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【質疑】次期薬価制度改革の骨子（たたき台）について 

 

 

 

 

 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に関して、ご質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

 では松本委員、お願いします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。２つございまして、 

２ページ目の所ですが、「薬価算定方式の正確性」の類似薬効比較方式の所で、 

 比較薬の選定ということがあるわけですが、 

 これにつきましては、選択考慮事項を踏まえて、 

１号（支払）側としても２号（診療）側としても、両側のですね、 

 納得感が得られるような比較薬となるように、 

今後も薬価算定組織で検討をお願いしたいと思いますけども、この点についてはいかがでしょうか。 

  

 

 はい、薬剤管理官、お願いします。 
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 中医協での、この場でのご指摘を踏まえまして、 

薬価算定組織においても、適切な比較薬の選定にしっかりと留意するようにいたしますし、 

 また、どういう理由でこういう比較薬が選定されてるのかといったことが、 

 中医協の場の総会の資料においてですね、 

 できるだけ丁寧に説明するように努めたいというふうに思います。 
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 はい。よろしくお願いいたします。 

 もう１点ございまして、５ページ目ですが。 

 

 

  

 この「企業指標」の所がありますけれども、 

 この「Ａ－３」と「Ａ－４」の所なんですが、 

 「Ａ―３」は、これはポイントが「実績有り」で２ポイント付いて、 

 「Ａ－４」は１品目について２ポイント付くということになっていて、 

 数の違いというのも、もしかしたらあるのかもしれませんけども、ここのところが、 

なぜ、どう違うのかというところが、若干ちょっと疑問に思うところでもあるんですが、 

 これについての説明を、もう一度お願いいたします。 

 

 

 はい。薬剤管理官、お願いします。 

 

 

 はい。ご指摘ありがとうございます。 

 「Ａ－４」の所、「薬剤耐性菌の治療薬」の所でございますけれども、 
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 先般の論点整理の際にもご説明させていただきましたが、 

 薬剤耐性対策アクションプランということで、ＡＭＲ対策アクションプランということで、 

 政府を挙げて、また国際的にもですね、 

 そういった耐性菌に対する治療薬の開発などについても一丸となって取り組んでいる 

という状況でございます。 

 一方、過去の実績などを見ますと、そういったＡＭＲに対する治療薬というのはですね、 

 どうしても市場規模が小さいというようなこともありまして、 

 企業における開発状況というのが非常にどんどん年々少なくなっているといったところがございます。 

 そういった危機感などもございまして、 

 今般、「企業指標」の中で、ほかの品目と差別化したかたちではございますけれども、 

 開発のインセンティブとなるようなかたちで、 

 こういったかたちで取り組んでいくことを示したいというようなこともございまして、 

 今般、１品目について２ポイントというかたちで提案させていただいたところでございます。 

  

 

 分かりました。じゃあ、また今後、その実績を見ながらという検討になるかということですね。 

  

 

 はい。そのように考えております。 

  

 

 はい、分かりました。そのほかにつきましては、了承いたします。 

  

 

 ほかはいかがでしょうか。では吉森委員、お願いします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。 

 ２ページの「薬価算定方式の正確性（類似薬効比較方式）」、こだわって恐縮なんですけれども。 
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 骨子案では、この新薬創出加算の対象外新薬の対応として、 

 収載後、４年経過後、初めての薬価改定の際に効能追加がなかった場合に累積額を控除すると。 

 そうしますと、この猶予期間、都合６年が最大の猶予期間ということでなるわけでございまして、 

 そもそも、やはり対象外の新薬であって、収載時に累積加算を控除するというのが、「正確性」ってい

う観点からは自然だと考えているのが私の考えでございますんで、 

 今回、骨子案のとおり、 

新薬の上市時点において累積加算額を控除することを一定期間、猶予するのであれば、 

 やはり収載時に効能追加の開発計画の提出を求め、 

 猶予期間中に開発計画が中止になった時点で累積加算額の控除を行うという、 

 真に効能追加の開発インセンティブ、 

 これが働くような仕組みにすべきだというのが私の基本的な考え方でございまして。 

 先週、業界団体ヒアリングにおいても、その旨、業界の皆さんに質問しまして、 

 業界団体からは、「新しい提案なので考える時間、猶予が欲しい」 

というような回答だったというふうに理解しています。 

 一方、業界からは、こういう場合、 

ほとんどのケースで効能追加の開発は、新薬の研究段階から長期にわたって継続して行っておる、 

 また、開発計画はトップクラスの機密情報の位置付けだということで、 

 公表は非常に難しいニュアンスだったというふうに感じました。 

 まあ、業界の事情も理解はしますけれども、 

 やはり国民目線からすると、 

 効能追加の開発状況や、その期間がそれぞれケース・バイ・ケースということならば、 

不透明感がやっぱり否めず、 
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 今回のように、 

一律に猶予期間を最大６年間ということを制度として認めるということは、 

やはり合理性・妥当性に欠けるように思います。 

 今回、骨子案では、「なお」書きに、今後の課題として検討を続ける。 

 先ほど、松本委員からも質問があって、 

 専門組織も含めて、「所要の措置」を検討していくということを書いていただいておりますけれども、 

 やはり業界団体の意見交換も踏まえて、 

 猶予期間中の効能追加などの開発状況の把握と、開発中止の際には、 

 やはり「猶予停止条項」を入れるというようなことも含めて、 

 猶予期間設定、 

 この６年間の在り方について、 

 この「所要の措置」も含めて、再度、整理をいただきたいと、要望したいというふうに思います。 

  

 

 はい。ほか、何かありますか。はい、では薬剤管理官、お願いします。 

 

 

 ご指摘、ありがとうございます。 

 そういったことも含めましてですね、 

 今後の、今回、ルールとしてはこういうかたちで提案させていただいておりますけども、 

 その後の新薬の上市の状況とか、 

 収載後の効能追加の状況等も踏まえてですね、 

 このルールについては、必要な検証などを行っていくということかとは思っております。 

  

 

 ほかは、よろしい……、いかがでしょうか。では幸野委員、お願いします。 

  

 はい。もう取りまとめの段階になってますんで、 

今まで要望してきたことが入れられなかったのは本当に残念なんですが、 

 企業区分については、今、ⅠとⅡにほとんど９割が集中してるということで、 

 「絶対評価にするべきだ」ということを言い続けて、 

 これが、すなわち、 

「新薬に対する競争原理を働かせるんじゃないか」というふうに言い続けてきたんですが、 
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 取り入れていただけなかったというのは非常に残念なんですが、 

 この企業要件、見直して、どういう状態になるのかを踏まえて、 

再度、次回、検討をしていただきたいなと。 

 やっぱり上位に張り付くっていうのはおかしいと思うので、 

競争原理が働くような絶対評価にしていただきたいというふうに思います。それが１点と。 

  

 

  

 もう１つは、２ページ目の３ポツの、さっきから話題になってます、 

収載から４年を経た後の初めての薬価改定、いわゆる６年を想定されてるという、とか。 

  

 

 

 ３ページの１つ目の長期収載品の 80％以上になった場合のＧ１・Ｇ２ルールの適用も、 

「２年間後の薬価改定（時）に置換え率が 80％（以上）」というような書き方をされてて、 

 この書きぶりを見ると、 

 これから毎年、薬価改定になるんですが、 

 前提として、「中間年には実勢価の反映以外は何もしない」っていうことを前提に書かれてるような気
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がするんですが、 

 中間年の薬価改定に何をするかっていうのは、まだ何も議論されてない中で、 

 「２年後」っていうふうに置くのは、ちょっと違うんじゃないかなというふうに思ってて、 

 「その次の改定において行う」というふうな表現にすべきじゃないかというふうに思うんですが。 

 消費税対応みたいに、 

「中間年は実勢価の反映以外は何もしない」ということに、まだ決まってないですし、 

 われわれの主張としては、私の主張としては、 

 中間年にも、さまざまな、実勢価以外の施策も反映すべきというふうに思うんですが。 

 そこが議論されてない中で、 

 例えばＧ１・Ｇ２ルールの適用が「２年後」じゃなくて、 

 「次の改定」で、「中間年の改定」で 80％、見てもいいんじゃないかというふうなことなので、 

 そのへん、議論されてないのに、こういう置き方をするのは、ちょっと違うんじゃないかなというこ

とについての見解をお聞かせいただきたいと思います。 

 

 あと、後発医薬品のところ、調べていただいて、0.5 掛けがどうなのかというところで、 

 100 円のものが 41 円になってるっていうことで、 

 これ、百歩譲って 0.5 掛けで維持してもいいのかなと思うんですけど、 
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 10 品目以上の「0.4」の場合の所を見てみると、乖離率が 28.3％ということで、 

 これで 0.4 掛けで 28.3％の乖離があるということになると、 

100 円の薬価だったものが 28 円ということで、0.3 掛けぐらいの数値になってるんですけど、 

 0.4 掛けがこれから正しいのか、 

 100 円のものが 30 円ということで、0.3 掛け以下になってるんですけど、 

 ここは見直す余地がないのかっていうふうなところ、 

 これは「10 品目以上を見直していいんじゃないか」という意見を言わせていただきます。 

 

 これについて、どう考えているのか。 

 今回、また後発品の価格帯の集約を行わないと、いわゆる引き上げが生じないということにしたので、 

 「ますます、この乖離率は大きくなるんじゃないか」というふうに思うんですけど、 

 そのへんについて、どうお考えかというふうなところをちょっとお聞きしたいと思います。 

  

 

 では薬剤管理官、お願いします。 

  

 

 ご指摘ありがとうございます。 

 まず、２ページ目の類似薬効比較方式、 

 いわゆる類Ｉの引きはがしの関係の規定、 

 あるいは長期収載品で 10 年を待たずして後発品置換え率が 80％以上となった場合の確認の在り方の

ところの、薬価改定の考え方のところでございますけれども、 

 現時点では、中間年との関係ということでご質問だと思いますけれども、 

 現時点におきましては、中間年の薬価改定ということについてですね、 

 どういうかたちで、どういう範囲でやるのか、あるいは、どういうルールを適用するのか、 

 ということは、まだ決まっていないというのは、幸野委員のご指摘のとおりでございます。 

 それについては今後の議論だとは思っておりますけれども、 

 現時点では、そこのところが定まっていないという状況を踏まえまして、 

 今般の薬価制度改革の骨子、また議題におきましては、 

 現在のルール、「２年に１回の薬価改定」を前提として、 

 制度設計というかたちで書かせていただいたところでございます。 

 逆に、「次回改定」とした場合にですね、 

 それがその、「中間年の改定」というふうに読めるのか、読めないのかなということ、 

 逆にまぎれが生じるのではないかというふうに考えておりますので、 

 まずは現在のルールに基づいて記載をさせていただいたということでございます。 
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 一方、今、先ほど申し上げたとおり、 

 2021 年から開始される毎年薬価改定については、 

 2020 年中に対象範囲を設定するということとされておりまして、 

 併せて、「どの薬価算定ルールを適用する」等も含め、 

今後議論することになるとは考えておりますので、 

 その時点で、また改めて議論いただくことになるのではないか、 

というふうに考えているところでございます。 

 

 それから、参考資料の４ページ目の４コマ目の所の、 

 0.4 掛けの所の水準についてということでございますけれども、 

  

 

  

 先ほどもご説明いたしましたとおり、 

 0.4 掛けで収載されたものの乖離率というのは、前回の調査が 37.7％、 

 それに対して、今回 28.3％というかたちで、乖離率はむしろ縮まっているという状況でございます。 

 また、この乖離率 28.3％というのはですね、 

 元値が 100 円、先発品の薬価が 100 円で、 

 0.4 掛けで 40 円で収載されたものがどうなのかというふうに考えますと、 
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 だいたい、改定後薬価が改定前の先発薬価の 0.3 倍ぐらいになるという水準であるのは 

ご指摘のとおりなんですけども、 

 これ、あくまで、やはり先ほども 0.5 掛けのときにもご説明しましたけども、 

 あくまで平均値で 0.3 倍ということでございますので、 

 全ての品目が 0.3 倍よりも低いといったような状況ではないということから考えますと、 

 一律に 0.3 掛けとすることがよろしいのか慎重に考える必要があるのではないかな 

というふうに思っているところでございます。 

 加えまして、後発品につきましては、安定供給の維持ですとか、不採算品の対応等に関して、 

 さまざまなご指摘をいただいているところと認識しておりますし、 

 また、今後予定されている毎年薬価改定ですとか、 

今回の改正で導入する価格帯集約のルールによって、 

 特に乖離率の大きい品目については 

影響を受けることが想定されることも併せて検討する必要があると考えております。 

 

 

 

 そして３つ目の質問にも関係しますけれども、 

 今回、価格帯集約で乖離の大きいものというか低価格のものを分離するというかたちになりますと、 

 むしろ、今まで薬価が引き上がっていったものが下の価格帯に行くということになりますので、 

 それほど薬価乖離率が出ないというふうなことになるんではないかというふうに考えられますし、 

 いずれにしろ、この価格帯集約の今回のルールの変更なども含めてですね、 

 後発品については、だいぶ環境がいろいろ変わるというような状況もございますので、 

 今回は、初値のルールにつきましては 

 現行どおりというかたちで、引き続き検討というかたちで、 

 提案させていただいたところでございます。 
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 はい。幸野委員、お願いします。 

 

 はい。分かりました。 

 それでは、今後、中間改定の在り方をどうするかによっては、 

これ、次の中間改定においてもやるということが可能性としてもある 

ということで理解させていただきます。 

 

 それから、後発医薬品のところは今の説明をもってしても、 

 これ、平均でも 28 円ぐらいだったら、もっと低い 20 円ぐらいのジェネリックもあるわけで、 

 なぜ 0.3 にできないのかなというのはちょっと納得できないところなんですけど、 

 まあ、価格帯の見直しによって、この乖離率は狭まるという予測である 

というふうにおっしゃったので、 

 これもちょっと様子を見て、再度検討する必要があるんじゃないかなと思いますし、 

 この 10 品目というのが妥当なのかというふうなところについてもですね、 

 10 品目も待つ必要があるのか 

というところについても併せて検討していただきたいなというふうに思います。 

 いずれにしろ、今後、これによってどういうふうな動きがあるかによっては、 

 そのへんも再度見直すということをお約束いただきたいというふうに思っています。以上です。 
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 ほかはいかがでしょうか。はい、では平野委員、お願いします。 

  

  

 

 はい、ありがとうございます。 

 本日提示されました内容につきまして、１点、お願いがございます。 

  

 

  

 資料７ページ目の７ポツの「再算定」。 

 （１）の「過去に再算定を受けた品目への対応」について、 

 この内容につきまして、 
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 今回から適用するのであれば、 

当該企業にとって予見が非常に困難であり、経営へも大きな影響を及ぼすことが懸念されます。 

 ぜひ、個別品目の算定に当たっては、慎重かつ丁寧な対応をお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

  

 

 ほかはいかがでしょうか。では上出委員、お願いします。 

  

 
 

 はい、ありがとうございます。 

 まず、これまでの当部会におきまして、 

 関係業界からの意見陳述、また私ども専門委員の意見に対しましても、 

丁寧にご議論いただきましたことに対しまして、まずは感謝を申し上げます。 

 

 本日、冒頭、松本先生からも納得性のある比較薬の選定 

といったことについてコメントがございましたけれども、 

 この新薬の薬価算定におきます比較薬の選定といったことにつきましては、 

 業界側からもですね、課題意識といったものが示されたところでございます。 

 

 今後、「臨床的な位置付け」といったようなことも含めて、 

 事例を集積した上で検討していくということとされたと思いますので、 

ぜひ今後もご検討をよろしくお願いいたします。 
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 また、今般の見直しを含めまして、 

 薬価制度の抜本改革の影響、これを引き続き検証するとともに、 

 効能追加等を含む新薬のイノベーションの促進や医薬品の継続的な安定供給といった観点から、 

 必要な見直しにつきましては、今後も引き続き検討をしていただく 

ということが重要かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

  

 

 ほかはいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。 

それでは、本日の議論を踏まえて、次回、「次期薬価制度改革の骨子案」を事務局にてまとめてもらい、 

 その内容を確認した上で総会に戻したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

 はい、ありがとうございます。では、そのようにしたいと存じます。 

 本日予定された議題は以上になります。 

 次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の薬価専門部会はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 事務局でございます。 

会場設営の都合がございますので、総会の開催は９時 50 分めどでお願いいたします。 

 

 （約 10 分間の休憩後、総会へ） 
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