医薬品流通の信頼性を高め、皆さまに安心・安全をお届けする。それが私たちの使命です。
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医薬品卸は日本の医療の
命と健康を支える医薬品の安全・安定かつ効率的な供給に努めています。

日本医薬品卸売業連合会は医薬品の安定供給を
確保するために、長年にわたり流通改善に取り
組んできましたが、特に2017年は医薬品流通
業にとり激動の年になりました。２年に１度の
薬価改定の間の年の薬価調査・改定や薬価制度
の抜本改革は、今後の医薬品卸の経営に大きな
影響を与えることになります。
これからも様々な医薬品流通を取り巻く環境の
変化が予想されますが、医薬品卸は、今後も課
せられた社会的使命を果たしていきます。

一般社団法人
日本医薬品卸売業連合会
会長

鈴木

賢

医薬卸連はどんな組織ですか？

血管型」の流通網によって約23万か所の病院・診療

■国民医療の増進に貢献する、医薬品卸企業の全
国団体です。
日本医薬品卸売業連合会（医薬卸連）は、医薬品の
適正な供給を責務とする医薬品卸企業により組織
された都道府県単位の卸組合等の団体を会員とす
る全国的組織です。その誕生は1941年にさかのぼ
り、1973年に社団法人として認可を受け、さらに
2013年４月には、公益法人制度改革に伴い、一般
社団法人となりました。医薬品流通の適正化、近
代化を図ることにより、国民医療の増進に寄与す
ることを目的に、各種の事業を展開しています。

ています。加えて、不良品の回収や副作用等の医

医薬品卸はどんな役割を果たしてい
るのですか？
■きめ細かな対 応で、医 療機 関・保 険薬 局等 の
ニーズにお応えし、医薬品を迅速・確実にお届
けしています。
医薬品卸は、１万数千種類の医療用医薬品を「毛細
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所・歯科診療所・保険薬局等に迅速・確実に供給し
薬品情報の提供・収集といった特殊な機能も持っ
ています。また、大衆薬も多くの薬局・薬店に医
療用医薬品同様に供給しています。

■災害時にも、医薬品流通を通して国民の命を守
ります。
日本は自然災害の発生頻度が極めて高い国です。
医薬品卸あるいは医薬卸連は危機管理流通に取り
組み、大規模地震などの災害時にも、医薬品流通
を通して国民の命を守る役割を果たしています。
■情報の提供という日本独自の機能を持っていま
す。
日本の医薬品卸は欧米の医薬品卸と違い、情報の
提供という独自の機能を持っています。医療機関
や保険薬局へ副作用などの医薬品情報の提供はも
とより、医師の薬の選択に関わるような仕事も
行っており、このような機能は世界に冠たるもの
で、社会インフラとしても価値の高いものです。

基盤を支えています

■医療用医薬品は

■大衆薬は

・ 医師の診断により病院や診療所で受け取るか、

・ 公式には「一般用医薬品」と言い、OTC医薬品

あるいは医師の処方せんに基づき保険薬局で調
剤してもらう医薬品です。
・ 人を対象とした有効性と安全性などのテスト（臨
床試験）を経た上で製品となります。
・ 医師の診断により副作用などの安全性に配慮し
つつ、患者の症状に合わせて処方されるので、
高い効果が期待できます。
・ 薬価基準によって、保険医療で医師が処方でき
る医薬品の範囲が定められ、同時に、処方した
医薬品の保険請求価格が決められています。

とも言われます。
・ 医師の処方せんがなくても薬局などで購入でき
ます。
・ 薬の副作用リスクの程度によって要指導医薬品と
第１類、第２類、第３類医薬品に分けられます。
・ 多くの大衆薬がインターネットを通じて購入で
きるようになりましたが、一部の医薬品につい
ては、対面販売に限定されています。
・ 副作用などが起こりにくい安全性に配慮された医
薬品で、予防や軽い病気の諸症状に役立ちます。

・ 市場規模は８兆９千億円で、そのほとんどが

・ 医療用医薬品の有効成分を大衆薬として使える

卸企業を通じて販売されています（2016年度

ようにした、より効き目の高いスイッチOTC医

実績）。

薬品が販売されています。

・ 医薬品卸の販売に占める割合は、医療用医薬

・ 薬局・店舗販売業者に、製薬企業から卸を経由

品は約96％、大衆薬は約４％程度で推移して

して流通するルートと、製薬企業から直接流通

います。

する直販ルートがあります。

医薬卸連は厚生労働大臣表彰（薬事功労）を受賞しました
2016年10月、医薬卸連は厚生労働大臣表彰（薬事功
労）の団体表彰を受賞いたしました。
この受賞は、会員構成員会社が永年にわたり積み上げ
てきた流通を通じた医薬品の適切かつ安定的な供給、
流通改善への取り組み、大規模災害時における対応等
が評価されたものです。
今後もこれらの努力を継続してまいります。
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医薬品を迅速・確実にお届けすると同時に、
医薬品の安全かつ安定的供給が
基本的役割です
医薬品卸は、ごく一部の企業を除き、医薬卸連の会員
構成員として加盟しています。医薬品卸は、社会およ
び医療の進歩に応えるために、経済的で効率的な医薬
品の供給を目指して、自らの機能向上に努めていま
す。特に、医薬品の安全かつ安定的供給は医薬品卸企
業の基本的な役割です。医療機関・保険薬局等が必要
とする医薬品を、必要な時に、必要な量を、必要な場
所へ正確・迅速に供給するよう努力しています。
医薬品卸売業界にはJGSP（Japanese Good Supplying
Practice＝医薬品供給における品質管理と安全管理に
関する実践規範）があります。JGSPは、日本の医薬品
卸売業界が社会からの信頼を獲得し続けるために、ま
た、医薬品の「安全・安心・安定供給」の実現に大きく
貢献するために医薬卸連が自主的に策定した実践規範
です。高い倫理・道徳観を持って実践しています。
大震災、台風による風水害、SARS、新型インフルエ
ンザなどの発生時には、国、地方自治体と協力体制を
とり、医薬品等の迅速かつ安定的な供給に努めていま
す。2011年３月に発生した東日本大震災、2016年４
月の熊本地震において、医薬品卸はその社会的責任を
果たすべく、災害医療、地域医療を支えました。

医薬品は厳しい法的規制を
受けています
医薬品は、直接生命に関わりを持つ商品であるため、
次のような商品特性があります。
（1）社会性・公共性が高い
（2）有効性・安全性および品質の確保が必要
（3）外観だけで商品特性が明示できない
（4）疾病・治療の多様化に対応して、多品種・少量生産
（5）需要予測が困難で、使用には緊急を要する
このため医薬品は、製造から仕入、保管、配送、販
売、使用に至るまで、医薬品医療機器法をはじめ各種
の厳しい法的規制を受けています。
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医薬品卸は高度な商品知識と
流通ノウハウを蓄積しています
医薬品の商品特性、特に薬事制度や医療保険制度等の
制約下にあって、他の商品にはみられない流通上の特
質を持っています。
したがって、医薬品流通に大切な役割を持つ医薬品卸
は、医療のあらゆるニーズに応えるため、次の諸点に
留意しながら業務を行っています。
（1）品質や有効性・安全性を確保する
（2）安全かつ安定的供給を行う
（3）多種多様性に対応する
（4）専門的知識・能力を持つ
（5）医薬品情報を収集・提供する
（6）迅速・的確に供給する
（7）経済的・効率的に供給する

物的流通にとどまらず、
幅広い役割を果たしています
現代の医療事情の中で卸機能を充実し、着実に実践し
ていくことが、医薬品卸の使命を果たすことになりま
す。医薬品卸は、高い倫理観を持って、次のような機
能を実践しています。
（1）物的流通機能
仕入機能 保管機能 品揃機能
配送機能 品質管理機能
（2）販売機能
販売促進機能 販売管理機能
適正使用推進機能
コンサルティング機能
（3）情報機能
医薬品等に関する情報の収集・提供機能
顧客カテゴリーに応じた情報提供機能
（4）金融機能
債権・債務の管理を行う機能

様々な役割も担っています
医薬品安全対策の一翼を
担っています

地域包括ケアシステムに向けて

生命関連製品である医薬品については、有効性はもち
ろん、安全対策が強く求められています。2001年に
は市販直後調査が開始され、さらにその後の薬事法改
正では、医薬品の品質保証体制の基本的な見直しが行
われ、一層の安全性強化が図られました。なかでも安
全管理業務は、製造販売業者の必須業務となり、同時
に「その業務を適正かつ確実に行う能力のある者に委
託することができる」ことになりました。
したがって、全国に販売・情報網を持つ医薬品卸は、
市販直後調査をはじめとする市販後安全管理業務を受
託することが可能となりました。医薬品卸は、これら
の業務受託にあたって、従来以上に安全性に対する意
識を高め、また、能力開発に努め、新たな卸機能の拡
充を進めていきます。

テムへの取り組みが求められています。地域の医療と

医薬品卸は、少子高齢社会を迎え、地域包括ケアシス
密接に関わっている医薬品卸は、地域包括ケアシステ
ムの実現に向け努力しています。

出典

慶應義塾大学

田中滋名誉教授

◀︎あるMSの一日
医薬品卸の販売担当者をMS（Marketing Specialist）といいます。MSの一日の行動は、
医薬品を安全かつ安定的に供給する医薬品卸の基本的役割に基づいて行われます。朝、
一日の訪問スケジュールの確認、ミーティングやMR（製薬企業の医薬情報担当者）との
情報交換などを行い、お得意先（病院・診療所・薬局等）へと向かいます。お得意先では、
医薬品の紹介、商談、情報の提供や収集を中心に活動し、帰社後は、それぞれのお得
意先からの依頼事項の処理、配送担当者との情報交換や社内業務を行い、明日の準備
を整えて一日の業務を終えます。
さらに、お得意先の経営環境が大きく変化する現在、医療経営についての相談を受け
るなど、お得意先の問題解決のお手伝いをすることもMSの大切な役割です。

ある管理薬剤師の一日▶︎
管理薬剤師の一日は、社内への情報連絡から始まります。出発を急ぐMSや配送担当者
に必要な情報を伝達し、医薬品の適正販売の徹底を図ります。また、倉庫内の温度管理
や使用期限など商品の品質管理体制の確認を行うほか、製薬企業からのDI情報や改訂添
付文書の整理などの定型業務に加え、医療機関や薬局からの問合せに対応し、新規の
お得意先の業態や資格の確認も行います。さらにMSから報告された副作用等の情報の
内容確認も重要な業務です。夕方、最終在庫の確認を行った後、MSの教育研修のため
の資料作りなどを行い、一日を終えます。
医薬品の適正使用のために、必要な情報の提供と品質管理への一層の取り組みが求め
られる現在、医薬品卸の管理薬剤師にはますます幅広い知識とフットワークが求めら
れています。
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医薬品流通のあるべき姿の実現に向けて、

流通改善のあゆみ
医薬卸連は、1980年に「医薬品卸業の倫理綱領」を発

した。さらに2015年には、
「医療用医薬品の流通改善

表し、医薬品流通適正化推進を全国的に展開しまし

の促進について（提言）」が発表されました。

た。政府は「医薬品流通対策研究会」を発足させ、医

2017年、中央社会保険医療協議会において、
「薬価制

薬品流通のあるべき姿を討議しました。1983年に「医

度の抜本改革について（骨子）」が承認され、２年に１

療用医薬品流通近代化協議会」を設置、1987年には

回行われる薬価調査の中間年の薬価調査・改定の実施

「医療用医薬品流通の近代化に関する報告書」を発表

が決まりました。

しました。2004年に「医療用医薬品の流通改善に関す

これら薬価制度の環境整備を図るため、今後は国が主

る懇談会」
（流改懇）が発足し、2007年に、一次売差

導し、流通改善の取り組みを加速するため、全ての流

マイナス等の改善、長期にわたる未妥結・仮納入の改

通当事者が遵守すべきガイドラインが作成されまし

善、総価契約の改善を中心とした緊急提言が示されま

た。

流通改善ガイドラインを遵守するために
流通改善ガイドラインは、医療用医薬品の取引におけ
る主な留意事項を示し、全ての流通当事者に遵守する
ことを求めております。また、流通改善ガイドライン
の実効性を担保するため、厚生労働省に相談窓口が設
置されました。
○医療用医薬品製造販売業者と卸売業者との関係にお
いて留意すべき事項
１．仕切価交渉のあり方
・一次売差マイナスの解消に向け、適切な最終原
価の設定
２．変動情報を含んだ新バーコードの表示の推進
・新バーコード表示の必須化に向け、流通量の多
い商品から前倒しで実施
○卸売業者と医療機関等との関係において留意すべき
事項

・価格交渉の段階から個々の医薬品の価値を踏ま
えた価格交渉を進める
２．頻繁な価格交渉の改善
・中間年にも薬価の改定が見込まれることから、
期中で医薬品の価値に変動がある場合を除き、
より長期の契約が望ましい
３．医薬品の価値や流通コストを尊重した価格交渉の
推進
・個々の医薬品の価値を無視した、流通コストを
考慮しない過大な値引き交渉は慎む
○流通当事者間で共通して留意すべき事項
１．返品の扱い
・医薬品の安定供給、偽造医薬品流通防止等の観
点から返品条件の合意・契約が望ましい

１．早期妥結と単品単価契約の推進
・未妥結減算の趣旨を踏まえ原則として単品単価
契約が望ましい
・少なくとも前年度より単品単価契約の割合を高
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める

２．公正競争規約及び関係法令等の遵守
・公正競争規約の遵守、公正で適正な取引に努め
る

様々な取り組みを進めています

医薬品流通の効率化のための
IT化を推進しています

諸外国との医薬品流通比較の
情報発信に努めています

医薬品の使用によって、万一、重篤な副作用が発生し

医薬卸連は、日本の医薬品流通や医薬品に関わる制

た場合や不良品の流通が明らかになった場合には、健

度・機能など、主に欧米との比較を行い『国際比較報

康被害の発生を最小限に抑えるため、迅速に対応しな

告書』として発表しています。

ければなりません。医薬品卸売業界は、万一の場合の

第１弾は、医薬品卸が果たしている機能を明らかにす

迅速で正確な回収や危険情報の円滑な伝達を行うため

るとともに、各国の医薬品卸の各種機能とそのコス

IT化を推進しています。2006年９月、厚生労働省は、

トを比較するために2007年に欧米の医薬品流通調査

医療用医薬品について世界基準に適合する流通コード

を行い『医薬品卸の機能別コストの国際比較』として

（商品コード、有効期限、ロット番号）を定め、2020

発表しました。続いて、日本の医薬品卸の機能に対す

年までに包装単位に流通コードのバーコード表示を義

る適正な評価を得るために2012年に欧米調査を行い、

務付けることとなりました。これにより、医薬品の流

国際比較第２弾『医薬品の商取引の実態と医薬品卸の

通経路の効率的な追跡（トレーサビリティ）が飛躍的

機能範囲についての国際比較』を発表しました。さら

に進むこととなりました。

に2015年、日本と同様に自然災害の多い米国の調査

また、製薬企業・医薬品卸間のデータ交換は、更なる

を行い、医薬品の危機管理流通をテーマに『自然災害

合理化・効率化を図るために新フォーマットの導入に

発生時の医薬品供給における課題と対応の国際比較』

向けた検討を進めており、医療機関・保険薬局等との

を第３弾として発表しました。そして2017年12月、

データ交換においても、現在行われている電子データ

後発医薬品80％時代を目前に、欧米における後発医

交換システムを残しつつ、一層の業務効率化を図るた

薬品の現状と課題の調査を行い『ジェネリック医薬品

め、新たな医薬品電子データ交換先進システムの導入

に関する薬価制度と流通の国際比較』を第４弾として

に向けた準備を進めています。

発表したところです。いずれも日本語と英語で小冊子
として発刊しています。これからも諸外国の調査研究
を基に最新情報の発信に努めてまいります。

バーコードによる検品作業
医薬品のパッケージに印字されたバーコードシンボル

GS1データバー限定型合成シンボルCC－A

7

医薬品卸を取り巻く環境は
大きく変化しています
0

本社数と卸従業員数
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1976年（昭和51年） 645

66,722

医薬品卸企業の再編により、1960年には1300社を超えていた

1986年（昭和61年） 440

72,361

医薬品卸の本社数は減少し、それに伴い従業員数も減少を続

1996年（平成 8年） 291

73,298

け、2017年には74社となった。2010年頃からは再編も落ちつ

2006年（平成18年） 134

き、ここ10年ほどはなだらかな減少傾向となっている。

2014年（平成26年） 83

資料：クレコンリサーチ&コンサルティング㈱、
日本医薬品卸売業連合会調査
※本社数は各年３月末の企業数
※従業員数は各年６月１日現在

51,632
54,243

2015年（平成27年） 83

54,033

2016年（平成28年） 79

53,875

0

医薬品卸売業の経営状況

56,300
10,000

30,000

60,000

70,000 80,000名

販売費及び一般管理費率
営業利益率

9.84
8.88

8.30

8.07

6.95

6%

資料：日本医薬品卸売業連合会調査

50,000

売上総利益率

7.37

少を続けていた。ここ数年はほぼ横ばいで推移している。

40,000

9.58

8%

率、販売費及び一般管理費率、営業利益率はいずれも年々減

20,000

11.14

10%

医薬品卸売業の経営は極めて厳しい状況にあり、売上総利益

本社数
従業員数

2017年（平成29年） 74

12%

800社

6.54
6.41

7.00

6.70
6.03

5.73

6.72

5.89

4%
2%

1.30
0.70

1.12

0.94

0.13

0%

1.27

0.67

0.83

1995年度 1999年度 2003年度 2007年度 2010年度 2014年度 2015年度 2016年度
（平成7年）（平成11年）
（平成15年）
（平成19年）
（平成22年）
（平成26年）
（平成27年）
（平成28年）

医療用医薬品に占める後発医薬品数量シェア
政府はこれまでの後発医薬品シェアの指標を見直し、後発医
薬品の数量シェアを2020年９月末までに80％以上とする新た
な目標を掲げた。医薬品卸として、後発医薬品の更なる使用
促進を踏まえた流通のあり方の検討・取り組みを求められてい
る。

2005年（平成17年）

32.5%

2007年（平成19年）

34.9%

2009年（平成21年）

35.8%

2011年（平成23年）

39.9%

2013年（平成25年）

46.9%

2015年（平成27年）

56.2%

2017年（平成29年）

資料：厚生労働省調査（薬価本調査（９月）速報値）

0

65.8%
20

40

医療用医薬品の大部分は、製薬企業から医薬品卸を
薬品を中心に数％が製薬企業から直接医療機関や薬
製薬企業

医薬品卸

医療用
医薬品

大衆薬では約半分が医薬品卸を経由して薬局、薬店
に流通しますが、残り半分は医薬品卸を経由せずに
大衆薬

大衆薬の流通

8

100%

病 院
診療所

経由して、医療機関や薬局に流通しますが、後発医

製薬企業から直接流通しています。

80

医療用医薬品の流通

医薬品の流通

局に流通しています。

60

生活者
（患者）
薬

局

薬

店

大衆薬の流通を通して
セルフメディケーションの推進を支援します
生活者の安全は極めて高くなっています
大衆薬（一般用医薬品）はリスク別に要指導医薬品、

また、医薬品医療機器法によって、国民の最も大切な

第１類医薬品、第２類医薬品（指定第②類医薬品）、

「安全性」は確保されています。医薬品はベネフィッ

第３類医薬品に区分され商品の外箱に表記されていま

ト（期待すべき効果）とリスク（期待しない有害事象）

す。リスクの程度に応じ薬剤師または登録販売者が情

を併せ持っています。医薬品医療機器法で分類された

報提供や服用説明を行います。購入者より相談を受け

リスクは「危険」という意味ではなく、薬の飲み合わ

た場合は、薬剤師または登録販売者に情報提供と服用

せや副作用を含め服用に注意を要する「度合い」のこ

説明の責任と義務が伴っています。適切な相談応需は薬

とです。適切な相談応需は購入者に「安全」
「安心」を

剤師または登録販売者が「対面」で行うことが原則です。

担保するものです。

卸売業は「情報のコーディネーター」です
医薬品卸は複数の製薬企業から多くの情報を集め、そ

者の声を小売業の専門家（薬剤師や登録販売者）から

れらを分かりやすくコーディネートし、小売業の販売

収集し、製薬企業と情報の共有を図ります。

を支援する情報として積極的に発信します。また生活

セルフメディケーションの推進を支援します
セルフメディケーションとは、自分の健康を自身で管

医薬品卸としても医薬品医療機器法の規定を遵守し、

理し軽い病気の予防や緩和のために、自分の責任で大

「セルフケア卸将来ビジョン」を踏まえながら、適切

衆薬などを使って手当てをすることです。近年、
「セ

な情報提供による大衆薬の適正使用を推進して、セル

ルフメディケーション税制」や「機能性表示食品制度」

フメディケーションを積極的に支援し、大衆薬の一層

など、セルフメディケーションを推進する目的で法律

の振興を図ります。

や施策が打ち出されています。

「セルフケア卸将来ビジョン」
を策定しました

「セルフケア卸将来ビジョン」の前提となる「セルフメディケーション対応領域」と「介護領域」
健康寿命延伸産業として「セルフメディケーション」「健康生活支援」「介護」領域の市場拡大と新市場の創出に貢献します

セルフメディケーション対応領域

医薬卸連・大衆薬卸協議会は、団塊の世代が

聴力ピーク
30歳

後期高齢者となる2025年を見据えて、新た
に「セルフケア卸将来ビジョン」を策定しまし
た。
ビジョンの策定にあたっては、セルフメディ
ケーションにおける医薬品卸の存在感を高め
るため、
「セルフケア卸の指針」、
「卸機能の向
上」
、
「流通の最適化」の３つの視点から、取り

筋力ピーク
35歳

柔軟性ピーク
17歳

健
康
の
レ
ベ
ル

持久力
ピーク
14歳

健康寿命の延伸

バランスの良い食事
健食・サプリメント・機能性食品使用 → 生活習慣病の発症予防

軽度な疾病（未病・予防）

OTC医薬品・指定医薬部外品使用 → 軽度治療・重症化予防
一般用検査薬による健康のセルフチェック

健康づくり

2013年
健康寿命
男性 71歳
女性 74歳

健 康生活

医療用医薬品使用 → 外来診療・入院・在宅介護

セルフケア卸
からの
啓発活動

不健康

スポーツによる体力強化
プロテイン等使用

不健康ライン（不調・発病）

組み方針と課題をまとめました。

健康
日本人の平均

発症予防

低栄養状態
スマイルケア食（青）使用

飲み込むのに問題あり
スマイルケア食（赤）使用

介護領域

生活習慣改善・重症化予防

＜参考＞
1935年
平均寿命
男性 47歳
女性 50歳
2015年
平均寿命
男性 80歳
女性 87歳

噛むのに問題あり
スマイルケア食（黄）使用

不健康ゾーン

（発病・重症・合併症）

QOL向上への支援

年齢
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医薬品流通業界を取り巻く課題などを
取り上げて、
セミナーを開催しています
ヒルトップ・セミナー
卸会員企業の経営幹部を対象として毎年１泊２日の
合宿制で開催しています。第１回は1988年に２泊３
日の日程で開催されました。
「薬価制度の抜本改革に
向けた基本方針」が関係４大臣によってとりまとめら
れ、基本方針に基づき中医協において活発な審議が
行われていることから、2017年は「薬価制度改革と医
薬品流通を巡る環境変化」をテーマに、各界から６名
の講師をお招きし開催しました。

セルフケア卸セミナー
卸会員企業と賛助会員を対象に、医薬卸連・大衆薬
卸協議会が中心となり
「卸薬粧セミナー」を隔年開催
していましたが、市場環境の変化に対応すべく2016
年からは「セルフケア卸セミナー」
と改称し、セルフケ
ア関連企業を加え毎年開催することになりました。
2017年、新たに作成した「セルフケア卸将来ビジョ
ン」の概要が発表されました。

10

日本医薬品卸売業連合会セミナー
卸会員企業のみならず、
賛助会員、
アカデミアを対象と
して、
毎年11月ころに、
近年では400名を超える参加を
得て開催しています。
現在、
中医協において、
「薬価制度
の抜本改革」
について活発な議論が行われています。
これらを受け、
2017年は
「薬価制度を巡る諸問題」
をテ
ーマに、
各界から４名の講師をお招きし開催しました。

独占禁止法研修会
卸会員企業を対象に毎年５月ころに開催される当研
修会は、2010年から医薬卸連と医療用医薬品卸売業
公正取引協議会の共催となりました。2017年は公正
取引委員会と弁護士で外資系企業の法務担当の２
名の専門家を講師としてお招きし、独占禁止法や企
業におけるリスク管理について、事例をもとに実践的
研修会を開催しました。

海外医薬品卸との交流にも
積極的に取り組んでいます
IFPW（国際医薬品卸連盟）
を通して
世界の医療活動に貢献しています
IFPWは1976年に「医薬品の迅速で確実な流通活動により、安全で
効率的なアクセスを世界的に促進させるためのサポート」を目的に
設立され、世界の４地区（アジア・豪州、欧州・中東・アフリカ、南米、
北米）、19か国の医薬品卸団体および卸企業などで構成する世界医
薬品卸業の団体です。医薬卸連は、1976年のIFPW設立当初から加
盟しています。2016年10月の英国・ロンドン総会では、
日本から講演
のほか各国代表者によるディスカッションにも参加しました。2018
年は米国・ワシントン、2020年は日本での開催が予定されています。

アジア・パシフィック医薬品流通フォーラムの開催を通して
日中韓交流を促進しています
日本と韓国の医薬品卸の交流は1967年から始まり、近年では２
か国の代表団による「日韓医薬品流通フォーラム」を相互に開
催してきました。その後、中国医薬商業協会の参加により「ア
ジア・パシフィック医薬品流通フォーラム」と改称し、2013年
には東京、2015年には韓国・ソウル、2017年には中国・上海に
おいて開催され、各国の医療制度、医薬品流通についての講演
や活発な意見交換を行いました。今後も日中韓の３か国を中心
にアジア諸国との交流に努め、国際的活動の促進を図っていき
ます。2020年には日本での開催が予定されています。

公的機関を通じ、
海外の医薬品関連団体との交流を行っています
医薬卸連には、行政等の公的な機関を通じてアジアの医薬品関連
団体が訪れます。2016年９月には、中国江蘇省衛生和計画生育委
員会メンバー５名が日本国際協力センター職員の同行のもと訪
れ、医薬品政策研修が行われました。一行は、医薬卸連のほか、厚
生労働省と都内医科大学で研修を行う日程で、国際委員会委員より
医薬品流通の概要に関する講義が行われました。日本の医薬品流
通の仕組みや医薬品卸の主な機能、最近の動向などの説明があり、
活発な質疑応答がありました。
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医薬卸連の組織
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医薬卸連役員（2018年４月１日現在）
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総務委員会
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広報・研修委員会

医薬卸連の組織・運営、活動、諸規程ならびに財政等に関す

機関誌『月刊卸薬業』
・
『医薬卸連ガイド』の編集・発行や、

る事項のほか、医薬品卸企業の従業員数、賃金調査等の基

ホームページによる社会一般への広報活動のほか、医薬

本的な事項について、必要な検討を行っています。

品流通を取り巻く今日的な問題を取り上げてセミナーを実
施するなど、研修活動にも取り組んでいます。

2

薬制委員会

7

卸・薬価問題検討委員会

医薬品卸企業が日常業務遂行上必要な薬事関連法の解釈

薬価制度改革が市場に及ぼす影響等について調査・分析

運用について調査・研究および指導のほか、医薬品情報の

を行い、公的医療保険制度下における医薬品流通のあり

適切な収集・伝達・提供およびMS（医薬品卸の販売担当

方やその他医薬品流通の諸問題について検討していま

者）教育研修の基本的事項等について検討しています。

す。また、
「中央社会保険医療協議会」で審議される薬価制
度改革の議論や「医療用医薬品の流通改善に関する懇談
会」の議論を踏まえて業界意見の集約を行い、その対応等

3

について検討しています。

経営管理委員会

医薬品卸売業の経営実態に関する調査・研究、資料作成を
行い、経営基盤安定強化への基礎的な判断資料を提供す
るとともに、流通改善に資する基本的事項について検討し
ています。

8

国際委員会

薬価制度改革論議において、幅広い視野で的確な提言がで
きるよう、卸売業の視点で欧米の流通事情を調査し、その分
析に努めています。また、IFPW（国際医薬品卸連盟）への情
報発信など、医薬品流通の国際化に対応しています。

4

業務システム委員会

医療用医薬品流通の業務システムの標準化・効率化を目
的として、医薬品統一商品コードの設定・管理、流通コードの
普及推進およびIT化推進など、諸業務改善に関する検討を
行っています。

9

大衆薬運営委員会

大衆薬卸協議会で協議すべき大衆薬卸売業に係る各種の
課題（セルフメディケーションの推進、業界のIT化の推進、商
習慣の改善）について検討しています。

5

流通改善推進委員会

医療用医薬品流通の現状を踏まえ、流通改善を推進するた
めの諸方策、危機管理流通への対応のほか、行政や他団体
との間の諸問題などに対応しています。検討に当たっては、
公正かつ自由な競争を阻害することのないよう、独禁法上の
問題にならないことを十分に留意しています。
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医薬卸連の正会員（2018年3月31日現在）
卸組合・協会

代表者

所在地

北海道医薬品卸売業協会

会

長

眞鍋

雅昭

東北医薬品卸業連合会

会

長

一條

武
昭次郎

青森県医薬品卸組合

理事長

高橋

岩手県医薬品卸業協会

理事長

小田島

宮城県医薬品卸組合

理事長

鈴木

三尚

欣一郎

秋田県医薬品卸業協会

会

長

永井

敏治

山形県医薬品卸業協会

会

長

菅原

清

福島県医薬品卸組合

理事長

小形

昭彦

電話

ＦＡＸ

060-0062 札幌市中央区南二条西12-324-2（ヴィラ・プリンス401号）

011（522）8463

011（522）8463

構成員数
6

980-8581 仙台市青葉区大手町1-1（㈱バイタルネット内）

022（216）3877

022（216）3881

6

030-0847 青森市東大野2-11-5（東邦薬品㈱青森営業部内）

017（762）2744

017（762）2745

025-0008 花巻市空港南2-18（㈱小田島内）

0198（26）4211

0198（26）4220

6

980-8581 仙台市青葉区大手町1-1（㈱バイタルネット内）

022（216）3877

022（216）3881

10
7

010-0061 秋田市卸町4-9-5（㈱メディセオ内）

018（874）7070

018（874）7070

990-2338 山形市蔵王松ヶ丘1-2-10（㈱バイタルネット山形支店内）

023（695）3115

023（688）9130

6

963-0207 郡山市鳴神3-137（㈱バイタルネット福島営業部内）

024（951）2525

024（951）2464

6

関東医薬品卸協議会

会

長

長福

恭弘

103-0023 中央区日本橋本町3-4-18（昭和薬貿ビル５F）

03（3241）0438

03（3271）4377

-

東京医薬品卸業協会

理事長

長福

恭弘

103-0023 中央区日本橋本町3-4-18（昭和薬貿ビル５F）

03（3241）0438

03（3271）4377

20

茨城県医薬品卸業組合

理事長

山口

雄三

319-0317 水戸市内原1-134（㈱メディセオ内）

029（257）0830

029（257）0645

4

栃木県医薬品卸協会

会

長

遠藤

正幸

320-0032 宇都宮市昭和1-3-10（栃木県庁舎西別館406）

028（622）3538

028（622）3538

5

群馬県医薬品卸協同組合

代表理事

石﨑

隆広

370-0801 高崎市上並榎町378（東邦薬品㈱群馬営業部内）

027（362）2122

027（363）1602

6

埼玉県医薬品卸業協会

理事長

栗原

章

360-0024 熊谷市問屋町2-5-2

048（523）6816

048（523）6814

7

千葉県医薬品卸協同組合

理事長

岩渕

明弘

284-0033 四街道市鷹の台1-5（岩渕薬品㈱内）

043（236）7171

043（236）7008

5

神奈川県医薬品卸業協会

理事長

新家

八

235-0007 横浜市磯子区西町14-11（神奈川県総合薬事保健センター407）

045（753）7366

045（753）7366

9

甲信越ブロック協議会

会

岡野

昌彦

390-0811 松本市中央4-9-63（（一社）松本薬業会館内）

0263（36）7616

0263（36）7616

6

長

新潟県医薬品卸組合

理事長

田中

香枝子

950-2092 新潟市西区流通センター4-6-2（㈱マルタケ内）

025（268）7800

025（268）7800

長野県医薬品卸協同組合

理事長

岡野

昌彦

390-0811 松本市中央4-9-63（（一社）松本薬業会館内）

0263（36）7616

0263（36）7616

7

山梨県医薬品卸協同組合

理事長

秋田

和人

409-3845 中央市山之神流通団地北2（㈱メディセオ内）

055（273）8911

055（274）0715

6

北陸卸薬業協議会

会

長

松井

秀太郎

920-0295 金沢市大浦町ハ55（㈱ファイネス内）

076（239）0534

076（239）0749

-

富山県医薬品卸業協同組合

理事長

松井

秀太郎

939-8601 富山市太郎丸西町2-9-3（㈱ファイネス内）

076（421）3141

076（421）3796

7

石川県薬業卸協同組合

理事長

折本

健次

920-0392 金沢市無量寺町ハ1（明祥㈱内）

076（266）4141

076（266）4113

7

福井県医薬品卸業協会

会

長

小笠原

910-0823 福井市重立町28-45（明祥㈱内）

0776（53）2626

0776（53）5401

4

東海卸薬業団体協議会

会

長

中北

460-0002 名古屋市中区丸の内3-1-35（名古屋薬業健保会館2Ｆ）

052（212）8902

052（212）8903

-

静岡県医薬品卸業協会

会

長

遠藤

匡爾

420-0035 静岡市葵区七間町5-1（チサンマンション七間町501号）

054（255）2707

054（251）6147

5

愛知県医薬品卸協同組合

理事長

中北

馨介

460-0002 名古屋市中区丸の内3-1-35（名古屋薬業健保会館2Ｆ）

052（212）8902

052（212）8903

12
8

良一
馨介

岐阜県医薬品卸協同組合

理事長

日高

保則

500-8023 岐阜市今町4-20（日建ヘルスメディカルビル506号）

058（215）5500

058（215）6122

三重県医薬品卸業協会

会

長

山中

孝之

514-0042 津市新町1-5-22（シティーフラット中村201号）

059（213）7073

059（213）7074

5

近畿医薬品卸協議会

会

長

服部

保

541-0044 大阪市中央区伏見町2-4-6（大阪薬業クラブ5F）

06（6231）4274

06（6231）4262

-

大阪府医薬品卸協同組合

理事長

畔柳

孝宏

541-0044 大阪市中央区伏見町2-4-6（大阪薬業クラブ5F）

06（6231）4274

06（6231）4262

11

滋賀県医薬品卸協会

会

長

横山

浩士

523-0893 近江八幡市桜宮町289（フジビル4F）

0748（33）2840

0748（33）2841

7

京都府医薬品卸協会

会

長

中瀬

一郎

604-0855 京都市中京区二条通室町東入東玉屋町487（二条薬業会館内）

075（231）7296

075（231）7296

7

兵庫県医薬品卸業協会

会

長

水野

信明

650-8503 神戸市中央区山本通2-14-1（㈱メディセオ北野坂ビル4F）

078（230）5302

078（230）5815

7

奈良県医薬品卸協同組合

理事長

神田

和正

630-8445 奈良市池田町210-4（東邦薬品㈱奈良営業所内）

0742（61）2615

0742（61）6717

8

和歌山県医薬品卸組合

会

長

赤澤

旭

640-8212 和歌山市杉ノ馬場1-47（祥永ビル3F）

073（423）2424

073（423）2424

5

中国地区医薬品卸業連合会

会

長

髙橋

英富

730-0043 広島市中区富士見町11-42

082（249）5290

082（249）5293

-

鳥取県医薬品卸業協会

会

長

寺畠

三希生

683-0845 米子市旗ケ崎2320（㈱サンキ内）

0859（24）1882

0859（24）1276

4

島根県医薬品卸業協会

会

長

米沢

潤一

690-0011 松江市東津田町392-7（㈱エバルス山陰営業部）

0852（24）3355

0852（32）5859

4

岡山県医薬品卸業協会

会

長

兒嶋

俊和

700-0822 岡山市北区表町3-5-1（㈱エバルス岡山本社内3F）

086（224）3320

086（224）4763

5

広島県医薬品卸協同組合

理事長

藤本

茂

730-0043 広島市中区富士見町11-42

082（249）5290

082（249）5293

6

山口県薬業卸協会

会

長

枝廣

憲三

759-0204 宇部市大字妻崎開作950-1（ティーエスアルフレッサ㈱内）

0836（41）6211

0836（41）6315

5

四国医薬品卸業連合会

会

長

川島

啓嗣

790-0003 松山市三番町7-6-9

089（934）9510

089（934）6633

-

徳島県医薬品卸業協会

会

長

古本

秀基

771-0197 徳島市川内町平石夷野224-29（四国アルフレッサ㈱内）

088（665）3111

088（665）3677

4

香川県医薬品卸業協会

会

長

鎌野

孝浩

760-0006 高松市亀岡町9-20

087（831）0508

087（831）0070

4
4

愛媛県医薬品卸業協会

会

長

成田

裕司

790-0003 松山市三番町7-6-9

089（934）9510

089（934）6633

高知県医薬品卸業協会

会

長

江戸

譲二

781-8104 高知市高須1-15-5（㈱幸燿内）

088（883）7213

088（883）7031

4

九州医薬品卸業連合会

会

長

富田

正夫

862-8711 熊本市中央区九品寺6-2-35（富田薬品㈱内）

096（373）1321

096（362）8400

-

福岡県医薬品卸業協会

会

長

渡辺

紳二郎

813-8555 福岡市東区香椎浜ふ頭2-5-1（㈱アトル内）

092（665）7100

092（665）7200

10

佐賀県医薬品卸業協会

会

長

渡邉

博文

845-0031 小城市三日月町堀江1741（㈱アステム内）

0952（72）1811

0952（71）1034

7

長崎県医薬品卸業組合

理事長

東

幸三

857-0192 佐世保市瀬戸越4-1318-1（東七㈱内）

0956（41）0777

0956（41）0760

8

熊本県医薬品卸業協会

理事長

山本

哲生

861-4101 熊本市南区近見7-2-30（㈱新生堂内）

096（354）4311

096（325）3977

9

大分県医薬品卸業協会

会

長

森

英樹

870-0028 大分市新町14-8（㈱翔薬内）

097（534）8155

097（536）1993

6

宮崎県医薬品卸業協会

会

長

谷口

理一郎

880-0814 宮崎市江平中町5-1（㈱アステム宮崎営業部内）

0985（24）3113

0985（24）3604

6

890-0072 鹿児島市新栄町5-10（富田薬品㈱鹿児島支店内）

099（257）6511

099（259）6215

6

901-1105 島尻郡南風原町新川436-1（㈱スズケン沖縄薬品内）

098（835）6771

098（835）6772

5

鹿児島県医薬品卸業協会

会

長

冨田

英雄

沖縄県医薬品卸業協会

会

長

西田

正
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医薬卸連の関係団体
日本薬業政治連盟 Japan Pharmaceutical Political Association
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-20（八重洲口会館7F） 電話 03（3275）1585

FAX 03（3273）7648

日本薬業政治連盟は、
（一社）日本医薬品卸売業連合会の目的達成に必要な政治活動を行うため、1972年１月に設立された団体です。
当連盟は、薬業そのものが医療保険制度など公的制度に組み込まれていることに鑑み、政治と関わりあいを持つことを認識し、政
治家に対する支援活動の展開を期しています。そのことは、ただ単に業界の存立を防衛するのみならず、広く社会保障制度や医療保
険制度の充実、あるいは薬業経済の発展等に関し、その責務を果たすことにより、国民の健康と医療の向上、発展に寄与することを
目的としています。
当連盟の会員は、
（一社）日本医薬品卸売業連合会の会員構成員を正会員とするほか、正会員以外で当連盟の趣旨に賛同する企業・
団体を準会員として構成し、全国47都道府県に支部を置いています。
会長・鹿目 広行（アルフレッサ㈱）

日本医薬品卸勤務薬剤師会 Japan Society of Wholesaler Pharmacists
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-20（八重洲口会館7F） 電話 03（3275）0983

FAX 03（3273）7648

日本医薬品卸勤務薬剤師会は、医薬品卸売販売業に勤務する薬剤師の一般知識と倫理および学術の水準をより高め、医薬品医療機
器法等法規の遵守、卸の実践規範であるJGSPの実践、DI活動、教育研修の実施、安全管理業務の推進等主たる業務においてその機能
を発揮することにより、医薬品医療機器法に規定する医薬品等を取り扱う卸売業の使命の達成に努め、もって国民医療の向上に寄
与することを目的として、
（一社）日本医薬品卸売業連合会と緊密な連携を保ちながら、その目的達成に必要な事業活動を行うため、
1977年10月に設立された団体です。
当会は、その目的を達成するため、実務委員会を中心として、事業活動を推進しています。
会長・師尾

仁（㈱モロオ）

医療用医薬品卸売業公正取引協議会 Fair Trade Council on Ethical Drug Wholesaling
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-20（八重洲口会館7F） 電話 03（3275）0984

FAX 03（3273）7648

医療用医薬品卸売業公正取引協議会は、
「医療用医薬品卸売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約（1984年12月26
日公正取引委員会告示第35号）」の目的を達成するため1985年３月に設立されました。
当協議会の会員は、
（一社）日本医薬品卸売業連合会を構成する都道府県の会員である47団体会員に、同連合会会員外の１団体を加
えた合計48の団体会員と任意に参加する個別会員（２社）で構成されています。
会長・髙橋 英富（ティーエスアルフレッサ㈱）

『月刊卸薬業』の年間購読のご案内

『JGSP（2012年改訂）
』発売中

本誌は、医薬卸連の機関誌として創刊

医薬品流通の中核を担う医薬品卸売

以来、医薬品流通の諸問題を扱う唯一

業に期待された社会的責任を果たす

の総合情報誌として、読者の皆様に親

ために、医薬品医療機器法への対応

しまれています。その内容は、有識者

等、現状に即した内容とするととも

による講演・インタビューなどの記事

に、
「卸連モデル安全管理業務手順書」

をはじめ、市場動向、DI情報、役員会

の改訂を機に、各種マニュアル、手

などの議事内容、各種連載を掲載する

順書を一体化して誕生しました。

など多岐にわたっています。

購読の場合は、必要事項
（所在地、会社、部署、氏名、電話、FAX）
を記入のうえ、FAXにてお申込みください。
FAX 03（3273）7648
ホームページ http://www.jpwa.or.jp/
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一般社団法人

日本医薬品卸売業連合会

医薬卸連の標章は、楕円に「卸のＯ」
と日本の「日の丸」を
図案化したものです。

（一社）日本医薬品卸売業連合会（八重洲口会館7F）

みずほ銀行

八重洲通り

八重洲口会館

ヤンマー

1F SMBC日興証券
外 堀 通り

グラン
トウキョウ
ノースタワー
大丸

交番
八重洲
北口
改札口

← 上野方面

タクシーのりば
八重洲中央口

東京駅

八重洲
南口

丸の内側

グラン
トウキョウ
サウスタワー
品川方面 →

〈交通のご案内〉
■JR「東京駅」八重洲北口より徒歩1分（東京駅から八重洲地下街で直結）
■地下鉄銀座線・東西線「日本橋駅」、丸ノ内線「東京駅」より各徒歩5分

一般社団法人 日本医薬品卸売業連合会
〒103-0028

2018年4月改訂

東京都中央区八重洲1-7-20（八重洲口会館7Ｆ）
電話 03（3275）1573（総務部）
03（3275）0982（企画調査部）
03（3275）0981（広報・研修部）
FAX 03（3273）7648
ホームページ h ttp://www.jpwa .o r .jp/

