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PMDA(医薬品医療機器総合機構 )の不思議一最終回「お金」
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最終 回「お金 の不思議 」

組織存続 の意味 が変わるか 。増える人件費 は企 業の手数料 に依存

医薬品医療機器の審査、安全情報の収集・対策、被害救済という国民の生命に直結する業務を行つてい

るのだから、当然運営費を国が負担しているのだろうと思いきや、「PMDAに は、ほとんど国のお金は回つて

いない。ほぼ独立採算に近い」(PMDA職 員)。

2000年度決算報告書によると、収入総額は約129.8億 円で、このうち93%を 業務収入が占める。業務収入

の内訳は、「手数料」(44.8億 円)、「拠出金」(50.3億 円)、「受託業務」(23.6億 円)。 国から拠出される運営費

交付金は6.6億円、国庫補助金は1.9億 円に過ぎず、収入総額の6.5%程度だ。

この「手数料」、「拠出金」、「受託業務」とは何なのか。

まず手数料。企業が医薬品・医療機器の承認審査を申請する時、PMDAに審査にかかる手数料を支払つ

ている。1品 目当たり、後発医薬品で約60万 円、新薬で高い種類だと約3千万円。申請する品目によつて金

額に幅がある。このほか、企業がPMDAに治験内容について相談する場合も料金がかかる。1件当たり、第

一相試験開始前相談で約420万円、第二相試験終了後相談で約600万円など。2007年度には相談が281

件、通常の審査申請が53件あつた。

例えるならば、大学の受験料と予備校の授業料だ。受益者負担の原則から言えば、たしかに税金で払うの

はおかしい。

次に拠出金。被害救済業務や安全対策業務の資金に充てられるもので、医薬品を製造販売する企業や薬

局が毎年7月 31日 までに申告口納付しなければならない。前年度の医薬品の総出荷数量に応じて支払う「―

般拠出金」や「安全対策等拠出金」、副作用の原因となつた医薬品の製造販売業者が患者への給付支給額

に応じて支払う「付加拠出金」がある。

こちらを例えるならば、保険料だ。これも税金で払うのは筋が違う。

最後の受託業務は、スモンやエイズなど薬害患者に対して国や製薬企業などが行う給付に必要な費用。

ほとんどそのまま患者に支給されている。右から左に流れているお金なので、PMDAの組織に影響を与える

収入ではない。

バラバラに見れば、税金が少ないことに何の不思議もない。しかし、まとめて見ると不思議に見えてくる。
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129.8億 円の総収入額のうち、半分の63.9億 円を審査暉安全対策部門が占めている。

財政規模は大差ないのに、職員数は大いに異なる。現在、役員を除くと516人 が在籍しており、このうち明

確に3部 門に分けられる人数を見ると、審査346人 、安全82人 、救済32人となる。職員のほとんどが審査口安

全対策部門に在籍している。

そして審査・安全対策に計上されている63.9億円のうち、57.0億 円は手数料 (44.8億 円)と拠出金 (12.2億

円)で、企業などから出ているお金だ。

PMDAが作成した2009年 度から13年度までの収入見通しを見ると、この「審査・安全対策」部門がさらに二

つに分かれているので、問題点が分かりやすくなる。

5年間の総収入額見通しは1247.9億 万円。「審査」「安全対策」「救済」の業務別にみると、それぞれに収入

構造が異なつている。
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「審査」の512.1億円は、96.6%を「手数料」が占めている。「安全対策」の160.4億 円は75.7%が「拠出金」。

救済に関しては、231.0億円の収入があるが、これは患者に給付するお金が国・製薬企業から、ほぼ横流し

されているだけなので、ここでは置いておく。

安全対策や救済部門の収入は、一定の拠出金に基づくものなので、年度で大きく収入が動くとは考えにく

い 。

しかし、審査部門に関しては、企業力`医薬品の承認審査を申請したり、治験相談にやつてきたりすることで

入つてくる収入のため、企業の動きに大きく左右されてしまう。おまけに、安全対策部門と救済部門の収入額

を足しても、審査部門には及ばない。

要は、審査部門の収益がPMDAの 黒宇赤字をほぼ決めることになるということだ。その収入は企業の動き

に左右される手数料や相談料。これで人件費など、固定費の大部分を賄つている。しかも国がドラッグラグ

解消の方針を打ち出したため、PMDAは今年度も100人を新規採用するなど、大幅な審査員の増員を図つ

ているところだ。今後、人件費がますます増えるのは間違いない。
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2006年 度決算の審査部門を見ると、手数料として54.3億 円の収入を予算立てしていたが、実際は44.8億 円

しかなかつた。これについて、「処理実績は見込みを上回つたたが、収益化されない滞貨処理件数が見込み

を上回つたため」との記載がある。審査に長い時間をかけると収入が減る、そんな構造になつていることが分

かる。

一般的に、PMDAは「お上」と言われ、企業の方が頭を下げて承認審査をお願いしているイメージがある。

しかし収支構造を見れば、企業の申請が少なくなつたり、審査が滞った途端にPMDAの 財政基盤は傾くこと

になる。

これについて、薬害肝炎検討会でも、患者側委員から、PMDAが企業の意向を反映して動きかねないこと

を懸念する意見が上がっていた。

PMDAが安全で有効な医薬品を国民に届けていくという使命のもと、きちんとしたシステムを整えていれば

大丈夫だという見方もある。しかし実情を知る人々は、懸念を隠さない。

PMDAで審査員をしていた小野俊介氏(東大大学院薬学系研究科准教授)は、「現状のPMDAの体制で

は、誰が目の前にある薬の審査に携わつたか、顔が見えず、責任体制が不明確。PMDAは『この薬を使用す

るときは注意してほしい』というプロの視点からのメッセージを出していくべきだし、なぜこの薬が承認された

かという理由も国民に示していってほしい」と言う。誰が審査にかかわつたかが分かるFDAと 比較しても、

PMDAにはプロとしての意識が足りないと話す。

その懸念は、PMDAの本来業務は一体何なのかという問いにも帰つてくる。

薬害被害者でPMDA運 営評議会委員の間宮清さん(財団法人いしずえ=サリドマイド福祉センター事務局

長)は、薬の副作用救済について「無過失だから医師にも責任はないことになっているのに、患者に知らせ

たり投薬証明書を出すのを拒んだりする医師がいる。医師も患者も被害救済制度を知らないのが問題」と指

摘する。PMDAの健康被害救済部で働く佐藤絵美さんも、「制度について書かれているPMDAのポスターも日

立たないし、友達に聞いてもこの制度を知らないという。もつとこの制度が知られていってほしい」と話す。

今年のPMDAの新人1∞人に対する舛添要一厚生労働相の訓示は、ドラッグラグ解消と薬害再発防止とい

う「審査」と「安全対策」にかかわるものだった。

被害救済から始まった組織は、どこへ行くのだろうか。

(この記事へのコメントはこちら)
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