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利用上の参考事項 

１．統計資料について 

 この年報は、統計法に基づく｢薬事工業生産動態統計調査規則（昭和27年厚生省令第10号）｣によって

行われた「薬事工業生産動態統計調査（指定統計第48号）」 の平成 19 年（ 1 ～12月）の結果の公表を行

うものです。 

２．調査の目的および範囲 

 この調査は、医薬品、医薬部外品、衛生材料及び医療機器の生産（輸入）等の実態を明らかにするこ

とを目的とし、その客体範囲は薬事法の規定により、医薬品、医薬部外品、又は医療機器の製造販売業

の許可を受けて製造販売する事務所及び医薬品、医薬部外品、又は医療機器の製造業の許可を受けて製

造する製造所です。ただし、次の業種に属する事業所は調査範囲から除外します。 

  (1) 薬局開設者が当該薬局の設備及び器具をもって製造する医薬品の製造業又は製造販売業 

  (2) コンドーム又は視力補正用レンズの製造販売業（小分けされたものを輸入するものを除く。）であ

って小分けされたもののみの製造販売を行うもの又は製造業であって小分けのみを行うもの 

  (3) 脱脂綿又はガーゼの製造販売業（小分けされたものを輸入するものを除く。）であって小分けされ

たもののみの製造販売を行うもの又は製造業であって小分けのみを行うもの及び生理処理用品（脱

脂綿のみからなるものを除く。）の製造販売業又は製造業であって大判製品のみの製造販売又は製

造を行うもの 

３．用語の説明 

生産金額――各製造所において調査期間に製造された最終製品（衛生材料の脱脂綿及びガーゼにあって

は大判製品）の生産金額です。この金額は生産数量を事業所販売価格で評価した価格に消

費税を加えた価格です。 

生産数量――各製造所において調査期間に製造された最終製品（衛生材料の脱脂綿およびガーゼにあっ

ては大判製品）の生産数量です。この場合において国家検定品はその合格数量をもって生

産数量としています。 

出荷金額――調査期間において自製造所（自製造所で管理している倉庫を含む）以外の他の場所への出

荷（販売による出荷、同一企業体内の他の製造所、営業所、他の場所にある倉庫への出荷

等）がなされた金額です。この金額は生産金額の評価方法に準じ評価した金額です。 

月末在庫金額――調査期間の 12 月末現在で自製造所（自製造所で管理している倉庫を含む）内にある自

製造所製品の在庫金額です。この金額は生産金額の評価方法に準じ評価してあります。 

製造所数（製造販売事務所数）――調査期間において最終製品（衛生材料の脱脂綿およびガーゼにあっ

ては大判製品）の生産（輸入）、出荷又は月末在庫に異動があった製造所（製造販売事務

所）の数です。 

医療用医薬品――医師もしくは歯科医師によって使用され、またはこれらの者の処方せんもしくは指示

によって使用されることを目的として供給される医薬品です。 

その他の医薬品――医療用医薬品以外の医薬品です。 

一般用医薬品――その他の医薬品のうち、配置用家庭薬以外の医薬品です。 

配置用家庭薬――その他の医薬品のうち、主として配置用家庭薬に用いることを目的として供給される

医薬品です。 

輸 入 ※――主として輸入された医薬品（原末、原液及び製剤原料を含む。）から製造された医薬品です。 

 



輸入品☆――最終製品として輸入された医薬品、衛生材料、医療機器及び医薬部外品並びに製剤で輸入

され、国内で小分け製造された医薬品及び医薬部外品です。 

委託製造――製造販売事務所が、委受託工程が製造工程のすべて又は一部にかかわらず最終製品となる

製造工程を他社の製造所に委託することです。ただし、当該調査においては、包装、表示

又は保管のみを行うものは除きます。 

受  託――製造所が、委受託工程が製造工程のすべて又は一部にかかわらず最終製品となる製造工程

を他社の製造販売事務所から受託することです。ただし、当該調査においては、包装、表

示又は保管のみを行うものは除きます。  

常用従業者――調査期間の 12 月末現在において、実際に医薬品の生産（輸入）、管理、その他の業務に

常時従事する従業者です。たとえ、重役、理事者であっても医薬品製造（輸入）に関係あ

る一定の職務に従事する者は常用従業者となります。 

臨時従業者――１箇月以内の期限を限って雇用される者および日々雇用される者です。 

特掲医薬品、特掲医薬部外品――最終製品のうち、生産金額が多いもの、又は頻用されているもの等に

ついて、品目ごとに生産（輸入）金額及び生産（輸入）数量を把握するため選定された品

目です。特掲医薬品については、年間生産（輸入）金額が原則 1億円以上かつ複数者から

報告のある品目を掲載しております。 

自家消費――各製造所で製造されたもののうち、調査期間にその製造所において消費したものの金額お

よび数量です。 

大判製品――原綿または原反等から製造されたものであって、精錬漂白、乾燥作業等をなし、小分け包

装を施し得る状態にあるものです。衛生材料の脱脂綿及びガーゼについては、最終製品で

はなく、小分け前の大判製品の状態にあるものを報告の対象としています。 

４．地域別 

  北 海 道――北海道 

  東 北――青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

  関東越静――茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡 

  東海北陸――富山、石川、岐阜、愛知、三重 

  近 畿――福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

  中 国――鳥取、島根、岡山、広島、山口 

  四 国――徳島、香川、愛媛、高知 

  九 州――福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

５．表章記号 

－――単位未満、実績のないもの、または報告のあった事業所が特定される可能性があるため 

公表できないものです。 

…――剤型または規格が異なるため集計ができないものです。 

・――その事象の出現が本質的にあり得ないものです。 

0, 0.0――平均値、比率等で丸めた結果が表章すべき最下位の桁の１に該当しないものです。 

６．その他 

  (1) この年報に掲載された統計を他に転載する場合には必ず「薬事工業生産動態統計年報」によるも

のであることを明記して下さい。 

  (2) この年報について質問事項のある場合には、厚生労働省医政局経済課調査統計係「電話 03（5253）

1111（代表）内線 2532」あて連絡願います。 



結 果 の 概 要 
 

 

 

Ⅰ 医 薬 品 

 

  平成１９年における医薬品最終製品の国内での生産金額は６兆４，５２２億円、外国からの輸入金額

は１兆７，０８４億円で、合計金額は８兆１，６０６億円であった。 

  これに対し、国内への出荷金額は８兆０，１０３億円、外国への輸出金額は１，４４０億円であった。 

  また、製剤で輸入され国内で小分け製造される医薬品については、平成１６年以前においては生産金

額に分類していたが、平成１７年以降においては外国からの輸入金額に分類している。但し、同一条件

での比較を可能とするため、平成１６年以前についても平成１７年以降の分類で表記している。 

 

 １．医薬品の生産状況 
 

  (1) 平成１９年における医薬品最終製品の生産金額は６兆４，５２２億円で前年の６兆４，３８１億

円と比較すると、１４１億円（０．２％）の増加となっている。過去１０年の推移をみると、平成

１０年は５．１％の減少、１１年は７．７％の増加、１２年は１．９％の減少、１３年は４．５％

の増加、１４年は０．８％の減少、１５年は０．５％の増加、１６年は０．８％の減少、１７年は

４．４％の増加となった。このように、薬価基準改定が実施された年は減少していたが、１８年は

薬価基準が改定されたにもかかわらず、０．７％の増加となっていて１９年は０．２％の増加とな

った。なお、薬価基準改定は、薬剤費ベースで平成１０年以降では、平成１０年（－９．７％）、１

２年（－７．０％）、１４年（－６．３％）、１６年（－４．２％）、１８年（－６．７％）に実施さ

れている。 

    これを用途区分別に見ると、医療用医薬品の生産金額は５兆８，２８１億円で０．４％の増加、

その他の医薬品の生産金額は６，２４１億円で１．６％の減少で、平成１０年以降その他の医薬品

の生産の減少が続いている。また、構成比で見ると、医療用医薬品が全体の９０．３％を占め、そ

の他の医薬品は９．７％を占めている。 

  (2) 最近１０年の医薬品生産金額の推移は、第１表に示すとおりである。 

  (3) 医薬品薬効大分類別生産金額は第２表のほか各表に示すとおりであり、上位１０分類で４兆８，

９７４億円、７５．９％を占めている。 

  (4) 年間２５０億円以上の医薬品薬効中分類別生産金額は第３表に示すとおりである。 

 



 金　　額 伸び率 構成比  金　　額 伸び率 構成比  金　　額 伸び率 構成比  金　　額 伸び率 構成比  金　　額 伸び率 構成比

　　百万円   　％ 　　％ 　　百万円   　％ 　　％ 　　百万円   　％ 　　％ 　　百万円   　％ 　　％ 　　百万円   　％ 　　％ 

平成10年 5,610,039 -5.1 100.0 4,713,233 -4.9 84.0 896,805 -6.2 16.0 830,379 -6.4 14.8 66,426 -3.1 1.2

平成11年 6,041,082 7.7 100.0 5,198,073 10.3 86.0 843,009 -6.0 14.0 784,186 -5.6 13.0 58,824 -11.4 1.0

平成12年 5,927,321 -1.9 100.0 5,127,818 -1.4 86.5 799,503 -5.2 13.5 745,377 -4.9 12.6 54,126 -8.0 0.9

平成13年 6,195,362 4.5 100.0 5,425,860 5.8 87.6 769,503 -3.8 12.4 715,461 -4.0 11.5 54,042 -0.2 0.9

平成14年 6,144,801 -0.8 100.0 5,391,257 -0.6 87.7 753,545 -2.1 12.3 701,839 -1.9 11.4 51,706 -4.3 0.8

平成15年 6,173,374 0.5 100.0 5,458,948 1.3 88.4 714,426 -5.2 11.6 666,865 -5.0 10.8 47,561 -8.0 0.8

平成16年 6,121,169 -0.8 100.0 5,440,184 -0.3 88.9 680,984 -4.7 11.1 636,758 -4.5 10.4 44,226 -7.0 0.7

平成17年 6,390,722 4.4 100.0 5,741,280 5.5 89.8 649,442 -4.6 10.2 611,492 -4.0 9.6 37,951 -14.2 0.6

平成18年 6,438,082 0.7 100.0 5,803,581 1.1 90.1 634,501 -2.3 9.9 599,259 -2.0 9.3 35,243 -7.1 0.5

平成19年 6,452,166 0.2 100.0 5,828,086 0.4 90.3 624,080 -1.6 9.7 592,963 -1.1 9.2 31,117 -11.7 0.5

　　    平成17年、18年年報で公表した伸び率に誤りがありましたので平成16年以前の数値を修正しております。

第１表　医薬品生産金額の推移

年
配 置 用 家 庭 薬生　 　　　産 医 療 用 医 薬 品 そ の 他 の 医 薬 品 一 般 用 医 薬 品

　　注）平成17年から生産及び輸入の定義が変更されたが、同一条件での比較のため、平成16年以前についても平成17年以降の定義で表記している。

 



順

位 平成19年 平成18年 増減額 比率 平成19年 平成18年

百万円 百万円 百万円 ％ ％ ％

    総                  数 6,452,166 6,438,082 14,084 0.2 100.0 100.0

1 循環器官用薬 1,386,730 1,416,798 -30,068 -2.1 21.5 22.0

2 その他の代謝性医薬品 618,104 602,148 15,957 2.6 9.6 9.4

3 中枢神経系用薬 585,067 562,200 22,867 4.1 9.1 8.7

4 消化器官用薬 574,854 558,736 16,118 2.9 8.9 8.7

5 血液・体液用薬 371,938 375,619 -3,681 -1.0 5.8 5.8

6 外皮用薬 351,682 352,581 -899 -0.3 5.5 5.5

7 抗生物質製剤 296,166 327,662 -31,496 -9.6 4.6 5.1

8 生物学的製剤 271,749 249,170 22,579 9.1 4.2 3.9

9 アレルギー用薬 229,234 217,070 12,164 5.6 3.6 3.4

10 ビタミン剤 211,870 213,357 -1,486 -0.7 3.3 3.3

11 感覚器官用薬 203,097 193,205 9,892 5.1 3.1 3.0

12 体外診断用医薬品 197,186 190,447 6,738 3.5 3.1 3.0

13 滋養強壮薬 146,977 147,392 -415 -0.3 2.3 2.3

14 腫瘍用薬 138,975 138,119 856 0.6 2.2 2.1

15 呼吸器官用薬 134,293 147,399 -13,105 -8.9 2.1 2.3

16 泌尿生殖器官及び肛門用薬 127,776 123,903 3,873 3.1 2.0 1.9

17 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 120,317 123,230 -2,914 -2.4 1.9 1.9

18 漢方製剤 113,097 107,616 5,481 5.1 1.8 1.7

19 化学療法剤 93,733 117,178 -23,445 -20.0 1.5 1.8

20 診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 73,002 60,083 12,919 21.5 1.1 0.9

21 人工透析用薬 49,707 49,878 -171 -0.3 0.8 0.8

22 末梢神経系用薬 41,972 39,130 2,842 7.3 0.7 0.6

23 放射性医薬品 32,590 31,890 700 2.2 0.5 0.5

24 公衆衛生用薬 21,634 23,094 -1,460 -6.3 0.3 0.4

25 アルカロイド系麻薬（天然麻薬） 12,583 17,269 -4,686 -27.1 0.2 0.3

その他 47,834 52,908 -5,074 -9.6 0.7 0.8

薬　　効　　大　　分　　類

第２表　医薬品薬効大分類別生産金額

　　（注）医薬品薬効大分類の順位は、平成19年の生産金額の順による。

生産金額 対前年増減 構成割合

 


