
デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 

日本におけるマーケット・アクセス部
門のあり方：グローバルトレンドと日本
への影響 

要旨 

世界各国において、マーケット・アクセス部門の重要性が増している。現在の人口動態と社会制度の変化を

鑑みると、日本においてもマーケット・アクセス機能の果たす役割は重要なものとなるであろう。本稿では、グ

ローバルにおけるマーケット･アクセス部門の役割の変化、それに伴い生じてきた課題、および今後の日本に

おけるマーケット･アクセス部門への示唆について検討、解説したい。 



マーケット・アクセス部門に関する世界のトレンド 

世界各国の医療費はGDP成長率をはるかに上回る

速度で増加しており、この結果、政府や保険者はこ

れまでにない強い態度で費用抑制に臨んでいる。 

高齢化による医療費の増大と、さらには近年の景気

の低迷により、患者や保険者、政府のコスト意識は

高まり続けているためである。 

「毎年、医療費のために、私たちがこつこつと貯めた

資金は食い尽くされてしまう…これが、この国で30

秒に1件の破産を引き起こしている元凶なのだ」 

バラク・オバマ米大統領* 

米国では医療制度改革により、費用対効果を重視

する動きが急速に進められている。一方、NICE（英

国国立医療技術評価機構）をはじめとする欧州の規

制当局は、保険償還制度の改革を中心とした取り組

みを続けている。 

「我々は需要・供給の両側面から医療を改革しなけ

ればならない。つまり、重要なのは選択、競争、アウ

トカムの重視だ･･･」 

デーヴィッド・キャメロン英国首相* 

 

 

 

意思決定要因の変化 

保険者の影響が高まるにつれ、マーケット・アクセス

と医薬品の価格の確保は、製薬企業が抱える最大

の課題として急浮上してきた。 

 保険者の医薬品の償還可否に関する最終的な

判断材料としての、比較効果（および医療技術

評価（HTA））の採用拡大 

 「実データ」に裏付けられた医療経済性の重要

性の増加 

 ステークホルダーの知識向上とデータ活用範囲

の拡大による、医薬品の有効性／アウトカム重

視路線の台頭 

 保険者のリスク緩和策として「治療効果が得られ

た場合にのみ薬剤費を償還」するアプローチの

普及 

 ステークホルダー間、複数国間における、医薬

品価格の透明性の向上 

 出来高払い方式から、疾病に対する管理型医療

（包括払い方式）へのシフト 

 個別化医療あるいは特定の患者セグメントにお

けるベネフィットに対する関心の高まり 

2 

出所： Economist Intelligence Unit 

*出所: “Address to Joint Session of Congress.” (オバマ大統領演説）および “How the NHS Can Deliver Rising Standards on 

Health Care.” （キャメロン首相演説） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーケット・アクセスとは？ 

過去の経緯を振り返ると、マーケット・アクセスおよ

び管理型医療の戦略は、個々の患者に適切な医薬

品による治療を、より確実に提供することを目指して

生まれたものである。つまり、製品化の最終段階で、

償還リストへの収載、あるいは処方制限や処方への

阻害要因（処方順序の縛りや、不利な償還区分な

ど）の少ない収載条件を獲得するための戦略を意味

した。そのため、多くの場合、マーケット･アクセス部

門の成功と失敗に関する唯一の評価指標は、「十分

な」アクセスの確保（一般的に、一定の患者自己負

担内で先発品の処方が可能なカテゴリーであるTier 

2の被保険者の85%に処方可能であること）であっ

た。つまり、Tier 2の85%に対する処方を可能とでき

たならばマーケット･アクセス部門は責任を果たした

ことになり、それができなければ、失敗とみなされた

ことになる。この「アクセス」レベルを確保するために

製薬企業が使える武器は、保険者（最近は代理人

であるファーマシーベネフィットマネージメント

（PBM）であることも多い）とのリベート交渉にほぼ限

られていた。このリベートは、望ましい条件で償還リ

ストに収載され、医師が処方するという「難関を突破

した」際に支払われるものである。 

この数年間で、「マーケット・アクセス」部門が担う役

割は大きく変化した。その役割定義は依然として単

純で、個々の患者に適切な医薬品をより確実に届

けるというものである。ただし、現在の医療保険制度

においては、適正なアクセスを確保することはもは

や単純な仕事ではなくなっている。 

現在、厚生労働省をはじめとする世界の保険者は、

以前にも増して保険適応医薬品の評価に積極的に

取り組んでおり、コスト意識を大きく高めている。こ

の潮流をリードしているのはヨーロッパの当局であり、

厚生労働省もこれに追随すると考えられる。莫大な

データ（臨床データ、レセプトデータ、疫学データな

ど）が入手可能になり、更に保険者のデータ分析力

が向上したことにより、ヘルスケア領域におけるス

テークホルダー間のパワーバランスに変化が起こっ

た。結果、製薬メーカーが取り残された形になったと

も考えられる。欧米の保険者は極めて精緻な分析

能力を身に付け、実臨床での効果や経済的アウトカ

ムを自ら評価することが可能となり、保険償還の意

思決定においてはこれらの評価結果により重きを置

くようになった。更に、患者、雇用主、政府当局、薬

剤師などの他のステークホルダーもコスト重視の姿

勢を強めており、マーケット・アクセス戦略の対象に

含めなければならなくなったことがより複雑な状況を

生んでいる。マーケット・アクセス戦略においては、

臨床面だけではなく、経済的側面も含めた価値の訴

求が重要性を増している。 
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出所： デロイト分析、 

製薬企業・サプライヤー236社に対する調査結果；フィイナ
ンシャルタイムズ（2011年7月） 



一部の製薬企業では、償還リストへの収載はマー

ケット・アクセスの一要素に過ぎないことに気付きは

じめている。しかしこの認識は生まれたばかりであり、

これを各社の戦略に織り込むには、今後の検討を

要するであろう。製薬企業のトップも、85%の目標を

達成したにもかかわらず、売上目標に達しない製品

が増えているという状況からこの状況を理解してい

るはずである。反対に、カバー率が85%に達してい

ない、もしくはさほど好ましくない条件のカテゴリーに

分類されながらも成功している製品の例もある。 

臨床的差異の有無はマーケット・アクセスの観点か

らの製品の成功・失敗に一役買っているのは確かで

ある。しかし、不利なカテゴリーに分類された製品で

あっても医師への販売に成功している（営業・マーケ

ティング力）、患者自己負担に対して戦略的に補助

を行うことにより好ましくない償還条件の影響を埋め

合わる（法的に可能な国に限る）、広告を通して患者

の需要を掘り起こす（これも可能な国のみ）という

ケースに見られるように、他の要素も重要なのだ。

多くの場合、製薬企業は業界の環境変化に追いつ

けていないものだが、経済的な意思決定にあたって

は、より強力な価値の提示とコミュニケーションが必

要とされているのである。 

製薬企業が成功を収めるために、マーケット・アクセ

スはかつてないほど重要な機能になっている。これ

までに述べたような新たな課題に立ち向かうには、

それらに徐々に対応するのではなく、マーケット･ア

クセス機能におけるアプローチ、システム、能力、組

織をどう改革すべきかを総合的に検討しなければな

らない。 

 

今日におけるマーケット・アクセス戦略の策定 

償還リストへの収載に留まらない、この新しく広義な

マーケット・アクセスの定義は、製薬業界において極

めて重要な戦略の転換を意味する。デロイトでは、

製薬企業がマーケット・アクセス戦略における成功

を収めるには、アクセスをいつ、どのように獲得する

かをより広い視野から検討する必要があると考える。

今日の世界で成功を手にするには、社内の全組織

がそれに相応しい形に生まれ変わらなければならな

い。 
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「次世代型」マーケット・アクセス部門を構築し、競争優位性を高める 

出所： デロイト分析 



マーケット・アクセス戦略の成功の鍵は、開発の早

い段階で保険者のニーズを取り込むところから始ま

る。化合物が市場で生き残る可能性（保険者のニー

ズに合致するか否かで決まることが多くなっている）

については、開発の端緒から分析し、判断要素とし

なければならない。治験は、新製品が市場に投入さ

れる段階で投げかけられる経済性に関するあらゆる

疑問に答えを出せるようデザインされなければなら

ない。製薬企業にはデータ作成と分析、特にエビデ

ンスに基づく医療（EBM）あるいは比較効果のプロ

であることが求められる。その上で、分析結果を投

資意思決定や戦略策定の際に織り込み、製品の包

括的な価値の証明に備えるべきである。 

もし保険者のニーズやマーケット・アクセス戦略を開

発の初期段階で考慮せず、その後の開発プロセス

でも検討しないならば、社内リソースの分配、ター

ゲット医師の選択、製品の価格設定をはじめとする

数多くの事業上重要な意思決定が、最善ではない、

あるいは誤ったものになるであろう。最終的に製品

あたりの収益率は悪化し、時には深刻なダメージを

受けかねない。マーケット・アクセスを考慮するのが

遅すぎたため、上市時に製品が成功しなかった例も

増えている（シムコールやオングリザがこの例かもし

れない）。反対に、製薬企業がマーケット・アクセス

について早い段階で検討を始めたことで恩恵を受け

てた製品の例も増えている（ジャヌビアやアドエアな

ど）。 

製薬企業には、保険者のニーズを早期かつ頻繁に

取り込むことに加え、広がりつつある多くのステーク

ホルダー（規制当局、権利擁護団体、薬剤師、医師、

患者）に対応することでマーケット・アクセスを確保し、

製品の売上目標を達成する能力が求められる。

マーケット・アクセスの確保の過程において、製薬企

業はそれぞれが異なる使命とモチベーションを持つ

複数の組織と、現在よりはるかに大きなネットワーク

を築くことになる。どこで彼らの利害が一致し、対立

するのか、「マーケット・アクセス」に関わるすべての

プレーヤーを理解し、対応することが更に重要にな

る。 

マーケット･アクセス部門における新たな役割を効果

的にサポートするため、組織もまた改革の必要があ

る。製品戦略、マネージドケア、薬価戦略、HEOR

（医療経済評価）、営業、学術といった各部門は、今

までのように社内ですぐ傍にいながらも、内実別々

に仕事をするということは許されない。組織全体およ

び上述の重要部門が一体となり、連携して業務を行

うことで、あらゆる資源を活用した最も強力な戦略を

打ち立てていくことが求められる。 

例えば、マーケット･アクセスを交渉するタイミングで、

戦略的な患者自己負担金援助プログラムと、医師

への集中的なディテーリングを同時に実施すれば、

コスト削減およびマーケット・アクセス戦略からのリ

ターン増加が期待できる。製品分類、製品によって

は、保険者へのリベートを増やすよりも、患者や医

師に対して直接使う費用を増やす方がはるかに効

果的な場合もある。 
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組織改革を進めるにあたっては、早くは非臨床段階

から、下記のようなポイントを検証するための取り組

みがマーケット・アクセス戦略の一部として検討、実

行されなければならない： 

 ターゲット市場は、（医学的だけではなく）経済的

な発展可能性がある 

 臨床試験やEVE（経済価値評価）などの補足分

析により、規制当局だけではなく、保険者のニー

ズを満たす情報が得られる 

 マーケティング活動とインセンティブ供与のタイミ

ングと対象は、その薬効群に対する医療および

購買プロセスにおいて各保険者が果たしている

役割を加味したものである 

製品が開発パイプラインを進んでいく段階で、常に

マーケット・アクセスを考慮し、上市時のマーケット・

アクセス戦術（価格決定や契約など）を現実的かつ

医師や患者向けの戦略／戦術と一体的に策定する

ようにする必要がある。 

結論 

今日の世界でマーケット・アクセスを獲得するために

製薬企業に求められることは、経済性および保険者

の観点からニーズを深堀りし、開発の初期段階から

マーケット・アクセス戦略を包括的に策定し、新たな

能力とあるべき組織体制を活用した戦略立案を支

援していくことである。我々が見る限り、多くの製薬

企業は現在の市場環境へ適合する準備ができてい

ない状態である。 

今後数年のうちに、日本でもマーケット・アクセス部

門の重要性が増し、欧州やオーストラリア、米国の

状況に近づいてゆくだろう。経済構造や人口構成が

変化していく状況下では、日本政府は欧州のような

（リアルワールドでの）比較効果基準や費用対効果

ガイドラインの導入を進めざるを得ないと考えられる。

日本におけるマーケット・アクセス部門は、そのよう

な流れに対応していくことが求められる。 
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成功のために必要な能力を見極める作業は始まりにすぎない。これらの能力は複雑な組織内の
様々な部門において横断的に発揮されなければならない 
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