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11都市が集中購買、 MRは窮地に 
医药网 news.PharmNet.com.cn 2018-11-26 来源： 时代财经 
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医薬網 11 月 26 日電 『集中購買の実施は、製薬メーカの営業方面への投資を適切に減少させると同時

に、利潤を保証するために、メーカはより大規模な研究開発に投入をすることが可能となり、国内製薬メ

ーカの販売には厚く、研究開発には薄くという局面の改善に有利に働く』 

 

【国の集中購買法案提出】 
予期されていたより 1 か月遅れたものの、市場が注目している国の薬品集中購買法案が最終的に今年末

提出された。 

11月 14日、『国家による医薬品の集中調達実施パイロットプログラム法案』が、中央全面進化改革委員

会の第 5 回審議を通過した。 翌日午前、国家医療保障局の合意を経て、『4+7 都市の医薬品集中調達文書

（以下『文書』と略す）が上海薬事所』のサイトで発表された。 

上述『文書』は、国が医薬品の集中調達の試行地区を明確化し、その範囲は北京、上海、天津、重慶と瀋

陽大連、厦門、広州、深圳、成都と西安の 11都市（以下『4+7都市』と略）に及び、31種の薬品を集中購

買する。 

 

【集中購買による値下げ効果】 
所謂集中購買とは、入札の際に、医薬品の調達数量を承諾して、8～15か月以内に使いきると保証すると

いうもので、これは、これまでの薬剤入札が数量ではなく価格のみの入札となっていたこととは異なるも

のだ。 集中調達で落札した受注企業にとっては、これまでのように医薬品の利用を促進するために『仕事』

のために病院に立ち入ることをせずにすむようになるのだ。 

『文書』中、集中購買される 31種の薬剤が確定され、うち、（指定規格）の 3品種の調達量は 1億製剤

（個/袋/本）を超えている： アトルバスタチン（20mg）は 153,721,800 剤、クロピドグレル（25mg）は

183,205,600剤、アムロジピン（5mg）は 293,802,200剤となっている。 

これ以前、14 日（11 月 14 日のこと）に開催された中央全面進化改革委員会第五回大会では、集中購買

の目的が明確化された。 これは、医薬品の集中購買メカニズム改善と市場オリエントの薬価形成メカニズ

ムを改善することで、人々の医薬品費用負担を減じ、医薬品の流通秩序を規範化し、人々の薬剤使用の安

全性を向上を目的としている。 

集中購買により、受注製品の価格はどのくらい下がったのか？ 

上海の経験からは：2014年以来、上海の集中購買はこれまでに 3度実施されている。 既に発表された集

中購買医薬品 36種の受注価格をみると、値下げ幅は 2％から 93％の間にあるが、合計 24製品の価格減は

50％以上となっているが、平均では 55.7％減少しており、明確に下がっている。 

さらに、国家集中調達政策の規定によれば、入札参加メーカは 3 社あるいはそれ以上となっており、古

コンペティションにより最低応札価格のメーカがこれを得る； 入札参加メーカが 2社の場合、十分な競争

が行えぬため、会議で購買を決定する；入札参加メーカが一社しかない場合、協議談判により調達するこ

ととなる。 

このほか、9月 11日、国家医療保障局が主導する試行都市連合調達シンポジウムが開催された。 会議の

席上、施行都市の市場シェア 60～70％を受注企業に、残りの 30～40％は、各医療機構が省級薬品集中調達

でその他受注、ネット登録された品種を調圧することができるようにするというある調達プランが議論さ

れた。 

光大證券（英文はエバーライト證券）医薬チームの計算によれば、1社入札では受注品種の競争結果が芳

しく、下げ幅は 10％以下となり；2 社入札では、ある企業の研究開発品であったため、その価格は明らか

に国産薬より高くつき、研究開発費用を大幅に削減しなくともその他の 30～40％のマーケットシェアを占

めていることから、入札に参加した国産メーカの価格圧縮への圧力も大きくなくほぼ 15％以内となり；3～

4 社入札では、品種の最低平均受注価格平均は原研究開発製品価格の 42～43％で、値下げ余地はあまりな

いが、次ラウンドの集中調達には相応の圧力がかかるだろうとのことだ。 

 



【製薬メーカの販売促進費は低下】 
価格低減圧力に加えて、製薬メーカにとってのもう一つの憂慮は、集中調達による販売パターンの変化

だ。 従来、製薬メーカは往々にして大量のMR（中国語は『医薬代表』）をして臨床普及と新薬教育に当た

らせ、医薬品販売量を向上させていたのだが、集中調達になれば、調達量が保障されるので、受注した企

業がMRをあてにする必要がなくなるのだ。 

以前、集中購買の情報が流れた際に、少なからぬメディアが「MRがこれにより死滅する」と指摘した。

11月 7日、第一財経は、中国の一致性評価および集中購買政策の推進につれ、ベルギーの製薬企業は MR

という職を抹消していると報じた。 

『国の意図には、MR による働きかけを弱体化させたいということがあるのは確実だ。』 鼎臣メディカ

ルコンサルティングの創始者である史立臣氏は、時代財経誌に対し、「MRがこの状況に複雑に関連しては

いるが、医師たちの製薬メーカ薬剤や技術に関する理解力不足もある」と指摘する。 さらに、『製薬メー

カは、病院に対する『開発』をしておらず、病院側は関連する薬剤を能動的に購入できなる可能性もある。 

上述の状況からMRという職業が必要であるということを表しているのだ』としている。 

『これに加え、中国の薬品業界そのものが、親切気の関係であり、MR と医師間には密接な関係がある

ため、短期間内にこの局面を変えるのはかなり難しい。 よって、現時点でこのような話をするのは時期尚

早だ』と史立臣氏は語った。 

だが、集中購買の実施は、製薬メーカが営業面への費用投入を程よく低減させることを可能にすると同

時に、利益が保証されるので、製薬メーカはより研究開発費を大規模化できる。 このことは国内の製薬メ

ーカの『多大な販売費、僅かな研究開発費』という局面の改善を可能にするとも語った。 

Wind のデータを整理する中で、保健関係の上場企業 290 社が、2017 年におけるこれら企業の販売費が

1772億元にも達していたのに対し、同期の研究開発費はその僅か 5分の 1の 319億元しかなかったことが

判明した。 

反対に、ロシュ製薬の研究開発費は 2017年 1年間で 115億ドルになっていた。 つまり、国内の製薬メ

ーカ 290社の年間研究開発費はロシュの半分にも満たないということだ。 

『現時点では、国の集中購買関連法案が提出されただけであり、最終的成果は今後の実施状況をみてゆ

かねばならない。 これまで、政府は購買について折衝してきたが、協議終了後の購買量と価格については

気にも留めず、それが関連薬品に対して病院は使用したいとも思わず支払いもしたがらないという事態を

招いたのだ。』と史立臣氏は強調する。 

 

http://news.pharmnet.com.cn/news/2018/11/26/512647.html 

 

 

11 cities begin volume-purchase, medical representatives are to die 
Medical Network PharmNet.com.cn 2018-11-26 Source: Times Finance 
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Pharmaceutical Network November 26th "The implementation of quantity procurement can appropriately 
reduce the investment of pharmaceutical companies in marketing. At the same time, in the case of profit 
guarantee, pharmaceutical companies will invest more in research and development, which will help improve 
domestic pharmaceutical companies. Re-marketing the situation of light research and development." 
 

【National quantity procurement plan published】 
Although it was about one month later than expected, the national drug-supply procurement plan, which has received 

much attention from the market, was finally released before the end of this year. 

On November 14, the “National Organizational Drug Centralized Procurement Pilot Program” was reviewed and 

approved at the fifth meeting of the Central Committee for Comprehensive Deepening Reform. 

On the morning of the following day, with the consent of the State Medical Insurance Bureau, the “4+7 City Drug 

Centralized Procurement Documents” (hereinafter referred to as “the “Documents”) was published on the website of 

the Shanghai Pharmaceutical Center. 

The above-mentioned "Document" clarifies that the state has initiated a pilot program for centralized drug 

procurement. The pilot areas are Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing and Shenyang, Dalian, Xiamen, Guangzhou, 

Shenzhen, Chengdu, and Xi'an 11 cities (hereinafter referred to as “4+7 cities”), the purchase of 31 varieties of drugs. 

 

【Price reduction effect under the purchase of】 
The so-called quantity procurement means that the sales volume of the drugs is promised at the time of bidding, and 

http://news.pharmnet.com.cn/news/2018/11/26/512647.html


it is guaranteed to be used up within 8 to 15 months. This is different from the previous bidding price and the quantity 

of the drug bidding. It will not be necessary to go to the hospital to “do work” as in the past to promote the use of 

medicines. 

In the "Document", the purchase quantity of 31 varieties was determined, and the purchase amount of 3 varieties 

(specified specifications) was over 100 million (table/bag/branch): atorvastatin oral regular release dosage form (20 

mg) purchase The amount was 156,721,800, the oral release form of clopidogrel (25 mg) was 18,320,600, and the oral 

release form of amlodipine (5 mg) was 293,802,200. 

Prior to this, the fifth meeting of the Central Comprehensive Deepening Reform Committee held on the 14th clearly 

defined the purpose of volume procurement, which is to explore and improve the centralized drug procurement 

mechanism and market-oriented drug price formation mechanism, reduce the burden of drug charges for the masses, 

standardize the circulation of drugs, and improve the safety of drug use. 

Under the purchase of quantity, what is the price reduction of the winning products? Experience from Shanghai shows: 

Since 2014, Shanghai has carried out three batches of purchases so far. From the 36 specifications that have been 

announced to purchase the winning bid, the drop is between 2% and 93%, and the price of 24 products has been reduced 

by more than 50%, The average price reduction was 55.7%, which was a significant drop. 

This time, according to the national procurement policy: If the short-listed production enterprises are 3 or more, they 

will form a full competition, and the lowest bid will be obtained; If the number of short-selling enterprises is two, it 

does not constitute full competition and adopts a method of bargaining procurement; If there is only one manufacturer 

in the short-term, then the method of negotiating procurement will be adopted. 

In addition, on September 11th, the pilot joint procurement led by the National Medical Insurance Bureau held a 

symposium in Shanghai. A procurement plan discussed at the meeting was proposed that 60 to 70% of the market share 

of the pilot city would be awarded to the winning bidder, all medical institutions can still purchase other winning and 

hanging net varieties of provincial-level drug centralized procurement. 

According to the Everbright Securities Medical Team, the only short-listed varieties are due to the best competition, 

with a decline of less than 10%; The two short-listed varieties, because the original drug is developed by one company, 

its pricing has been significantly higher than the domestic generic drugs, the original research drug company is not as 

good as the focus on the remaining 30 to 40% of the market share, so the corresponding short-term pressure on domestic 

generic manufacturers Not too big, expected to be within 15%; At present, the lowest average bid price for the 3 to 4 

finalists is 42 to 43% of the originally developed company’s price. The price reduction space is actually not large, but 

there may still be pressure in the next round of procurement. 

 

【Reduced drug company’s marketing costs】 
Although it was about one month later than expected, the national drug-supply procurement plan, which has received 

much attention from the market, was finally released before the end of this year. 

In addition to the pressure of price cuts, another concern of pharmaceutical companies stems from the change in sales 

patterns caused by volume purchases. In the past, pharmaceutical companies often needed to arrange a large number of 

medical representatives to carry out clinical promotion and new drug education to increase drug sales. Under the 

purchase quantity, the winning bidders does not need to rely too much on medical representatives because the purchase 

volume is guaranteed. 

When the news about the volume purchase was released, many media writers pointed out that the medical 

representatives will be placed closed to death. First Financial News reported on November 7 that with the China's 

consistency evaluation and the implementation of the procurement policy, the Belgian pharmaceutical company has 

already revoked the position of medical representative. 

"According to the state's intention, it is indeed hoped to weaken the role of pharmaceutical representatives." Shi Lichen, 

founder of Dingchen Medical Management Consulting Co., pointed out to Times Finance, however, the medical 

representatives are involved in a complicated situation, and there may be doctors who are unfamiliar with the medicines 

and techniques of certain pharmaceutical companies. In addition, the pharmaceutical companies did not “develop” the 

hospital, and the hospital may not actively purchase the corresponding drugs. All of the above situations require the 

presence of the medical representative. 

"In addition, China's pharmaceutical industry itself is a customer relationship, the relationship between medical 

representatives and doctors is close, and the situation is difficult to change in a short period of time. Therefore, it is too 

early to say such a statement." Shi Lichen added. 

However, he also admitted that the implementation of quantity procurement can appropriately reduce the investment 

of pharmaceutical companies in marketing area, at the same time, in the phase of profit guarantees, pharmaceutical 

companies will be able to invest more in R&D, which will help improve the situation of “more for marketing and less 

for R&D” of domestic pharmaceutical companies. 

290 health care listed companies in the wind’s data shows that the sales expenses of these companies in 2017 were as 

high as 17,720,000,000 yuan, while the research and development expenses in the same period were only 

31,900,000,000 yuan, which is less than one-fifth of the sales expenses. 

In contrast, Roche's research and development costs are as high as $11.5 billion in 2017 alone. 



This means that the total R&D expenditure of 290 domestic pharmaceutical companies in 2017 is less than half of 

Roche. 

"At present, the country's volume procurement of the corresponding document has just opened, and the final results 

will depend on the subsequent implementation. In the past, government organizations have always negotiated purchases, 

but often after the negotiations are over, they do not care about the purchase volume and payment. The result is that the 

corresponding drugs, hospitals are either unwilling to use or not pay.” Shi Lichen stressed. 
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11 市带量采购，医药代表迎生死局 
医药网 news.PharmNet.com.cn 2018-11-26 来源： 时代财经 

--------------------------------------------------------------------------------  

医药网 11月 26日讯 “带量采购的实施，能适当降低药企在营销方面的投入，同时，在利润保证的情况下，

药企会更大规模投入研发，这有利于改善国内药企重营销轻研发的局面。” 

 

▍国家带量采购方案出台 

 虽然较预期晚了约一个月，但备受市场关注的国家药品带量采购方案最终还是赶在今年年底前出台了。 

 11月 14日，《国家组织药品集中采购试点方案》经中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过。次日上

午，经国家医疗保障局同意，《4+7 城市药品集中采购文件》（以下简称“《文件》”）在上海药事所网站公布。 

 上述《文件》明确，国家启动药品集中采购试点，试点地区范围为北京、上海、天津、重庆和沈阳、大连、

厦门、广州、深圳、成都、西安 11个城市（以下简称“4+7 城市”），针对 31个品种药品进行带量采购。 

  

▍带量采购下的降价效应 

 所谓带量采购，是指在招标的时候就承诺药品的销量，保证在 8～15 个月内用完，这有别于以往只招标价

格而没有数量的药品招标，带量采购中标后的企业将不需要像以往一样进医院“做工作”，以促进药品使用。 

 在《文件》中，31个品种采购量被确定，其中 3个品种（指定规格）的采购量更是过亿（片/袋/支）：阿托

伐他汀口服常释剂型（20 mg）采购量为 15672.18万，氯吡格雷口服常释剂型（25mg）为 18320.56万，氨氯

地平口服常释剂型（5mg）为 29382.02 万。 

 在此之前，14日召开的中央全面深化改革委员会第五次会议明确了带量采购的目的，是为了探索完善药品

集中采购机制和以市场为主导的药价形成机制，降低群众药费负担，规范药品流通秩序，提高群众用药安全。 

 带量采购下，中标产品的降价情况究竟如何？来自上海的经验显示：2014年以来，上海带量采购至今已进

行 3批，从已公布带量采购中标价格的 36个品规来看，降幅在 2%至 93%之间，共 24个品规降价 50%以上，平

均降价 55.7%，降幅明显。 

 而此次按照国家带量采购政策规定：入围的生产企业在 3 家及以上的，构成充分竞争，报价最低者得；入

围生产企业为 2 家的，不构成充分竞争，采取议价采购的方式；入围生产企业只有 1 家的，则采取谈判采购

的方式。 

 此外，9月 11日，国家医保局主导的试点联合采购在上海召开座谈会，会上曾讨论过的一份采购方案中提

出，将拿出试点城市 60～70%的市场份额给中标企业，剩余用量的 30～40%，各医疗机构仍可采购省级药品集

中采购的其他中标、挂网品种。 

 据光大证券医药团队预计，独家入围的品种由于竞争格局最好，降幅或在 10%以内；2 家入围的品种，由于

一家为原研，其定价已明显高于国产仿制药，原研大幅降价的获利不如专注争取剩下 30～40%的市场份额，因

此相应入围国产仿制药厂家的降价压力也不大，预计在 15%以内；而目前 3～4家入围品种的最低平均中标价

平均为原研价格的 42～43%，降价空间实际上不大，但下一轮带量采购可能仍有压力。 

 

▍药企营销费用降低 

 除了降价压力，药企的另一重担忧，来源于带量采购对销售模式的改变。以往，药企往往需要安排大批医

药代表进行临床推广和新药教育以提高药品销量，而在带量采购下，由于保证采购量，中标企业无需过分依

赖医药代表。 

 此前有关带量采购的消息流出时，不少媒体撰文指出，医药代表将因此迎来生死局。第一财经 11月 7日就

曾报道，随着中国一致性评价以及带量采购政策的推行，比利时药企优时比已经撤销医药代表这个职位。 

“按照国家意图，确实是希望借此弱化医药代表的作用。”鼎臣医药管理咨询公司创始人史立臣向时代财经

指出，不过医药代表涉及情况复杂，或许会存在医生对某些药企的药品、技术不熟悉。另外，药企对医院没做

“开发”，医院很可能不会主动采购相应药品，上述情况都需要医药代表这一职位的存在。 



“此外，中国的药品行业本身就是客情关系，医药代表与医生之间的关系密切，短时间内该局面较难改变，

因此，目前这样的说法有些为时过早。”史立臣补充说道。 

 不过，他也坦言，带量采购的实施，能适当降低药企在营销方面的投入，同时，在利润保证的情况下，药企

会更大规模投入研发，这有利于改善国内药企“重营销、轻研发”的局面。 

 梳理 wind数据中 290家医疗保健类上市公司发现，2017 年这些公司销售费用高达 1772 亿元，而同期的研

发费用仅为 319亿元，不足销售费用的五分之一。 

 对比之下，罗氏制药仅 2017 年一年，研发费用就高达 115 亿美元。这意味着，国内 290 家医药企业 2017

年全部研发费用不足罗氏一半。 

“目前国家带量采购只是相应文件出台，最终成效如何还要看后续的执行情况。以往政府组织谈判采购就

一直存在，但是往往谈判结束后便不管采购量和付款，导致的结果是对于相应的药品，医院或者不愿使用，

或者不付款。”史立臣强调。 
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