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はじめに 
 

我が国の医薬品関連産業は、有用な医薬品の創製によって国民の健康と福祉の向上に貢献

し、順調に発展してきました。近年では、健康寿命の延伸に重要な役割を担うと共に、経済成長を

牽引する中核産業の一つとしても期待されています。その一方で、高齢化や医療の高度化による

医療費増加から薬剤費抑制策が進められており、加えて創薬難易度の上昇に伴い企業間競争

が激化するなど、医薬品関連産業を取り巻く環境は、たいへん厳しい状況にあります。 

 

関西に目を向けますと、東京一極集中が進む中、経済の地盤沈下が指摘されて久しく、また 

３大都市圏の中で少子高齢化が最も早く進んでいることから、その対応が喫緊の課題となって 

います。 

 

大阪医薬品協会（略称：大薬協）は、関西をベースに、医薬品メーカー（先発医薬品、ジェネリッ

ク医薬品、OTC 医薬品）、受託製造、研究開発支援サービスなど様々な医薬品関連企業から  

構成される地域団体です。2018 年７月には創立 70 周年を迎える長い歴史があり、これまでその

活動を通じて会員会社の発展や人びとの健康増進に努めてまいりました。 

 

この度、大薬協では、上述のような医薬品関連産業を取り巻く環境の変化に対応するために、

関西の強みを活かし、「情報発信力のある大薬協」、「社会の要請に応えられる存在感のある  

大薬協」への改革を目指して、今後の当協会が向かうべき方向性を示すビジョンを策定しました。 

 

本ビジョンでは、当協会の 2025 年の未来像として、「提案力」、「イノベーション」、「グローバル

化」、「魅力ある協会」、「社会からの信頼」の５つをキーワードとするありたい姿を描いております。

当協会による関西からの様々な提案や関西を中心とする先進的な取り組みをしっかり進め、全国

的に展開・普及させるなど、ありたい姿の実現を通じて、2025 年の未来像である「関西の強みを 

活かして日本の医薬品関連産業をリードする」地域団体を目指します。 

 

本ビジョン策定に併せて、関西を基盤とする活動をさらに強化するという活動方針に基づき、

2018 年１月１日より当協会の名称を大阪医薬品協会から関西医薬品協会（略称：関薬協）に  

改めることとし、本ビジョンのタイトルも「関西医薬品協会（関薬協）ビジョン 2025 ～健康長寿社会

の実現に向けた関西からの挑戦～」としました。名称変更がなされても、大薬協がこれまで行って

きた大阪を中心とした活動が核であることに変わりはありません。また、この名称変更は、関西の

医薬品関連の各団体のこれまでの活動を尊重するとともに、これら団体と連携して、関西が一体

となった医薬品関連産業のさらなる提案力強化や発展推進を目的としています。 

 

当協会は、会員会社をはじめとして産官学民の様々なステークホルダーとの連携のもと、医薬

品関連産業を取り巻く環境変化に的確に対応し、「関西医薬品協会（関薬協）ビジョン 2025    

～健康長寿社会の実現に向けた関西からの挑戦～」を着実に推進していきたいと考えています。 

 

「関西医薬品協会（関薬協）ビジョン 2025」の実現に向け、皆さまのご理解とご協力のほど、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

2017 年９月 25 日 

              大阪医薬品協会 会長 

土屋 裕弘 



関西医薬品協会（関薬協）ビジョン ２０２５ 
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関西医薬品協会（関薬協）ビジョン 2025（概要） 
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１． ビジョン策定の背景と目的 

 
我が国は、世界的な長寿国として知られていますが、急速な少子高齢社会の進展、いわゆる

「2025 年問題」１）、さらには医療の高度化などにより、今後ますます医療・介護などの社会保障費

が増大していくことが予想されます。このままでは日本が世界に誇る国民皆保険制度の維持が 

難しいことは明らかです。このため、国では、医療費などの増加抑制策や高齢化対策として種々

の施策を講じようとしています。 

 

一方、医薬品関連産業は、健康長寿社会の実現になくてはならない産業であることに加え、 

知識集約型かつ高付加価値産業であり、日本の成長産業の柱として大きく期待されることから、

「日本再興戦略」２）や「健康・医療戦略」３）などに基づき、国では、イノベーションの推進に力を入れ

ています。また、ジェネリック医薬品の数量シェア 80％時代において、「国民への良質な医薬品の

安定供給」、「医療費の効率化」、「産業の競争力強化」を三位一体で実現するため、医薬品産業

の競争力強化に向けた緊急的・集中実施的な総合戦略として「医薬品産業強化総合戦略」４）が 

策定され、これらを実現するための施策などが講じられています。 

 

こうしたことを背景に、世界に誇る国民皆保険制度の維持と創薬や医療技術を支えるイノベー

ションの評価のバランスをいかに図るか、さらに、医療の質の向上と国民負担の軽減をいかに 

実現していくのかが、国のみならず国民全体の最大の課題の一つとなっています。 

 

このような医薬品関連産業を取り巻く環境変化と共に、東京一極集中が進む中で、関西経済の

地盤沈下、人口減少と高齢化などが進んでおり、地域活性化の観点からも、地域団体としての 

在り方が問われています。 

 

こうした環境変化の中で、関西医薬品協会（略称：関薬協）は、社会の要請に応えられる存在感

のある団体を目指すため、従来の大阪をベースとする活動範囲を関西に広げ、関西の関連団体・

機関、アカデミア、自治体などとの連携を強化し、関西の強みを活かして、医薬品関連産業に  

かかわる様々な提案や取り組みを関西から日本全国へ、そして世界へ発信していきたいと考えて

います。 

 

関薬協は、「情報発信力のある関薬協」、「社会からの要請に応えられる関薬協」となることを 

目指し、今後の向かうべき方向性を示すビジョンを策定することにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1) 2025 年問題：2025 年頃までに団塊の世代（1947～1949 年に生まれた第一次ベビーブーマ

ー）が 75 歳以上の後期高齢者に達することにより発生する諸問題のことで、特に、医療・

介護費等社会保障費の急増等が懸念される。 

2) 日本再興戦略‐JAPAN is BACK‐、平成 25 年６月 14 日、閣議決定 

3) 健康・医療戦略、平成 26 年７月 22 日、閣議決定 

4) 医薬品産業強化総合戦略～グローバル展開を見据えた創薬～、平成 27 年９月４日、厚生  

労働省 
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２．ビジョンの構成 

 
 「関西医薬品協会（関薬協）ビジョン 2025」（「関薬協ビジョン 2025」）は、当協会の「基本理念」、

「設立目的」、「2025 年の未来像」、「未来像を具現化する基本戦略及び戦術」で構成されています。 

 

策定にあたっては、関薬協が関西をベースとした地域団体であり、かつ様々な医薬品関連企業

が集合した業界団体であるという特徴を踏まえました。 
 

 

ビジョンは、今後の関薬協のあるべき姿や向かう

べき方向性を示すものであり、ビジョン策定に際して、  

まず、関薬協が活動していくうえでの根底をなす  

「基本理念」を策定しました。また、基本理念の策定

に伴い、従来の「設立目的」も見直しました。 

 

医薬品関連産業を取り巻く環境がこれまで我々が

経験したことのない速さで変化していく中で、2025 年

を見据え、関薬協の「2025 年の未来像」として、我々

が向かうべき方向性を明確に示しました。 

 

さらに、我々が描く「2025 年の未来像」を確実に 

実現するために、「未来像を具現化する基本戦略  

及び戦術」を合わせて策定しました。 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来像を具現化する
基本戦略及び戦術

2025年の未来像

設立目的
（規約3条）

基本
理念

関薬協ビジョン ２０２５
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３． 基本理念 
 

 

 
 

 

「関薬協ビジョン 2025」では、今後、関薬協が活動していくうえでの根本的な考え方である「基本

理念」を掲げました。 

 

「いつまでも健康で長生きしたい」というのは、万人の願いです。単に長寿であるだけでなく、  

「いかに健康で過ごすことのできる期間を長く保つか」、すなわち健康寿命の延伸と、それによる 

健康長寿社会の実現が、今を生きる私たちにとって最重要課題の一つと言えます。また、できる 

だけ健康な状態で過ごすことによって、結果的に医療・介護費用の増加を少しでも減らすことができ

れば、国民負担の軽減につながると共に社会保障の持続可能性も高まることとなり、これは個人に 

とっても国家にとっても望ましいことと考えられます１）。 

このため、政府では、「日本再興戦略」２）などにおいて「国民の健康寿命が延伸する社会」を目指

した取り組みを進めています。また、健康長寿社会の形成に資することを目的とした「健康・医療 

戦略推進法」３）では、国などと共に事業者についても責務が規定されています。 

 

そこで、生命関連製品を取り扱う医薬品関連産業として、その健全な発展を通じ、万人の願い 

である「健康長寿社会の実現」に貢献したいという思いを基本理念に込めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1) 平成 26 年版厚生労働白書、健康長寿社会の実現に向けて～健康・予防元年～ から一部改変 

2) 日本再興戦略‐JAPAN is BACK‐、平成 25 年６月 14 日、閣議決定 

3) 健康・医療戦略推進法、平成 26 年５月 30 日公布 
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４． 設立目的 
 

 

 
 

 

「関薬協ビジョン 2025」の策定を機に、新たに設けた「基本理念」及び業界や地域を取り巻く環境

変化などに鑑み、従来の大薬協の「設立目的」を見直し、以下に示す理由から一部修正することに

しました。参考までに、関薬協として新たに作成した「設立目的」と従来の「設立目的」との比較表を

以下に併せ示します。 

 

① 地域団体としての特徴を示すため、地域に根ざした「関西の強み」の活用を謳いました（「９．１ 

関西の強み」参照）。 

② 従来の「会員相互の緊密な連携及び啓発」を「会員をはじめとする様々なステークホルダーとの

緊密な連携、相互理解及び啓発」に変更しました。我々のビジョンを達成するためには、会員の

みならず、国・地方自治体、関連団体、アカデミアなど、様々な方々との連携、相互理解及び 

啓発が必要です。そこで、これらの方々を総称して「ステークホルダー」としました。なお関薬協

の活動では、会員の皆さまに最も重要な役割を果たしていただいていることから、「会員をはじ

めとする」という表現を「ステークホルダー」の前に加えました。 

③ 「医薬品産業」については、再生医療等製品など、今後の新たな領域拡大も見据え、「医薬品

関連産業」に変更しました。 

④ 「人びとの健康増進に寄与することを目的とする」については、基本理念と文言を合わせ「健康

長寿社会の実現に貢献することを目的とする」に変更しました。 

 

 

設立目的の新旧比較表 

大薬協の設立目的（旧） 関薬協の設立目的（新） 

本会は、地域団体として、会員相互の緊密な連

携及び啓発によって会員共通の利益を増進し、

医薬品産業の健全な発展を図り、もって人びとの

健康増進に寄与することを目的とする（現規約第

3 条）。 

 
（平成 14 年３月 29 日改正）

本会は、地域団体として関西の強みを活かし、

会員をはじめとする様々なステークホルダーと

の緊密な連携、相互理解及び啓発によって会員

共通の利益を増進し、医薬品関連産業の健全

な発展を通じて、健康長寿社会の実現に貢献

することを目的とする。 

*変更箇所を赤字で記載。



5 

 

５． 健康長寿社会の実現に向けた関西からの挑戦 
 

 

   

 
 

関薬協は、「関薬協ビジョン 2025」において、医薬品関連産業の健全な発展を通じて、健康長寿

社会の実現に貢献することを「基本理念」に掲げました。さらに、地域団体として関西の強みを活か

し、会員をはじめとする様々なステークホルダーとの緊密な連携、相互理解及び啓発によって会員

共通の利益を増進し、医薬品関連産業の健全な発展を通じて、健康長寿社会の実現に貢献して 

いくことを「設立目的」としました。 

 

関薬協は、当協会の「基本理念」や「設立目的」である健康長寿社会の実現に向け、関西からの

挑戦として、関西の強みを活かして日本の医薬品関連産業をリードする地域団体を「2025年の未来

像」として描きました。 

 

なお、「関薬協ビジョン 2025」の実現にあたっては、関西が一体となって連携・活動し、健康長寿

社会の実現に向けた様々な提案や取り組みを関西から日本全国に、そして世界に発信していきた

いとの思いを込め、「健康長寿社会の実現に向けた関西からの挑戦」というサブタイトルをつけまし

た。 
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６． 2025 年の未来像 
 

 

 
 

１．提案力  ２．イノベーション ３．グローバル化 ４．魅力ある協会

国、地方自治体等へ

の積極的な政策等の

提言とその実現によ

り、競争力のある健全

な医薬品関連産業の

成長に貢献している。 

 
関西の強みを活かし

た健康医療分野で

の戦略的な取り組み

により、イノベーショ

ンの促進や健康寿

命の延伸に貢献して

いる。 

国際ビジネス活動の

支援により、医薬品

関連産業のさらなる

グ ロ ー バ ル 展 開 を

進めている。 

会員会社の多様な

ニーズや様々な課題

に応えることにより、

魅力ある協会活動を

実施している。 

     

５．社会からの信頼 

生命関連製品を取り扱う産業の地域団体として、コンプライアンス徹底等のたゆまぬ努力により、会員

会社と共に社会からの高い評価・信頼を獲得している。 

 

 

関薬協の「2025 年の未来像」である関西の強みを活かして日本の医薬品関連産業をリードする

ための具体的な行動として、「１．提案力」、「２．イノベーション」、「３．グローバル化」、「４．魅力ある

協会」、「５．社会からの信頼」をキーワードとする５つの柱となるありたい姿を設定しました。 

 

関薬協は、当協会が様々な医薬品関連企業で構成されているという特徴を活かし、５つの柱と 

なるありたい姿を基本として日本の医薬品関連産業がどうあるべきかを多様な視点から考え、関西

をベースにその実現に向けて施策を進めていきます。 

 

さらに、関薬協による関西からの提案や関西を中心とする先進的な取り組みがモデルとなり、 

全国的に取り入れられるなど、会員会社や関西経済のみならず、日本の医薬品関連産業の発展・

成長に貢献していきたいと考えています。 

 

関薬協は、様々なステークホルダーと連携し、この５つの柱となるありたい姿を実現していくことで、 

関薬協の「2025 年の未来像」である関西の強みを活かして日本の医薬品関連産業をリードする  

地域団体を目指します。 
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７． 未来像を具現化する基本戦略及び戦術 

７．１ 提案力 
 

１． 提案力 

国、地方自治体等への積極的な政策等の提言とその実現により、競争力のある健全な

医薬品関連産業の成長に貢献している。 

戦略１．会員会社や地域の発展・成長を目指した施策や規制合理化等の積極的な提言 

◆ 薬事・医療関連等の規制や支援・振興策について中央、地方当局との意見交換等を

通じて、会員各社の要望を取りまとめた提案の実施 

◆ 関西の関連地方自治体・広域連合、関連団体等と連携し、会員各社の要望を基に

国家戦略特区等の薬事・医療関連の国家施策に関する中央当局へ働きかけの強化 

◆ 医薬品関連製品のグローバル化に対応した規制・制度改革の推進 

◆ 再生医療等の次世代医療や新たな健康医療製品の上市を迅速化するための規制 

対応等に対する支援の実施 

◆ ＰＭＤＡ１）関西支部の機能拡充推進 

・大阪府等の関連地方自治体・広域連合、関連団体等と連携し、調査及び相談機能

の充実、GMP 調査員トレーニング機能の付与等、さらなる機能拡大に関する中央

当局、ＰＭＤＡへの働きかけの強化 

 

戦略２．政策提言とその実現に向けた関薬協機能の強化 

◆ 中長期的な視点で政策立案する機能の設置 

◆ タイムリーな会員会社のニーズ調査の実施と、政策提言の取りまとめ 

◆ 提言等の実現を目指した関西の関連する経済団体や地域別業界団体との緊密な

連携強化並びに関連地方自治体・広域連合及び中央当局等との関係構築 

 

 

医薬品関連産業は、生命関連製品を取り扱うことから、その品質、有効性及び安全性の確保  

などを目的として、研究・開発・生産・流通・販売などの一連の活動を通じ、様々な薬事・医療関連  

規制により制限されています。 

 

こうした規制は、医薬品関連製品の安全性などの確保や良質な医療の提供において必要かつ

重要なものですが、より合理的な規制とすることで、不必要な期間・費用を削減しなければなりま 

せん。医薬品関連製品が、グローバルに流通するためには、国際的な整合性などへの配慮も必要

です。これらにより、国際競争力のある企業活動の維持が可能となります。 

 

また、次世代医療や新たな健康医療製品など、これまでにない新たな製品を取り扱う際には、 

現行の規制では不都合あるいは不明確な点が生じる可能性があり、これらに配慮した規制の見直

しなどが必要です。 

 

さらに、医薬品関連産業では、創薬などの研究開発において、多くの費用と期間を要し、かつ  

事業リスクも高いことから、研究開発における規制・制度の特例や税制・財政・金融上の支援など、

様々な観点からの支援・振興策が必要です。 
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会員会社の実態に即した様々なニーズを基に取りまとめた施策や規制合理化などの積極的な

政策提言を、中央、地方当局との意見交換や国家戦略特区などを利用して、中央当局に対して  

働きかけることにより、その実現を図ります。また、東京一極集中の解決策の１つとして期待され、

関西地域からの要望でもある、ＰＭＤＡ関西支部の更なる機能拡充の実現を図るなど、会員会社や

地域の発展・成長を目指します。 

 

関薬協は、こうした会員会社のニーズのタイムリーな調査実施と政策提言の取りまとめを行うと

共に、その前提として中長期的な視点でこうした提言の立案を行える機能を強化します。 

 

様々な施策や規制合理化などの実現を目指し、関西の関連する経済団体や地域別業界団体と

の緊密な連携強化並びに関連地方自治体・広域連合及び中央当局などとの関係構築を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1) PMDA：Pharmaceuticals and Medical Devices Agency（独立行政法人 医薬品医療機器総合機

構）の略称。 
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７．２ イノベーション 
 

２． イノベーション 

関西の強み１）を活かした健康医療分野での戦略的な取り組みにより、イノベーション２）の

促進や健康寿命の延伸に貢献している。 

戦略１．関西の強みを活かしたイノベーションの促進に向けた取り組み 

 ◆ アカデミアやベンチャーのシーズを医薬品関連企業の技術と連携させた新薬や新規

医療機器等の早期実用化支援 

 ◆ イノベーションの促進に向けた産学官の新たな連携関係の提案と促進 

 ◆ バイオベンチャーの創出・育成の促進 

 ◆ ICT３）、AI４）、ビッグデータ５）等を活用した新しい創薬のアプローチを支援 

 ◆ 再生医療分野の研究開発促進に向けた環境整備への支援 

 ◆ 研究機関や企業、医療現場を結びつける仕組みの構築 

 

戦略２．新たな健康医療分野での関西からの展開（新たな市場開拓・形成） 

 ◆ 少子高齢社会や人口減少を見据えた健康医療分野の戦略的な発展促進 

 ◆ 地域包括ケアシステム６）整備に関する会員会社の活動支援 

 ◆ 関西を中心として進行中あるいは構想・計画があるライフサイエンス分野でのクラス 

ター形成やプロジェクトへの支援 

 

戦略３．関連団体等との緊密な連携強化（地方自治体・広域連合、アカデミア、団体・機関、

クラスター、企業間） 

 ◆ 関西の関連地方自治体・広域連合、関連団体、健康・医療創生に係わる非営利

団体、医薬品業界団体、異業種企業、会員会社間との協業・連携促進による新たな

ビジネスチャンスの創出支援 

 ◆ PMDA、AMED７）、医薬基盤・健康・栄養研究所、先端医療振興財団等の公的機関や

京大、阪大、神大等の大学との連携 

 ◆ 医療機関、介護施設、地方自治体、地域の医師会や薬剤師会、患者団体等と会員

会社の交流や連携の支援 

 

 

健康長寿社会の実現は、今や国にとっても国民にとっても最重要課題の一つであり、その達成に

医薬品関連産業の果たすべき役割は極めて大きいといえます。 

 

関西は、古くから知られている「くすりのまち」道
ど

修
しょう

町
ま ち

に代表される医薬品関連産業に加えて、

様々な分野で独創的かつ高度な技術を有する「ものづくり企業」が集積しています。また、生命・ 

健康科学の最先端の研究を行う大学、研究機関、病院なども多く、世界最高水準の科学技術基盤

も整っています。さらに、関連する自治体や団体も医薬品関連産業の振興に対して積極的に取り組

むなど、医薬品関連分野でのイノベーションが生まれやすい恵まれた環境にあるといえます（「９．１ 

関西の強み」参照）。 
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関薬協は、こうした関西の強みを最大限に活かすと共に、関連団体などとも積極的に連携し、  

イノベーションの促進や新たな健康医療分野での関西からの展開を目指します。 

 

新薬などの研究開発については、研究開発そのものの難易度が高まると共に、その費用も高騰

し、開発競争も激化していることから、事業リスクが増大しています。このような中、医薬品関連  

企業の創薬手法も大きく変化しています。従来、創薬シーズの発見から臨床開発に至るまでの全て

を自前で行う自己完結型が中心でしたが、大学・研究機関などのアカデミアやベンチャーから創薬

シーズを導入するなどのオープンイノベーション型への移行が加速しています。また、ＩCＴ、ＡＩ、  

ビッグデータなどを活用した創薬アプローチや、再生医療、遺伝子治療といった次世代治療への 

取り組みも進みつつあります。関薬協は、こうした医薬品関連企業のイノベーション創出を支援し 

ます。 

 

急速に進む少子高齢社会や人口減少の危機に直面する中で、全国的にみても関西地区の人口

減少が大きいことが予測されています。こうした現状を踏まえ、関西からの健康医療分野での新た

な展開や 2025 年の地域包括ケアシステムの本格稼働に向けた体制整備などに関して、関薬協と 

して積極的に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1) 関西の強み：「９．１ 関西の強み」参照。 

2) イノベーション：「新しい技術の開発」、「従来のモノ、しくみ、組織等の改善・改革」で    

社会的に意義のある新たな価値を創造し、社会に大きな変化をもたらす活動を指す概念。 

3) ICT：Information and Communication Technology（情報通信技術）の略称。 

4) AI: Artificial Intelligence（人工知能）の略称。 

5) ビッグデータ：市販のデータベースソフトウェアが把握し、蓄積し、運用し、分析できる能力

を超えたサイズのデータ。 

6) 地域包括ケアシステム：高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住

み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・

介護・予防・生活支援を一体で提供する、地域の包括的な支援・サービス提供体制。厚生労働

省では、2025 年（平成 37 年）を目途にその構築を推進。 

7) AMED: Japan Agency for Medical Research and Development（国立研究開発法人 日本医療

研究開発機構）の略称。 
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７．３ グローバル化 
 

３． グローバル化 

国際ビジネス活動の支援により、医薬品関連産業のさらなるグローバル展開を進めて

いる。 

戦略１．欧米及びアジア諸国（中国、インド、韓国、台湾、ASEAN 等）の医薬品関連分野

への事業展開の支援 

 ◆ アジアを中心とする健康医療ニーズや各国の規制当局及び制度等についての情報  

共有の推進 

 ◆ 医薬品関連製品のバリュー・チェーンを通じたアジア諸国との連携強化 

 ◆ 会員会社の海外でのビジネス活動のコーディネートの実施 

 ◆ 関係国の大使館、領事館等や、厚生労働省、PMDA、地方自治体等の関係部署、

JETRO、日薬連の国際委員会等との連携強化 

 ◆ 海外バイオクラスター・ベンチャーとの国際ビジネス交流会、講演会の充実 

 

戦略２．グローバル人材育成の支援 

 ◆ 会員会社への国内外人的交流の紹介・支援の実施 

 ◆ 国内で働く外国人従業員のための環境整備 

 

戦略３．海外への情報発信 

 ◆ 英語版ホームページの作成（ビジョン、活動内容等） 

 

我が国では、医薬品関連産業を取り巻く環境変化により、研究・開発・生産・流通・販売の一連の

活動を通じて、今後、ますますグローバル化の動きが活発化してくることは間違いなく、グローバル

展開が非常に重要になります。関薬協は、こうした医薬品関連分野の海外への事業展開（国際  

ビジネス活動）の支援を通じて、医薬品関連産業のグローバル展開を進めます。 

 

海外の中で、特に、アジア諸国（中国、インド、韓国、台湾、ASEAN 等）について、日本企業の  

事業展開が遅れており、情報も不十分です。しかし、既に原薬などで重要な供給元になりつつある

ことに加え、市場としても今後大きな成長が期待されており、これらの地域に重点をおいた国際  

ビジネスの支援を行います。一方、欧米については、医薬品関連製品に係わる研究開発や規制 

などの動向について、引き続き情報収集に努めると共に、海外クラスターや政府機関などとの連携 

強化に努めます。 

 

医薬品関連分野の海外展開を促進するためには、グローバル人材の育成・確保が欠かせま  

せん。また、業務のグローバル化、少子化による働き手の不足、外資系企業の進出などの要因  

から、日本で働く外国人従業員の数が、今後増加してくることが予想されます。こうしたことを背景に、  

関薬協としてグローバル人材育成の支援も進めていきます。 

 

医薬品関連産業のさらなるグローバル展開の達成に向け、関薬協の活動内容などを海外の  

関連自治体、アカデミア、団体、企業などにも広く知っていただき、賛同いただける方々との連携や

支援が得られるように、積極的に海外への情報発信を行います。 
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７．４ 魅力ある協会 
 

４． 魅力ある協会 

会員会社の多様なニーズや様々な課題に応えることにより、魅力ある協会活動を実施して

いる。 

戦略１．会員会社の多様なニーズや様々な課題に応えるための機能強化 

 ◆ 新たな協会活動を企画・立案する機能の設置 

 ◆ 環境変化や会員会社の多様なニーズを把握する機能の充実 

 

戦略２．会員会社へのサービスの充実 

 ◆ 委員会・研究会活動や講習会・研修会等の充実 

 ◆ 行政通知等の情報提供等を行う PRAISE-NET１）の利便性向上と機能強化 

 ◆ 会員会社間の共通業務課題・目標等のノウハウの共有化支援 

 

戦略３．協会活動の基盤強化 

 ◆ 協会の設立目的・活動に賛同いただける企業の協会への加盟促進 

 ◆ 協会の委員会・研究会への会員会社の参加促進 

 

 

魅力ある協会活動の実施には、会員会社の多様なニーズや様々な課題に応えることが必要です。

そこで、医薬品関連産業を取り巻く環境変化や会員会社の多様なニーズを把握する機能を充実し、

また、新たな協会活動を企画・立案する機能を設置することで機能強化を図ります。 

 

関薬協は、「委員会・研究会活動」と「事務局活動」を事業活動の両輪として、引き続き業界の 

当面する諸問題に取り組んでいきます（「９．３．３ 事業概要」参照）。委員会・研究会活動などの 

充実や PRAISE-NET などの事務局活動の機能を強化すると共に、各社共通課題・目標などについ

て会員会社間でのノウハウの共有化などを通じて、会員会社へのサービスの充実を目指します。 

 

関薬協は、協会活動の基盤強化のため、活動内容などを外に向けて積極的に発信することで、

活動内容を理解いただき、関薬協の設立目的や活動に賛同いただける企業の当協会への加盟を

促進し、さらに関薬協の委員会・研究会への会員会社の参加促進につなげていきたいと考えて  

います。 

 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1) PRAISE-NET：Pharmaceutical Regulatory Affairs Information Service の略称。一般向け情

報、最新の医薬品等にかかわる行政通知情報、団体会員向け情報、関連委員会等向け情報、講

演会等受付システム、アンケートシステムの６つのサービスからなる団体会員向け情報ネッ

トワーク。なお、一般向け情報についてはインターネットにアクセスできる方はだれでも利

用・閲覧できる。現在は、日本製薬団体連合会（日薬連）、関西医薬品協会（関薬協）、東京

医薬品工業協会（東薬工）、日本製薬工業協会（製薬協）の４団体が共同利用している。 
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７．５ 社会からの信頼 
 

５． 社会からの信頼 

生命関連製品を取り扱う産業の地域団体として、コンプライアンス徹底等のたゆまぬ努力に

より、会員会社と共に社会からの高い評価・信頼を獲得している。 

戦略１．広報活動の強化 

 ◆ 会員会社内外への関薬協活動の定期的かつタイムリーな公開 

 ◆ メディアを効果的に活用した情報発信 

 ◆ 国民の健康へのニーズに合った情報提供と啓発活動の実施 

 

戦略２．会員会社の継続的なコンプライアンス活動の推進・支援 

 ◆ コンプライアンス強化・啓発を目指した研修、講演会の開催や関連情報の発信 

 

戦略３．社会貢献活動の充実 

 ◆ くすりや健康・医療に関連したプロジェクトへの支援 

   ・くすりや健康・医療に関連した関西を中心とするまちづくり等のプロジェクト支援 

   ・「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする「2025 日本万国博覧会（大阪 

 誘致活動中）」への支援 

 ◆ 災害時の医薬品等の安定供給への対応・支援 

 

 

医薬品関連産業を取り巻く環境に鑑み、今後、関薬協は、医薬品関連産業に対する社会からの

理解を得るための情報発信力を強化し、社会の要請に応えられる存在感のある団体を目指して 

いきたいと考えています。 

 

医薬品関連産業は、生命関連製品を取り扱う産業として、他産業にも増してコンプライアンス  

重視が求められています。関薬協は、会員会社と共に社会からの高い評価・信頼を獲得できるよう

に努めます。 

 

関薬協は、関西をベースとした地域団体として、くすりや健康に関連するプロジェクト、例えば、 

関西を中心としたまちづくりや「2025 日本万国博覧会」を支援し、地域活性化への貢献に努めます。 

 

生命関連製品は、高い品質の維持と共に安定供給が求められます。関薬協は、会員会社や  

地方自治体などと連携し、災害時における医薬品関連製品の安定供給への対応・支援に最善を 

尽くします。 
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８． 未来像実現のための事業計画 
 

関薬協の「2025 年の未来像」の５つの柱となるありたい姿の実現にあたっては、ビジョン実現  

タスクフォースを関薬協内に新たに設置し、未来像の実現に向けた様々な企画・戦略を担うと共に、  

当協会の委員会・研究会及び研究開発推進会議と連携し、中期事業計画（前期：2020 年度まで、

後期：2025 年度まで）及び単年度計画の立案・実行を行います。 

 

 

 

 
 

 

 

「2025 年の未来像」の５つの柱となるありたい姿、各ありたい姿に対する戦略及び 2025 年までの

中間地点である 2020 年の姿（中期事業計画前期）について、その概要を次ページの表にお示し  

します。 
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2025 年のありたい姿と中期事業計画前期概要 

５つの柱 戦略 
2020 年度の姿 

（中期事業計画前期） 
2025 年のありたい姿 

   

１．提案力 会 員 会 社 や 地 域 の 

発展・成長を目指した

施策や規制合理化等

の積極的な提言 

・特区を利用した当局への積極的な政策提言 

・日薬連等を通じた当局への規制合理化提言の 

強化 

競争力のある健全な医薬品関連

産業の成長への貢献 

政策提言とその実現

に向けた関薬協機能

の強化 

・企画・戦略を担うビジョン実現タスクフォースの 

設置及び政策立案作業の開始 

・存在感や提案力の強化を目指した当協会の

名称変更及び規約改正 

 
  

２．イノベーション 関西の強みを活かし

たイノベーション促進

に向けた取り組み 

・企画・戦略を担うビジョン実現タスクフォースの 

設置及び取り組みの検討・実装化 

・大阪から関西への活動範囲の拡大  

・関西圏のイノベーション関連団体、大学間の 

連携推進（フォーラム、マッチング等の設置） 

イノベーションの促進や健康寿命

の延伸への貢献 

新たな健康医療分野

での関西からの展開

（ 新 た な 市 場 開 拓 ・ 

形成） 

・関西での新たな健康医療分野での動き（地域

包括ケアシステム等）への参画 

関連団体等との緊密

な連携強化（地方自

治体・広域連合、アカ

デミア、団体・機関、 

クラスター、企業間） 

・関連団体等との定期的な会合等の実施による 

ネットワークの構築 

・各ベンチャー支援関連団体の特徴の明確化と 

相互連携 

・存在感や提案力の強化を目指した当協会の

名称変更及び規約改正 

 
  

３．グローバル化 欧米及びアジア諸国

（中国、インド、韓国、

台湾、ASEAN 等）の

医薬品関連分野への

事業展開の支援 

・ジェネリック医薬品、OTC 医薬品の海外展開  

への支援（各国規制当局、支援団体と連携） 

医薬品関連産業のさらなるグロー

バル展開の推進 

グローバル人材育成

の支援 

・国内外の大学、クラスターとの連携による会員 

会社への人材交流の斡旋 

・国内の外国人向け情報交換会等の設置 

海外への情報発信 ・英語版ホームページの開設 

 
  

４．魅力ある協会 会 員 会 社 の 多 様 な 

ニーズや様々な課題

に応えるための機能 

強化 

・企画・戦略を担うビジョン実現タスクフォースの 

設置及びニーズ・課題の把握、対応策の策定 

・多様な会員ニーズの把握及び解決のための

ネットワークの構築 

魅力ある協会活動の実施 

会員会社へのサービ

スの充実 

・会員会社の要望を基にした PRAISE-NET の 

利便性、機能の強化 

・特定課題に関するセミナー開催等による企業

間のノウハウの共有化 

協会活動の基盤強化 ・説明会や個別訪問等を通じた協会・委員会等へ

の勧誘、協会・委員会等の活動紹介の充実 

 
  

５．社会からの信頼 広報活動の強化 ・協会活動内容の外部（社会）への積極的な公開 社会からの高い評価・信頼の獲得

会員会社の継続的な

コンプライアンス活動

の推進・支援 

・国、地方自治体、関連団体等と連携した業界の 

コンプライアンス活動の推進 

社会貢献活動の充実 ・道修町まちづくり協議会への協力 

・「2025 日本万国博覧会」への支援 

・災害時の医薬品等の安定供給体制の整備と 

新たな手順の作成 
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９． 参考情報 

９．１ 関西の強み 
 

「関薬協ビジョン 2025」の中で用いられている「関西の強み」について、以下に具体的に列記しま

した。 

なお、「関西の強み」は、ここに示したものに限ったことではなく、また、ここで示した「関西の強み」

とは、他の地域に比較して特に優っているという意味ではありません。これら「関西の強み」を明確

にすることにより、「関薬協ビジョン 2025」の実現のために活かしていくことを意図するものです。 

 

 
 

 「くすりのまち」道
ど

修
しょう

町
ま ち

に代表される医薬品関連産業の集積 

 様々な分野で独創的かつ高度な技術を有する「ものづくり企業」の集積 

 生命・健康科学の最先端の研究を行う大学、研究機関、病院、クラスター等の集積と連携１） 

 将来の創薬等の手段として期待される世界最高水準の科学技術基盤の集結２） 

 アカデミア・企業の行う創薬の支援や開発相談を行う機関の集積３）     

 医薬品関連産業の振興に向けた地方自治体や関連団体の積極的な取り組み４）        

 アジア、欧米等の海外と、「人」・「もの」・「情報」が集まり、交流してきた歴史ある地域 

 関西国際空港５）等、医薬品等の輸出入に係わる国際物流拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1) 京大、阪大、神大、医薬基盤・健康・栄養研究所、理化学研究所、産総研関西センター、国立

循環器病研究センター、北大阪バイオクラスター、神戸医療産業都市、けいはんな学研都市 

等 

2) スーパーコンピュータ「京」（世界最速レベルのコンピュータ）、SPring-8（世界最高性能の

大型放射光設備）、SACLA（世界最高性能の X線自由電子レーザー施設）、京都大学 iPS 細胞

研究所（病気解明、創薬、再生医療に活用される iPS 細胞研究 ） 等 

3) 日本医療研究開発機構（AMED）創薬支援戦略部西日本統括部、医薬品医療機器総合機構（PMDA）

関西支部 等 

4) 関西圏国家戦略特区、大阪バイオ戦略、関西経済連合会、関西経済同友会、大阪・京都・神戸

三商工会議所、関西健康・医療創生会議 等 

5) 関西国際空港 医薬品専用共同定温庫（KIX-Medica） 等 
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９．２ 2025 年の未来予測 
 

関薬協の「2025 年の未来像」を考える上での共通の認識となる当協会及び医薬品関連産業を 

取り巻く環境変化に関し、日本及び関西についての未来予測を行いました。 

  
日本全体 関西 

人口 人口の最大ボリューム層である団塊の

世代が後期高齢者（75 歳以上）になり、

日本人の３人に 1 人が 65 歳以上、５人

に１人が 75 歳以上の超高齢社会となっ

ている。 

関西（大阪市）は、全国に比べて高齢化

のスピードが速く、現役世代の人口の

減り具合も大きいことから、他地域に

先駆けてヘルスケアシステムの先進

モデルが試行され、実を結びつつある。 

経済 医薬品関連産業が知識集約型かつ

高付加価値産業として日本経済を牽引

する中心産業の一つとなっている。 

関西経済が地盤沈下から脱却の兆しを

見せ、大阪・関西圏が東京圏と並ぶ

日本の中核経済圏となりつつある。 

地域包括ケア

システム 

地域医療構想（ビジョン）による地域

包括ケアシステムが整備・実施されて

いる。 

高齢化が特に進展している関西での

地域包括ケアシステムの先進的な取り

組みが成功しつつあり、これを参考と

した取り組みが全国に広がっている。 

最新医療 再生医療やＩCＴ、ＡＩ、ビッグデータ等を

含む、最先端科学技術の駆使により

発展した創薬、個別化医療、遺伝子

治療、予防・先制医療が進歩し、患者の

アクセスも容易となっている。 

高度医療として世界最高技術水準の

医療クラスターが関西に形成・提供され

ている。特に再生医療の分野では関西

の強みを生かして日本、世界をリード

した取り組みが進んでいる。 

PMDA 医薬品関連製品の審査等について、

世界第一級の審査・安全・救済機関と

して活動している。 

PMDA 関西支部が、調査や相談、さらに

GMP 調査員のトレーニング等、その

機能強化を進めており、関西圏の医薬

品関連産業等の活動を支援している。 

AMED AMED の取り組みや、国等の進める

産学官民の連携強化により、アカデミア

の研究開発の実用化の成果が実を結び

つつある。 

関西に設置された創薬支援戦略部の

機能強化が進み、関西圏の医薬品関連

企業等の活動に貢献している。 

医療環境 国民皆保険は維持されているが、高度医療とプライマリ・ケアに機能分化し、これら

を支える産業が持続的に成長できるシステムが構築されている。 

プライマリ・ケアでは、国民皆保険下の薬価保険制度のもとで、全ての国民に良質

かつ適正価格の医薬品が提供されている（ジェネリック医薬品の数量シェア：

80％）。 

国民・患者の健康意識はさらに高まっている。インターネット等を通じて医療や患者

の情報量が飛躍的に増加し、患者が医療そして創薬にも積極的に協力している。 

セルフメディケーションの推進により OTC 薬の使用も進んでいる。 
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９．３ 関薬協について 

９．３．１ 創設 
 

大阪に製薬業者の団体が誕生したのは、1886 年（明治 19 年）９月に大阪薬種卸仲買商仲間の

なかに「製薬組」が組織されたことに始まります。その後、1902 年（明治 35 年）12 月 11 日、大薬協

の前身である「大阪製薬同業組合」が設立されました。 

さらに、団体の様々な統廃合を経て、1948 年（昭和 23 年）７月１日、西部医薬品工業協会と大阪

製薬協会が合体し、大薬協が設立されました。１） 

  2018 年（平成 30 年）１月１日、大阪医薬品協会（大薬協）の名称を変更し、新たに関西医薬品 

協会（関薬協）として再スタートします。 

 

 

９．３．２ 組織図 
 

 
  （2017 年９月末現在） 

 

 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1) 50 年の軌跡、大阪医薬品協会、1998 年 
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９．３．３ 事業概要 
 

関薬協は、関西をベースとした地域団体であり、かつ様々な医薬品関連企業が加盟しています。

（311 社：2017 年９月末現在） 

所管官庁である厚生労働省、大阪府をはじめ関西の行政当局とは常に緊密な連携を保ちながら、

行政通知などの迅速な入手と周知を図ると共に、各種の講演会、説明会などを年間 50～60 回程度

開催しています。 

関薬協の事業活動は、理事会のもとに４委員会・６研究会による「委員会・研究会活動」と「事務

局活動」を両輪として、業界の当面する諸問題に取り組んでいます。 

 

 

１） 委員会・研究会活動 
 

薬業界が当面する諸問題について、それぞれの委員会・研究会が各専門分野の課題に取り  

組み、その解決を目指して活発な活動を展開しています。 

会員会社であれば、希望の委員会・研究会に加入して活動することができます。現在、関薬協に

は次のような委員会、研究会が活動しています。①薬事法規研究委員会、②技術研究委員会、③

品質委員会、④国際ビジネス委員会、⑤点眼剤研究会、⑥知的財産研究会、⑦くすり相談研究会、

⑧医薬品安全性研究会、⑨教育研修研究会、⑩治験推進研究会（「９．３．２ 組織図」参照） 

 

 

２） 事務局活動 

（１）  会員会社への行政通知等情報提供サービス、各種講演会・説明会等の開催 

日薬連、関薬協、東薬工、製薬協の「４団体」の共同事業である PRAISE-NET の業務運用主体と

して安定的な稼動とサービスの提供を行っています。毎日２回、行政通知などの情報をインターネッ

トで配信しています。 

その他、講演会、説明会などの講演内容及び総会、理事会、委員会・研究会の議事録を掲載  

した「会報」を、毎月１回、インターネットで配信しています。 

このほか、関薬協では、厚生労働省、大阪府、PMDA などの担当者を講師に招いて行う研修会・

説明会や医学・薬学の第一人者を講師に迎えてトピックスなどの関心の高いテーマで講演会などを

開催しています。 

 

（２） 関西圏における各種プロジェクトへの協力と推進 

 
関西圏における医薬品関連の各種プロジェクトに協力しています。特に、国家戦略特区、国際 

戦略総合特区、大阪バイオ戦略、北大阪バイオクラスター、神戸医療産業都市、けいはんな学研 

都市などの地域の創薬活動に協力しています。また、関西圏の大学、研究機関の持つ新しい創薬

シーズについて産学意見交流会などを開催しています。 
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９．３．４ 会員情報 

１） 本社所在地別分類 

 
311 社               （2017 年９月末現在） 

 

会員会社の本社が所在する地域を上の図に示しました。 

関薬協は、関西を中心とする地域団体ではありますが、会員会社は関西のみならず、日本全国

に渡って分布しています。 

 

２） 業態別分類 

 
311 社                （2017 年９月末現在） 

 

会員会社の業態を上の図に示しました。なお、一つの企業で複数の業態を持つ場合もあります

が、便宜上、いずれか一つの業態だけを選択しています。 

関薬協は、医薬品メーカー（先発医薬品、ジェネリック医薬品、OTC 医薬品１））、医薬原材料・  

試薬、受託製造・製造支援、研究開発支援サービス、医療器材などの様々な医薬品関連企業が 

加盟しており、ニーズも多様です。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1) OTC 医薬品: OTC は Over The Counter の略。カウンター越しに薬を販売する形式に由来

している。薬局・薬店・ドラッグストア等で販売されている医薬品。 
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あとがき 
 

2016 年５月 31 日に行われた大薬協理事会で就任した土屋裕弘新会長の「医薬品関連産業を 

取り巻く環境変化の中で、「情報発信力のある大薬協」、「社会の要請に応えられる存在感のある 

大薬協」を目指すため、今後の大薬協の向かうべき方向性を示すビジョンを策定したい。」との抱負

を受け、2016 年７月６日開催の理事会で正式に承認いただき、当協会の会務審議会の全メンバー 

からなる大薬協ビジョン策定プロジェクト（以下、「プロジェクト」）を立ち上げ、「大薬協ビジョン 2025」

の策定にとりかかりました。 

 

７月の検討開始から、毎月１回のペースでプロジェクト会議を開催し、グループ討議などの様々な

手法を効果的に取り入れ、足りない部分はメールなどでやり取りしながら、活発な議論を行いました。

また、策定にあたり、当協会の委員会・研究会及び研究開発推進会議メンバーなどからも意見を 

いただきました。ちなみに、プロジェクトは、先発医薬品、ジェネリック医薬品、OTC 医薬品など様々

な製品を取り扱う医薬品関連の内資系及び外資系企業のメンバーから構成されています。 

 

プロジェクトで策定したビジョン案に対していただいた関係する当局及び関連団体などからの多く

の貴重なご意見をビジョンに反映させ、「大薬協ビジョン 2025」（案）が理事会で承認されました。 

 

本ビジョン策定により、関西を基盤とする活動をさらに強化し、関西が一体となって連携・活動し、

健康長寿社会の実現に向けた様々な情報や取り組みなどを日本全国、更には世界に発信していく

存在感のある地域団体を目指すという当協会の今後の向かうべき方向性を明らかにしました。  

本ビジョン策定の機会に併せて、当協会の名称を、今後の向かうべき方向性に適した名称に変更

すべきであるとの提案があり、名称変更を行うか否かの検討が行われました。その結果、大薬協の 

名称を関薬協に変更し、ビジョンの名称も「関西医薬品協会（関薬協）ビジョン 2025 ～健康長寿 

社会の実現に向けた関西からの挑戦～」とすることで 2017 年９月 25 日に開催された当協会の総

会にて承認されました。 

 

関薬協は、未来像を具現化する基本戦略及び戦術に関して、中期事業計画（前期：2020 年度 

まで、後期：2025 年度まで）、さらに各年度の事業計画に落とし込むことにより、関薬協の「2025 年

の未来像」の５つの柱となるありたい姿を着実に実現し、「関西の強みを活かして日本の医薬品  

関連産業をリードする」地域団体となることを目指します。 

 

なお、未来像を実現するためには、会員会社をはじめ、関連する団体・機関、アカデミア、国・  

地方自治体などとの緊密な連携が極めて重要です。皆さまのご理解とご支援を、何卒よろしく   

お願い申し上げます。 

 

 

 

プロジェクトメンバー一同 
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