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TPCマーケティングリサーチ株式会社
いつもお世話になっております。医薬品グ
ループの北口です。
3月に入り気候もだいぶ暖かくなりました。
冬の間、外に出るのが億劫に感じていた
方も、活動的に行動する機会が多くなっ
てきているのではないでしょうか？
ただこの時期、厄介な“花粉”も元気に登
場し、街の人々を苦しめています。東京
では昨年がやや少なめだったため、今年
は大飛散(大悲惨？)となっているそうで
すが、いずれにしても花粉症の人にとって
辛い季節には変わりないですね。
私も最近はポケットティッシュ、マスク、眼
鏡がお出かけの時の三大必需アイテムと
なっています。いつもは鬱陶しい雨も、この
季節だけは飛散量を少なくしてくれる恵み
の雨のように感じています。
さて、弊社医薬品グループでは、4月11
日に東京で医薬品セミナーを開催いたし
ます。セミナーの開催日程・取扱いテーマ
などに関しては、本紙7ページにてご案内
しておりますので、一度ご確認いただけま
したら幸いです。
既に多くの参加者様にお申込みを頂いて
いるのですが、まだ若干数お席に空きがご
ざいます。参加をお考えの方は、お早めに
お申込みくださいませ。
それでは今月もNewsLetterをお楽しみ
ください。

■News Pick UP
BMS Celgeneの買収契約に調印
PMDA 日本の再生医療制度をグローバル発信

etc

■Medical Future
〇〇年後の未来、20XX年の医療はどうなってる？？
■Report Introduction

製薬企業のオーファンドラッグ戦略
席捲する免疫療法薬により癌領域が持続的な成長へ
■TPC Marketing Seminar 2019 Spring

医療用医薬品セミナー
定員間近！お申込み受付中！
■Member LOG
■New Arrival
製薬企業のオーファンドラッグ戦略／慢性心不全の患者調査
■Reservation Accepting

MEDICAL

News
Pick UP

各社のM＆A戦略
BMSがCelgeneの
買収契約に調印
Bristol-Myers Squibb（BMS）は、1月
3日にCelgeneを740億ドル(約8兆円)で
買収する確定合併契約に調印したことを発
表した。

イント阻害剤を展開するライバル各社の優位
にたちたい。
買収後の新会社は、売上が10億ドルを超え
る大型製品を9品目有する見込みである。
両社は、全ての買収にかかわる作業を2019
年第3四半期までに完了するとしている。

この金額は、武田薬品工業がShire買収に

GlaxoSmithKline(GSK) は 昨 年 12 月 に
TESAROを51億ドル（約5,600億円）で
買収することを発表、今年1月に買収が完了
している。
TESAROは、PARP阻害剤の卵巣癌治療

Eli Lillyが
Loxo Oncologyを80億
ドルで買収する契約に合意

薬 「 Zejula 」 (niraparib) を 主 力 と す る

対してBMS株式1株と現金50ドルを受け取

ま た 、 1 月 7 日 に は Eli Lilly が Loxo

なお、日本においては「Zejula」の全ての適

る。

Oncologyを総額80億ドル（約8,600億

応について武田薬品工業が独占的開発・販

Celgeneは2018年1月に、CAR-T細胞療

円）で買収することに合意したと発表した。

売権を有している。

法・TCR(T細胞受容体)治療薬に強みを持

Loxoは、昨年11月27日にBayerと共同開

つ Juno theraputics を 買 収 し た こ と で 、

発された経口トロポミオシン受容体キナーゼ

DLBCL治療薬「JCAR017」を含む複数の

（TRK）阻害剤「Vitrakvi」が、神経栄養

CAR-T細胞療法を獲得。「JCAR017」は第

因子チロシンキナーゼ受容体（NTRK）遺

Ⅱ/Ⅲ相試験データを基に、早ければ2019

伝 子 融合を 有す る 進行 固形 癌の適 応 で

年中の申請を予定している。また、Bluebird

FDAから承認を取得している。同剤は、癌の

と共同開発中の抗B細胞成熟抗原

発生部位に関わらず、特定の遺伝子特性

(BCMA)CAR-T細胞療法「bb2121」につ

(バイオマーカー)をターゲットとした治療薬。米

いても、2019年度中の申請を見込んでい

国ではLoxoとBayerが共同で販売、米国

る。このほか、骨髄異形成症候群(MDS)/サ

外ではBayerが販売を担当する。

ラセミア治療薬luspatercept、骨線維症治

このほか、Loxoは以下のパイプラインを有して

療薬のJAK2阻害剤fedratinibについて、

いる。

今年度中に申請の予定としており、これら4

①「LOXO-292」: FDAから3適応について

製品全てが大型化を期待されている。また、

breakthrough therapyに指定されてい

要した460億ポンド（約6兆6,000億円）
を上回る規模で、買収が実現すれは世界第
4位の製薬企業となる見通し。今回の買収
により、Celgeneの株主は同社株式1株に

Celgeneはエピジェネティック薬のリーディング

るRET阻害剤。2020年発売予定。

カンパニーでもあり、これまでDNMT阻害剤

②「LOXO-195」:TRK阻害剤耐性患者を

「ビダーザ」(アザシチジン)、HDAC阻害剤「イ

対象としてBayerと共同開発が進められて

ストダックス」、IDH２阻害剤「Idhifa」(エナ

いる後続TRK阻害剤。2022年発売予

シデニブ) が承認されているほか、13のテーマ
が開発中である。
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GSKによるTESAROの
買収が完了

定。
③「LOXO-305」:ブルトン型チロシンキナー

BMSは、肺癌領域でMerckの「Keytruda」

ゼ（BTK）へ変質した癌をターゲットにし

との競争で後手に回っているが、免疫チェック

た経口BTK阻害剤。現在使用されている

ポイント阻害剤との併用試験も多いエピジェ

BTK阻害剤に耐性を示す癌を対象とす

ネティック薬を獲得することで、免疫チェックポ

る。現在第Ⅰ/Ⅱ相試験を実施中。

2010年創業の癌治療薬ベンチャー。GSK
はTESARO買収により、癌領域のパイプライ
ンを強化する。

再生医療事業 直近の動向・戦略
PMDA
日本の再生医療制度を
グローバル発信

ジーンテクノサイエンス
歯髄幹細胞を用いた
再生医療に本格参入

PMDA（医薬品医療機器総合機構）は、

第一三共が
東京工業大学とiPS細胞を
用いた糖尿病治療の
共同研究を開始

2019年度から始まる次期中期5ヶ年計画

1月、第一三共は東京工業大学とiPS細胞

イエンスは、全国2,200の歯科医と提携して

に、日本の再生医療に関する薬事制度を輸

由来の細胞で糖尿病を治療する再生医療

いるセルテクノロジーの完全子会社化により、

出する内容を盛り込むとしている。

の実用化に向けた共同研究を開始すると発

歯髄幹細胞を用いた再生医療に参入するこ

今回輸出の対象となるのは、「条件付き早

表した。

とを発表した。

期承認制度」を含めた申請・承認行為など

共同研究の内容は、東京工業大学が有す

歯髄幹細胞は、歯の中心の歯髄腔に存在

の薬事全般。日本はこれまで、欧米と最先

るインスリンを生み出す細胞をiPS細胞から

し、骨や神経に分化する特徴を有している

端の研究・開発・技術についての対話を行っ

高効率に作製する技術を用いて、患者の体

が、特に乳歯で再生能力が高いとされてい

てきたが、これらの成果をアジア各国とも共有

内にインスリンを出す機能を取り戻すことで血

る。ジーンテクノサイエンスは以前から、心臓

し、制度化する考え。中核となるのが

糖値の制御を可能にするもの。同研究を行

内幹細胞の再生医療事業を行っており、こ

PMDA-ATC(アジア医薬品・医療機器トレ

う に あ た り 、 18 年 ９ 月 に 新 会 社 OiDE

れらで培った技術を歯髄幹細胞を用いた再

ーニングセンター)で、同組織が各国の規制

BetaReviveを設立。2021年末までの３

生医療にも応用するとしている。

当局担当者向けに審査・査察などの訓練

年間に一定の成果が得られた場合、第一三

歯髄幹細胞を用いた研究では、JCRファーマ

や、日本及び現地でのセミナー開催・実地

共はOiDE BetaReviveの全株式を買い取

と帝人が2017年から脳梗塞治療に対する

研修を行う。

り、自社プロジェクトとして研究開発を進める

共同研究を始めたが、セルテクノロジーは歯

アジアにおいて日本と共通の薬事制度が整う

方針で、東工大に対しては販売後のロイヤリ

科医師との繋がりを強みとしていることから、

ことで、共同治験が行いやすくなるほか、現

ティを対価として支払うとしている。

既に大量細胞を備蓄しているうえ、商業利

地販売及び市販後データ収集の簡易化で

適応はⅠ型糖尿病を予定していることから、

用への同意も得ている。今のところ、対象疾

きるメリットがある。PMDAは「国際薬事規制

人工的に膵β細胞を作り出すことで従来の

患は明らかにしていないものの、2019年中

調和戦略」に基づき、2015年に医薬品・医

課題であった患者負担を減らすことが期待さ

に前臨床を始めるとしている。

療機器を中心とした国際展開戦略を打ち出

れている。

同社は、2016年にノーリツ鋼機グループの

しているが、今後は再生医療分野も新たな

第一三共は、2017年に阪大初ベンチャーの

日本再生医療(JRM)と資本提携し、心臓

注力分野として存在感を高める方針で、将

クオリプスと共同研究契約を結んでiPS細胞

機能回復の再生医療に参入。現在の主力

来的にはアフリカや中南米への展開も目指す

事業に本格参入している。

であるバイオシミラーと並ぶ柱にすべく、2021

としている。

1月17日、バイオベンチャーのジーンテクノサ

年度に再生医療製品等の市場投入を目指
している。

J-TEC
自社再生医療製品の
適応拡大を加速
2019年1月 富士フイルムグループのジャパ
ン・ティッシュ・エンジニアリング(J-TEC）は、
膝関節における外傷性軟骨欠損症及び離
断性骨軟骨炎に使われる再生医療等製品
「自家培養軟骨ジャック」について、厚生労
働省から一部変更承認を取得した。
従来は、患者から採取した軟骨組織を約4
週間培養して作成した同製品を欠損部に
移植し、患者の脛骨から採取した骨膜で欠
損部を覆うことで治療していたが、本承認に
より、患者の骨膜の代わりに人工のコラーゲ
ン膜の使用が可能となった。これにより、患者
の身体的負担の軽減及び移植手技の簡便
化を図れる。
J-TECは、1月に表皮水疱症への適応拡大
承認を取得した再生医療製品「自家培養

日産化学
細胞回収ロスを抑制した
ES/iPS細胞培養システムを
発売
日産化学は、ES細胞/iPS細胞の3次元培
養システムを開発、2019年2月に発売する
ことを発表した。
同システムは、培養、解砕、細胞回収の各
モジュールを直結することで細胞への汚染物
混入を防ぎ、安全性の高い細胞を培養・回
収できるもの。特徴は、独自の設計メッシュを
用い、細胞回収時のロスを抑制している点、
一般的なES細胞/iPS細胞の2次元培養
法と比べ、約10倍の細胞培養が可能な点
にある。
今後はES細胞/iPS細胞培養用サプリメント
と合わせて、日本と米国で発売。更に欧州
や中国・韓国・台湾などにも販売地域を拡
大する予定としている。

表皮ジェイス」と合わせて、再生医療等製品
の普及を目指す。
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前回より、2030年代の医療業界について調査しています。
2回目となる今回は、2030年代後半の2035～2039年について。2038年は東日本大震災の復興

Medical
Future

財源となる復興増税が最終年を迎える年であるとともに、熊本地震により被害を受けた熊本城の修復が
完了する年でもあります。一方、地震学の権威である京都大学元学長の尾池氏が南海トラフ地震の発
生を予測している年でもあります。最近は東京オリンピックや大阪万博など、明るい話題も多いですが、地
震大国に住んでいることを忘れず、今一度防災意識を常日頃から持っておきたいものです。
さて、そんな2030年代後半の医療業界(Medical Future)はどのようになっているのでしょうか？

癌と診断される人の数が

熱帯に多いデング熱を媒介する

この年以降約117万人に増える

ヒトスジシマ蚊の分布が本州北端に達する

（2030年代後半。現状は約100万人）

(2035年)

日本の保健医療がキュア（病気の治癒）からケア（健康の維持）に移行する(2035年)
厚生労働省「保健医療2035提言書」

人工臓器のような生体機能補助・代行機器分野の市場が
約2兆5,000億円の規模に成長する（現状は約5,678億円）(2035年ごろ)
日本の医療介護分野の労働力不足が
357万人に達する(2035年)

医学が老化を克服し寿命1000年が
夢でなくなる（細胞レベルで修復可能に
なる。）（2036年）

厚労省推計で全国350地域のうち220地域で
約2万4,000人の医師不足が見込まれる(2036年)
前号で、遅くとも2032年までに医師の需給が均衡し、以降は供給過剰になると取り上げましたが、地
域別でみると2036年でも大半の地域でまだまだ地域医療・医師不足の問題が解消されていないようで
す。また、癌患者が現状比約20％増となる一方、細胞レベルでの修復により老化が克服されるなど、医
療技術と病気の凌ぎ合いは新たな局面を迎えることになりそうです。

〇〇年後の未来、
20XX年の医療はどうなってる？？

2030年代後半、
ほかにはこんなことが起こる！
ドローンに乗って通勤する時代が到来する

氷でできた火星の住宅が完成する

(2035年)

（2035年）

国内の仕事の49％が、この年までに

日本が北方四島を統治した歳月と、

ロボットで置き換え可能になる

ロシアによる実効支配の歳月が

(2035年)

ともに90年に達する（2035年）

日本の年間死亡者数が167万人で

団塊ジュニア世代（1971-74年生まれ）が

ピークに達する(2039年)

65歳に達しはじめる(2035年)

これらをみると、2030年代後半の未来はSF色
がかなり濃いように感じます。ただドローン通勤は、
今でも十分に想像できる未来であり、氷でできた
火星の住宅も夢物語ではなく、NASAがプロジェク
ト「MARS ICEHOME」として実際に行っているも
のです。
流石に私たち世代では火星移住が一般的に
なるとは考えにくいですが、孫世代かひょっとすると
もっと早くに火星の物件を扱う駅前の不動産屋が
現れるかもしれません。いつかは出身惑星別のオリ
ンピック開催もあり得ない話ではないでしょう。
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New Drugs

2019年2月～3月発売分
※2018年及び2019年に薬価収載された医薬品のうち、
新有効成分含有医薬品及び新医療用配合剤を記載

Approval & Release
セリンクロ錠10mg
承認日：2019年1月8日

デムサーカプセル250mg
発売日：2019年3月5日

承認日：2019年1月8日

発売日：2019年2月26日

成 分 ： ナルメフェン塩酸塩水和物

成 分 ： メチロシン

規 格 ： 10mg1錠

規 格 ： 250mg1カプセル

メーカー： 大塚製薬

メーカー： 小野薬品工業

効 能 ： その他の中枢神経系用薬（アルコール依存症患者にお
ける飲酒量の低減用薬）

効 能 ： その他の循環器官用薬（褐色細胞腫のカテコールアミン
分泌過剰状態の改善用薬）

レルミナ錠40mg

ビジンプロ錠15mg
ビジンプロ錠45mg

承認日：2019年1月8日

発売日：2019年3月1日

成 分 ： レルゴリクス

承認日：2019年1月8日

規 格 ： 40mg1錠

成 分 ： ダコミニチブ水和物

メーカー： 武田薬品工業（販売：あすか製薬）

規 格 ： 15mg1錠／45mg1錠

効 能 ： その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
（子宮筋腫に基づく諸症状（過多月経、下腹痛、腰
痛、貧血用薬）の改善用薬）

メーカー： ファイザー

ビラフトビカプセル50mg

メクトビ錠15mg

承認日：2019年1月8日

発売日：2019年2月26日

発売日：2019年3月1日

効 能 ： その他の腫瘍用薬（EGFR遺伝子変異陽性の手術不
能又は再発非小細胞肺癌用薬）

承認日：2019年1月8日

発売日：2019年2月26日

成 分 ： エンコラフェニブ

成 分 ： ビニメチニブ

規 格 ： 50mg1カプセル

規 格 ： 15mg1錠

メーカー： 小野薬品工業

メーカー： 小野薬品工業

効 能 ： その他の腫瘍用薬（BRAF遺伝子変異を有する根治
切除不能な悪性黒色腫用薬）

効 能 ： その他の腫瘍用薬（BRAF遺伝子変異を有する根治
切除不能な悪性黒色腫用薬）

エプクルーサ配合錠

イベニティ皮下注105mgシリンジ

承認日：2019年1月8日

発売日：2019年2月26日

承認日：2019年1月8日

発売日：2019年3月4日

成 分 ： ソホスブビル／ベルパタスビル

成 分 ： ロモソズマブ（遺伝子組換え）

規 格 ： 1錠

規 格 ： 105mg1.17mL1筒

メーカー： ギリアド・サイエンシズ

メーカー： アステラス・アムジェン・バイオファーマ

効 能 ： 抗ウイルス剤（前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC
型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善、C型非
代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善用薬）

効 能 ： 他に分類されない代謝性医薬品（骨折の危険性の高
い骨粗鬆症用薬）

ロラピタ静注2mg

ジビイ静注用500／1000／2000／3000

承認日：2018年9月21日

発売日：2019年2月20日

承認日：2018年9月21日

発売日：2019年2月12日

成 分 ： ロラゼパム

成 分 ： ダモクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

規 格 ： 2mg1mL1瓶
メーカー： ファイザー

規 格 ： ［500／1000／2000／3000］国際単位1瓶
（溶解液付）

効 能 ： 抗てんかん剤（てんかん重積状態用薬）

メーカー： バイエル薬品
効 能 ： 血液製剤類（血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出
血傾向の抑制用薬）
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MEDICAL

2019年
製薬企業のオーファンドラッグ戦略

Report

Introduction

2019年3月5日に発刊した当レポートは、今後も拡大が期待されるオーファンドラッグ市場について、日本、
米国及び欧州の3極を対象として、参入各社の戦略及び動向を調査するとともに、3極におけるオーファンド
ラッグ市場の実態についてもレポートしたものである。

席捲する免疫療法薬により癌領域が持続的な成長へ
2000年から2017年末までの日・米・欧3極におけるオーファンドラッグの指

領域別では、癌領域が構成比49.4%を占める3兆4,906億円で最大とな

定件数および承認件数をみると、日本では、指定件数が268件、承認件数が

った。伸び率も、前年度比18.1％増と高い伸びとなった。同領域では、免疫チ

237件となった。米国では、指定件数が3,417件と3極の中でも突出して多く、

ェックポイント阻害剤やCAR-T細胞療法が好調に推移したことから、今後もシェ

承認件数についても464件で最大となっている。欧州では、指定件数が1,824

アは半分以上に拡大するとみられる。

件、承認件数が164件となっている。

以下、血液領域が同13.6％の9,614億円、中枢神経領域が同10.7％

そうした中、2017年度の日・米・欧3極におけるオーファンドラック市場は、前
年度比14.9%増の7兆730億円と大幅に拡大した。

の7,596億円、呼吸器領域が同9.7％の6,851億円などで続いている。
なお、図表2では数値を省略しているが、ライソゾーム病のみ前年度比
9.8％減と市場が伸び悩む結果となっている。

図表1 日・米・欧のオーファンドラッグ市場
(億円）

76,932

80,000
70,730
70,000

60,000

50,000

日本
7.7%

60,732

61,566

7.1%

7.7%

14.5%

14.2%

7.8%
13.2%

欧州

図表2 領域別市場規模割合

2018

癌

血液

(見込)

50.6%

12.9%

2017

49.4%

13.6%

2016

48.0%

2015

47.4%

呼吸器

その他

10.2%

6.9%

9.7%

7.3%

14.4%

10.8% 9.2%

7.7%

15.3%

12.3% 7.2%

7.6%

神経
10.4%

14.0%

40,000

10.7%

米国

30,000

79.0%
78.5%

78.3%

78.1%

20,000

10,000

0%

20%

40%

0
2015

2016

2017

2018

（見込）

ご試読・お見積も承ります

0120-30-6531

地域別では、米国が構成比79.0%となる5兆5,863億円(494.36億ド
ル)を売上げ最大となった。以下、欧州が同13.2％の9,346億円(73.59億
ユーロ)、日本が同7.8％の5,521億円と続いている。

調査期間

米国市場では、指定件数及び承認件数が多いことに加え、「Revlimid」

2018年9月～2019年2月

「Copaxone」に代表される大型製品を多数有することから、売上が拡大して
いる。

発刊日

2019年3月5日

欧 州 市 場 で は 、 「 Revlimid 」 (Celgene) 及 び 「 Soliris 」 (Alexion) が
1,000億円を越えており、同市場を牽引している。
また、日本市場では、癌領域の「オプジーボ」「キイトルーダ」などの免疫チェッ
クポイント阻害剤が順調に拡大している。
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中枢

頒価

97,000円（税抜）

60%

80%

100%

TPCマーケティングフェア2019Spring

http://tpc-cop.co.jp/news/13823/

開催日時
会場

2019年4月11日（木） 10:30～12:10

お申込
受付中!
完全予約制

アーバンネット神田カンファレンス
〒101-0047 東京都千代田区内神田三丁目6番2号

アーバンネット神田ビル3F

※駐車場がございませんので、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

受講料

無料

持参物

名刺、受講証

お申込方法 住所・会社名・部署名・役職名・氏名（全員）・電話番号・当日の緊急連絡先・メールアドレス・参加予定人数をご記入の
うえ、下記フリーダイヤル・FAX・メールにてお申込みください。
のちほど弊社担当よりご連絡いたしますので、ご記入漏れのないようお願い致します。
※お客様の情報は、当社（TPCマーケティングリサーチ株式会社）の定めるプライバシーポリシーのもと厳重に管理させていただきます。

テーマ

糖尿病性腎症の治療実態と
アンメットメディカルニーズを探る

製薬企業のデジタル戦略
～アプリ活用による新たな価値創出～

第3マーケティンググループ マーケティングマネージャー

第3マーケティンググループ マーケティングディレクター

水上 徹

北口 貴一

糖尿病性腎症は、糖尿病患者の3～４割が罹

ヘルスケア分野におけるデジタル産業は日々、進

患しているとされ、さらに慢性透析患者における

化の一途をたどっています。しかし医療従事者向

原疾患の約４割を占めています。また、根治治

けのデバイスに比べると、一般の方や患者向けの

療はなく、治療満足度が低い疾患となっていま

ツールはまだまだ多くありません。

す。

本セミナーでは、今後市場の拡がりが期待される

本セミナーでは、市場/開発動向およびドクターイ

一般の方向けデジタルツールの中でも、特に利用

ンタビューによる調査から、治療実態およびアンメ

者が多いスマホアプリに着目し、製薬企業のアプ

ットメディカルニーズを明らかにし、今後の治療薬

リ戦略について国内・海外事例を踏まえながら解

の開発における参考データとして提案します。

説致します。

【略歴】
飲料分野を経て、現在は医療用医薬品領域において、マーケット調査及び患者・ドクタ
ー調査を担当。
さらに、医療用医薬品領域の受託（依頼）調査も手掛けており、持ち前の提案力・行
動力で、お客様のマーケティング課題にも迅速に対応している。

【略歴】
入社以来、医療用医薬品領域におけるマーケティング調査を担当。計画力・行動力に
優れており、マルチクライアント調査企画の提案にも取り組んでいる。
また、Medical Communication Magazine（本紙）の発案者であり、開始以来構成
や記事作成など本紙の大部分を担当している。

※本セミナーは、完全予約制の無料セミナーです。※1テーマのみのご参加は承っておりませんので、予めご了承ください。

フリーダイヤル

FAX

メール

営業時間：9:00～17:00（土日祝除く）

営業時間：9:00～17:00（土日祝除く）

webmarke@
tpc-osaka.com

0120-30-6531

06-6538-6531
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Member

LOG

医薬品メンバーからのちょっと一言

2月最後の週末に、今冬初めてスノーボードに行ってきました。
いつのまにかスノーボード歴も10年以上になり、年数だけみるとベテランの域
に差し掛かりましたが、最近は怪我への恐怖から なかなか思い切った滑りがで
きなくなったので、すっかり斜陽になりつつあります。それでも1年ぶりにゲレンデを
滑り降りた瞬間は、やはり他では決して味わえない爽快感を存分に味わうことが
でき、改めて体が動かなくなるまで続けたいスポーツであることを実感しました。
昔に比べると行く回数もかなり減り、今冬は結局1回しか行けなかったです
が、来シーズンは無理しない程度にたくさん雪山に行こうと思います。
#ゲレンデDJに曲をリクエスト #採用されず

#眠気覚ましにレッドブルを飲んで帰宅
#滋賀・奥伊吹スキー場 #ぴーかん #雪質はよくない

今月はこれまで。次回もお楽しみに。

New

弊社オンラインショップ「TPCビブリオテック」にて好評販売中！

Arrival
2019年

患者調査レポートNo.68

製薬企業のオーファンドラッグ戦略

慢性心不全の患者調査

席捲する免疫療法薬により
癌領域が持続的な成長へ

医療機関の受診状況や薬物治療の実態、
現在の治療に対する満足度等について調査

発刊日：2019年3月5日
頒価：97,000円（税抜）

発刊予定：2019年3月22日
頒価：460,000円（税抜）

各レポートの詳細に関しては、お気軽にお問合せください。
Accepting

市場調査レポート
2019年 製薬企業のR&D戦略

2019年 世界の皮膚外用薬市場

発刊予定：2019年4月12日
予約販売価格：97,000円（税抜）

発刊予定：2019年3月末～4月上旬
予約販売価格：97,000円（税抜）

●発刊日・内容は、予告なく変更する場合がございます。●法人パッケージ版[予約販売価格：194,000円（税抜）]以外は、事業所内限定商品となります。（市場調査レポートのみ）
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TPCマーケティングリサーチ株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル8F

06-6538-5358

06-6538-6531

http://www.tpc-cop.co.jp/
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