
１．研究の目的と背景

　医療用医薬品の研究開発型製薬企業は、革新的
な薬剤への要求が高まる一方、医療費に対する薬
剤費の抑制、新規物質の承認件数低下、安全基準
の厳格化、ジェネリック薬との競合激化などの課
題に直面している。医療用医薬品の研究開発には
長い年月と巨額の研究開発投資が必要であるにも
関わらず、革新的な新薬の開発に成功するとは限
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らない高い不確実性が存在する。データが入手で
きる1981年以降、米国主要製薬企業の研究開発費
は一貫して増えている1。一方、米国食品医薬品
局（以下、FDA）のデータベース（以下、DB）
から新規物質の承認件数を検索すると、1970～
1990年代半ばまでは概ね右肩上がりに増えるが、
新薬黄金期（1996～1999年）を境にして減少に転
じる。即ち、医薬品の候補物質探索から有効性・
安全性・品質の確保等が確認されて、商品として
市場に送り出すまでの過程（以下、創薬2）の生
産性低下傾向が見られる3。主要なブロックバス
ターが特許切れを迎えジェネリック薬にシェアを
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下してきている。ブロックバスターが特許切れを迎え、ジェネリック薬品にシェアを奪われる「2010年問題」は、焦眉の
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ているかを確認した。更に、薬効の種類（what）を比較することによって普及度合いを検証した。その上で、配合剤の普
及については日米でどのように異なるのか（how）、何故そうなのか（why）の考察を行った。
　LCMとしての配合剤は、知的財産権を活用することによって顧客に価値を提供する手法であり、製薬企業にとっては少
ない研究開発費（コスト）と低い事業リスクでキャッシュフローを維持できる代替戦略と位置付けられる。
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奪われる「2010年問題」は、多くの研究開発型製
薬企業にとって経営上焦眉の問題となっている。
当然の事ながら、上市まで漕ぎ着けた製品は、他
に失敗した候補物質に投下された投資額も含めた
研究開発費（サンクコスト）を回収して利益を上
げなければならない。獲得した知的財産の計画的
なライフサイクル・マネジメント（以下、LCM）
は新薬不足を補う有力な手段となっており、注目
を集めている。
　そのような事業環境下において、配合剤は単剤
の合計額より薬価は低く、効能・効果や服薬遵守
の向上、副作用の軽減など、患者に付加価値を提
供している点は見逃せない。2000～2009年の10年
間に承認された配合剤の件数は、米国の92件に対
して、日本は19件に過ぎない。その内、2008年と
2009年は単年で各５件承認され、2010年もこの傾
向は続いており、今後の増加が予測される。然る
に、「医薬品のLCM」4に関連する研究は国内外と
もに少なく、「配合剤」に焦点を当てた研究は見
当たらない。
　本稿では、日本に比べて配合剤が多く上市され
ている米国と国際比較することによって、薬剤の
供給側である製薬会社の配合剤戦略の特徴を明ら
かにする事を目的とする。即ち、どのような会社
が（who）、 何 の た め に（why）、 何 を 対 象 に

（what）、如何なるタイミング（when）で配合剤
を開発しているのか、データに基づき客観的に検
証していきたい。その上で、日米で違い（where 
& how）があるとすれば、何故なのか（why）、
規制側（審査当局）、需要側（患者・保険者－医
療費負担者、医療従事者）の視点を踏まえて考察
を試みる。
　以下、第２節では先行研究のレビューを行い、
第３節では仮説と方法論・データを説明し、第４
節ではデータによる日米比較分析を行い、第５節
では考察とまとめを行う。

２．先行研究

（１）LCM関連
　LCMという概念は、ハーバードビジネスレビ
ューに載ったLevitt（1965）によって広く知られ
るようになった。どのマーケティングの教科書に
もベル型またはS字型で説明されている5。医薬品
を対象とした研究では、Cox（1963，1967）が先
駆的であり、Jernigan et al.（1991）は上市後長
期間を観察することにより売上推移の類型を細分
化した。Narayanan et al.（2003）は、医師との
コミュニケーション活動を情報提供型と説得型に
分けLCMにおける有効性を示した6。井田・隅蔵・
永田7は、企業のとる戦略が占有可能性と技術機
会に及ぼす影響について分析している。前者は、
戦略論のa.ポジショニング・アプローチとb.リソ
ース・ベースト・ビュー（RBV）というフレー
ムワークで整理し、LCMは知的財産権の計画的
な取得・権利行使により他社が模倣できない中核
技術を構築する戦略であることからRBVに分類
した。その上で、製薬企業に対して質問調査を行
い、製薬協所属企業（研究開発型）では88.0％が
LCMを実施しており、「製品寿命の長期化」と

「後発品の参入排除」の項目が高くなっている事
を確認した。よって、LCMは新薬から得られる
利益の占有可能性を確保する上で重要な戦略であ
ることが窺えると結論づけている。
　Moore（2005）は一般実務家向けに事例を挙げ
てLCMにおける適切なイノベーション手法を類
型化し、イノベーションの意義はその価格決定能
力にある8と重要性を説いている。
　独占的権利の保護において最も強力な制度は特
許であり、権利保護期間は基本的に20年間であ
る。米国ではHatch-Waxman Act（1984年制定、
特許存続期間延長は1988年改定で導入）9による特
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許存続期間の延長制度（侵食された期間回復で最
長５年、ただし、発売から14年が限度）がある。
米国における研究であるが、医薬品特許の期間延
長について調査した結果、平均延長期間は3.6年、
平均特許期間は9.24年であり、特許の延長は15％
から最大20％の売り上げ増に貢献している。ただ
し、今後、新薬数が減ると、将来的には減少する
ことになる10。
　西村は、医薬品のライフサイクル戦略として、
適用拡大、剤形・投与方法追加、用量追加を対象
として医薬品への需要（付加価値向上）を推計し
た。結果、統計的に付加価値を最も高める方法は
適用拡大であり、それは同時に患者の治療満足度
も高めている。また、剤形・投与方法追加は品目
年齢が高い品目ほど、有効な戦略である11と主張
している。残念ながら、配合剤は研究対象となっ
ていない。
　菊池は、LCMの重要性を整理した上で、ユー
ザーニーズに応えながら長期に亘って有効に活用
できる環境を提供し、世界の健康文化に貢献する
のが最も重要なLCMの目的であり、結果として、
メーカー側にも利益が分配される。…海外におけ
るグローバル企業のLCM課題比率は、そのテリ
トリーの分け方にもよるが、40～60％程度と考え
られる12。また、実務家の経験から効率的LCM実
施・推進のキーポイントとして、LCM部署の社
内設置、経営上層部からのバックアップ、早期計

画と複数LCM戦略の併用、社会性を見極める目
利き、売上ではなくROI、モニタリングとフォロ
ーアップの継続を挙げている13。

（２）配合剤関連
　まずは、配合剤の定義から始めたい。配合剤と
は、２種以上の有効成分を含有する製剤14のこと
である。Brown（2008）によれば、配合剤は４
つのカテゴリーに分類される。a. 既存承認薬

（同じ用法・用量、適用）によるジェネリック配
合薬、b. 同じ処方に使われているが、物理的な
構造の異なる薬剤との配合剤、c. 既存薬による新
処方、かつ、または新効能の配合剤、d. 1または
複数の新規物質を含む配合剤15である。これらの
内、新薬LCMという意味では、b. c. および d. が
該当する。
　Dubey（2009）は、戦略家は製薬企業の成長と
利益を維持するために幾つかの方法を考案してい
るが、製品差別化はそのリストのトップに登場し
ており、研究開発型製薬企業のみならずジェネリ
ック製薬企業も差別化された医薬品の開発競争に
参加しつつある16と述べている。FDAから承認を
受けた案件を新剤型・新配合剤・効能追加に３分
類して、表１の通り戦略に関する適用指標を要領
良くまとめているが、配合剤に関する詳細な分析
はない。
　配合剤に関する議論をすると、製薬業界にある

表１　各種差別化戦略と実施に際しての適合指針

差別化戦略 剤型開発
コスト

臨床治験
コスト

ジェネリックとの
競争感度a

実施への
複雑さb 実施者

新剤型 高 低から中 中から高 中 ジェネリック
先発薬企業

新配合剤 中から高 低から高c 低 中から高 先発薬企業
効能追加 低から中 高 大変低 高 先発薬企業

出典：Dubey（2009）p.118

a　ジェネリック企業による特許非侵害過程の開発または開発者特許を無効にする潜在力  
b　proof-of-concept、臨床前、臨床研究を考慮　　　　
c　低（代替適用）から高（ラベルクレーム適用）
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種のアレルギーがあるように感じられることがあ
る。現在では、米国において多くの配合剤が上市
され使用されているが、Wertheimer & Morrison
によれば、第二次世界大戦後に疑わしい薬剤と効
能が良く知られた薬剤との配合があったことか
ら、特定世代の医師の間では配合剤の使用につい
て抵抗感が生まれ、米国医師会は処方権の問題か
ら反対に回っていた時期があったとのことであ
る。また、調査によると米国では単剤の薬価合計
額と配合剤の薬価を比べると配合剤が必ずしも安
いとは限らないが、配合剤には各種のメリットが
あり、規制の強化は漸進的イノベーションを潰
し、結果的に医療経済にとっても好ましくないと
主張している17。
　谷口は、研究開発投資に対するリターンを得る
上でLCMは重要であり、萬有製薬（現、MSD）
の配合剤プレミネントの第Ⅲ相二重盲検比較試験
における有効性と安全性についてデータを基に述
べている。６年間の再審査期間中は後発品の申請
は受け付けられない18ことから研究開発型製薬企
業にとっての意義を暗に指摘している。

３．仮説と方法論・データ

（１）仮説
　新薬の配合剤は権利期間を延長することによる
キャッシュフローの維持策との批判がある。も
し、その通りであれば、既存自社品とのカニバリ
ゼーション（共食い）の可能性を考えると、特許
などの権利期間が切れる少し前（LCMの成熟期）
に集中することが想定される（仮説１）。企業規
模では最も恩恵を被るブロックバスターを有して
いる主要製薬企業（以下、TOP25）19が主な顔ぶ
れになるかもしれない（仮説２）。その結果、特
定の薬効分野に集中することが推測される（仮説
３）。以上を整理すると、

　仮説１：配合剤は、LCMのライフサイクル成
熟期に行う商品戦略である
　仮説２：主要製薬企業が、配合剤の大半（承認
商品数）を占める
　仮説３：米国市場は、配合剤の特定薬効への集
中度がより高い

（２）方法論とデータ
　日米各市場で承認されている配合剤について、
米国はFDA（CDER）、日本は㈶日本医療情報セ
ンター（以下、JAPIC）のDB20の各種データを基
に客観的に分析を行う。考察においては、製薬企
業IR担当者・プロダクトマネージャー・MRの合
計14人、医薬品担当証券アナリスト・業界誌編集
長の合計４人に半構造的インタビューを実施し
た。仮説別には以下の通りである。
　仮説１：年度毎、会社別に新規物質の承認から
配合剤の承認までの経過期間を調べることによっ
て、商品ライフサイクルのどのステージで配合剤
が計画され、上市されているかの分析を行う。ま
た、具体的にTOP25の会社名と承認件数を検証
する。なお、日本のDBは、米国FDAより項目分
類は細かいが、1998年までしか遡ることができな
い21。そこで、日本については、2000年以降のデ
ータを米国とほぼ同じ基準に調整して、日米比較
を行う。
　仮説２：米国において配合剤の承認件数に年代
による変化があるかどうか、申請企業はTOP25
か否かの検証を行う。日本市場では、TOP25か
否かに加えて内資・外資を区別し、申請区分別件
数における配合剤の位置づけを加味して日米比較
を行う22。
　仮説３：承認された配合剤の効能・効果を調べ
ることによって、どのような分野で製品開発が行
われているのか、また、当該製薬企業はTOP25
なのか否か、更に日本市場においては内資・外資
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を区別して分析を行う。また、第５位までの効
能・効果別にハーフィンダール指数（詳細は後述）
を計算することによってその集中度を確認する。
　以上の検討プロセスによって、日米市場におけ
る配合剤の実態が多角的に浮かび上がる。

４．データによる日米比較分析

（１）仮説１
①米国市場

　TOP25と否かに分け、2000年～2009年（10年
間）にFDAから承認を受けた配合剤について、
当該オリジナル単剤承認日から配合剤承認日まで
の期間別、規模別に整理すると表２のようになる。
　配合剤の承認総数は92件であり、内訳はTOP25
が47件、TOP25以外は45件でほぼ拮抗している。
よって、主要企業が大半を占めるとは言えない。
TOP25は５年未満と５年以上10年未満の件数が
多い。前者は商品ライフサイクルの成長期の拡
大、後者は成熟期における展開または延命を目的
としていると思われる。TOP25以外は15年以上
の件数が多く、特に25年以上の権利期間の切れた
配合剤が占める割合が高い傾向にある。
　これを年度別、TOP25か否か、期間別に図示
すると図１のようになる。横軸はカレンダー年、
縦軸は単剤承認日から配合剤の承認日までの期間

（年）を表す。グラフの下部に注目されたい。縦
軸の０年に幾つかのプロットがある。これらは新
規 物 質 の 承 認 と 同 時 に 配 合 剤 の 承 認 を 得 る

Brown（2008）のカテゴリーc. に該当するケー
スで、最初から新規物質の商品化を配合剤で行っ
ているものである。当初、本稿で想定していた
LCMではないが、配合剤の一つのパターンであ
る。次に、グラフの上部に目を移すと、25年のラ
イン上の数字は期間が25年以上の件数を意味す
る。（　）内はTOP25の件数で合計９件を占めて
いる。具体的には、Wyeth ３件、Novo Nordisk 
２件、J&J、Sanofi Aventis、Schering Plough、Bayer
が各１件である。これらは特許切れ商品であるか
ら新規物質のLCMではないが、グループ内子会
社を含めてTOP25もジェネリックおよびOTCの

表２　直近承認日からの期間別・規模別一覧

５年未満 ５年以上10年未満 10年以上15年未満 15年以上 合計
TOP25 10件/３件 ６件/５件 ３件/５件 ８件/７件 47件

TOP25以外 ７件/３件 ４件/２件 ２件/２件 ９件/16件 45件
合計 17件/６件 10件/７件 ５件/７件 17件/23件 92件

注：表２の表記上、左側は2000～2004年の件数／右側は2005～2009年の件数� 米国FDAのDBより筆者作成

図１　�米国市場における単剤承認日から配合剤承
認日までの期間
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配合剤に取り組んでいる様子が確認できた。
　次に、作成したデータベースを会社別に並べ替
えてみると、開発した新薬の有効成分と同じもの
を使って配合剤を開発しているもの（矢印表示）
が重なって見え難いが、10件（承認数19件）あっ
た。これらは有望なオリジナル単剤を複数回アッ
プグレードさせる継続的イノベーションであり、
LCMの証拠と言えよう。例えば、第一三共は、
主力商品の血圧降下剤オルメサルタン単剤の承認
を2002年４月に得ている（当時、三共）が、その
配 合 剤 を2003年 ６ 月 にBENICAR HCT（ 図 中
①）、2007年9月にAZOR（図中②）の承認を受け
ている。更に、本稿の分析対象期間を外れるが、
2010年7月、別の血圧降下剤アムロジピンと利尿
剤ヒドロクロロチアジドの３剤による３回目の承
認を取得している。
　また、概ね新薬の配合剤と思われる単剤承認日
から配合剤承認日までの期間が15年未満の54件に
ついて見ると、単純平均期間は5.91年、標準偏差
は4.69年である。その内、M&Aの影響を排除す
るためにTOP25会社別（2008年度基準）では、
Abbott、Novartis、Merckが各４件、Bristol-Myers 
Squibb、AstraZeneca、武田薬品、Bayer が各３
件、第一三共、Novo Nordisk、Boehringer Ingelheim、
GlaxoSmithKlineが各２件、Pfizer、Eli Lillyが各
１件であり、合計13社（グループ）で過半数を占
め、平均１社2.43件の配合剤開発を行っている。
更に、配合剤による適用拡大（効能追加）に着目
すると、1970年、1980年代には見られないが、
1990年代に２件、2000年代には８件観察される。
数的には未だ多くはないが、保有する経営資源の
有効活用であるLCMの姿勢が観察される。直近
承認時期からは単純平均で約1.9年である。具体的
に は、Bayer HlthcareのYAZやNovo Nordiskの
ACTIVELLAなどが挙げられる。

②日本市場

　それでは、日本市場はどうであろうか。図２を
参照されたい。承認された配合剤は合計19件23

（類似処方配合剤１件を含む）のみで、前半の
2004年まではわずか４件（類似処方配合剤１件は
非表示）で、後半2005年以降に15件（洗浄灌流液
１件は非表示）、特に2008年と2009年が各５件と
急増している。図中の2005年にある太い縦破線は
2005年の配合剤に関する規制緩和（後述）を示し
ている。企業属性別には、内資８件、外資11件、
武田薬品と大塚製薬を含むTOP25は11件である。
外資は海外で成功した商品を導入している24。ジ
ェネリックと０年配合のケースを除くと、概ね直
近承認日から５年ないし10年に集中している。事
例数が少なく、かつ商品ライフサイクルは一様で
はないので結論を出すには早計であるが、現段階
ではライフサイクル成熟期の上市傾向が観察され
る。

図２　�日本市場における単剤承認日から配合剤承
認までの期間

総合機構およびJAPICのDBより筆者作成
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注）アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（大塚製薬、2007年10月）
とエクストラニール（バクスター、2003年4月）は、該当しな
いとの理由で一般名に有効成分の記載がないことから、図２に
は反映していない。
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てみたい。
　pxをTOP25が占める比率、pyをTOP25以外が
占める比率とすると、帰無仮説と対立仮説は図５
の上部に表したようになる。「TOP25とTOP25以
外の企業では差がない」を帰無仮説として差の検
定を行なうと、1970年代－6.92、1980年代－3.68、
1990年代－3.38、2000年代は0.29となる。有意水
準５％の臨界点の絶対値は1.96なので、1970年代
から1990年代は帰無仮説が棄却され差がある。つ
まり、TOP25以外の会社は配合剤を多用してい
ると言える。ところが、2000年代は帰無仮説が棄
却出来ないことから、米国市場ではTOP25が大
半を占めるとは言えないという結論になる。勿
論、M&AによってTOP25の企業規模が大きくな
り、候補物質をより多く持つようになったとの解
釈も考えられるが、少なくともLCMの一環とし
て配合剤開発に取り組んだ結果ということは言え
そうである。
②日本市場

　前述した通り日本のDBは1998年までしか遡れ
ないので、残念ながら米国と同じ基準での比較は
できない。そこで、調整して2000年～2009年の10
年間の新規物質、新規配合剤、新規投与経路、新
効能（適用拡大）、新剤型、類似配合剤別に承認
件数を見てみよう。表３を参照されたい。
　日本における承認総数は458件である。その内、
新規物質に対する配合剤は、19件（内、類似処方

図３　�米国FDAによる新規物質、配合剤の承認
件数の推移
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図４　米国における配合剤の年代別承認件数
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図５　検定統計量の計算式

（２）仮説２
①米国市場

　図３は、1970年から2009年までの40年間の新規
物質、配合剤（かつ適用拡大を含む）、TOP25か
否か別のFDA承認件数の推移である。
　配合剤に絞って年代別にTOP25とそれ以外に
分けて示すと、図４のようになる。
　配合剤の総件数（含有量等による件数は１件に
調整、別剤型は算入）及びTOP2525による配合剤
の件数は、それぞれ1970年代（17件、２件）、1980
年代（39件、12件）、1990年代（50件、17件）、2000
年代（92件、47件）である。このデータから言え
ることは、a. 配合剤全体の承認件数は年代を追
うごとに一貫して増えている。b. TOP25以外の
企業は商品戦略の一つとして配合剤開発に取り組
んできた。c. TOP25の承認件数は、年代を追う
ごとに増えており、2000年代は過半数を占めるに
至っている。それではTOP25とTOP25以外では
統計学的に違いがあるのであろうか。検定を行っ

H0：px －py=0，H1：px－py≠0であり、
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配合剤１件）に過ぎない。LCMを前提にすると
新規物質から配合剤まで一定のタイムラグがある
が、単純に2000年以降の件数比率で見ると7.5％
である。米国で同様に集計すると43.0％（新規物
質214件、配合剤92件）となる。日本では新規物
質以外では、新効能（適用拡大）が116件と圧倒
的に多く、次に新用量94件、新規投与経路40件、
新剤型23件、新規配合剤18件であり、医薬品開発
のポートフォリオは明らかに異なる（複数の申請
区分が該当する場合があるので、承認総数458件
とは一致しない）。それでは配合剤の申請者別で
はどうであろうか。外国資本が50％超の会社を外
資と定義して、外資のみで申請している場合は１
件、国内社と共同申請している場合は0.5件とし
て数えてみた。母数は19件しかないが、外資が11
件と高く、海外で成功した商品を日本に持ち込ん
でいる。また、新薬26の配合剤14件の内、外資が
10件、武田薬品を含むTOP25（子会社を含む）
が10件を占める。従って、2000年代の日本におい
ては、新薬の配合剤はTOP25が大半を占め、外
資の割合も高いと言える。

（３）仮説３
　2000年～2009年の10年間に承認された配合剤を
効能・効果別に日米比較を行ったものが図６であ
る。図６の左側が日本市場、右側が米国市場であ
る。マス目は効能・効果の承認件数を示している。
複数の効能・効果がある薬剤があるため、承認件
数の合計よりも多くなる。効能・効果（範囲）27

では、日本は17種類（25件）、米国は53種類（111

件）であることから、米国の方が承認を受けてい
る範囲が広く配合剤の普及が進んでいる。
　個別に見ると、日本は、高血圧症が５件あり、
その内の４件が外資である。次いで、グラム陰
性・陽性菌等による腎盂炎・敗血症・複雑性膀胱
炎（大塚、大鵬）、気管支喘息（GSK，AstraZeneca）
が２件である。米国の状況に対応させると、HIV

（GSK）、閉経後骨粗鬆症（Bayer）、高コレステ
ロ ー ル 血 症・ 家 族 性 高 コ レ ス テ ロ ー ル 血 症

表３　日本市場の申請区分別件数

　 新規有効成分 新規配合剤 新規投与経路 新効能 新剤型 新用量 剤型追加 類似配合剤
2000－2004 118 3 20 52 6 31 6 1
2005－2009 137 15 20 64 17 63 9 0
外資シェア 59.6% 55.6% 45.0% 48.3% 34.8% 50.0% 60.0% 100.0%

JAPICのDBより筆者修正作成

図６　効能・効果別の配合剤承認件数の日米比較
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（Pfizer）は各１件である。その他は合計８件で、
内痔核（三菱ウェルファーマ）、内視鏡検査前の
腸管内容物の排除（ゼリア新薬）、タバコ・医薬
品等の誤飲時における催吐（廣貫堂、ツムラ）な
どがある。ちなみに、これらの配合剤の薬効は、
同10年間に日本で承認された全医薬品薬効別のポ
ートフォリオとは全く異なる特徴を有している28。
　では、米国はどうであろうか。高血圧症が13件
と突出しており、２型糖尿病が７件で続く。どち
らも患者数が多く慢性疾患なので市場が大きな薬
効分野であり、その90％をTOP25が占めている。

（逆に言えば、市場をオリジナル単剤で押さえる
ことができたからTOP25になれたとも言える。）
次いで、麻酔関連６件は全てTOP25以外であり、
ニキビ、HIVが各５件、閉経後骨粗鬆症、高コレ
ステロール血症、胸やけ、鎮痛が各４件、十二指
腸潰瘍、避妊、食道炎が各３件である。特徴的な
のは、閉経後骨粗鬆症の４件中２件は配合剤によ
る適用拡大である。以下、胃潰瘍、花粉症、呼吸
器系アレルギー、泌尿器系感染症、不眠症、気管
支喘息、風邪、家族性高コレステロール血症、日
焼け予防が各２件である。その他（各１件）は合
計で31件ある。例えば、ダイエット補助、タム
シ、偏頭痛、マラリヤ（以上、TOP25）、化学兵
器に対する皮膚の保護、発達障害、乾癬、パーキ
ンソン病、麻薬依存症、眼圧/緑内障（以上、
TOP25以外）など様々であり、合計53薬効（111
件）に及ぶ。

　また、集積状況を把握するために、第５位まで
の効能・効果別のハーフィンダール指数29を計算
すると、米国は0.025、日本は0.056となる。米国
市場では、例えば高血圧では13件も上市している
が、合計で53薬効（111件）と広がっている。一
方、日本では海外で成功した特定分野商品が外資
によって持ち込まれている状況にあり、集中度は
日本市場がより高く出てしまった。米国では
TOP25、TOP25以外とも配合剤に取り組んでお
り、薬効の種類も豊富であることから、米国にお
ける配合剤の裾野の広さを示す結果となった。

（５）日米市場別、企業属性、タイミングによ
るまとめ
　上記（１）～（４）を少し乱暴かもしれないが
簡潔に整理すると、表４のようになる。

５．考察とまとめ

　何故、配合剤の取り組みが日米市場で異なるの
であろうか。配合剤のメリットは、効能・効果の
向上、副作用の軽減、アドヒアランスの向上、合
計薬価などが一般的に挙げられる。逆に、デメリ
ットとしては、配合量が固定なので微調整が難し
い、副作用が生じた場合に原因の特定が難しい、
処方・調剤・服薬ミス30などが挙げられる。しか
しながら、これらは基本的に日米で異なるもので
はない。そこで、（１）規制側（審査当局）、（２）

表４　2000年代の配合剤に関する市場別、企業属性、タイミング、目的一覧

市場、他　　　　　　　　　　　  配合タイミング 同時 ５年未満 5～10年 ジェネリック

企業属性
日本

内資 △ △ △ △
外資 － △ ○ △

米国
TOP25 △ ◎ ◎ ○

TOP25以外 △ ○ ○ ◎
　LCMの目的 早期拡大 延命・展開

注）◎：良く当てはまる、○：当てはまる、△：やや当てはまる、－：該当しない
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供給側（製薬企業）、（３）需要側（患者、保険
者、医師等）、それぞれの視点から考察を試みた
い。

（１）規制側－日米の審査機関と規制
　医薬品は許認可を要する商品であり、審査機関
によって、品質・有効性・安全性が審査される。
日米EU医薬品規制調和国際会議（ICH）によっ
て、新薬承認審査の基準を国際的に統一・標準化
が進められているが、配合剤に関わる規制は日米
では異なる。少し長くなるが、重要と思われるの
で日米両国の審査機関とその規制について確認し
てみたい。
①米国の場合

　 米 国 の 新 薬 審 査 機 関 は 米 国 食 品 医 薬 品 局
（FDA）であり、安全性と有効性の観点から製品
特性及び技術的・科学的な専門性が発揮されるよ
うに６部門に分かれている31。配合剤は、FDAに
おいてはCombination product（以下、コンビネ
ーション商品）32に分類される。コンビネーショ
ン商品を取り扱うコンビネーション商品担当室を
設置している。その目的は、内外の利害関係者に
対して透明性を担保することであり、複数の部門
にまたがるケースの調整やガイダンス文書および
規制の作成等を担当している33。
　配合剤に関するFDAの審査方針は、表題21第1
章健康とヒト・サービス部門Ｄ節ヒト用の薬剤第
300.50項「ヒト用の処方配合剤」（2010年4月10日
改訂版） に明確に示されている。すなわち、配合
剤に関する（a）一般的な原則は、a. 受益者集団

「（意義のある）患者集団」のプロフィールを明確
にして、b. 個々の有効成分の一定の効能、c. 有
効成分を組み合わせた場合の安全性と有効性を審
査すると明記している。その上で、d. 特例とし
て、主たる有効成分の安全性または有効性、およ
び濫用の可能性を最小限にするためには、有効成

分を足す場合があるとしている。 次いで、（b）
と（c）では米国科学アカデミー研究評議会の判
断基準に基づく云々と記載されている。研究評議
会とは、全米トップの科学者、エンジニア、専門
家で構成され、公的に独立的な意見を保証する機
関であり、健康・教育・福祉の向上を目的として、
最重要かつ最新の成果をもたらすものである。つ
まり、判断基準とは、その時点における最先端の
科学水準ということであろう。
　また、FDAは各種のガイダンス文書を公表し
てFDAの現在の考え方を表している。その内容
を盾にとって権利を主張できる法的な拘束力はな
いが、確実に審査におけるFDAの考え方（審査
上求められること、関心事項、表現等）を示して
いる34。その内、配合剤に関する項目は、９本の
ガイダンス文書35（2010年10月30日現在）が公表
されている。また、Proceduralに１本関連するも
の36が見られる。ここでは、本稿にとって重要と
思われる３本のガイダンスを時系列で簡単に追っ
てみたい。
　－2004年５月「業界ガイダンス－HIV治療のた
めの配合剤とパッケージ化商品（案）」
　2003年、当時のブッシュ大統領がエイズ救済の
緊急計画を発表し、2004年３月、AIDS・結核・
マラリヤなどの感染症の配合剤使用に関する国際
会議の開催、2004年４月に南アフリカ開発コミュ
ニティ、HIV/AIDSに関する国連共同プログラ
ム、HHS、世界保健機構（WHO）が共同で配合
剤に関する原則等を受けて商品開発に資するため
に作成されたもので、エイズ禍に緊急対応する姿
勢が読み取れる。内容的には、申請に当たり商品
が具備すべき特徴や配合剤の候補リスト（添付
B）、臨床試験で斟酌すべき事項が簡潔に記され
ている。また、ユーザーフィーが免除される可能
性にも言及している。2006年10月に確定版37が出
ている。



配合剤の日米市場におけるR&Dと普及に関する研究　　189

　－2005年４月「コンビネーション商品に関する
ユーザーフィーの適用について」
　ユーザーフィーが免除される事例（公衆衛生、
オーファンドラッグ、コストとの見合い）の要
件、ユーザーフィーの種類、特に画期的なコンビ
ネーション商品の適用に関して詳述している。公
衆衛生に高く寄与する商品等に対する促進策と言
えよう。
　－2006年９月「革新的なコンビネーション商品
に関する早期開発で考慮すべき事項」
　単独商品よりもコンビネーション商品が安全性
や効能をより促進する可能性があることから、そ
の開発に当たって科学的、技術的な問題を表明す
ることが重要との認識が背景にある。審査上関連
する部門の審査を効率的に行えるようにプロセス
を設定して、タイムリーで一貫したコミュニケー
ションを目指している。また、開発においては既
知のデータを出来るだけ使い、重複や過剰を避
け、必要なデータを収集できるように事例を示し
ている。更に、既承認の新規物質による適用拡大
の場合などは、非臨床試験の（特別な）調整にも
言及している。とかく問題となる試験設計、症例
数の大きさ、臨床エンドポイント、試験件数など
については、早めにFDAの担当に相談するよう
に促している。
　以上をまとめると、米国では、2004年までは配
合剤に関する特段の規制はなく、エイズ禍以降は
後押しをする政策が取られてきており、柔軟かつ
前向きと考えられる。
②日本の場合

　現在、日本における医薬品等の承認審査業務
は、2004年に誕生した独立行政法人医薬品医療機
器総合機構が行っている。配合剤の承認条件に関
する指示文書（運用基準）は、過去３回通知とし
て出されている38。以下でその変遷を確認してみ
たい。

　－1980年の通知
　1980年に薬事法が改正され、厚生省薬務局長通
知薬発第483号が出ている。ここに承認審査の透
明性の確保から「承認拒否事由」が明記された。
ア）申請された効能、効果または性能があると認
められないとき、イ）効能、効果または性能に比
して著しく有害な作用を有することにより、使用
価値がないと認められるとき、ウ）性状、品質が
保健衛生上著しく不適応なとき。更に、上記に該
当しない場合でも、承認を与えない場合の例示と
して、有効成分を２以上含有する医薬品（配合
剤）であって、その使用目的に照らし、配合の合
理的理由が認められないとき。
　－1999年の通知
　医薬審第666号通知「医薬品の承認申請に際し
留意すべき事項について」において、次のいずれ
かの事由に該当するものでなければ認められない
とした。①輸液等用時調製が困難なもの、②副作
用（毒性）軽減または相乗効果があるもの、③そ
の他特に必要と認められるもの。1999年の通知
は、配合剤の承認に際してはその使用目的に照ら
し、配合の合理的理由として、①輸液等用時調製
が困難なもの、②副作用（毒性）軽減または相乗
効果があるものとし、その他は個別ケースごとに
判断することを明文化した。③は当局の裁量が生
じ得る判断項目であるので、承認申請する製薬会
社にとっては不確実な項目である。
　－2005年の通知
　2005年３月には薬食審査発第0331009号通知

「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項につい
て」が出ている。1999年の通知と比べると、①と
②は同じで、③患者の利便性の向上に明らかに資
するもの、④その他配合意義に科学的合理性が認
められるもの、が追加されて承認条件は緩和され
た。この内、③患者の利便性の向上の追加は、服
薬回数を減らすことができる配合剤は該当するこ
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とから、有力な配合候補物質を有する製薬メーカ
ーに配合剤の開発に着手させる契機となった。そ
の結果、製薬メーカーは開発・申請に向けて動き
出し、タイミング的に2009年から2010年にかけて
承認が集中したと考えられる。
　以上をまとめると、日本では、事の良し悪しは
さて置き配合剤は一貫して規制の対象である。少
なくとも、2005年通知（条件緩和）までは、当局
が特に必要と認めない限りは、仮に申請しても認
められる可能性は低い訳であり、製薬企業は費用
と時間を掛けてチャレンジするモチベーションは
低くならざるを得なかったと推測される。2004年
に承認された抗HIV薬「エプジコム」は、エイズ
対策としての特例だったと言えよう。

（２）供給側－製薬企業
　製薬企業としては、米国市場は配合剤に関する
規制は特になく、1970年以降一貫して増加傾向に
あり、TOP25もそれ以外の企業にとっても商品
戦略としての確固たる位置づけがある。創薬の生
産性低下に加え、エイズ禍以降、柔軟かつ前向き
な審査環境が、更なる配合剤開発を加速させたと
考えられる。一方、日本では配合剤は常に規制の
対象であり、2005年の規制緩和までは、配合剤は
承認される可能性が低いことから配合剤開発に取
り組み難い環境にあったと推測される。その結
果、外国で実績のある薬剤について製薬企業が一
斉に動き出し、タイミング的に2009年以降の承認
増加に繋がったと考えられる。申請された薬剤
が、海外実績のある成熟期にあるものだったの
で、商品ライフサイクルの成熟期に当たる延命・
展開型ばかりが目立つが、米国においては５年以
内の早期拡大型や同時配合も多数観察される。許
認可事業である以上、当局の審査スタンスは、商
品開発における最も重要な要因と考えられる。も
う一つ見逃してはならない要因は、特許（特に特

許期間延長制度）39である。本稿は主としてLCM
の立場から配合剤を分析してきたが、筆者は医療
費抑制にはジェネリック薬の推進も有効と考え
る。換言すると、イノベーションに対する報酬と
技術普及による社会的効用の増大とのバランス問
題である。依って立つ所によって大きく議論が異
なることが予想されるが、顧客目線を失ってはな
らない。
　さて、医薬品の研究開発の継続に関する意思決
定は、市場規模、競合商品、成功確率を勘案して
予想売上から現在価値を算出して、継続・中止の
意思決定を行うのが一般的である。配合剤は、副
作用のみならず投資リスクが少ない。米国では配
合剤は10ヶ月で承認が得られることから、利益が
ほぼ確実に上げられる方法であり、日本とは状況
が異なる。
　有力な単剤を保有する企業は、配合剤を開発し
て商品ファミリーを形成することによって、単剤
による他社製品からの取り込み、次いで配合剤へ
のシフトによって囲い込む「競合的アプローチ」
が可能となる。一方、多剤併用療法が推奨されて
いる薬効分野では、他社商品との組み合わせ使用
を前提とした「片利共生的アプローチ」も観察さ
れた。また、民族・文化による違いも考えられる。
米国は多民族国家であり、人種によって薬剤の効
き方が異なることがある40。配合剤は患者ターゲ
ットを拡大する有効な手法の一つである。
　最後に、某製薬会社の米国法人では、治験第Ⅲ
相の段階になると開発部門からマーケティング部
門に所管が移り、LCMの長期的視点でマーケテ
ィング計画が立てられている。米国には研究開発

（理系）とマーケティング（文系）の両方を理解
する人材がいるとのことである41。学校教育と人
材に関する貴重な意見と思われるので記しておき
たい。
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（３）需要側－患者、保険者、医師等
　米国の医療保険制度は、メディケイド（貧困
層）・メディケア（高齢者）以外は基本的に民間
医療保険（保険者）によって賄われている。給付
内容によるが、一般的には１剤毎に自己負担（Co-
pay）が保険者によって設定されるので、処方さ
れる薬剤が２剤から配合剤１剤になれば処方薬の
患者負担は1/2に減る。３剤であれば1/3である。
一方、日本では医療費総額の１割～３割負担であ
ることから、配合剤を使う経済的インセンティブ
は米国に比べると低いと言えよう。これは、総医
療費における薬剤比率の高い米国において、保険
者（医療費負担者）にとっても経済的に重要な施
策である。また、これまでの日本の配合剤の薬価
は諸外国に比べて、単剤の合計額に比して割高な
ものが多いとの指摘もある42。
　医薬品の直接的な受益者は患者であるが、医師
は薬剤の購買決定者（代理人）であり、薬剤の選
択過程において主要な役割を果たしている。配合
剤の経済性以外のメリットとしては、副作用の軽
減、アドヒアランスの向上、効能の向上などがあ
る。全ての医師が配合剤を支持している訳ではな
いが、その普及効果（結果）により、米国人医師
の方が配合剤の処方について抵抗感が小さいとの
仮説が考えられる。また、最近は少し状況が変化
しているかもしれないが、日本人の患者は多くの
薬をもらうと安心すると言われている。一方、米
国人は処方される薬の種類が増えると病気が重篤
なのではないかと考えるので、薬の種類（量）を
減らすことができる配合剤は患者に心理的な安心
感を与えるとの意見がある43。

（４）まとめと今後の課題
　創薬生産性の低下およびジェネリック薬による
シェア低下、所謂「2010年問題」という問題意識
から代替戦略としてのLCMに着目し、その主要

な手段である配合剤に焦点を当てた日米比較を試
みた。日米の医薬品承認データベース等からデー
タを抽出し、その特徴を5W1Hで整理・分析を行
い、製薬会社のプロダクトマネージャー、MR、
医薬品担当証券アナリスト、業界誌編集長等との
インタビューによって、日米で異なる原因を考察
した。
　配合剤については、様々な意見があるが、顧客

（患者・家族・医療従事者・保険者）にとって、
薬効の向上、副作用の低減、アドヒアランスの向
上、薬価面など医療経済上のメリットがある。製
薬企業にとって配合剤によるLCMは、低い開発
コスト、低い事業リスクで、早期に売上げを拡大
させ（早期拡大型）、単剤の特許切れ後も一定の
キャッシュフローが維持できる（延命・展開型）
などの利点がある。配合剤LCMは、米国のみな
らず日本においても、製薬企業の経営戦略の重要
な一端を担うようになりつつあると思われる。事
実、2009年に引き続き、2010年に入ってからも配
合剤の承認発表が続いている。供給者である製薬
会社の商品戦略の変化によって配合剤のラインナ
ップが豊富になれば、日本の医療現場でも選択肢
として処方が増える可能性がある。米国の事例
は、医師を始めとする医療従事者、そして薬剤費
の負担者である患者と保険者（国保、健保等）に
とっても参考になるだろう。
　本稿は、３つの仮説を検証する視点から、日米
の配合剤を定量的に比較する試みであり、日米市
場で異なる理由を検討した。インタビューや文献
から得られた知見の紹介に留まっているところも
一部にはあるものの、配合剤に関する類似の研究
が国内外でほとんど見られない現状から、一定の
貢献を成したのではないかと考える次第である。
今後は、代表的な配合剤のケーススタディ（ファ
ミリー薬の系譜、現地化、共同販促や知財導入、
薬価、商品開発の時期等の日米比較）によって経
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営戦略との関係を更に研究していきたい。
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も単剤の承認から概ね５年～10年のタイムラグで
承認を受けており、25年以上経過しているジェネ
リック薬剤同士の配合剤とは異なる。

25　TOP25の 判 定 に つ い て は、 ド ル 建 て デ ー タ
（DATA BOOK）が入手できた1984年までは各年
度忠実に行った。それ故、年度によって20位まで

に入らない会社は、TOP25以外に分類した。よっ
て、TOP25以外でもランク外となった有名大手社
も含まれる。また、1983年以前は、1980年代の
TOP20を参考にした。なお、DATA BOOKは2005
年までは海外大手20社、2006年以降は世界25社

（日本社を含む）である。武田薬品は2003年と2005
年に米国で承認を受けているので、TOP25に例外
として分類した。一方、三共（現、第一三共）も
2003年に承認を得ているが、2007年の合併前であ
るので、調整は行わなかった。

26　有効成分の表記に一般名ないもの及びジェネリ
ック薬は除く。

27　効能（適用症）の種類については、どのような
基準で分類するかという問題がある。同じ名称の
疾病でも、慢性・急性・季節性、部位、原因など
が付くことが多い。また、効能分野・日米でも表
記が異なる。本稿では、各分野の専門家からする
と荒っぽいと感じられる部分もあるかもしれない
が、大局観を失わないように接頭語や原因等の記
載については捨象したことを承知されたい。

28　日本において2000年から2009年の10年間に承認
された医薬品総数は458件である。これらを、今
回、配合剤で薬効分類した基準で行うと種類が多
すぎて、全体像が見えなくなる可能性がある。そ
こで日本標準商品分類番号の下３桁（薬効分類番
号）に基づき458件全てを対象に分析を行った。薬
効分類番号で10件以上が該当する薬効を挙げると、
第１位：399 他に分類されない代謝性医薬品（36
件）、第２位：625 抗ウイルス剤（28件、内、配合
剤１件）、第３位：429 その他の腫瘍用薬（27件）、
第４位：131 眼科用剤（21件）、第５位：117 精神
神経用剤（16件）、239 その他の消化器官用薬（16
件、内、類似配合剤１件）、639 その他の生物学的
製剤（16件）、第８位：214 血圧降下剤（15件、内、
配合剤４、類似配合剤１）、249 その他のホルモン
剤（抗ホルモン剤を含む）（15件）、449 その他の
アレルギー用薬（15件）、第11位：241 脳下垂体ホ
ルモン剤（12件）、第12位：229 その他の呼吸器官
用薬（11件、内、配合剤２件）、624 合成抗菌剤

（11件）、第14位：219 その他の循環器官用薬（10
件、内、配合剤１件）、232 消化性潰瘍用剤（10
件、内、類似配合剤１件）、613 主としてグラム陽
性・陰性菌に作用するもの（10件、内、配合剤３
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件）であった。なお、薬効には重複があるので総
数とは一致しない。

29　薬効別の承認数を総承認数で除してから２乗し
て、１位から５位までを足し合わせた値である。
産業組織論において、市場の競争状況を示す寡占
度指数であり、これを応用した。

30　急増する「配合剤」利便性の裏にひそむ処方・
調剤・服薬ミス. NIKKEI Drug Information. 2010 ; 
08 : 34-39

31　Brown. 2008 : ５，６部門とは、CBER, CDHR, CDER, 
CFSAN,  CVM,  NCTRである。

32　Combination ProductsのFDAの定義については
以下のURLを参照

　http://www.fda.gov/CombinationProducts/
AboutCombinationProducts/ucm118332.htm

33　Brown. 2008 : 19-20
34　http://www.fda.gov/drugs/guidancecompliance

regulatoryinformation/guidances/default. htm
35　http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/

Guidances/ucm122047.htm
36　http://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidance 

ComplianceRegulatoryInformation/Guidances/
ucm079742.pdf

37　Guidance  f o r  Indus t ry   “Fixed  Dose 
Combinations, Co-Packaged Drug products, and 
Single-Entity Versions of Previously Approved 
Antiretrovirals for the Treatment of HIV”, FDA 

（CDER）, 2006

38　国際医薬品情報編集部．国際医薬品情報．2009. 
900：３-５

39　例えば、田村善之. 知的財産法学の新たな潮流―
プロセス志向の知的財産法学の展望．ジュリスト 
2010 ; 1405 : 22-32

　田村明照. ライフサイエンス分野における特許保護
に関する現状と課題. 特許研究. 2009 ; 48 : 49-56

　渡辺裕二. 製薬会社の立場から見た特許保護の現状
と課題. 特許研究. 2009 ; 48 : 32-39

40　例えば、第一三共の配合剤AZOR（降圧剤）は、
アフリカ系米国人に有効性が認められた。

41　某国内社IR担当者の意見である。
42　国際医薬品情報編集部．国際医薬品情報．2009 ; 

900 : 7　これは製薬企業にとってメリットである。
ただし、現在では80％程度に算定されるように改
定されている。

43　Prescription Drug Makers Increasingly Develop 
Combination Pills.  Medical News Today. 2007 ; 
May 2
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R&D of combination drugs and its prevalence 
in the US and Japanese markets

Akira Kato＊

Abstract

Despite enormous investments in research and development （R&D）, the number of new drugs introduced into 
the market by major pharmaceutical companies began to decline as the golden age of the pharmaceutical industry 

（1996-1999） ended. The so-called “year 2010 problem”, with the patents for many blockbuster drugs expiring in the 
year, is presenting a very urgent managerial challenge for them. Many of them are trying to find an answer in life 
cycle management （LCM） to extend the product life cycles of the existing patent drugs. Typical tools for the LCM 
include development of new formulations, new combinations of drugs, and addition of new indications. 

In this study, we examine the development of combination drugs in the US market and in Japanese market, on 
the basis of FDA and JAPIC database. Combination drugs have natural advantages for consumers; they tend to cost 
less than individual drugs, have less adverse effects to and lower compliance costs. In fact, in the US, development of 
combination drugs is regarded as one of the most powerful tools for LCM. It has been adopted by a wide range of 
companies, from generic-drug manufacturers to leading pharmaceutical companies. In contrast, in Japan where strict 
regulations on combination drugs had remained in effect until 2005, product developments had began only after 2005, 
and they started to result in approval around 2009 and 2010. But the number of such drugs is still very small, and 
multi-national companies who had brought in products that sold well abroad dominate the small Japanese market. 

We also examine the stage of the product cycle at which new combination drugs was developed for these two 
markets during the 10-year period from 2000 to 2009. The stage of the product cycle is measured by the length of 
time from the approval of drugs with a single active substance to the approval of new combination drugs. Our analysis 
of the US market reveals that the combination drugs have been developed not just toward the end of the product 
cycle, but frequently in its growth stage to promote early increases in sales. We also provide the prevalence of the 
new combination drugs by the main indications of these drugs in Japan and the US. Based on the result of this 
comparison, we considered the differences in the development of new combination drugs between Japan and the US 
and the reasons for these differences. 

［Keywords］  combination drug, comparison between Japan and US, life cycle management, research and 
development, pharmaceutical
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