
ｈｈｃ活動とAccessの融合 

リンパ系フィラリア症(LF)制圧の事例 

本社スタッフによる 
DEC錠の集団投不視察   

（バングラデシュ） 
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インド製造関係者によ
るDEC錠と蚊帳の提供 

(インド バイザッグ） 

インドにおけるLF疾病・
感染の啓発活動 

(インド バイザッグ） 

DEC錠の提供のみならず、hhc活動を通した他側面からの患者様貢献を
することで、LF蔓延国におけるリンパ系フィラリア症の制圧をより早く達成 

リンパ系フィラリア症蔓延国の患者様・生活者の皆様を第一義に考えることがhhc理念 

   その結果として中間所得者層を拡大、将来のMarket Growthを得る（Returns） 

今後のLF/hhc活動 
・ 新Websiteによる現地医療関係者や投不ボランティアが参照可能なDEC医療情報の提供 

     ・ 投薬拒否・副作用報告の現地での分析によるアクセスのAdoption（服用可能性）向上  など 

*WHO/CDC Bangladesh 



 Access to Medicineの最大化 

低所得者層にAffordable pricingポリシーを通じて製品を提供することで市場を拡大する 
- アリセプト: 販売価格を半額にし、値下げ前と比較して物量は4倍近くに拡大 （図1） 
- Revovir: 競合品Aの半分の価格で販売したことで、3年で数量シェア第2位を獲得 （図2） 

Affordable Pricingポリシー： アリセプト/Revovir事例 

“High Margin Low Volume型”から“Low Margin High Volume型”へ 
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インドネシア アリセプト 錠数成長度 
(2009年度１Qを100とした成長度) 
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（図1） フィリピン Revovir 物量シェア（IMSデータ） 

Affordable Pricingポリシーに 
基づいて上市  

（競合品Ａの半分の価格） 
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（図2） 



スキーム 1サイクル 2サイクル 3サイクル 4サイクル

保険償還 *2 適用 適用 適用 適用

患者様負担 *3 患者様負担 患者様負担 患者様負担 患者様負担

1サイクル無償 患者様負担 患者様負担 患者様負担 無償

2サイクル無償 患者様負担 患者様負担 無償 無償

3サイクル無償 患者様負担 無償 無償 無償

4サイクル無償 無償 無償 無償 無償

新興国におけるPAP*1スキーム 
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Tiered pricingポリシー： ハラヴェン 
“High Margin Low Volume型”から“Low Margin High Volume型”へ 

 

 Access to Medicineの最大化 
患者様の様々な背景を考慮したTiered Pricingポリシーを通じて新製品についてのアクセス向上を実現する 
インドにおけるTiered Pricing（所得レベルに応じた価格設定）の実施によりハラヴェンへの患者様アクセスは8倍に拡大 

 

所得レベル 

高 

低 

従来の 
カバレッジを 

Tiered Pricing  
により飛躍的に 

拡大 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

PAP*1 およびTiered Pricing 
による新規貢献患者様 

従来ビジネスモデルでの 

貢献患者様 

1～3サイクルまで 
無償 

無償 

ユニット原価(イメージ) 

貢献患者様数イメージ 

（インド） 

患者様負担 

保険償還 

従来のビジネスモデルで 
カバーされる患者様                     

１年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

*1  PAP: Patient Assistance Program 
*2 国家公務員、地方公務員対象の保険。全人口の5%未満が加入 
*3 公的保険適用外の富裕層 

治療サイクル 



てんかん製品拡充 
-Ｚｏｎｅｇｒａｎ、Ｉｎｏｖｅｌｏｎ、Ｚｅｂｉｎｉｘ 

リージョナルベストのパートナーシップの追究 
リソースの効率的活用と製品価値最大化 

ＥＭＥＡ： 
ハラヴェンの中東欧における販売
に関してファーマスイス社と提携 

日本： 
オンコロジー製品拡充 
-トレアキシン、ＤＣ Bead 

リウマチ製品拡充 
-ヒュミラ、ケアラム 

ＣＮＳ製品拡充 
-リリカ、ルネスタ、 
 ホストイン 

肝臓・ＧＩ疾患治療剤 
-クレブジン、リーバクト、ガスモチン 

中国： 
強力ネオミノファーゲンシーに関
して都市部はエーザイがカバーし 
郡部では健安公司がカバー 

アメリカス： 
米国において自社のノウハウを
活かしたＢＥＬＶＩＱによる肥満症
治療剤の新市場形成 
米州２０カ国におけるＢＥＬＶＩＱ
の販売権 

新市場 
形成 

アクセス 
拡大 

オンコロジーの立上げ 
-Ｆａｒｅｓｔｏｎ 

フランチャイズ
強化 

フランチャイズ
拡大 

フランチャイズ
強化 

フランチャイズ
強化 

アクセス 
拡大 

アクセス
拡大 
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インドパシフィック： 
インドにおいて、ＧＳＫ、ユニケム、 
ワッカードと提携。インド最大の病院チェーンで

あるアポログループとヘルプエイジ（ＮＧＯ）との
連携によりヘルスケアの質の向上に貢献 
ベトナム、カンボジア、ミャンマーで 
ＤＫＳＨ社と提携 
 

アクセス 
拡大 

ラテンアメリカ： 
新製品上市に向けて 
ビジネスパートナーの 
追究 
 



 
 

ＯＴＣ、ジェネリックビジネス：アジア市場本格進出 
日本のビジネスモデルをレバレッジ 
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中国への進出 
 
 2010年参入後、順調に拡大している日本の通販 

ビジネスのノウハウを活かし、日本のクオリティーの 
ビタミン剤やサプリメントを提供 

 
 薬粧事業部が長年に渡り培ったノウハウを活用し、

中国大都市部のドラッグストア市場に参入 
タイ、台湾（既参入国） 
 既存品に加えて、製品ラインアップを強化 

 

韓国、他のアセアン諸国に新規参入 
 各国の市場に精通したビジネスパートナーとの提携

で、日本国内既発売製品を投入 

中国への進出 
 戦略提携のもと、エルメッドエーザイのブランド、  

クオリティーを有するジェネリック品で患者様貢献 
インド、インドネシア、タイ（既参入国） 
 現地ジェネリック品ビジネスへの本格参入による 

フランチャイズ領域（ＣＮＳ・ＧＩ）強化 
インドバイザッグ工場の活用 
 戦略提携も視野に入れながら、インドバイザッグに

ジェネリック生産・供給拠点を整備 
アセアン市場に順次進出 
 バイザッグ工場で生産したエルメッドエーザイブラン

ド品を供給（ＣＮＳ・ＧＩ製品の低分子製品・合剤を
パッケージで提供） 

５年以内に日本、アジアで 
  ＯＴＣは現売上の2倍である約400億円レベル、 

ジェネリックは500億円超をめざす 

ジェネリック（エルメッドエーザイ） 
 高品質なエルメッドエーザイブランドをアジア市場へ 
 ブランド医薬品ＭＲとの協働モデル： 

日本における成功モデルでアジア進出 

ＯＴＣ（エーザイ薬粧ビジネス） 
 日本の薬粧ビジネスをアジアへ 
 日本で培った通販・ドラッグストアでのノウハウを 
   活用し、ローカルに適応した製品でアジア進出 

通販ビジネス 

ドラッグストア 



新興国における成長 
5年以内に売上高1000億円超へ 
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ロシア、東欧、 
中東、アフリカ 

オーストラリア、南アフリカ 

５０億円レベル 
アジアリージョン 

   中国   650億円レベル  
インドネシア、インド、インドチャイナなど 200億円レベル 

韓国、台湾  200億円レベル   

１０５０億円レベル 
(億円) 

ラテンアメリカ 
５０億円レベル 
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中国 韓国、台湾 インドパシフィック ラテンアメリカ ロシア、東欧、中東、アフリカ、オーストラリア 


