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※一部の表示をサンプル用に加工しております

■医薬品業界トレンド情報 （2014 年 4 月）■
株式会社日本能率協会総合研究所
マーケティング・データ・バンク

調査結果
MDB 所蔵資料は 4 月以降にＭＤＢが入手した資料ですので発行日は 4 月以前のものも含まれます。
データベース資料（記事のインデックス）は発行日で抽出可能なので「2014.04.01～2014.04.30」となります。
資料コピーを送付できるものがございますので、興味関心のある資料があればお気軽に問合せ願います。
ご検討よろしくお願いいたします。

【MDB 所蔵資料】ご提供料金は最終ページをご参照ください。閲覧室でもご覧いただけます。
●医薬品の購買(購買経験・利用店・利用店の利用理由)(2174688)
【対象地区】関東地方・東海地方・関西地方、首都圏 30km 圏
【対象者】15 歳～69 歳、70 歳～79 歳(首都圏 30km 圏)
★属性分類あり ≪性別・年齢区分別、未既婚別、家族人数別(1 人)、居住エリア別、70 歳代別≫
・購買行動 ････ 購買経験(買ったことがあるか、3 ヶ月以内に買ったか)
・意識・評価 ････ 利用店の利用理由(品質がいいから、新鮮だから、安心・安全だと思うから、センスがいいから、
新製品・最新の商品があるから、プライベートブランドがあるから、有名メーカーの商品が揃っている、その商品の
品揃えが多いから、買いたい銘柄があるから、安いから、いろいろな商品と一緒に買う、まとめ買いする、その商
品だけ買う、何となく衝動買い、少量パック・必要量だけ買える、買い忘れ・急ぎのときに買える、他の商品を買った
ついで、通りがかりに買えるから)
・利用状況 ････ よく購買する店・一番利用する店(大型スーパー、食品中心のスーパー、生協の店舗、コンビニエ
ンスストア、ドラッグストア、100 円ショップ、バラエティショップ、駅売店、駅構内のコンビニ、街の個人商店、スーパ
ーの専門店・専門コーナー、自動販売機、ホームセンター・ディスカウント、デパート・駅ビル・ファッションビル、生
協等の共同購入・個人宅配、通信販売・ネット販売)

-------------------------------------------------------------------------------●医療・医薬品研究開発(中国)(2174352)
・市場規模 ････ 金額・付加価値産業金額・事業所数・企業数・従業員数・総賃金・総資産金額(2003～2012 年実績・
2013～2017 年予測)
・その他規模 ････ 金額前年比・付加価値産業金額前年比・事業所数前年比・企業数前年比・従業員数前年比・総賃
金前年比・総資産金額前年比(2004～2012年実績・2013～2017年予測)、製品・サービスセグメント別金額構成比(応
用研究・基礎研究・開発別、2012 年)、セグメント別金額構成比(公共機関・製薬企業・病院・医療機器製造業・他別、
2012 年)、地域別従業員数・企業数・金額構成比(東部・北部・中央南部・南西部・北東部・北西部別、2012 年)、経営
形態別金額構成比・企業数構成比(国有・共同経営・合弁会社・株式会社・個人経営・外資・他別、2012 年)
・予測(量)
・予測(性)
・企業シェア ････ 売上高(2012 年)
・業界・市場動向
・ 企業・ 団体事例 ･ ･ ･ ･ 動向(Chinese Academy of Sciences 、 WuXi AppTec 、 Shanghai Institute of
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Pharmaceutical Industry 、Academy of Military Medical Sciences、 China Academy of Chinese Medical
Sciences)
・価格・料金 ････ 業界賃金、コスト構造(2013 年)
・その他(産業) ････ 産業の定義

-------------------------------------------------------------------------------●製造販売後調査(PMS、医療用医薬品)(2175291)
【企業名】メディパルホールディングス
【記事見出し】PMS 受託を拡充
・市場規模 ････ 外部委託市場金額(2011～2015 年度実績・予測)
・予測(量)
・業界・市場動向
・企業・団体事例
・経営動向 ････ PMS受託の拡充・傘下の事業会社メディセオによるPMS受託体制の整備、PMS を行える人員数(1
年後目標)

-------------------------------------------------------------------------------●医薬品(経営戦略、アメリカ)(2171295)
【企業名】ジョンソン・エンド・ジョンソン<海外>
【記事見出し】編集長インタビュー
・業界・市場動向
・経営動向 ････ CEO インタビュー(事業戦略、M&A 動向、人材育成)

-------------------------------------------------------------------------------【MDB 提携データベース】出力には別途費用が必要です。料金は媒体によって異なりますので、お問い合わせください。
-------------------------------------------------------------------------------米国製薬メルク コスト減で７％増益確保
-------------------------------------------------------------------------------ニプロ、再生医薬開発へ 札幌医科大と１８年から生産
-------------------------------------------------------------------------------薬事・食品衛生審議会部会 田辺三菱製薬のＳＧＬＴ２ 阻害剤「カナグル」承認
-------------------------------------------------------------------------------アステラス製薬とユーシービージャパン 関節リウマチ薬の解析結果学会発表
-------------------------------------------------------------------------------薬事・食品衛生審議会医薬品第１部会 ＳＧＬＴ２阻害薬 カナグルを了承 ＤＤＰ・４の“しばり”解除
-------------------------------------------------------------------------------厚生労働省医薬食品局審査管理課 Ｑ４Ｂ Ａｎｎｅｘ６の付属文書を周知する通知を都道府県に発出した
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中外製薬 米国子会社の最高医学責任者 ジャネーラ・ボラドーリ博士を任命
-------------------------------------------------------------------------------エーザイ ＮＴＤｓの理解促進 医薬品アクセスナビ開設
-------------------------------------------------------------------------------塩野義製薬 多剤耐性菌の治療薬治験
-------------------------------------------------------------------------------モリモト医薬 薬剤包装 誤飲時も安全 消化器傷つけず排出
-------------------------------------------------------------------------------ゼラチン 豚の伝染病拡大でさらにタイト化 原料豚皮の争奪戦激化 医薬、サプリなど カプセル需要拡大
-------------------------------------------------------------------------------日本製薬工業協会委員会 今年度活動方針を決定 品質委員会 バイオ医薬品委員会
-------------------------------------------------------------------------------久光製薬 米国で統合失調症用テープ剤Ｐ１開始
-------------------------------------------------------------------------------第一三共、安全性に問題と評価受け 肺がん向け抗体医薬の開発中止
-------------------------------------------------------------------------------厚生労働科学研究班 専門薬剤師制度に整備指針 質確保へ第三者評価必須
-------------------------------------------------------------------------------医薬品医療機器総合機構科学委員会 第２期の初会合開く ＣＰＣなど２専門部会新設
-------------------------------------------------------------------------------中央社会保険医療協議会・費用対効果評価部会 収載後１０年の医薬品対象 具体例分析に研究班設置
-------------------------------------------------------------------------------医薬品物流特集 アステラス製薬 治験薬直接交付 ４月から完全委託
-------------------------------------------------------------------------------医薬品物流特集 ユーピーアール 医薬品物流可視化を手助け リアルタイム監視が可能に
-------------------------------------------------------------------------------医薬品物流特集 コラボクリエイト／ＳＤネクスト 希少疾病領域を最適化 医師主導治験薬にも乗り出す
-------------------------------------------------------------------------------医薬品物流特集 ＴＮＴエクスプレス 治験薬管理で確かな実績 品質保証体制確立がテーマ
-------------------------------------------------------------------------------医薬品物流特集 国際空輸 ｉＰＳ細胞の受入れ開始 オンリーワン輸送で事業拡大
-------------------------------------------------------------------------------医薬品物流特集 日陸 危険物の輸出入増加に対応 千葉袖ケ浦に新倉庫設置
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田辺三菱製薬 厳しい環境に打ち勝つ 強靱な体質へ変革
-------------------------------------------------------------------------------沢井製薬 「切り離し両面カード」で実用新案
-------------------------------------------------------------------------------久光製薬 統合失調症用テープ剤 米国で臨床試験入り
-------------------------------------------------------------------------------塩野義製薬／シスメックス アトピー性皮膚炎の検査試薬 心不全の検査試薬 新発売
-------------------------------------------------------------------------------第一工業製薬 大潟の増粘剤 実証設備完成
-------------------------------------------------------------------------------日本製薬工業協会・薬事委員会／医薬品評価委員会 今年度事業計画を決定 法改正、成長戦略など対応
-------------------------------------------------------------------------------日本製薬工業協会 臨床研究支援のあり方 自社製品の研究は契約で
-------------------------------------------------------------------------------薬価改定の「毎年実施」などを提言・諮問会議 民間議員 医薬分業のコスト検証も要求
-------------------------------------------------------------------------------医薬品医療機器総合機構 ＤＢを利用した薬剤疫学研究に関するＧＬを公表
-------------------------------------------------------------------------------厚労省 医薬品医療機器総合機構職員数、１８年度末までに１０６５人に増員
-------------------------------------------------------------------------------バイエル薬品 ２０１３年売上高２２１５億円 「新薬好調」で二桁増
-------------------------------------------------------------------------------抗ＨＩＶ薬「テビケイ錠」 大規模施設でヴィーブヘルスケアと塩野義製薬がコ・プロ
-------------------------------------------------------------------------------厚労省 「がん研究１０か年戦略」を公表 新規薬剤開発に向けた課題を記載
-------------------------------------------------------------------------------製薬業界が官民対話で要望 新薬創出加算「次回は制度化を」
-------------------------------------------------------------------------------製薬大手、Ｍ＆Ａ活発に 主力品特許切れ 欧州から高まる機運
-------------------------------------------------------------------------------理研・石川哲也氏 「ＳＡＣＬＡ」産業活用 解析施設 製薬や触媒研究に
--------------------------------------------------------------------------------
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□□ＭＤＢ資料提供料金のご案内□□==================================================================

【
ＭＤＢ所蔵資料】

※全て閲覧が可能です。コピー費用（基本料金）は以下のようになります。
尚、「電子ブックサービス」の記述があるものは閲覧室のタブレット端末でのみ閲覧可能な資料
になります。詳細は「MDB 閲覧室電子ブックサービス」欄を参照下さい。
・閲覧室でのお受け取り（現金）

70 円／枚

・閲覧室でのお受け取り（その他）

120 円／枚＋基本手数料 200 円

・郵送

120 円／枚＋基本手数料 200 円

・FAX

200 円／枚＋基本手数料 200 円

【MDB 提携データベース】

適宜ご紹介いたします。

【学術文献情報】

適宜ご紹介いたします。

【個別取り寄せが必要な資料】

適宜ご紹介いたします。

＜用語説明＞
「文献提供料」
「閲覧のみ」
「閲覧のみ（DB 等あり）」

※アンケート調査資料
ex.

発行元に著作権を支払う必要のある資料です（特別料金）。1
頁または 1 面につき、記載の料金が追加されます。
発行元の意向により送付できない資料です（コピー不可）。閲
覧室でご覧いただけます
発行元の意向により送付できない資料ですが、弊社取扱い
データベースにて有料で出力可能です。

【掲載頁】の合計頁数には、調査概要は含まれていませんのでご注意下さい。
【掲載頁】 54；55（計 1 頁） → 調査概要、該当頁をお送りする際には、計 2 枚になります。

◆MDB 閲覧室電子ブックサービス
該当資料をタブレット端末で閲覧いただくものです。1 時間あたり 1 カウントでご利用いただけます。
該当部分の印刷についてはデータベースサービスの費用が別途かかります（データベース料金についてはお見
積します）。
※上記金額には消費税は含まれておりません。別途ご負担いただきます。
Copyright(C) 2013 JMA Research Institute Inc. All rights reserved.
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