今回の法改正では見

送られたが、厚生労働省での議論の中で、変更命令の対象を薬事責任役員に拡大すべきとの意見もあり、今後も注視する

必要がある。 

 

表 2：現行の薬機法上の主な行政処分及び罰則 

対象 主な行政処分 罰則 

製薬企業 
業務停止命令、業務改善命令 

業務の許認可取消し 
1億円以下の罰金 

総括製造販売責任者 責任者の変更命令 3年以下の懲役 

300万円以下の罰金 経営陣 なし 

（出所：厚生科学審議会 医薬品医療機器制度改正部会（2018年度第 3回）「資料 1」より作成）） 
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課徴金制度の導入 
 

現行の製薬企業に対する処分方法では薬機法令違反に対する抑止力が十分に働いているとは言えない 

前頁までは、製薬企業の経営陣に対する規制の強化について紹介してきたが、製薬企業の「法人」に対する処分方法につ

いても現行の薬機法では十分とは言えない状況である（表 3）。 

 

表 3：現行薬機法における製薬企業への処分方法と問題点 

項目 主な処分方法 問題点 

行政処分 
業務停止命令、業務改善命令 

業務の許認可取消し 

業務停止命令中であっても、過去には患者への安定供給のために仕

方なく医薬品の出荷を認めている事例15もあり、処分に対する抑止力

が十分に働いているとは言えない。 

罰則 

・1 億円以下の罰金（未承認医

薬品の販売等） 

・200 万円以下の罰金（虚偽・

誇大広告等） 

・刑事訴訟を行う必要があるため、手続きが煩雑となり、迅速な処分を

実施することができない。 

・虚偽・誇大広告違反の場合、国内年間売上が数百億円規模の医薬

品がある中で、200 万円を最高額とする罰金では、違反行為によって

得られる高額な利益に対して十分な抑止効果があるとは言えない。 

（出所：厚生科学審議会 医薬品医療機器制度改正部会（2018年度第 9回）「資料 1」より作成） 

 

景品表示法を参考に課徴金制度を導入する方向で議論されている 

「不当景品類及び不当表示防止法」（通称、「景品表示法」）において、虚偽・誇大広告から消費者を保護することを目的とし

て、2016 年に課徴金制度が導入された。医薬品の場合でも、過去に虚偽・誇大広告による薬機法令違反が発生（表 1）し

ているため、景品表示法に倣って課徴金制度を導入する方向で議論されている（表 4）。仮に本制度が導入され、年間売上

100 億円の医薬品が虚偽・誇大広告違反とされた場合、従来は 200 万円以下の罰金であったところ、最大で 4.5 億円（＝

100億円×4.5%）の課徴金となるため、従前の 200倍以上もの金額を支払うことになる可能性も考えられる。 

 

表 4：薬機法における課徴金制度案 

項目 薬機法における課徴金制度案 参考とした景品表示法の課徴金制度 

課徴金対象行為 虚偽・誇大広告 優良誤認表示16、有利誤認表示17 

算定方法 
虚偽・誇大広告によって得た医薬品の「売上額」に 4.5%

を乗じた金額。 

優良誤認表示等によって得た商品・サ

ービスの「売上額」に 3%を乗じた金額。 

減免措置等 

・企業が自主的に国に報告した場合や課徴金対象行為

が景品表示法と重複した場合に対して減額措置がある。 

・他の行政処分（業務停止命令、業務改善命令等）が執

行されている場合に対して免除措置がある。 

企業が自主的に国に報告した場合や返

金措置を実施した場合に対して減額措

置がある。 

（出所：厚生科学審議会 医薬品医療機器制度改正部会（2018年度第 9回）「資料 1」及び厚生労働省「医薬品、医療機器

等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案（2019年 3月 19日提出）」より作成） 

                                                   
15 厚生労働省 2016年 1月 8日付報道発表資料 
16 商品や役務の内容について、顧客に対し実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引するもの。 
17 商品や役務の価格について、顧客に対し実際のものよりも著しく有利であると示すことにより、不当に顧客を誘引するもの。 
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先駆け審査指定制度等の法制化 
 

 

ここまで、薬事責任役員の設置や課徴金制度の導入など、製薬企業のガバナンスに対する規制強化について述べてきた

が、薬機法改正では、新薬の開発インセンティブに資する制度の導入も議論されている。具体的には、「先駆け審査指定制

度」と「条件付き早期承認制度」の法制化である。 

 

国内開発のインセンティブとして「先駆け審査指定制度」が 2015年に試行導入された 

かつて、海外では使用可能な革新的な医薬品が国内では未承認のため使用できないという「ドラッグ・ラグ」が大きな問題と

なっていた。この「ドラッグ・ラグ」には、海外と国内の申請時期の差を表す「開発ラグ」と、海外と国内の審査期間の差を表

す「審査ラグ」という 2つの要因が存在し、2007年には平均 3.4年の「ドラッグ・ラグ」が生じていた18。 

 

「審査ラグ」については、医薬品等の審査を担当する医薬品医療機器総合機構（通称、「PMDA」）の人員が 2008年 4月の

256 人から 2019 年 4 月時点では 930 人と約 3.6 倍に増加19したことにより、ほぼ解消してきているが、「開発ラグ」につい

ては、国内開発のインセンティブが海外と比べて低いことなどが要因で、依然として 1~2年のラグが生じていた。 

 

そこで、製薬企業に対して革新的な新薬の国内開発を促すべく、2015 年に試行的に導入されたものが「先駆け審査指定

制度」である。本制度の対象医薬品として厚生労働省から指定20を受けると、審査期間の短縮（12 ヵ月→6 ヵ月）や、開発と

並行した前倒し審査（事前評価）の実施、薬価上の特典などのインセンティブが与えられることになる（図 4）。 

 

図 4：先駆け審査指定制度のイメージ 

 

（出所：厚生科学審議会 医薬品医療機器制度改正部会（2018年度第 2回）「資料 1-1」より作成）） 

  

                                                   
18 医薬品医療機器総合機構「ドラッグ・ラグの試算（2006~2009年度）」 
19 医薬品医療機器総合機構「独立行政法人医薬品医療機器総合機構の組織の概要」 
20 厚生労働省「先駆け審査指定制度について」。指定医薬品は次の 4要件をすべて満たすことが必要である。 

①治療薬の画期性、②対象疾患の重篤性、③対象疾患に係る極めて高い有効性、④世界に先駆けて日本で早期開発・申請する意思 
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開発ラグの減少に「先駆け審査指定制度」が一因として寄与しているものと思われる 

「開発ラグ」は 2015 年度以降、減少してきている（図 5）。日本を含む国際共同治験の活性化等、様々な要因が挙げられる

が、国内開発のインセンティブに資する制度として 2015 年に「先駆け審査指定制度」が試行導入されたことも、「開発ラグ」

の減少に寄与しているものと思われる。 

 

図 5：直近の開発ラグの推移21 

 

（出所：医薬品医療機器総合機構「ドラッグ・ラグの試算」より作成） 

 

国内開発が困難な新薬開発を促すべく、「条件付き早期承認制度」が 2017年に試行導入された 

革新的な新薬の中には、国内での患者数が少ない等の理由により、開発がなかなか進まないものも存在する。このような

新薬の国内開発を促すべく、2017 年に試行的に導入されたものが「条件付き早期承認制度」である。本制度の対象医薬

品として厚生労働省から指定22を受けると、全投与症例を対象とした市販後調査等の実施を条件に、検証的臨床試験（フェ

ーズⅢ試験）を実施することなく、承認を得ることが可能となる（図 6）。なお、市販後における調査や臨床試験の実施により、

一定程度の有効性や安全性に係る情報が収集された場合は、厚生労働省において中間評価が実施され、承認条件の変

更や解除が行われることになる。 

 

  

                                                   
21 ここでの「開発ラグ」及び「審査ラグ」は以下を示す。 

・開発ラグ：当該年度に国内で新規承認申請された新薬について、米国における申請時期との差の中央値 

・審査ラグ：当該年度（米国は暦年）における日米間の新薬の新規承認された総審査期間（中央値）の差 
22 厚生労働省通達 2017年 10月 20日付「医薬品の条件付き早期承認制度の実施について」。 

指定医薬品は次の 4要件をすべて満たすことが必要である。①適応疾患の重篤性、②医療上の有用性、③検証的臨床試験（フェーズⅢ試験）の実施

が困難又は長期間を要するもの、④検証的臨床試験以外の臨床試験等の成績により、一定の有効性・安全性が示されているもの 
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図 6：条件付き早期承認制度のイメージ 

 

（出所：厚生科学審議会 医薬品医療機器制度改正部会（2018年度第 2回）「資料 1-1」より作成）） 

 

製薬企業における開発予見性を高めるべく、「先駆け審査指定制度」等を法制化する方向で議論されている 

革新的な新薬の国内開発を促す制度として、「先駆け審査指定制度」と「条件付き早期承認制度」を紹介してきたが、両制

度はともに、行政通達により「試行的」に実施されているものであるため、制度の改廃が容易であり、製薬企業にとっては開

発の予見性が乏しいものとなっていた。このため、両制度の試行導入から一定年数が経過し知見が蓄積されてきたことも

考慮し、製薬企業の予見性を高めるべく、今回の薬機法改正の中で、両制度をより改廃が困難な法律事項に格上げする

方向で議論が進められてきている（図 7）。 

 

図 7：法の階層関係 
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法制化された際は、「先駆け審査指定制度」の指定が受けやすくなることが予想される 

また、「先駆け審査指定制度」は、これまで公募という形式をとっており、公募ごとに指定医薬品数の上限が定められていた

ため、相対評価により、指定要件を満たしたとしても指定されないことがあった。しかし、現行の薬機法において、法律事項

の他のインセンティブ制度として「希少疾病用医薬品制度」23が存在するが、指定要件が法律に明記されていることから、指

定医薬品数の上限はなく、絶対評価により、指定要件を満たしたすべての申請医薬品が指定されている（表 5）。 

従って、「先駆け審査指定制度」が法制化された際には、指定要件が法律に明記されることになる24ため、「希少疾病用医

薬品制度」と同様に絶対評価となることが予想され、指定要件を満たせば指定を受けることができるという点も法制化によ

るメリットになると考えられる。 

 

表 5：先駆け審査制定制度と希少疾病用医薬品制度の比較 

項目 希少疾病用医薬品制度25（現、法律事項） 先駆け審査指定制度26（現、行政通達事項） 

指定要件 法律に明記 行政通達に明記（法律には明記されていない） 

申請期間 なし（いつでも申請可能） 公募期間のみ 

指定医薬品数の上限 なし あり（公募で示された医薬品数のみ） 

指定方法 

絶対評価 

・指定要件を満たした申請医薬品はすべて

指定される。 

相対評価 

・指定医薬品数の制限があるため、指定要件

を満たした申請医薬品の中でより優れたもの

が指定される。 

・すなわち、指定要件を満たしたとしても必ず

指定されるとは限らない。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
23 指定を受けた医薬品は、優先審査や研究開発助成金、研究開発税制の対象となる制度。 
24 厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」（2019年 3月 19日提出） 
25 薬機法第 77条の 2において、以下の 2要件のすべてを満たした医薬品を希少疾病用医薬品として指定できると明記されている。 

 ・その用途に係る対象者の数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達しないこと。 

 ・申請に係る医薬品につき、製造販売の承認が与えられるとしたならば、その用途に関し、特に優れた使用価値を有することとなる物であること。 
26 厚生労働省通達 2015年 4月 1日付「先駆け審査指定制度の試行的実施について」 
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消費税増税に伴う薬価改定 
 

 

消費税増税時には薬価も改定される 

2019 年 10 月に消費税が 8%から 10%に増税されることが予定されている。患者が医薬品を購入する際は非課税だが、

医薬品は①製薬企業から医薬品卸売企業、②医薬品卸売企業から医療機関、③医療機関から患者へと流通しており、こ

の①及び②では消費税が課税されている。このため、消費税増税分を適切に薬価に転嫁することを目的として、増税時に

は通常薬価改定も実施されており、2019 年 10 月の消費税増税に合わせて薬価も改定されることとなった27。ただし、あく

までも消費税増税が前提であるため、仮に消費税増税が延期となった場合は、薬価改定も延期されることになっている。 

 

2019年薬価改定は 2018年の薬価調査結果に基づき実施される 

今回の消費税増税に伴う薬価改定は、2018 年 9 月に実施された薬価調査結果に基づき、以下の算定方法で実施される

ことになっている（図 8）。従前の算定方法との違いは消費税率が異なるのみである。 

 

図 8：新薬価の算定方法 

 

新薬価 ＝ 医療機関への販売価格（税抜）の加重平均値 × （1+消費税率 10%） ＋ 調整幅 

（出所：中央社会保険医療協議会 総会（第 405回）「総-8」より作成） 

 

なお、今回の薬価改定における改定率の方針が厚生労働省から既に示されており、消費税増税分を除くと、1品目あたり

平均して 1%程度の薬価の引き下げとなることが予想される（表 6）。 

 

  

                                                   
27 中央社会保険医療協議会 総会（第 405回）「総-8」 
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表 6：2019年の薬価改定の改定率方針 

項目 
2019年薬価改定時 

（消費税増税に伴う臨時改定） 

薬価全体 ▲0.51% 

うち、市場価格変動分 

（図 8の算定方法によるもの） 
▲0.93% 

うち、消費税増税分 +0.42% 

（出所：中央社会保険医療協議会 総会（第 404回）「総-4」より作成） 

 

新薬創出加算は消費税増税時の薬価改定でも適用される 

今回の薬価改定は、2019 年 10 月に予定されている消費税率の引上げに伴う、あくまでも臨時的な改定であるため、市場

価格（医療機関への販売価格）に基づく消費税増税の影響を補正するための改定に限定することとされており、市場拡大

再算定28や長期収載品29の特例的な薬価引下げ（G1、G2）30などのルールは適用されないこととなった31。しかし、新薬創

出加算は、市場価格に基づく算定薬価（図 8）と改定前薬価の差分を加算するものであるため、今回の薬価改定でも 2018

年薬価改定と概ね同様の方法32で実施されることとなった。 

 

消費税増税に伴う薬価改定の半年後に次の薬価改定が予定されている 

2019年 10月に消費税増税に伴う薬価改定が予定されているが、その半年後に次の薬価改定（2020年薬価改定）が実施

される予定である。2020 年薬価改定は 2018 年薬価改定と同じく、薬価調査結果に基づき薬価が改定されるとともに、市

場拡大再算定や長期収載品の特例的な薬価引下げ（G1、G2）なども対象となる。なお、2020 年薬価改定は、2019 年 10

月の薬価改定から半年間しか経過していないため、通常よりも薬価の引下げが小さくなると思われるかもしれない。しかし、

2019年 10月の薬価改定は、2019年ではなく 2018年の薬価調査結果を受けて実施されるため、それ以降の市場価格変

動分が 2020年薬価改定に反映されることになる（図 9）。従って、2020 年薬価改定は、通常の改定よりも薬価引下げが小

さくなるとは言えない。 

 

図 9：2019年度の薬価改定スケジュール 

 

                                                   
28 年間販売額が非常に大きく、かつ、予想販売額の一定倍数を超えた場合に、薬価改定時に追加で薬価を引き下げる算定方法。 
29 後発薬が上市している先発薬を指す。 
30 後発薬上市から一定年数が経過した長期収載品に対して、薬価改定時に段階的に後発薬の薬価まで引き下げる算定方法。 
31 中央社会保険医療協議会 総会（第 403回）「総-1」 
32 通常の薬価改定時には企業指標に基づき算定し直した企業分類に応じて新薬創出加算が適用されるが、今回の消費税増税に伴う薬価改定では、

2018年薬価改定時に分類された企業分類に応じて新薬創出加算が適用されることとなっている。 
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（参考）新薬創出加算 

新薬創出加算とは、後発薬が上市されるまで新薬の薬価の引下げが猶予される制度。2018 年薬価改定時に「企業分類」

という概念が導入され、当該企業分類（区分 1~3）に応じて、薬価が維持又は引き下げられることとなった（図 10、表 7）。 

 

図 10：新薬創出加算適用時の薬価推移（イメージ） 

 

（出所：中央社会保険医療協議会 薬価専門部会（第 144回）「薬-1参考 3」より作成） 

 

表 7：新薬創出加算に係る企業分類 

企業分類 要件 加算方法 

区分 1 
新薬創出加算の対象である製薬企業33のうち、算定

数34が上位 25%程度の企業 

原則、改定前薬価と市場価格に基づく

算定薬価との差分の全額（注）を加算 

区分 2 
新薬創出加算の対象である製薬企業のうち、区分 1

及び 3以外の製薬企業 

区分 1 企業の場合における加算額の

0.9倍を加算 

区分 3 
新薬創出加算の対象である製薬企業のうち、算定数

が最低点である企業（医療系ベンチャーを除く） 

区分 1 企業の場合における加算額の

0.8倍を加算 

（注）改定前薬価と市場価格に基づく算定薬価との乖離が大きな場合は、加算額の上限が設けられているため、区分 1 で

あったとしても、すべて薬価が維持されるとは限らない。 

（出所：中央社会保険医療協議会 薬価専門部会（第 144回）「薬-1参考 3」より作成）  

 

                                                   
33 新薬創出加算適用の医薬品を有する企業であって、かつ、厚生労働省からの医薬品開発要請に適切に対応している製薬企業 
34 以下の 5つの企業指標を基に算定される。 

①国内治験実施数（フェーズⅡ臨床試験以降に限る）、②過去 5年間に薬価収載された新薬の成分数、 

③過去 5年間の厚生労働省の開発公募医薬品に対する国内治験の着手数、④過去 5年間の開発公募医薬品に係る承認取得数 

⑤過去 5年間に先駆け審査指定制度の指定を受けた医薬品数 
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おわりに 
 

 

本稿では、薬機法改正案の主要テーマである「薬事責任役員の設置」、「課徴金制度の導入」及び「先駆け審査指定制度

等の法制化」について、改正の方向性を紹介してきた。また、2019 年 10 月に予定されている消費税増税に伴う薬価改定

についても併せて紹介した。 

 

薬機法については、現在、国会で審議中であり、施行までにはしばらくの時間を要するものと想定されるが、薬機法令違反

事例を改正の発端としているため、法改正の内容は、「薬事責任役員の設置」や「課徴金制度の導入」など、主に規制を強

化する内容となっている。特に、「課徴金制度の導入」では、虚偽・誇大広告違反に対して、多額の課徴金の支払いを義務

付ける内容となっており、製薬企業にとっては、より一層の法令遵守が求められることになる。 

 

この薬機法改正に対して、製薬企業が取るべき戦略としては、 

 経営陣自身が薬機法の内容を熟知するとともに、法令遵守が当然といった統制環境を構築する 

 総括製造販売責任者等の職位が役員以外である製薬企業にあっては、当該技術責任者を適切な役職に位置付け、

経営会議（経営陣の参加する執行会議体）の構成員とすることにより、経営陣と現場の技術責任者（3 役）との密接な

コミュニケーションを構築する 

 医薬品の医療機関への情報提供の際には、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン35」を遵守する 

などが考えられる。なお、当該ガイドラインへの対応に関しては、デロイト トーマツでも体制構築からシステム導入までの体

系的な支援を実施している36ので、参考にされたい。 

 

一方で、薬機法改正案には、「先駆け審査指定制度等の法制化」のように、製薬企業にとってはメリットとなる事項もあり、

指定医薬品が「先駆け審査指定制度加算」として薬価の加算対象、ひいては、新薬創出加算の対象ともなる「先駆け審査

指定制度」の指定方法が、法改正により、従前の相対評価から絶対評価に変わることが予想され、指定要件さえ満たせば

指定を受けられるようになると推測される。このため、製薬企業にとっては、当該制度の指定を見据えた医薬品開発が一層

重要になってくるものと考えられる。 

 

また、2019年度は、2019年 10月に消費税増税に伴う薬価の臨時改定、2020年 4月に薬価の本改定と半年間で 2回の

薬価改定が実施される予定である。まだ 2020年の薬価改定率の方針は示されてはいないが、2018 年の薬価制度改革を

もたらした高額薬剤問題を考慮すると、2020年 4月の薬価改定でも、製薬企業にとっては厳しいものになることが予想され

る。そこで、今後も引き続き、厚生労働省での 2020年薬価改定に向けた検討状況を注視していきたいと考える。 

 

なお、本稿で示した考察は、あくまで筆者の厚生労働省で培った薬事業務経験を基に推測したものにすぎないことに留意さ

れたい。 

                                                   
35 厚生労働省通達 2018年 9月 25日付「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインについて」 
36 有限責任監査法人トーマツ及びデロイト トーマツ リスクサービス株式会社 2018年 10月 3日付ニュースリリース 
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