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転換期にある業界の
唯一無二の存在として
患者さんの期待に応えます

価値創造戦略  ｜  事業による価値創造

日本事業
（沢井製薬）

新製品の貢献によって利益面では計画を達成、
2021年度は、品質や供給への期待に
応えていきます

2020年度の国内ジェネリック医薬品市場は、2回の薬価

改定と新型コロナウイルスの感染拡大による受診抑制の

影響を受けましたが、当社は6月と12月に単独もしくは

限られた競合状況のもと新製品を上市し、これらが売上・

利益に大きく貢献しました。その結果、国内売上収益は

153,584百万円（前期比6.6％増）と計画を下回ったものの、

営業利益では26,284百万円（前期比7.7％増）と計画を達成

することができました。逆境の中にあって、当社従業員の

実力を再認識すると同時に、新製品を上市し続けることの

大切さを再認識した1年でした。

2021年度は、ジェネリック医薬品業界の品質問題に起因

する市場の不信感を払拭し、高品質なジェネリック医薬品を

安定供給することで患者さんの期待に応えることが最も

重要な課題だと考えています。その期待に応えながら、さら

なるシェア拡大を図るためには、供給力の強化が喫緊の課題

であり、早急に増産体制の方向性を明確化していきます。

国内市場ではジェネリック医薬品の数量シェアが80%に

新製品による売上拡大を目指して
新製品開発と安定供給の２つの課題に取り組みます

当社グループはこのたび、2023年度を最終年度とする

新中期経営計画「START 2024」を策定しました。その重点

戦略の1つが「国内ジェネリック医薬品市場におけるシェア

拡大」です。そのカギは新製品による売上拡大であり、今後

3年間で85品目以上の新製品投入を予定しています。

ジェネリック医薬品は、一度承認されると、早い段階で

新薬からの切り替えが進み、その後、なかなかシェアを覆す

ことが難しい製品です。逆に言えば、他社に先駆けて新製品

を開発し、いち早くシェアを獲得すれば、長きにわたって

売上に貢献してくれます。ですから、先発品の特許が切れた

ときに、最も早いタイミングで上市することが競争優位に

つながります。

最近では、多くの製薬会社が共同開発などによって同時

にジェネリック医薬品を上市し、シェアが分散する傾向に

近づき、全体としての伸びは今後鈍化すると考えられます。

しかし、毎年、確実に特許が切れる新薬があり、今後3年間

に特許切れとなる新薬の市場は7,000～8,000億円程度は

あると見ています。その70～80%がジェネリック医薬品に

置き変わると考えると、当社の成長の余地は充分にあります。

現在、ジェネリック医薬品の信頼性に対して逆風が吹いて

いますが、当社としてはその中で、さらなる信頼を獲得して

いくことで、多くの患者さんの期待に応えていきます。

あります。当社としては、より難易度の高い品目の上市や、

他社に先駆けた単独上市によって、できるだけ競争・競合が

少ない製品の割合を増やしながら、シェアを拡大していく

必要があります。特に、毎年、薬価改定があることを考え

ると、経営の安定性を確保するために付加価値の高い製品

を増やすことは必須です。

実際に、当社は過去3年間で89品目の新製品を発売し、

品目数はもちろん、販売数量でも他社を上回る実績をあげて

きました。こうしたことが可能なのは、長年のジェネリック

医薬品事業で蓄積されたノウハウによる総合力があるから

です。当社の研究開発の人的資源はジェネリック医薬品

メーカーの中では圧倒的で、知的財産の保護・活用のための

調査・分析はもちろん、原薬の性質や製剤技術に精通した

人財も大勢います。そうした総合力があるからこそ、特許の

盲点を突いたり、自社の知財を活用するアイデアもわいて

くるのです。

ジェネリック医薬品の開発は、特許が切れてから、なる

べく早く承認を取得するというのが、従来のプロセスでし

たが、今後はこうした「受け身」とも言えるやり方だけでは、

過去3カ年の発売品目数と主な発売品

発売実績合計  89品目
今後3カ年の新製品の発売計画売上収益／コア営業利益
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競争・競合の少ない品目を拡大
新製品開発の強化重点戦略1

生き残りは難しいと考えます。たとえば、新薬メーカーの

特許を回避できるようなアイデアや、特許そのものの無効性

を検証していくなど、他社が思いつかないような「攻め」の

姿勢で積極的に特許にチャレンジしていきます。もちろん、

失敗に終わるリスクもありますが、それ以上に得られる

メリットは大きいと考えています。

初収載GEの
先発品

サインバルタカプセル/ルネスタ錠/
ベシケア錠/アドシルカ錠等

過去3カ年の新規発売品目の売上収益（百万円）

発売予定 85品目以上
成分数

製品数

先発市場（億円）
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2021年度2018年度 2019年度 2020年度 2022年度 2023年度

発売品目数※

主な発売品
（成分名）

33（3） 14（7） 42（9）

●カペシタビン
●オセルタミビル

●エルデカルシトール
●バゼドキシフェン
●フェキソフェナジン
塩酸塩・塩酸プソイド
エフェドリン
（プソフェキ配合錠）
●レパグリニド
●バルデナフィル

●ミカファンギン
Na点滴静注用
●タダラフィルCI
●アプレピタント

※(  )は、うち単独上市・競争優位の品目

2018年度発売品目
2019年度発売品目
2020年度発売品目

5,526

551

7,918

13,964

1,890

6,514

2018 2019 2020 （年度）
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● 約800品目の承認取得実績
● 特許無効審判、侵害訴訟等についての豊富な
経験

● 知財専門弁護士を含む外部専門家との綿密
な連携

● 多品目の一番手上市を実現する人員体制
● 独自技術の開発

● 約450ある原薬製造所に、年間約100件の
監査を実施

● GQPに従い、厚労省の承認基準に適合して
いるかを監査し、品質改善指導を実施

● PIC/Sに基づき全800品目、毎年各1ロットを
サンプリングし、長期安定性試験を実施

● ICH Q3D、PIC/S、薬機法改正への対応

● 約800品目の製品情報を、迅速かつ的確に
お伝えする情報提供体制

● 患者さん・医療関係者向けの豊富な資材・コン
テンツ

● 医薬品の副作用や安全性情報、製品の更なる
改良のための情報収集体制

● 部門間連携による需要変化等への対応

● 原材料の需要変動等に迅速に対応できる調
達体制

●多品種多品目生産を実現できる製造スキル
●部門間連携による需要変化への対応
●適正在庫の確保

価値創造戦略  ｜  事業による価値創造

ジェネリック医薬品は、一度承認されると、早い段階で

新薬からの切り替えが進み、その後、なかなかシェアを覆す

ことが難しい製品です。逆に言えば、他社に先駆けて新製品

を開発し、いち早くシェアを獲得すれば、長きにわたって

売上に貢献してくれます。ですから、先発品の特許が切れた

ときに、最も早いタイミングで上市することが競争優位に

つながります。

最近では、多くの製薬会社が共同開発などによって同時

にジェネリック医薬品を上市し、シェアが分散する傾向に

あります。当社としては、より難易度の高い品目の上市や、

他社に先駆けた単独上市によって、できるだけ競争・競合が

少ない製品の割合を増やしながら、シェアを拡大していく

必要があります。特に、毎年、薬価改定があることを考え

ると、経営の安定性を確保するために付加価値の高い製品

を増やすことは必須です。

実際に、当社は過去3年間で89品目の新製品を発売し、

品目数はもちろん、販売数量でも他社を上回る実績をあげて

きました。こうしたことが可能なのは、長年のジェネリック

医薬品事業で蓄積されたノウハウによる総合力があるから

です。当社の研究開発の人的資源はジェネリック医薬品

メーカーの中では圧倒的で、知的財産の保護・活用のための

調査・分析はもちろん、原薬の性質や製剤技術に精通した

人財も大勢います。そうした総合力があるからこそ、特許の

盲点を突いたり、自社の知財を活用するアイデアもわいて

くるのです。

ジェネリック医薬品の開発は、特許が切れてから、なる

べく早く承認を取得するというのが、従来のプロセスでし

たが、今後はこうした「受け身」とも言えるやり方だけでは、
事業の基盤となる強み

築き上げてきた信頼とブランドを基盤に
シェア拡大を目指す

President & CEO, Upsher-Smith Laboratories, LLC

Rusty Field

将来の成長に向け
組織を再構築していきます

Upsher-Smithにとって2020年度は厳しい年度でした。

米国ジェネリック医薬品市場での激しい競争により、主力

製品の価格は大幅に下落し、COVID-19によってブランド

薬の成長も鈍化しました。COVID-19は患者の行動や

医師へのアクセスに影響を及ぼし、ブランド薬Tosymra ™

の立ち上がりを妨げ、当期純利益に大きな影響を与えま

した。さらに、2019年10月から2020年3月までに発売

された3つの新規片頭痛治療薬への影響は、我々の想定

以上でした。ジェネリック医薬品事業のリスクを相殺する

重要な戦略であるブランド薬による業績拡大は遅れること

になりました。米国のジェネリック医薬品市場の競合の

特性は、2018-2020年度中期経営計画の初期にわかって

いましたが、その時点では、価格への影響の程度と期間を

予測することはできませんでした。

これらの大きな課題の中で、当社は顧客への「業界最高の」

供給を維持し、販管費は計画を大幅に下回る水準を維持

しました。2021年3月には、収益基盤に応じた事業構造

と経費支出に整合させるためのリストラを完了しました。

次期中期経営計画では、2024年以降の成長に向けて

Upsher-Smithを再構築することに重点を置き、4つの重要

な戦略を実行します。第一に、ブランド・ポートフォリオに

よる成長を牽引するとともに、新たなブランド薬を追加する

ことです。過去の教訓をもとに深く分析・評価した後、2020年

8月に、主要ブランド薬流通戦略を変更した結果、同年10月

から翌年3月にかけて、Tosymra ™の販売単位の成長率が

倍増しました。2021年4月には、Tosymra ™の平均販売

価格向上に向けた戦略を実施しました。2021年度は、これ

らの戦略に加え、消費者への直接的なマーケティング戦略を

第1四半期から第2四半期の間に新たに追加する予定です。

第二に、複雑なジェネリック医薬品と505(b)(2)※小規模

ブランド薬の開発に特化するために、パイプラインのポート

フォリオを再構築します。2019年から2020年にかけて取り

組んできた研究開発体制とその人財の変革によって、この再

構築を適切に達成できることでしょう。複雑なジェネリック

医薬品に関しては、患者さんへ特徴的できめ細かな情報

提供等のサービスを行っています。第三に、生産部門の集約

を完了し、将来にわたって効率性と品質を高めていきます。

最後に、これらの戦略との整合性を確保し、営業コストを削

減することで、将来にわたってキャッシュ・フローと営業利益

を改善するために、事業の再構築をさらに進めていきます。

当社の経営陣と従業員は、サワイグループホールディン

グスの長期経営計画に沿って、2030年までに売上収益を

現状の2倍にすることに全力を注いでいきます。短期的には

課題の多い時期が続きますが、その影響を緩和し、長期的

な成長を実現するための戦略が遂行されています。サワイ

グループホールディングスとのパートナーシップはこれまで

以上に強く、事業戦略への理解と関与も深まることで、今後

の業績は向上していくと考えています。
※ 505(b)(2)：米国での承認申請方法の1つ。505(b)(2)申請では、新薬
の投与経路や剤型を変更した医薬品を、当該新薬の有効性や安全性
データを利用して簡略に申請可能。ジェネリック医薬品ではなく、ブランド
薬として承認される。

米国事業
（Upsher-Smith)
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シェア拡大のもう1つのポイントは、供給力の強化です。

市場からの要望に応えるため、まずは現在当社が保有して

いる生産能力をフル活用し、早期に年間155億錠を供給

できるようにします。さらに、できるだけ早く年間200億錠

を供給できる体制を目指します。

供給力を向上させるには様々なアプローチがありますが、

まずは人員の補強や既存工場の設備増強など、自社の生産

能力をフルに発揮できる体制づくりに取り組みたいと思い

ます。同時に将来に向けて、新たな設備投資や、他社との

生き残りは難しいと考えます。たとえば、新薬メーカーの

特許を回避できるようなアイデアや、特許そのものの無効性

を検証していくなど、他社が思いつかないような「攻め」の

姿勢で積極的に特許にチャレンジしていきます。もちろん、

失敗に終わるリスクもありますが、それ以上に得られる

メリットは大きいと考えています。

当社は、日本にジェネリック医薬品の市場がなかった

数十年前から、ジェネリック医薬品の開発・生産・販売を

行い、国内にこの市場を発展させてきたパイオニアです。

その中で特に重視してきたのが、品質であり、それを担う

社員の教育研修や業務改善活動です。こういった活動は

長年かけて醸成し、我々のフィロソフィーとして会社にしっ

かりと根付いています。それが土台となり、当社は50年以上、

業界NO.1のブランド力と、そのブランドに対する信頼を

築いてきました。

今後も、研究開発部門と生産部門、また、営業部門と生産

管理部門といった部門間の連携を密にし、サワイブランド

の信頼を損ねることのないよう、引き続き高品質な医薬品

の安定供給に取り組みながら、さらなるシェア拡大を目指

していきます。

連携や買収など様々な選択肢を検討し、供給力の向上を

図っていきます。

その中で、忘れてはならない大事な点は、きちんと品質

を保証していける体制を維持しつつ、供給力を上げていく

ことです。いくら品質を声高に叫んでルールや手順をつくっ

ても、それを運用するのは人間です。一番大事なのは我々

の品質に対するマインドを維持・向上させていくことであり、

その教育にも一層力を入れていきます。
200億錠を供給できる体制へ

安定供給力の強化重点戦略2

安定供給力の強化
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