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Hello everyone !! 薬剤師/元参議院議員
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ロス商務長官が日本の高額新薬の薬価引下げに反対～自動車よりも製薬が米国のメリット



●前川レポート（1986.4.7）中曽根康弘首相の私的諮問機関「国際協調のための経済構造調整研究会」報告書

●日米構造協議（SII）（1989～1990） パパブッシュ

●日米包括経済協議（1994） クリントン

●日米規制緩和対話（1997～2001） クリントン×橋本・小渕・森・小泉

●日米年次改革要望書（2001～2009）（規制改革及び競争政策イニシアティブ）
ブッシュ×小泉・安倍・福田・麻生

2007・2008・2009と3年連続で、米国はワクチン推進を要求

●日米経済調和対話（2011、2012） 菅内閣10.6.8～11.9.2/野田内閣11.9.2～12.12.26

「日米ワクチン政策意見交換会」を開催し「Hibワクチン、肺炎球菌ワクチン、HPVワクチン」を超推進

●TPP協定（2015.10大筋合意 2016.2署名）～トランプ次期大統領誕生で漂流・・・
●日米経済対話（2017.4.18）～麻生×ペンス、塩崎×ロス、世耕×ロス）

日本市場を狙うアメリカの、日本への主な圧力

レーガノミックスの結果、双子の赤字で苦しんでいたアメリカからの、強行圧力

～～～年次改革要望書は、民主党・鳩山由紀夫総理大臣（2009.9.16～2010.6.8）のもと廃止～～～

ロス氏は塩崎大臣に対して、新薬の薬価を安易に引き下げないよう要求



●2007年6月 日米年次改革要望書・第6回報告書～「ワクチン」登場！！
→厚労省の指導で国内臨床試験終了前に、同年9月サーバリックス・11月ガーダシルが承認申請

●2008年7月 日米年次改革要望書・第7回報告書～ワクチン審査の改善と推進

●2009年7月 日米年次改革要望書・第8回報告書～ワクチン審査の改善と推進・医療保険制度におけるワクチンに
関する事項について、米国業界を含む業界と引き続き議論を行う
→2009.9.29「サーバリックス」承認議決 2010.10.11「子宮頸がんワクチン」公費助成開始

●2011年2月 「日米経済調和対話」の米国側関心事項「ワクチン」の項目には、
2010年に採用されたHib、肺炎球菌、HPVワクチンについての措置を拡充する

→2011.5.30「ガーダシル」承認議決

●2011年7月26日 日米ワクチン政策意見交換会～「PhRMA米国研究製薬工業協会」が大きく関与
2014年6月18日には東京で記者説明会を実施し、ブルース・ゲリン氏（米国保健社会福祉省保健次官補 兼 国家ワクチンプロ
グラムオフィス所長）と、メリンダ・ウォートン氏（米国公衆衛生局大佐 ＣＤＣ国立予防接種・呼吸器疾患センター所長）が子宮頸が
んワクチン推進を強く呼びかける

●2012年1月 「日米経済調和対話協議記録・概要」の「ワクチン」の項目には、
日本国政府は予防接種制度の改正を進めているが、厚生労働省は、Hib、肺炎球菌、HPVワクチンを定期接種の
対象に含めることについて十分考慮しつつ、2010年以降実施しこれら3つのワクチンへのアクセスを改善した緊
急促進事業を踏まえ、対応

→2013年3月29日「改正予防接種法成立」Hib、小児用肺炎球菌、HPVワクチン定期接種化
→2014年10月 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種化

ワクチンに関するアメリカの日本への圧力

舛添厚生労働大臣
2007年8月27日～2009年9月16日

長妻厚生労働大臣
2009年9月16日～2010年9月17日



●「年次改革要望書」に関する日米両首脳への第6回報告書 2007年6月6日 安倍×ブッシュ

年次改革要望書でも、日本での外資ワクチン推進を要求

→厚生労働省の指導により、国内臨床試験が終了していないのに、「優先審査」とし
て、2007年9月にサーバリックスが、2007年11月にガーダシルが、承認申請

ワクチン

2007年3月、厚生労働省は、国内で必要とされるワクチンの開発と供給を
促進するため、ワクチン産業ビジョンを発表し、同ビジョン及びそのアクショ
ンプランをフォローアップするワクチン産業ビジョン推進委員会を設置したと
ころである。
当委員会の委員には、日本及び外国産業界の代表が含まれている。
厚生労働省は、同委員会において米国業界を含む関係者との見解の交換を
進めながら、公衆衛生上必要なワクチンの開発の支援に継続的に取り組む。
厚生労働省は、ワクチンの規制について、米国業界を含む業界と意見交換
を行う。



●「年次改革要望書」に関する日米両首脳への第7回報告書 2008年7月5日 福田×ブッシュ

●「年次改革要望書」に関する日米両首脳への第8回報告書 2009年7月6日 麻生×オバマ

年次改革要望書でも、日本での外資ワクチン推進を要求

→2009年9月29日、厚生労働省薬事審議会で超・強引な「異議なし議決」強行で「サーバ
リックス」承認。2010年10月11日からはHPVワクチンの公費助成がスタート

ワクチン審査の改善と推進

厚生労働省はワクチンのガイドラインを作成し、ワクチン使用を推進するため、勉強会を設置

した。日本国政府は米国業界を含む業界と、ワクチン審査の改善について引き続き意見交
換する。

Ｂ．医療機器及び医薬品の価格制度の改革及び関連事項 ワクチン

厚生労働省は医療保険制度におけるワクチンに関する事項について、米国業界を含む業界
と引き続き議論を行う。
Ｃ．医療機器・医薬品の制度及び関連事項 ワクチン

厚生労働省は米国業界を含む業界も参加している勉強会において、ワクチンガイドラインの
作成を行っている。日本国政府は米国業界を含む業界とワクチン審査の改善について、引
き続き議論する。



2009.9.29（サーバリックス承認）
厚生労働省薬事分科会

望月正隆分科会長（東京理科大学教授）

サーバリックスの製造販売承認について

異議なしとする！

望月分科会長の超・強引な異議なし議決！

異議
慎
重

異議

慎
重

異議はないと認めさせていただきます。
当分科会の議決をもって審議会の議決とし、
厚生労働大臣に答申することといたします。



●2011年2月「日米経済調和対話」米国側関心事項（菅×オバマ）

日米調和対話でも、日本での外資ワクチン推進を要求①

ワクチンに対するアクセス
日本全国におけるワクチンの供給を促進する長期的解決策を見つけて、
2010年に採用された「Hib、肺炎球菌、HPVワクチン」についての措置を拡充
する。

透明性
推奨ワクチン特定のための明確な基準およびスケジュールを設け、新ワクチ
ンの日本の患者への導入を迅速化する。

ワクチンに関する意見交換
二国間の協力および意見交換を通じ、国のワクチン計画の策定に対する日本政府
の取り組みを促す。



●2012年1月27日「日米経済調和対話」協議記録（野田×オバマ）

日米調和対話でも、日本での外資ワクチン推進を要求②

ワクチンに対するアクセス
日本国政府は予防接種制度の改正を進めているが、厚生労働省は、ヘモフィ
ルスインフルエンザ菌b型（Hib）、肺炎球菌、ヒトパピローマウイルス（HPV）
ワクチンを定期接種の対象に含めることについて十分考慮しつつ、2010 年以
降実施し、これら3つのワクチンへのアクセスを改善した緊急促進事業を踏ま
え、対応していく。

ワクチンに関する意見交換
2011年7月26日、日米両国政府は昨年に続き2年目となる日米ワクチン政策
意見交換会を開催し、日米双方のワクチン政策の短期的・長期的目標への理
解を深めるための対話を行った。議題には、米国予防接種諮問委員会（ACIP）
や、日米両国でのワクチンの安全性に関する論点が含まれた。日米の当局者
は、ワクチン政策に係るこのような意見交換を継続することへの関心を共有し
た。



多国籍製薬メジャーに日本の赤ちゃんの生命をあずける?！

いまや、ワクチンは、「人間の安全保障」の問題！

Hib感染症ワクチン（ｱｸﾄﾋﾌﾞ） サノフィ（仏） 2007承認 2013定期接種

肺炎球菌ワクチン（プレベナー/7価） ※小児 ファイザー（米） 2009承認 2013定期接種(10月まで）

肺炎球菌ワクチン（プレベナー/13価） ※小児 ファイザー（米） 2013承認 2013定期接種（11月より）

B型肝炎ワクチン（ヘプタバックスⅡ） MSD（メルク） 1988承認 2016定期接種

B型肝炎ワクチン（ビームゲン） 化血研 ※おとりつぶし JV販売提携 2016定期接種

ロタウイルスワクチン（ロタテック） MSD（メルク） 2012承認 任意

ロタウイルスワクチン（ロタリックス） GSK 2011承認 任意

HPVワクチン（サーバリックス） GSK 2009承認 2013定期接種

HPVワクチン（ガーダシル） MSD（メルク） 2011承認 2013定期接種

肺炎球菌ワクチン（ニューモバックスNP）※高齢 MSD（メルク） 2006承認 2014定期接種

肺炎球菌ワクチン（プレベナー） ※高齢 ファイザー ※定期接種検討中

2013年4月以降の定期接
種は、外資ワクチンのみ！



A類

主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点。

本人に努力義務。接種勧奨。

Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、

ヒトパピローマウイルス感染症

B型肝炎、ジフテリア、百日せき、

急性灰白髄炎（ポリオ）、破傷風、

麻しん（はしか）、風しん、

水痘（水ぼうそう）、日本脳炎、

痘そう（天然痘）

政令事項。定期接種は現在実施していない。

B類

主に個人予防に重点。

努力義務なし。接種勧奨なし。

インフルエンザ、

高齢者の肺炎球菌感染症

65歳から5歳きざみで
定期接種・公費助成



CDC（米国疾病管理予防センター）

●「ガーダシル9」推奨 ●男子への接種も推奨

●2002年から2009年までCDC長官だったジュリー・ガーバーディング博士
→2009年に米メルク社・ワクチン事務部門の最高責任者に就任。

FDA（米国・医薬食品局）

●2014.9 米国FDAが「ガーダシル9」承認

●2007年・年次改革要望書の日米両首脳への報告書で報告された「ワクチン産業ビジョン推進委員

会の設置」。そのワーキンググループ参考人 Elaine C Esber氏の肩書：所属はメルク、前FDA生物

製剤評価研究センター所長補。

CDC・FDA・製薬企業の人事交流「回転ドア」



GSKの飽くなき闘い
米司法省2012.7.2発表

ＧＳＫが有罪を認め30億ドル（約2400億円）の和解金を支払うことで最終合意。

→医療関連訴訟の和解金としては、米史上最大！

・FDAの認可なしに18歳未満の患者向けに抗うつ剤「パキシル」の販売を促進した行為など

（自殺企図など）

・妊婦への投与で先天異常なども訴訟となっている。

訴訟は平気！
売れ売れドンドン！

Legal costsはおり込み済み。患者より企業利益優先

ほんの一例

日本での訴訟リスクは非常に低い



HPVワクチン推進のために、ブッシュ元大統領が来日！

ブッシュ前大統領は今回、
女性のための予防医療への貢献という理念のもと、本シン
ポジウムのためだけに来日されます。

前夜5/17 安倍総理と面談！ 「勧奨再開」「ガーダシル9」承認の圧力？！

2016.5.18「女性＝健康」プロジェクト
第3回 シンポジウム「女性のための予防医療」 MSD主催

案内状

MSD facebookより



【薬剤費】
平成25年度

保険薬：医療機関・保険薬局の合計

8.85兆円
（医療費全体の22.1％）

【国民医療費】41.5兆円（H27年度）
前年度比1.5兆円増

中央社会保険医療協議会資料より



夢の新薬?!  超高額薬価!!

「オプジーボ」点滴静注剤
（効能・効果）
抗悪性腫瘍剤（ヒト型抗ヒトPD-1モノクロナール抗体)                                                          

免疫チェックポイント阻害剤 / 分子標的薬

※遺伝子組換え技術により、チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造

（薬価） ●オプジーボ 20mg：15万 200円

●オプジーボ100mg：72万9849円

根治切除不能な悪性黒色腫 / 切除不能な進行・再発の非小
細胞肺がん / 根治切除不能又は転移性の腎細胞がん

一般名：ニボルマム

2016年11月当時



夢の新薬?!  超高額薬価!! 免疫チェックポイント阻害剤 / 分子標的薬

「オプジーボ」点滴静注剤
●薬剤費（薬価換算）※肺がん・体重60kgの場合

1回あたり約133万円, 1ｹ月あたり約300万円, 1年あたり約3500万円

●生存期間（既存の薬剤「タキソテール」との比較試験）
扁平上皮がん9.2ケ月vs6.0ｹ月 非扁平上皮がん12.2ｹ月vs9.4ｹ月

延命は約3ｹ月

●進行非小細胞肺がんへの適用拡大で新規使用患者数15,000人（ﾒｰｶｰ推定）

例）15,000人×3500万円＝5250億円のコスト増

●日本赤十字社医療センター 化学療法科 國頭（くにとう）英夫医師

「仮に、対象となる肺がん患者の半分の５万人が、１年間オプジーボ

を使えば、総額１兆7,500億円のコスト増」

2016年11月当時



2016.10.6日本経済新聞電子版より

●高額薬価となった理由
日本で初めて承認 ※他国との比較なし / 最初は悪性黒色腫にのみ承認

【中医協（H28.11.16）】 H29年2月より

50 ％引き下げ決定
※最初の薬価は適切だったのか

本末転倒？！
日本の医療制度をおびやかす

「夢の新薬」

夢の新薬?!  超高額薬価!! 免疫チェックポイント阻害剤 / 分子標的薬

「オプジーボ」点滴静注剤

2016年11月当時



「オプジーボ」共同開発のブリストルマイヤーズスクイブら
多国籍製薬メジャーが、薬価引き下げに対して緊急声明

「薬価50％引き下げについて」共同声明（2016.11.21）

●PhRMA（米国研究製薬工業協会）

●EFPIA（欧州製薬団体連合会）

「日本における最近の薬価に関する動向がイノベーションを評
価する方向から外れてきていると感じており、日本の医薬品をめ
ぐる制度に安定性と予見可能性を取り戻すために、私ども業界
団体も日本政府と共同して取り組むことを提案します」

日米ワクチン政策意見交換会
に大きく関与

BMS加盟



薬価「毎年改定」→毎年「薬価引き下げ」に米国が圧力

●米国政府は、見直しを求める書簡を、菅義偉官房長官に送付。
米国のプリツカー商務長官は12月2日付の書簡で、いかに「失望している」
か、を説明。「医療関連製品のインセンティブ構造だけでなく、市場の予測
可能性と透明性に対する深刻な懸念を引き起こす」と伝えた。

●全米商工会議所は、同様の内容の書簡を、安倍晋三首相にも送付。
●米国研究製薬工業協会・広報担当者・マーク・グレイソン氏
「プリツカー商務長官とトム・ドナヒュー全米商工会議所会頭の書簡は、日
本の患者にとって良好なイノベーション環境がいかに重要かを強調するも
のだ」と述べた。

●プリツカー商務長官は書簡でオプジーボの名前を挙げなかったが、「医薬
品の保険償還価格を引き下げるためのその場しのぎの制度変更」に落胆し
ていると伝えた。

実勢価格と薬価との乖離幅が大きい医薬品について、薬価改定の頻度を増やす方針



ワクチンビジネスと高額新薬ビジネスが、日本と世界を席けん

●ワクチンは、健康な、すべての人々がターゲット
多国籍製薬メジャーのワクチンビジネス
ワクチン開発→日本で定期接種・公費負担→健康な全ての人に接種

●ワクチンは「飯の種」
内科の開業医が、子宮頸がんワクチンは「飯の種」、これがなければ、
クリニックの経営が成り立たない、とTVカメラに向かって言っていた！

●高額な新薬開発→標的は日本の皆保険制度→日本マネーを搾り取る！

トランプ大統領は、America Firstなのだから、米国内では
薬価引き下げを行うが、その分、製薬業界には日本で稼が
せる。米製薬企業（多国籍製薬メジャー）は、ワクチンや高額
な新薬で、日本の公的資金（定期接種・医療保険市場）を
狙っている！


