２. 統計

National Diet Library

医薬品産業
Business, Science and Technology Room
医薬品産業について調べるには、主に次のような本や
雑誌などの情報源があります。この資料で紹介する資料
も含め、当室では医薬品産業関連の資料は棚記号：
SD81a（書架㊷）に多く配置しています。
*【 】内は当館請求記号です。記載のないものは、版や巻によっ

『医薬品産業実態調査報告書』
（厚生労働省医政局 / 年刊）【Z3-3216】
（棚：SD81a）
医薬品の製造販売業と卸売業それぞれについて、厚生
労働省が1年間の連結決算実績を調査し、企業数、従業
者数、売上高などをまとめたものです。
政府統計の総合窓口（e-Stat）内の「医薬品・医療機
器産業実態調査」にも掲載されています。
（https://www.e-stat.go.jp）

アステラス製薬ホームページ内の「医療・医薬品関
連データ集」のページに最新版（日・英）が掲載され
ています。
（https://www.astellas.com/jp/ja/about/pharma-info）

『トップライン市場データ』
（IQVIAソリューションズジャパン）
（https://www.iqvia.com/ja-jp/locations/japan/
thought-leadership/topline-market-data）
四半期、年ごとの国内の医薬品売上データが掲載されて
います。

て請求記号が異なります。
**棚記号（例：棚： SD81a）は、科学技術・経済情報室内での書
棚の位置を示します。

１. 基礎知識を得るための資料
『薬事ハンドブック』
（じほう / 年刊）【Z43-104】（棚：SD81a）
医薬品業界および薬事行政の動向をまとめています。
医薬品業界については、国内外の主要企業の動向や主
要薬効別の市場動向、海外における医薬品開発の動向な
どのテーマに分けて記載されています。
また、臨床検査市場、医療機器産業など、医薬品関連
業界の動向も記載されています。

『薬事工業生産動態統計年報』
（厚生労働省医政局 / 年刊）【Z41-557】
（棚：SD81a）
厚生労働省により毎月実施される「薬事工業生産動態
統計調査」の1年間の結果をまとめたものです。医薬
品、医療機器、衛生材料および医薬部外品の生産、輸出
入、出荷、在庫の数量、金額などが地域別、薬効等の分
類別に掲載されています。
平成18年以降最新版までの本文が厚生労働省ホーム
ページ内の「薬事工業生産動態統計調査」（平成11-17
年分は概要のみ）掲載されています。
（https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/105-1c.html）

『DATA BOOK』（日本製薬工業協会 / 年刊）
『最新医薬品業界の動向とカラクリがよ～
くわかる本』
（秀和システム / 不定期刊）（棚：SD81a）

『医薬品業界大研究：最新』

（http://www.jpma.or.jp/about/issue/）
国内医薬品産業の従業員数や市場規模のほか、国内外
の主要企業の売上、医薬品の研究開発、生産、輸出入、
薬事行政などの統計データが掲載されています。
日本製薬工業協会ホームページ内の「資料室」に最新
版（日・英）が掲載されています。

（産学社）【DL533-M123】（棚：SD81a）

『数字に見る医療と医薬品』
（アステラス製薬 / 年刊）【Z71-V56】（棚：SC3c）
国内医薬品産業の従業員数や主要企業の業績のほか、
研究開発、生産、販売、輸出入、薬事行政などの統計
データが掲載されています。
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3. 名鑑
『日本医薬品企業要覧』
（ドラッグマガジン / 年刊）（棚：SD81a）
製薬業編と卸業編に分冊刊行されています。
製薬業編では、業績推移、医薬品事業部門の売上高
・構成比 、海外売上高 、医療用医薬品・一般用医薬品
売上上位ブランド名および売上高のほか、従業員数、
工場・研究所・事業所、株主状況、役員等の情報が掲
載されています。
卸業編では、経営統合の歴史、業績推移、販路別・
商品分類別の売上高・構成比のほか、従業員数、事業
所、株主状況 、役員等の情報が掲載されています。

『ドラッグストア名鑑』
（日本ホームセンター研究所 / 年刊）（棚：SD81a）
各企業の概要および店舗の所在地が企業本社の所在
地の都道府県別に掲載されています。営業時間などの
情報も一部に掲載されています。

『全国ドラッグストア年鑑』
（流通企画 / 年刊）（棚：SD81a）
「第二編 個別企業編」では全国のドラッグストアが都
道府県別に掲載されています。所在地、連絡先、業績推
移、商品構成、店舗展開などが掲載されています。
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４. 調査・レポート
『医療用医薬品データブック』
（富士経済 / 年刊）（棚：SD81a）
医療用医薬品の主要疾患・薬剤領域の市場動向が掲
載 さ れ て い ま す。疾 患 の 定義、患 者数 分 析、治 療 薬
剤、市場概況、開発状況、各治療薬剤の主要製品リス
トなどが掲載されています。

『一般用医薬品データブック』
（富士経済 / 年刊）（棚：SD81a）
一般用医薬品の主要薬効領域について、各々の市場
動向が掲載されています。医薬品のカテゴリー別に、
市場規模の推移、企業・ブランドのシェア、製品開発
動向などが掲載されています。

『ジェネリック医薬品・バイオシミラー
データブック』
（富士経済 / 年刊）（棚：SD81a）
ジェネリック医薬品企業、バイオシミラー企業など
46社の情報が掲載されています。また、ジェネリック
医薬品薬効領域別市場16領域、バイオシミラー市場8領
域の動向が掲載されています。

『製薬企業の実態と中期展望』
（国際商業出版 / 年刊）【Z43-1106】（棚：SD81a）
製薬産業・企業の動向についてまとめています。製
薬産業、国内製薬企業の業績動向や財務分析、外資企
業の動向、医薬品売上ランキング、世界の新薬開発動
向などが掲載されています。

『医薬品マーケティング戦略』
（富士経済 / 年刊）（棚：SD81a）
国内および外資系の主要な医療用医薬品企業の企業
プロフィール、医薬品販売高、薬効領域別販売高、営
業体制、研究開発状況などが掲載されています。
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『医薬品卸売業年鑑』
（アールアンドディ / 年刊）【Z41-B289】
（棚：SD81a）
医薬品卸売業について、業界全体の概況分析、都道
府県別の市場規模・医療用・一般用別の企業シェアの
ほか、全国の医薬品卸売企業各社について、所在地、
資本金、従業員数、売上高などが掲載されています。

「データベース」タブで「Business Market Research
Collection」を選択し、詳細検索画面で検索します。
「分類コード」欄の右にある「分類コードを調べる」
をクリックし、産業名（Pharmaceuticals Industry）を
検索または選択した後、「ドキュメントのタイプ」欄
で「産業レポート」にチェックを入れて検索してくだ
さい。

EBSCOhost（Business Source Ultimate）
５. 専門雑誌
『国際医薬品情報』（国際商業出版 / 半月刊）
【Z19-1024】（棚：週刊誌・月刊誌）
医薬品マーケティングの情報専門誌です。国内、海
外の医薬品のマーケティングに関する情報とその評価
が掲載されています。

『ミクス』（ミクス / 月刊）
【Z19-1396】（棚：週刊誌・月刊誌）
医薬 品の営 業、マー ケティ ングを 中心 に開 発・生
産・流 通、企業 の業務 評価 などを 掲載し た月 刊誌 で
す。保険や薬事など医薬品に関する話題を中心とした
行政の動向なども掲載されています。

６. 医薬品産業について調べられる当館
契約データベース

経 済・ビジネス分野を中心としたデータベース で
す。様々な産業について、世界全体または国別の業界
動向をまとめたMarketLine社提供の「Industry Proﬁle」シリーズなどを提供しています。

Mergent Archives
医薬 品産業 を含 む各産 業に ついて、ア ジア・太 平
洋、ヨーロッパ、南米、北米の4地域別のレポートを収
録しています。「Industry Reports」のタブを選択し、
企業名、業種、地域から検索できます。

Lexis（Company and Financial）
「Company Proﬁles」で、世界各国の企業概要をま
とめたHoover's Company Recordsなどを検索できま
す。 また、「Industry Analyst Reports」で、BMI Research社 の 産 業 レ ポ ー ト な ど を 閲 覧 で き ま す。
Euromonitor International社の市場レポートも収録して
います。

日経テレコン21
日経3紙（日本経済新聞、日経産業新聞、日経MJ）
等の記事や企業情報の検索などができます。

国立国会図書館

科学技術・経済情報室
令和3年10月改訂

ProQuest Central

さらに詳しい調べ方の案内が、リサーチ･ナビ「科

（Business Market Research Collection）
各産業の現況、市場シェアなどの各種レポートを収
録していま す。産業別にレポートを検索する場合 は
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学技術・医学」「経済・社会・教育」に掲載されて
います。（https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/）
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