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医療用医薬品市場調査シリーズＶｏｌ.３
爪白癬治療剤、脱毛症・睫毛貧毛症治療剤、関節リウマチ治療剤など

皮膚科領域、整形外科領域の治療剤市場を調査
― ２０２６年市場予測（２０１７年比） ―
＜注目市場＞
■爪白癬治療剤 ５４３億円（２.０倍）
〜 新薬の発売により患者の選択肢が増え市場活性化 〜
■脱毛症・睫毛貧毛症治療剤 ２１７億円（１３.６％増）
〜 脱毛症治療剤がけん引し、市場拡大 〜
総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済
（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 清口 正夫 03‑3664‑5811）
は、ジェネリック医薬品台頭の影響を受けるも新薬の発売によって好調である皮膚科領域、整形外科領域の医療用
医薬品市場を調査した。
その結果を「２０１８‐２０１９ 医療用医薬品データブック Ｎｏ.３」にまとめた。
今回の調査では、皮膚科領域（９品目）
、整形外科領域（５品目）のほか、薬価改定やジェネリック医薬品の台
頭によって伸びが鈍化している免疫抑制剤（２品目）
、甲状腺機能低下症の第一選択薬として推奨されている製品
が伸びている甲状腺機能障害治療剤、品質の差別化が難しく新製品の発売もないため伸び悩んでいる栄養補助剤・
輸液製剤、また、新製品の発売や疾病啓発の取り組みにより伸びている希少疾患領域（７品目）の市場を調査した。
＜注目市場＞
■爪白癬治療剤（皮膚科領域）
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※爪白癬症を適応としている外用抗菌剤を対象とする。また、経口剤は対象外であるが、爪白癬のみに適応する
経口剤は対象とし２０１８年７月発売の「ネイリン」
（佐藤製薬）も含む。
爪白癬治療剤は、２０１４年９月に国内で初めて爪白癬を適用とした外用剤である「クレナフィン」
（科研製薬）
が発売されたことで市場が形成された。潜在患者の掘り起こしや、ハケと一体型のボトルが評価され経口剤（本市
場対象外）からの切り替えが進んだ。２０１６年４月にはワンプッシュ式で利便性の高い「ルコナック」
（佐藤製
薬、ポーラファルマ）が発売され、
「クレナフィン」との差別化を図ったプロモーションを行うなど市場は活況を
呈している。２０１８年は、佐藤製薬から２０年ぶりの爪白癬治療剤の経口剤である「ネイリン」が発売され、注

目度が高いこともあり伸びている。
「ネイリン」の発売によって患者の選択肢が増えたことや、参入企業のプロモ
ーションや疾患啓発活動により、今後、更なる市場の拡大が期待される。
■脱毛症・睫毛貧毛症治療剤（皮膚科領域）
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脱毛症・睫毛貧毛症治療剤は、脱毛症治療剤が市場の９割以上を占める。脱毛症治療剤は、２００５年に脱毛症
治療剤（男性型）
「プロペシア」
（ＭＳＤ）の発売により本格的に市場が形成され、クリニックを中心に市場は拡大
してきたが、２０１５年にジェネリック医薬品が相次いで発売されたことや一般用医薬品との競合により、一時縮
小した。しかし、２０１６年に脱毛症治療剤（男性型）としては初めての５α還元酵素１型／２型阻害剤「ザガー
ロ」
（グラクソ・スミスクライン）が発売されたことにより、再び拡大している。今後は、
「ザガーロ」がけん引し、
市場拡大が予想される。睫毛貧毛症治療剤は、まつげ美容液などの医薬品以外の製品との競合があり市場は縮小し
ている。
■関節リウマチ治療剤（整形外科領域）
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関節リウマチ治療剤は、生物学的製剤が市場の８割を占めており拡大をけん引している。生物学的製剤は、市場
の中心であった「レミケード」
（田辺三菱製薬）
、
「エンブレル」
（ファイザー、武田薬品工業）が、バイオシミラー
の台頭によって減少している。しかし、両剤が効きにくい患者を中心に、
「アクテムラ」
（中外製薬）や「ヒュミラ」
（エーザイ）などが好調なため市場は拡大している。免疫抑制剤はジェネリック医薬品の台頭で大きな影響を受け
ているが、ＪＡＫ阻害剤の「ゼルヤンツ」
（ファイザー・武田薬品工業）は伸びている。今後は、生物学的製剤、
免疫抑制剤ともに既存の薬剤はバイオシミラー、ジェネリック医薬品によって減少するとみられるが、新薬によっ
て市場は緩やかに拡大していくとみられる。特に、免疫抑制剤では、開発中のＪＡＫ阻害剤が多く市場拡大への寄
与が期待される。
＜調査結果の概要＞
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整形外科領域は、関節リウマチ治療剤が生物学的製剤の新薬の発売によって伸びている。また、若年性特発性関
節炎治療剤は免疫抑制剤が効きにくい、難治性の患者へ生物学的製剤の普及が進み好調である。一方、骨粗鬆症治
療剤や変形性関節症治療剤がジェネリック医薬品への切り替えや薬価改定の影響を受け縮小するとみられ、２０
１８年の市場は５,６５０億円（２０１７年比９９.９％）が見込まれる。今後は、関節リウマチ治療剤が引き続き
伸びるとみられるが、骨粗鬆症治療剤や変形性関節症治療剤は高齢化による患者数の増加の一方で、ジェネリック
医薬品台頭の影響を引き続き受けるとみられる。２０２６年の市場は６,３６９億円（同１１２.７％）と予測され
る。
皮膚科領域は、２０１４年に新薬の発売によって市場が形成された爪白癬治療剤が大幅に伸びている。また、脱
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毛症・睫毛貧毛症治療剤と乾癬治療剤は新薬が好調で伸びている。皮脂欠乏症治療剤・皮膚軟化剤では長期収載品
のトップブランドが好調であり、２０１８年の市場は２,２０５億円（２０１７年比１０４.１％）が見込まれる。
今後は、爪白癬治療剤とアトピー性皮膚炎治療剤が市場拡大をけん引し、２０２６年の市場は３,１７１億円（同
１４９.６％）と予測される。特にアトピー性皮膚炎治療剤は、ＪＡＫ阻害剤を中心に新薬の投入が進み伸びると
みられる。
免疫抑制剤領域は、市場の９割以上を占める免疫抑制剤の移植処方分が移植件数の増加に伴い、市場拡大してき
た。しかし、近年は「プログラフ」
（アステラス製薬）や「ネオーラル」
（ノバルティス ファーマ）といった上位
製品にジェネリック医薬品が発売されたことから伸びは鈍化しており、２０１８年の市場は７９４億円（２０１７
年比１０１.４％）が見込まれる。今後は、有力な開発品が見当たらないことから当面は既存の薬剤を中心に展開
され、また、薬価改定の影響を受けるため、市場は横ばいと予想される。２０２６年の市場は、７９５億円（同１
０１.５％）と予測される。
甲状腺機能障害治療剤は、市場の７割以上を占める「チラーヂン Ｓ」
（あすか製薬）が甲状腺機能低下症の第
一選択薬として推奨されていることで処方数が増加し伸びており、２０１８年の市場は７２億円（２０１７年比１
０２.９％）が見込まれる。今後は、新薬の発売や開発は限られるものの、甲状腺疾患は治療をしていない潜在患
者もまだ多く、参入企業の疾患啓発活動の強化により受診率が向上し、市場の拡大が期待される。２０２６年の市
場は、７７億円（同１１０.０％）と予測される。
栄養補助剤・輸液製剤は、輸液製剤、経腸栄養剤、ビタミン剤で構成されている。経腸栄養剤は、医薬品に分類
される成分栄養剤、消化態栄養剤、半消化態栄養剤に加え、食品の消化態栄養剤と天然濃厚流動食（総合栄養食品）
も対象とする。食品の経腸栄養剤は、価格設定が自由であることから伸びている。一方、輸液製剤、医薬品の経腸
栄養剤、ビタミン剤は、薬価引き下げや品質の差別化が難しいこと、新薬の発売が見当たらないことから縮小して
おり、２０１８年の市場は２,３３３億円（２０１７年比９８.３％）が見込まれる。今後は、食品の経腸栄養剤は
高齢者施設など医療機関以外でもニーズがあり、高齢化の進展に伴い使用者が増加し伸びが期待される。しかし、
輸液製剤は薬価の改定、ビタミン剤は食品・健康食品との競合によって縮小するとみられ、２０２６年の市場は２,
１９９億円（同９２.７％）と予測される。
希少疾患領域は、対象とする７疾患のうちニューロパチー治療剤、中枢性尿崩症治療剤、ライソゾーム病治療剤
が新薬の発売によって伸びている。また、疾患啓発などの取り組みもあり、２０１８年の市場は５０９億円（２０
１７年比１１７.０％）と拡大が予想される。今後は、開発中のニューロパチー治療剤、筋ジストロフィー治療剤、
視神経脊髄炎治療剤、ライソゾーム病治療剤の新薬が２０１９年から２０２０年頃に発売予定で、希少疾患治療剤
に注力する企業は増えているため、２０２６年の市場は１,０１８億円（同２.３倍）と拡大が予測される。
＜調査対象＞
整形外科領域
・関節リウマチ治療剤
・骨粗鬆症治療剤
・強直性脊髄炎治療剤
・変形性関節症治療剤
・若年性特発性関節炎治療剤
皮膚科領域
・外用抗菌剤（にきび、爪白癬処方分は除く）
・皮脂欠乏症治療剤・皮膚軟化剤
・にきび治療剤
・皮膚潰瘍治療剤（熱傷含む）
・褥瘡治療剤
・爪白癬治療剤
・脱毛症・睫毛貧毛症治療剤
・アトピー性皮膚炎治療剤・その他皮膚炎治療剤
・乾癬治療剤
（外用ステロイド剤含む）
・その他皮膚治療剤（鎮痒剤、痔疾患治療剤等）
免疫抑制剤領域
・免疫抑制剤（移植処方分）
・免疫抑制剤（ネフローゼ症候群・エリテマトーデス・ループス腎炎処方分）
甲状腺機能障害治療剤
栄養補助剤・輸液製剤
希少疾患領域
・ニューロパチー治療剤
・ハンチントン病治療剤
・筋ジストロフィー治療剤
・中枢性尿崩症治療剤
・重症筋無力症治療剤
・ライソゾーム病治療剤
・視神経脊髄炎治療剤
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＜調査方法＞
富士経済専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、社内データベ
ースを併用
＜調査期間＞
２０１８年１０月〜１２月
以上
資料タイトル：
「２０１８‐２０１９ 医療用医薬品データブック Ｎｏ.３」
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