
1

調査レポート「サウジアラビアの有望産業（医薬品産業）についての 投資環境・市場調査：パートナー提携先候補リスト」

番号 業界 企業／機関／組織の種類 企業／機関／組織の名称 専門領域 概要 本社 ウェブサイト

1 製薬 政府機関 サウジ医療専門委員会 (SCFHS) 健康、ウェルネス、フィットネス
一般的な教育政策の枠組みのなかで、様々な保健専門分野における継続的な医学教育プログラム

の開発、および専門的な職業衛生プログラムの開発・承認・監督を担う
リヤド

https://www.scfhs.org.sa/en/Pages/default.a

spx

2 製薬 政府機関 サウジアラビア食品医薬品局  (SFDA) 食品、医薬品、医療機器

SFDAは閣僚理事会議長に直接報告を行う独立機関であり、この権限の目的は、人間および動物の

ための食品および医薬品の品質チェック、規制および安全性イニシアチブ、ならびに生物学的お

よび化学的物質の安全性の確保である

リヤド http://www.sfda.gov.sa/

3 製薬 政府機関 保健省 規制と産業の発展
サウジアラビアの人々に最高の品質の統合された包括的な医療サービスを提供する。非感染性疾

患、栄養およびその他の健康関連リスクの抑制に役立つ国家健康戦略の策定と採択を行う。
リヤド http://www.moh.gov.sa/

4 製薬 政府機関 国民衛生局 (MNG-HA) 病院、医療

国家警備隊とその家族にサービスを提供する政府の医療機関。サウジアラビアには、74のヘルス

ケア施設を持つ。MNG-HAのウェブサイトは、教育や訓練を通して健康意識のガイドラインを広

めることを目指している。

リヤド http://www.ngha.med.sa/

5 製薬 政府機関 サウジ保健評議会 (SHC)
健康戦略、ICD 10 (国際疾病分類/第

10回改訂)

サウジアラビアで医療サービス基準を構築し、基準の適用を監視するために医療提供者ネット

ワークを調整する権限を与えられた政府機関。
リヤド http://www.shc.gov.sa/

6 製薬 公営企業
サウジ製薬産業・医療機器コーポレー

ション(SPIMACO)

国内向けの高品質医薬品の製造と中

東諸国への輸出

国内大手製薬会社で、最先端の技術と最先端の機械設備を有し、高品質の標準医薬品を製造、維

持している。
リヤド http://www.spimaco.com.sa/

7 製薬 公営企業 AJA ファーマ

医薬品、アウトライセンス、インラ

イセンス、受託製造、医薬品流通、

食品添加物、栄養補助食品、衣料用

製品

主に受託製造会社であり、その高い能力、品質、独自の技術を活用し、ライセンス製品の開発、

製造、販売、販売を共同で行うことを目的としている。
リヤド http://www.ajapharma.com/

8 製薬 公営企業 Prince Sultan Military Medical City 医療機関

以前はリヤド軍病院としても知られており、地域の医療サービスの最も進んだセンターの一つと

考えられている。これは、増加する人口のニーズに対応し、定期的な患者ケアの品質をさらに高

めることを目的としている。

リヤド
http://www.psmmc.med.sa/EN/Pages/defau

lt.aspx

9 製薬 公営企業 King Fahad Medical City - KFMC 医療機関

高品質のサービスを提供するための最良の国内及び国際基準を実施するとともに、啓蒙活動及び

地域社会への働きかけを通じて、これらのサービスの質を一貫して改善することを目指してい

る。知識と資源をコミュニティに拡大することがKFMCの最優先事項である。

リヤド https://www.kfmc.med.sa/

10 製薬 民間企業
Montajat Pharmaceuticals Factory Co

Ltd

人間および動物用の医薬品の製造、

加工

動物用医薬品、生物製剤、バイオセキュリティー製品、農薬、肥料、公衆衛生製品を製造する家

族経営の多国籍企業。最新の設備を備えた研究所を所有しており、すべてのシステムがUSFDAの

基準に準拠している。

ダンマーム
http://www.montajat.biz/public/company/abo

ut

11 製薬 民間企業
Pharmaceutical Solutions Industry Ltd

(PSI)
製造、サプライチェーン、研究開発

PSIの医薬品およびIVソリューションは幅広い治療分野および医療機器をカバーしている。流通部

門は薬局、フィットネスセンター、病院、および健康志向スーパーマーケット向けの医薬品およ

び栄養補助食品の日用消費財を取り扱う。

ジェッダ http://www.psiltd.com/

12 製薬 民間企業 Jamjoom ファーマ

医薬品、一般用医薬品（OTC）およ

び健康関連消費者製品の製造販売業

者

最新の製造技術、システム、商慣行を備えた最新の製造施設を持つ。眼科、皮膚科、感染症、胃

腸、循環器、総合薬などを取り扱う。
ジェッダ http://www.jamjoompharma.com/

13 製薬 民間企業 リヤドファーマ 医療・化粧品を中心とした製薬企業
リヤド製薬は、国内外のライセンサーが要求する高いグローバルスタンダードに沿ったジェネ

リック医薬品およびライセンス製品の製造能力を有しています。
リヤド http://www.riyadhpharma.com/
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14 製薬 民間企業 AlHaya Medical Company Ltd. (AMCO)

サウジアラビアにおける医薬品、医

療用品およびヘルスケア製品の流通

および多数の大手医薬品メーカーの

総代理店

サウジアラビアにおいて製薬業界をリードするシェアを持つ最大の製薬会社、医療供給会社、医

療販売会社の一つである。
リヤド http://www.alhaya-medical.com/

15 製薬 民間企業 Tamerグループ

サウジアラビアおよび中東地域にお

ける医薬品の輸入、販売促進、マー

ケティング、流通

Tamer グループは、さまざまな治療分類の医療用医薬品、食品・栄養製品、OTC製品、ジェネ

リック医薬品を、民間の薬局や病院、国立病院などの医療機関に供給している。様々な協定、提

携、合弁事業を通じて、企業の現地製造サービスを促進している。

ジェッダ http://www.tamergroup.com/

16 製薬 持ち株会社
Astra Industrial Group

(Tabuk Pharmaceutical Mfg. Co)

ブランドジェネリック医薬品および

ライセンス不足の製品の開発、製

造、マーケティング、流通をグロー

バルに行う。

サウジアラビアの大手製薬会社であるAstra Industrial Groupの一部である。Astra Industrial

Groupは、卓越したマーケティング能力、近代的な製造施設、幅広い製品ポートフォリオ、医薬

品規制に対する深い理解、強力なパートナーシップと提携関係がある。

リヤド http://www.astraindustrial.com.sa/

17 製薬 持ち株会社

Banaja Holdings Ltd.

(以前はSaudi Import Company Holdings

という名称)

倉庫、物流、フルフィルメント、輸

送を含む第三者物流サービス

医薬品およびヘルスケア製品を、英国で製品を販売する企業向けに販売する持株会社である。商

品の保管、棚卸、購入、ディストリビュータへの請求サービスを管理する。
ジェッダ http://www.banaja.com/

19 製薬 製薬会社協会 全国製薬工業委員会 (NCPI) 品質管理・規制遵守
品質管理、規制遵守の監視、加盟国への定期的な統計情報の提供などを行うことにより、医療へ

の平等かつ倫理的なアクセスを推進する。
リヤド http://ncpi.org.sa/about/

18 製薬 非政府組織（NPO） サウジ製薬協会(SPS) 薬学専門職の計画および発展

SPSの主要目標

・高い臨床基準と専門基準を構築し、追求することによる薬剤師のエンパワーメント

・薬剤師の新たな機会を、知識、リーダーシップ、ボランティアなどの観点から調査

・薬学研究の発展に向けた研究・教育環境の整備

リヤド https://www.saudipharmsociety.com/

20 製薬 Banajaホールディングスの子会社 Deef Pharmaceutical Industries Co
高い品質システムと研究開発セン

ターを持つ製薬会社

Banaja持株会社の子会社であり、医薬品の研究、開発、製造を行う。研究開発への投資や製造施

設の拡大、新製品の追加、多国籍企業との新たな製造委託契約の締結などにより、持続的な成長

を目指している。

アル・バディア http://www.deef.com/

21 製薬
合資会社

(Tamerグループとの合同ベンチャー)
SAJA Pharmaceuticals

原料調達、研究開発による生産、国

内外の品質管理体制

SAJAは、地域のヘルスケア企業であるTamer社と、日本の大手製薬会社である第一三共 (株) およ

びアステラス製薬 (株) との合弁会社で、ジェネリック医薬品および医薬品のライセンス医薬品の

取り扱いを中心としている。

ジェッダ https://www.sajapharma.com/

出典：ユーロモニター・インターナショナルによる二次調査

レポートをご覧いただいた後、アンケート（所要時間：約1分）にご協力ください。

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20180047

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。ジェトロとユーロモニター・インターナショナルでは、できるだけ

正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロおよび執

筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。
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