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1 医薬産業の状況



 全世界の医薬品支出は2018年に1.2兆ドルに達した。

 2017～2022年の複合年次成長率(CAGR)は4.9%になる見込みである。

 アメリカ:成長が回復；EU :支出を制限；日本:高齢化が進む；新興市場:成長が速い。

グローバル医薬産業の状況-1.医薬品市場規模は依然として拡大している。

グローバル医薬品支出の動向と予測



グローバル医薬産業の状況

2
• 医薬新技術の産業化ペース加速

3
• 後発医薬品の比重は益々大きくなっている

4 • バイオ医薬品は大きなチャンスを迎え

5

• 合併買収・改組によるグローバル医薬産業
チェーンの再構築



中国医薬の対外貿易状況
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ここ10年中国医薬輸出入額

 ここ10年、中国医薬製品の輸出入額は倍増した。

 2018年、中国の医薬製品の輸出入額は前年比1.56 %％減の1148.51億ドルとなった。

単位:億ドル



中国医薬の対外貿易状況

漢方薬類の輸出は
着実に伸びている

輸出額は前年比7.39％増の39.09億ドル；

植物エキス市場は良好な成長性を示している。

西洋薬類の輸出構
造が最適化され、
製剤の比率が増加

した

輸出額は前年比4.03%増の368.83億ドル；

欧米の主流市場への製剤の輸出は近年急速に伸びて
いる。

医療機器の輸出は
画期的な進展を遂

げた

輸出額は前年比8.88%増の236.30億ドル；

ハイエンド機器の輸入は明らかに加速している。

栄養健康産業市場
は最も潜在力があ

る

中国は最も主要な生産供給地であり、発展の潜在力が
最も大きく、成長率が最も速い消費市場でもある；

輸出入額は前年比31.5％増の46.8億ドルに達している。



中国医薬の対外貿易状況―医薬品輸入は初めてマイナス成長を示している

輸入医薬品ゼロ関税 抗がん剤の輸
入に対する付
加価値税を引
き下げる

臨床上に至急必要とし
ている医薬品の承認審

査の迅速化

医療保険カタログ
医薬品の交渉

「4+7」需要量による
調達

医薬輸入額は西
洋薬の増量・減価
という主因により
前年比9.75％減

となった



中国医薬産業の国際化特徴--後発医薬品から先発医薬品への移行は初めて効果が現れる

 中国はすでにアジア最大の医薬品イノベーション研究開発国となっており、研究開発企業は日
本と韓国を超えている。

 全世界で初発売された国産先発医薬品ができた。



中国医薬産業の国際化特徴--プロジェクトライセンスによる医薬研究開発の国際化の促進

日付 取引先 取引金額 取引内容

1月 百済神州 & Mirati Therapeutics 1.33億ドル
チロシンキナーゼ阻害剤sitravatinibはアジア(日本を除く)、オーストラリアとニュージーランドでの開発、生産と商業化の独占ライセン
ス契約を締結した

4月 北京東方略 & Tocagen 1.27億ドル 大中華区(中国大陸、香港、マカオ、台湾)の開発と商業化Toca 511 & Toca FCの独占ライセンス

4月 通化東宝& Adocia 1.35億ドル
BioChaperone Lispro (超速効型インスリン類似体)は、中国を含むアジア地域諸国（一部）で独自に開発、生産、商業化するライセン
スの実現化（BioChaperone Combo【インシュリン基礎食時の組合せを含む)

5月 緑葉製薬 & AstraZeneca 5.46億ドル 中枢神経の中核製品である思瑞康と思瑞康徐放錠

5月 徳琪医薬 & Karyopharm Therapeutics 1.72億ドル 臨床開発段階にある4種類の経口先発医薬品を共同で開発する

5月 百済神州 & Zymeworks 7.22億ドル Zymeworksのプラットフォームを利用して百済神州による最大3種の二重特異性モノクローナル抗体についての研究標的を展開

6月 基石薬業 & Blueprint Medicines 3.86億ドル
avapritinib、BLU-554とBLU-667の単剤または併用療法は、中国大陸および香港、マカオ、台湾地区での臨床開発と商業化の独占
ライセンス契約を締結

6月 基石薬業& Agios製薬会社 4.24億ドル Ivosidenibの単剤または併用療法：中国大陸、香港、マカオおよび台湾地区での臨床開発と商業化

8月 和鉑医薬 & Glenmark 1.2億ドル 大中華区における抗体薬剤GBR 1302の開発、製造、商業化の独占ライセンス契約を締結した

9月 長春高新 & Alvotech.hf 2億ドル
中外合弁経営企業を設立し、Alvotech.hfが開発中している一連のバイオシミラーのプロジェクトを中国市場に導入し、商業化を実現
した

9月 石薬集団 & Verastem 1.75億ドル Copiktraの独占的な開発と商業化のライセンスを持ち、同薬の中国における医薬品市販承認と製品の許可文書を取得している

11月 智飛生物 & MSD 180億人民元 MSD社HPVワクチンの中国大陸における独占代理権について成約し、4価と9価HPVワクチンの基礎購入金額を約束した

11月 百済神州 & Zymeworks 4.3億ドル
Zymeworksによる研究中のHER2標的二重特異性モノクローナル抗体医薬品ZW25とZW49の臨床開発と商業化について戦略的
パートナー関係を結んでいる。

11月 再鼎医薬 & MacroGenics 1.65億ドル 3つの免疫腫瘍学的な製品の中国大陸、香港、マカオと台湾地区における開発と商業化の独占ライセンス

12月 信達生物 & Incyte 3.92億ドル 3つの抗体の単剤または併用療法：大中華区における臨床開発と商業化

12月 複星医薬 & Revance 2.6億ドル
Daxibotulinumtoxin A型ボツリヌス毒素の注射用剤RT002の大中華区および美容適応領域における独占的な使用、輸入、販売およ
びその他の商業化ライセンス

12月 騰盛博薬 & VBI vaccines 1.285億ドル 治療性ワクチンVBI-2601の大中華区におけるライセンス

2018年医薬分野
ライセンス導入の統計（一部）

注:公表した取引公告に基づい
て纏め、必ずしも交渉済とは限
らない。

License in



中国医薬産業の国際化特徴--プロジェクトライセンスによる医薬研究開発の国際化の促進

2018年医薬分野の対外ライセンス統計（一部）

注:公表した取引公告に基づいて纏め、必ずしも交渉済とは限らない。

日付 取引先 取引金額 取引内容

1月 恒瑞医薬 & Arcutis 2.23億ドル
免疫系疾患を治療するJAK1阻害剤(コード「SHR0302」)プロジェ
クト

1月 恒瑞医薬&アメリカTG 3.47億ドル
アジア以外の地域(日本を含む)で単剤または併用薬物として悪性
血液腫瘍を治療するBTK阻害剤SHR1459とSHR1266の臨床開
発と市場販売の独占ライセンス

6月 復宏漢霖&英国Accord 4050万ドル
HLX02(注射用組換え抗HER2ヒト化モノクローナル抗体)の独占
的商業化ライセンス

7月
天境生物&韓国ABL Bio

社
1億ドル

二重特異性モノクローナル抗体(BsAb)プロジェクトの大中華地区
以外における開発と商業化ライセンス

9月 天士力&米国Arbor 頭金500万ドル 複方丹参滴丸のアメリカ本土における独占販売権

11月 江蘇豪森 & Hikma 未知 注射用抗腫瘍薬のライセンス

11月 浙江博生 & Apollomics 未知 EGFR薬物ES-072の大中華区における販売ライセンス

11月
天境生物&米国Tracon 

Pharmaceuticals
未知

CD73抗体TJD5と計画中の最大5つの未命名の二重特異性モノ
クローナル抗体プロジェクト

License out



中国医薬産業の国際化特徴--医薬資本運営の常態化

日付 中国買主 取引先 取引金額

2月 哈薬集団 GNC

約3億ドルで、
GNCの40.1%の

株式を持つ

3月 華西株式、海辰薬業などの共同バイヤー
イタリア新興腫瘍研究開発機構NMS 90%の

株
約3億ユーロ

6月
翰宇薬業傘下バイアウトファンドと雲鋒ファ

ンド
ドイツAMWGmbH 1.2~1.8億ユーロ

6月 遠大医薬、鼎暉投資
豪州機器メーカーSirtex Medical Ltd 100%

の株式
19億オーストラリ

ア・ドル

7月 朗煜資本 米Alpine社GSNOR阻害剤資産 非公開

8月 華東医薬 英国医美会社Sinclair Pharmaplc 約1.69億英ポンド

8月
微医控股有限公司、茂宸集団控股有限公
司、Aldworth Managementなどの投資家

からなる財団

豪州総合生殖補助科学技術サービスサプラ
イヤーGenea Genea 89.5%の株式

約5.1億ドル

2018年に億級の海外買収プロジェクトの統計（一部）

注:公表した取引公告に基づいて纏め、必ずしも交渉済とは限らない。



中国医薬産業の国際化特徴--医薬サービス貿易の堅調な成長

 医薬産業チェーンの発展と細分化に伴い、CRO、
CMO、CSOなど新業態は次第に成長しつつあり、
すでに中国の医薬企業が国際分業に参与する新し
い形になった。

 国内のCRO業務は絶えず拡大し、大量の外資系企
業の医薬品開発、臨床試験プロジェクトを担い、市
場規模は900億元に達すると予想されている。

 漢方医薬サービスは「海外進出」ペースが加速。



中国医薬産業の国際化特徴--海外市場を開拓する方式はますます豊富になっている

右键点击图片选择设置图

片格式可直接替换图片，

在此录入上述图表的综合

描述说明。

点击添加标题

海外上場 投資・工場建設海外開発



2 中日医薬協力の潜在力



中日医薬貿易の状況
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中日医薬貿易の成長傾向 単位:億ドル

 中日間の医薬品輸出入額は2001年から2018年まで、5倍増になり、年平均成長率が10%に達した。

 日本はすでに中国の第三位の医薬貿易パートナーとなっている。



中日医薬貿易の状況

輸出 輸出額42.23億ドル

原薬:クエン酸、ビタミン、アミノ酸、抗生物質、
心血管類など

病院の診断と治療装置: X線断層検査機、磁気
共鳴画像診断（MRI）装置、医療用家具など

保健リハビリ用品:マッサージ器具、障害者用車、
視力矯正設備など

漢方薬剤及び抽出物:高麗人参、半夏などの薬
材及び薬材エキス剤

輸入 輸入額38.47億ドル

病院の診断と治療装置:光学放射線機器、
内視鏡、顕微鏡など

西洋薬製剤:抗感染、ホルモン剤

原薬:メチオニン、ビタミン（一部）



医療衛生費が高騰しつつある 日本政府は後発医薬品を大いに推進している 製薬企業はコストの圧力と市場の飽和に直面している

中日間医薬協力の潜在力--原薬と後発医薬品の日本市場機会



中日間医薬協力の潜在力--製品導入と投資協力

海正薬業と
日本富士
フイルム

百洋医薬と
日本伊藤忠

日本に投資する中国製薬
企業:

恒瑞、華海、天士力など

中国に進出した小林製薬の医薬品
開発と販売

複星医薬集団
と日本丸紅

太陽昇集団と
日本大原薬品

日本東レの
中国投資



中日間医薬協力の潜在力--越境ECによる医薬系商品貿易の促進

 日本のOTC医薬品、健康食品、化粧品などの製品は中国の人々に人気があり、代理購入と越
境ECが盛んに行われている。

 2019年1月1日、「電子商務法」と越境EC輸入の新政策が正式に実施された。



中日間医薬協力の潜在力--伝統的な医薬品の協力にまだ潜在力がある

 伝統的な文化観念は類似性が強く、漢方薬と健康食品の受入れ度が高い。



中日間医薬協力の潜在力--養老とリハビリ分野には巨大な協力機会がある
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 中国の高齢化が進むにつれ、ますます多くの日本企業が中国の看護業界市場に
参入している。



中日間医薬協力に存在する課題--日本医薬品の中国進出

中国の法規を熟知しておらず、中国薬典（薬局方）に対する
研究が不足

製品の立案目的と根拠が不十分

申請資料が不備

パートナーの技術力が不足

提案:まず中国の法規体系を理解し、次に詳細な市場戦略を制定し、十分な市場調査と製品の

実行可能性分析を行い、最後に良好なパートナーを選択し、スムーズなコミュニケーションルートを
確保しなければならない。



中日間医薬協力に存在する課題--中国医薬品の日本進出

申請資料やGMPの要求に熟知していない

製品の品質と供給の安定性は要強化

輸出は原薬と漢方薬材を主としている

後発医薬品や漢方製剤の参入は難しい

提案:適切なパートナーを積極的に選択し、十分な忍耐力を持ってパートナーと良好な関係を育成

し、日本PMDA認証可決の上、製品の品質と供給安定性を維持して初めて日本市場で定着できる。



3 商会の役割



1989年5月に設立され、
中国商務部に直属。

設立

漢方医薬、西洋薬、製
剤、医療機器と設備、ド
レッシング材、バイオ医
薬品、健康食品、機能
性化粧品など。

分野

会員企業2500社以上、
100社以上の医薬業界

リーダー企業が非常勤
副会長と理事を務め。

会員

政策立案、業界協調、
会議訓練、展覧サービ
ス、登録認証、市場研
究、情報報告など

サービス

中国医薬ヘルスケア製品輸出入商会



中国医薬ヘルスケア製品輸出入商会

 現在、中国国内で最大、国際化度が最も高い医薬
業界の組織。

 業界と政府間の対話と交流を促進し、業界の為に政
策支援を求め、企業の経営国際化を支援し、国内外
の企業にコミュニケーションプラットフォームを構築
する。

 現在、イギリス、アメリカ、ロシア、日本、韓国、アセ
アン、アフリカ、中東ヨーロッパなど数十ヶ国及び地
域の医薬業界と密接な交流を維持し、十数ヶ国及び
地域の薬務行政管理当局、医薬業界組織や貿易促
進機関と長期的な協力協定を締結している。



商会による中日間医薬協力の推進-長年にわたった訪日交流

 2014年～2019年、商会は6年連続で百社の中国医薬健康業界のリーダー企業を
組織して日本を訪問し二国間医薬健康産業の対話交流活動を展開した。

 日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、日本ジェネリック製薬協会、日本漢方
生薬製剤協会、日本薬業貿易協会、関西医薬品協会などの業界組織と深く交流
している。



商会による中日間医薬協力の推進-日本薬事トレーニングと薬局方検討活動

 2018CPhI上海展の期間中、第1回中日薬局方
シンポジウムを開催し、240名以上の専門家・
関係者が列席した。

 長年連続で国際薬務質問回答会と中日医薬法
規シンポジウムを開催しており、PMDA職員を
招請して日本医薬品監督システムを紹介した。



商会による中日間医薬協力の推進-輸入博覧会による日本製品の中国進出への促進

 第1回中国国際輸入博覧会では、日本武田、臓器製薬、Fancl、テルモ、オリンパス、ロート
など200社以上の日本企業が参加した。

 日本企業の医薬医療と健康製品は展示会で非常に素晴らしい結果を生み出し、中国の消
費者から大歓迎を受けている。



中日医薬健康産業は
協力のもとで共栄、共栄のもとで発展していくよう期待している！


