報道関係各位
2017 年 2 月 2 日付 一部報道内容に関する訂正のお知らせ
平素より大変お世話になっております。
さて、米国研究製薬工業協会（PhRMA）の定例記者会見を受けた報道内容に、以下
の通り事実と異なる内容が含まれておりましたので、我々の見解も含め、お知らせい
たします。
記
対象： 2017 年 2 月 2 日付 「日経産業新聞」第 14 面掲載記事
訂正内容：
同記事の見出しにおいて「薬の実勢価格 公表へ」とあり、記事本文の前半部分にお
いて、「・・・米国での薬の実勢価格について、日本政府に明らかにする考えがある」、
また、この薬の実勢価格の公表について、「薬価の議論に対応すべく、会員企業と話
し合って早急に対応したい」とする文章が、いずれも PhRMA のパトリック・ジョンソン
委員長の見解として記載されておりますが、そのような事実はございませんし、またジ
ョンソン委員長はそのような発言をしておりません。
昨日パトリック・ジョンソンが説明したように、PhRMA は外国平均価格調整に関して
日本政府と議論をする準備があります。米国は世界最大の医薬品市場であり、最も
多くの新薬が開発されているため、慎重な議論が求められます。米国の価格を比較
対象国に含めることによって、日本においてこの研究開発コストがより公平に分担で
きます。PhRMA は、厚生労働省に対し、外国平均価格調整ルールに関し、必要な情
報に基づいた適切な決定がなされるように提案をしていきたいと考えています。
以上
2017 年 2 月 2 日
米国研究製薬工業協会（PhRMA）

February 2, 2017

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)

Notice of correction in one of news articles dated as of February 2, 2017

PhRMA will like to share that the news report which contains the falsely stated
comments which contradict the realty. We will also deliver our message which is
closely related to the article as follows.

The report: The article reported on the 14th page of Nikkei Sangyo Shimbun
dated as of February 2, 2017.
Correction:
The title of the article said “Actual drug prices to be open to public”, and the
article reported as the words of Patrik Jonsson, Chairman of Japan Based
Executive Committee of PhRMA, “PhRMA is ready to share the actual market
prices in the U.S. with the Japanese government”. It further said as another
words by Patrik, “PhRMA wants to respond quickly after consulting with our
member companies.”
However, no such data exists and Patrik Jonsson did not make such a
statement.
As Patrik Jonsson shared yesterday in regards to the FPA, PhRMA is willing to
discuss this with the Japanese government. However, a careful discussion is
needed as the U.S. has the largest pharmaceutical market in the world in which
the largest number of new drugs are being discovered and developed. Inclusion
of the U.S. price in the basket of countries helps ensure that Japan is bearing a
fairer share of these R&D costs. To support an informed and fair decision,
PhRMA is willing to provide proposals to MHLW on ways the FPA might be
amended to address concerns.

