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　新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願

い申し上げます。お得意様におかれましては心新たに新年を

お迎えのこととお慶び申し上げます。

　また、平素より株式会社栃本天海堂にご理解、ご協力を賜

り、心より感謝申し上げます。

　福島原発事故から丸３年目を迎えようとしています。しか

し、放射能汚染の問題はなかなか解消されず、傍近にある生

薬の産地は休眠状態が続き、このままでは自然消滅してしま

うのではないかという危機感が漂っております。

　昨年も地球温暖化による影響なのか、夏は記録的な猛暑が続き、他国の現象

と捉えていた大型の竜巻も日本における一般的な気象現象の一つとなりつつ

あります。竜巻の他にも、夏の後半に発生した大型台風が日本やフィリピンに

多大な被害をもたらしました。これらが毎年のこととなってくると考えると、

天産物である漢方薬原料の安定供給について、さらに意識を高めていく必要を

強く感じています。

　ところで、漢方生薬業界に迫る国内の情勢変動も多々予定されています。

【日本医療の行方は？】

　今年は医療制度改革の年。　　　　

　2011 年度の国民医療費 (図 1参照 )は

過去最高の 38.6 兆円、１人当りの国民医

療費は 30 万 1,900 円と５年連続増え続け

ています。これは医療技術の高度化と日本

人の高齢化が進んでいるためと言われてい

ますが、このままでは医療費の重圧に耐え

られず、日本沈没となりかねません。

　現代の医療は健康より治療が優先され

ていますが、これからは徐々にでも医療

の視点を変えていくべきだと思います。

生活習慣予防だけでなく、もっと幅広く、

自己の健康管理方法の開発や年齢に即し

た生活空間の創造といった根本的に治療

が不要となる方向転換を考え出せれば改善すると思います。夢物語かもしれま

せんが、定期健診で半年先の健康チェックを可能にするとか、ヒト自身の治癒

力や再生力を２倍３倍に引き上げる特効薬を開発・実用化するなどの研究にも

力を入れて欲しいところです。とにかく、そんな医療が実現するまでは、漢方

医療が人々の健康管理に貢献できたらと思います。

【消費税の税率引上げがもたらす影響は？】

　増税についての論点は沢山ありますが、身近な問題としてはお客様の購買意欲

が低下することです。これには接客態度の上質化や商品の長所を前面に押し出し、

更なる顧客満足に繋げていく努力が必要です。

【中国の行方は？】

　尖閣諸島の問題以降、日本と中国の友好関係は冷え切ってしまいましたが、遅

ればせながら、経済的な関係も徐々に悪化してくることが予想されます。また、

中国国内における少数民族と政府の間でも問題が発生しているようです。さらに、

最近では漢民族の間でも都市と地方の処遇や所得の格差拡大による、反政府行動

の報道も耳にします。

　また、中国北京を中心に PM2.5 による大気汚染問題も深刻化してきています。

これは発電所や一般家庭の暖房燃料を石炭に依存しすぎているのが原因と言われ

ていますが、急な対策としては使用規制以外にはありませんので、今年も日本各

地への健康被害が心配です。

　マイナス要因ばかりが目立つ今日ですが、業界の明るい未来を目指して、生薬

資源の継続確保に向けて、安定供給、安定価格、安定品質に取り組みを続けて参

ります。お得意様におかれましては、弊社の志をお汲み取り頂きご理解頂き、

これからもご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

図１ 国民医療費・対国内総生産
及び対国民所得比率の年次推移
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2014年　生薬市場の展望
―悪貨、良貨を駆逐する年？―

■はじめに

　2013 年に日本市場に流通した中国産生薬は 2012 年の高値が継続され、品質も

決して良品とは言えない生薬が多く見受けられました。これは生産量の減少と

価格高騰が主な原因であり、特に野生品種に関しては資源枯渇、採集規制などが

大きく影響しています。生薬の特性ではありますが、生産が減少すると、価格が

高騰し、劣等な品質であっても市場は受け入れ流通することで優良な品質の流通

が減少する現象がおこります。また、2014 年は生薬薬価の改定の年であり、薬価

は公定価格であり、流通市場の品質に大きく関与する事から、その動向に生薬

市場は注目しています。

■2014 年注目される生薬

＊薬用人参

　2013 年の新産期に最も値上りした生薬は薬用人参です。中国産人参の平均的な

輸出価格は 130＄／ kg まで急騰しています。中国における薬用人参栽培は中国東

北部（吉林省、黒竜江省）の原野を政府から借り受け、人参を栽培した後、植林

をして返還する方式をとっています。地方政府は環境保全政策で借地面積を抑制

している事もあり、この借地料が年々値上りしています。また人参栽培は現在の

価格水準では非常に収益性の高い作物ですが、栽培年数が長く、投下資金やリス

クが大きく、また年々減少する借地に絡む利権汚職も多く取り沙汰されています。

現在、中国の人参栽培地は一種のバブル経済になっており、多くの資金が人参栽

培に投入されています。現在の価格水準が維持されなければ、銀行は多くの不良

債権を抱え込む事になり、地方経済は大混乱になる可能性も考えられます。

　これらの背景を考えると、薬用人参の現在の価格水準は当分継続されると予想

されます。日本市場では K製薬から医療用紅参末の供給が価格的に出来ないとい

うことで撤退の案内が出されています。

＊防風

　防風は内蒙古の草原などに自生する野生品種の採集でまかなわれてきた生薬で

す。資源の枯渇が急激に進み価格が暴騰しており、一部栽培化も進んでいる生薬

です。2013 年 11 月に中国のテレビ CCTV1 ネットワークニュース（焦点訪談）で、

野生防風・柴胡の収穫が草原に与えるダメージについて大きく報道されました。

多くの農民の乱穫で草原が穴だらけになり砂漠化が進んでいるとの内容で、益々

野生資源の採集が規制される事は間違いありません。2014 年から 2015 年にかけ

て野生の防風は市場から消える事が予想されます。野生防風は順次、栽培品種に

移行されるでしょうが、栽培防風の品質が確立されておらず、栽培年数が 1年か

ら 5年など色々な品質の栽培防風が市場に出回る事が予想されます。価格的な優

位性で品質面が軽視される事が危惧されています。

主な国産生薬
　　　　　　　　トウキ

Angelica acutiloba Kitagawa
　　　　　　ミシマサイコ

Bupleurum falcatum Linné
　　　　　　オウレン

Coptis japonica Makino

■生薬市場におよぼす生薬薬価の影響

　2011 年からの中国産生薬の急激な値上りで、調剤用の医療用生薬は製造コスト

が薬価より割高になる逆ザヤの生薬が増加してきました。数社の生薬メーカーは

薬価販売から撤退しており、薬価販売を継続しているメーカーも一部では品質基

準を下方に見直し、低品質、低価格品で対応しています。2013 年は＠￥90/＄か

ら＠￥103/＄の円安で更なる原料価格高が進み、2014 年の薬価改定で適正な薬価

に引き上げられなければ、前述の紅参末のように薬価販売から撤退するメーカー

が増加する事が予想されます。漢方薬の原点である煎剤は、生薬を個々の症状に

より加減方で処方を組み立てるオーダーメイドの漢方薬です。漢方エキス製剤は

簡便ですが効果が出難い、或いは効果が期待できない患者様には特に生薬の煎剤

が求められ、保険診療には欠かせない治療方法ですが、薬価改定の結果次第では

保険診療ができない状況になる事も考えられます。

　また、薬価の抑制によって流通生薬の品質の低下が懸念されています。新薬は

その有効成分の力価で品質をはかりますが、生薬は多成分医薬品でありその品質

評価は容易ではありません。また公定書の日本薬局方の規格は最低限の基準を定

めており、有効性を担保している訳ではありません。このような状況下で「日本

薬局方○○○○○○」として販売されている生薬の品質は玉石混淆になり、2014

年は生薬品質の鑑別が最も重要な年になります。

■終わりに

　2013 年は中国産生薬の値上りや供給不安などの外因と、日本国内における耕作

放置農地の増大、米作転換作物などによる薬用植物の生産拡大の機運が高まり、

自治体、JA、農業法人、個人農家、土木建設業などが生薬栽培事業に手を挙げて

います。日本の漢方を継続的な発展をさせる為にも国内栽培は重要な課題ではあ

りますが、安全・優良品質・高価格の国産生薬か、低品質・残留農薬危惧・低価

格の中国産生薬かを選択するのは病院・薬局などの医療機関です。

　2014 年は生薬の品質評価の鑑別力を培い、使用生薬の品質を確保する事が重要

な年になります。国産生薬の品質を評価し、多くの国産生薬を使用する事も安定

供給の確保、日本漢方の継続的な発展に繋がる事と確信しております。
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