
　医療用医薬品市場は、抗悪性腫瘍剤の市場拡大やスペシャリ

ティ医薬品などの新薬が寄与したものの、薬価改定および後発

医薬品使用促進、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う受診抑制

の影響などによりマイナス成長であったものと推測しています。

　そのような中、売上高は、スペシャリティ医薬品をはじめとする

新薬の販売増加があったものの、市場縮小の影響などにより

減収となりました。

　営業利益は、販売費及び一般管理費の抑制に努めたものの、

減収の影響およびコロナ禍におけるお得意さまの経営状況が

厳しさを増す中、お得意さまからの価格引下げ要求が厳しさを

増したことなどにより売上総利益率が低下し、大幅な減益となり

ました。

　これらの結果、売上高は2兆399億54百万円（前期比4.0％減）、

営業利益は40億93百万円（前期比85.4％減）となりました。

2020年度実績

売上高・営業利益
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医薬品卸売事業

事業別成長戦略

43.3

22.0

前年度比3,239億円増

国民医療費

医療用医薬品における業界売上高（販売価ベース）※4

後発医薬品の使用割合

実績

8 6,911

78.3%

% 兆 億円

%80.0

（2020年9月）※3（2018年度）※1

（2017年度）※2 （2019年）

取り巻く環境（リスクと機会）

●過去最大の社会保障関係費と
　国民医療費
●医療費抑制による市場成長の停滞
●医薬品流通、販売活動の変化
　（ガイドラインへの対応・遵守）
●スペシャリティ医薬品の市場拡大
●後発医薬品の使用拡大
●医療・介護分野におけるデジタル技術
の普及

●異業種の参入による競争激化
●自然災害、パンデミックの発生

兆円

注）「使用割合」とは、後発医薬品のある
「先発医薬品」および「後発医薬品」
を分母とした「後発医薬品」の使用
割合をいう。

薬剤費比率

目標

価値創造と成長戦略
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、医薬品卸を取り

巻く環境が一層厳しさを増す中、従来の営業スタイルから、

グループ一体となった新しい営業スタイルへ変革し、収益構造

を見直していきます。中でも「取引（マージンビジネス）」から

「取組（フィーフォーサービス）」への収益モデルの変革により、

スズケングループが持つ機能やサービスを活用し、お得意さま

にソリューションを提供することで新たな収益獲得を目指します。

収益モデルの変革の達成に向けて、さまざまな協業企業との

連携により、提供する機能・サービスの拡大を進めています。

主な取り組み

協業によるDXの強化

新たな収益モデルへの変革

　近年デジタル化が加速し、お得意さまのデジタル化へのニーズ

が高まる中、6社のITヘルスケア企業と資本業務提携を締結。

地域医療や製薬企業の課題解決を図る新たなソリューション

「医療情報プラットフォーム」の構築を目指し、各社のデジタル

サービスの普及拡大と、その情報価値の向上に取り組んでいます。

●安心・安全かつ安定的な医薬品流通体制
　•地域密着の全国展開
　•スペシャリティ医薬品のトレーサビリティ

●顧客との強固な関係
　•「スマイル活動」による顧客信頼度
　•医療機関、保険薬局、医療従事者とのネットワーク

卸事業改革 新しい扉を開く

医薬品卸売事業は、次のステップに大きく踏み出し、

新しい扉を開くステージにあります。卸事業改革の基本

方針は「MS機能の再構築」「リアルとデジタルの融合に

よる新たな価値提供」「改革の基盤となる組織・インフラの

構築」の3つです。

　営業についてはお得意さまへのリアル訪問に加え、

デジタルを活用し、接点を拡大することで情報提供の質と

量の向上を目指します。加えて、サポートセンターの開設

など営業サポート体制を強化するとともに、専門部隊による

プッシュ型のデジタル営業提案を実践していきます。

　「お得意さまに学ぶ」の理念は不変であると考えています。

変化するお得意さまニーズにお応えし続けるために、卸

事業改革には覚悟を持って取り組んでいきます。グループ

一体となって、「顧客信頼度No.1」の実現を目指します。

取締役専務執行役員
卸事業本部長

田村 富志

※1 出所：厚生労働省「平成30年度国民医療費の概況」
※2 出所：厚生労働省「中央社会保険医療協議会 薬価専門部会資料2020年11月18日」
※3 出所：厚生労働省「後発医薬品の数量シェアの推移と目標」
※4 出所：クレコンリサーチ＆コンサルティング（株）

スズケングループの強み
●医薬品卸売事業における拠点・車両台数（2021年3月31日現在）

　•卸物流センター …………………………………………

　•運送事業用車両 ……………………………

カ所18
台1,815

カ所238　•支店 …………………………………………………

社会的使命と事業 価値創造と成長戦略 財務・企業情報ESG
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製品カテゴリーの変化に対応した新たな流通モデル

「医療流通プラットフォーム」の進化

スペシャリティ医薬品流通　

　スペシャリティ医薬品のトレーサビリティシステム「キュー

ビックス」は、現在、地域の中核病院や専門病院を中心に、

300以上の施設で採用されています。RFIDとIoTのデジタル

技術を活用し、輸配送から医療機関・保険薬局における在庫

管理までのトータル・トレーサビリティを実現。24時間365日、

リアルタイムのモニタリングにより、困難とされていた再販売の

可否判断や在庫調整を可能にしています。

　また、治験薬向け「キュービックスCT」に株式会社EP綜合や

サスメド株式会社の技術を融合し、デジタル治験プラットフォーム

を構築。さらにはパナソニック株式会社と共同開発した医薬品

定温輸送ボックス「VIXELL」のレンタルサービスを開始するなど、

スペシャリティ医薬品の廃棄ロス削減や医療機関の業務負担

軽減など社会的コストの低減に貢献しています。

再生医療等製品流通　

　再生医療等製品流通においても「医療流通プラットフォーム」を

基盤に、輸配送・保管体制を全国規模で整備しています。2016年

から治験段階における輸配送・保管の受託を開始し、現在では

上市された製品の流通も担っています。液体窒素を冷媒とした

安全性・信頼性の高いシステムや凍結保存容器により温度管理を

徹底しています。また、医薬品卸としては初めて製造業（包装・

表示・保管）許可を取得し、提供サービスを充実させています。

後発医薬品流通　

　2019年4月に設立した東邦ホールディングス株式会社との

合弁会社である株式会社TSファーマにて、患者視点で安全、

安価で高品質な後発医薬品の安定供給に向けた企画・交渉を

行っています。新たな流通モデルの展開と同時に、協業する製薬

企業との共同生産体制の整備や共同調達、ならびにメーカー

物流を含むサプライチェーンの効率化を図っています。

　全国の拠点で高い流通品質を確保できる物流ネットワークを

構築しています。2021年度には宮城物流センターに加え、大阪

事業所でもGMP※2に準拠した「ISO9001：2015」を取得する

予定です。また、2024年稼働予定の業界初の複合型センター

「首都圏物流センター」では、ロボット技術による自動化・省人化や、

非接触による納品、検品業務の省略化など、新たなニーズや環境

変化に対応した高品質かつ効率的な流通を目指します。
※2 GMP（Good Manufacturing Practice）：
　　医薬品の製造における製造管理と品質管理基準

地域医療連携・地域包括ケアシステムへの対応
　当社グループの保険薬局や介護事業、ITヘルスケア企業との

連携により、地域の医療・介護に関わる人々をつなぎ、課題解決に

取り組んでいます。これまでに多くの地方自治体と支店・営業部・

会社単位で連携協定を締結し、地域社会への貢献を進めてい

ます。

顧客接点の強化と営業プロセス改革
　2013年から継続している、お得意さま起点で要望やニーズ

にお応えする「スマイル活動」は、生産性向上にも寄与しています。

また、コロナ禍においては、訪問に加えデジタルを活用した営業

体制の強化や、納品回数の削減など物流体制の変革を加速。

さらに、デジタルアプローチ強化に向けWebセミナーの開催や、

協業企業であるドクターズ株式会社とのDX研修の実施など、

社員のITリテラシー向上に取り組むとともに、MS※1を活用した

リモート・ディテールサービス「ESナビゲーション」をはじめと

するデジタルを活用した製薬企業の機能代行など、当社グループ

のリアルな経営資源（MS）とデジタルの力（IT）を融合した顧客

接点の強化に取り組んでいます。
※1 MS（Marketing Specialist）：医療機関・保険薬局を訪問し、医薬品の紹介、商談、情報

の提供や収集を行う医薬品卸の営業担当者

●スペシャリティ医薬品トレーサビリティシステム「キュービックス」
●チェーン薬局向け在庫管理システム「PS＋マネジメント」
●自動音声認識・電子薬歴管理システム「PS＋Voice」
●資産管理システム「メディフィームス」
●リモート・ディテールサービス「ESナビゲーション」
●デジタルサービス：医療機関向けプラットフォーム「Dr.JOY」、PHRプラット
フォーム「Welbyマイカルテ」、医療機関向け問診サービス「AI問診ユビー」、
医療介護専用の完全非公開型SNS「メディカルケアステーション（MCS）」

協業による主なソリューション

事業別成長戦略

価値創造と成長戦略
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　韓国においても医療費は増加傾向にあり、今後もヘルスケア

産業の先進化および医療費抑制政策が政府主導の下で展開

されていくと予測されています。

　当社は2016年6月に株式会社ポクサンナイス※2に45％

出資し、資本業務提携を行いました。当社グループが日本で

培った健康創造領域における知見を生かし、ポクサンナイスの

韓国医薬品流通事業の全国展開、医療関連事業の共同研究・

開発を推進しています。また、物流機能や経営基盤の強化に

向けた共同プロジェクトを通して、ポクサンナイスの企業価値

向上を支援しています。

　引き続き現地企業との協業を通じて、韓国医薬品流通事業

および医療関連産業に貢献していきます。
※2 株式会社ポクサンナイス：釜山広域市とソウル首都圏を中心に医薬品流通事業を展開
する韓国有数の企業

　アジアでは、人口増加や経済成長に伴い各国政府の医療制度

改革が推進されています。医薬品流通の高度化・効率化も急が

れており、当社グループには日本で培った経験、知見に大きな

期待が寄せられています。

　中でも中国は、所得水準の向上や医療保険制度の整備などを

受けて、現在世界第2位の医薬品市場となっています。

　当社は2008年に中国の大手医薬品卸である上薬控股有限

公司との合弁会社「上海鈴謙滬中医薬有限公司（現：上薬鈴謙

滬中（上海）医薬有限公司）」（当社持株比率49.9％）を設立し、

上海と青島で医薬品流通事業を展開しています。

　さらに2016年9月には、EPSグループのEPS益新株式会社※1

に35％出資し、資本業務提携を行いました。両社で事業展開

する「鈴謙（深圳）医薬有限公司」（当社持株比率20.0％）では、

主に、日系製薬企業の製品の中国市場への導入支援や、中国

全土における学術販促活動の受託を行っています。

　これまでの事業活動の結果、当社はパートナー企業と共に、

保有する研究・開発・治験・製造・販売・販促・流通・回収の機能

を活用して、お客さまが必要とするサービスをワンストップで提供

できる「医療プラットフォーム」を実現しています。今後も中国の

ヘルスケア領域における新たな付加価値の創出を目指していき

ます。
※1 EPS益新株式会社：日本と中国をつなぐヘルスケア領域の専門商社を目指し、CRO・
医薬品製造・画像診断機器販売代理など、多様な事業を展開

グローバル事業

中国・韓国事業のさらなる強化

釜山
（株）ポクサンナイス

上薬鈴謙滬中（上海）医薬有限公司（合弁会社）
鈴謙（深圳）医薬有限公司（合弁会社）

・ポクサンナイスの企業価値向上の支援
・韓国医薬品産業のさらなる発展への貢献

青島

上海

深圳

韓国

・医療プラットフォームの機能強化
・新たな事業モデルの構築

中国

中国「医療プラットフォーム」の機能強化

韓国医薬品流通、医療関連産業の発展に貢献

中国・韓国における取り組み

社会的使命と事業 価値創造と成長戦略 財務・企業情報ESG
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糖尿病、腎・透析領域でのプレゼンス向上

2020年度実績

　売上高は、2型糖尿病治療剤「メトアナ配合錠」の早期売上

最大化に向け取り組むとともに、DPP-4阻害剤※1「スイニー錠」

や高尿酸血症・痛風治療剤「ウリアデック錠」などを中心に

Webを活用した販売促進に努めたものの、新型コロナウイルス

感染症拡大に伴う受診抑制の影響、および糖尿病食後過血糖

改善剤「セイブル錠」の後発医薬品の影響などにより減収と

なりました。

　営業利益は、減収の影響があったものの、販売費及び一般

管理費の抑制などにより増益となりました。

　これらの結果、売上高は433億63百万円（前期比3.0％減）、

営業利益は12億87百万円（前期比9.0％増）となりました。
※1 DPP-4阻害剤：消化管ホルモン「インクレチン」を分解する酵素「DPP-4」の働きを
阻害することを目的にした医薬品

主な取り組み

　株式会社三和化学研究所では、主力の医薬品事業・診断薬事業

の2事業に加え、高度な品質管理体制による受託生産事業、革新

的な製剤技術を活用したOSDrC事業を展開しています。糖尿病

領域においては、診断から治療、血糖降下薬から糖尿病合併症治

療までの幅広い製品ラインナップをそろえていることが強みです。

医薬品事業

　腎・透析領域を中心に、有効な治療法が確立されておらず、

治療満足度が低い疾患（アンメット・メディカルニーズ）における

治療薬の開発に取り組んでいます。

主力製品であるDPP-4阻害剤「スイニー錠」およびその配合錠

である2型糖尿病治療剤「メトアナ配合錠」、高尿酸血症・痛風

治療剤「ウリアデック錠」を中心に、医薬品卸売事業と連携した

営業体制を強化し、処方拡大に向けた取り組みを進めています。

　2021年6月には、二次性副甲状腺機能亢進症治療薬「ウパ

シタ静注透析用シリンジ」の製造販売承認を取得し、キッセイ

薬品工業株式会社と日本国内におけるコ・プロモーション契約

を締結しました。本剤は製造・販売・流通を三和化学研究所が

行い、キッセイ薬品と共同で医療情報提供活動を実施します。

医薬品製造事業

事業別成長戦略

売上高・営業利益

売上高 営業利益
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1,181

2020

43,363

2,762

1,287

前年比2,742人減

医薬品生産金額（医療用医薬品)（2019年）※1

全国のMR数（2020年3月31日時点）※2

糖尿病患者数（2016年）※3

予備軍合わせて

5

8

7,158

2,000

万 人

6,628億円兆

万人
約

取り巻く環境（リスクと機会）

●医療費の増大に伴う薬価制度改革
●高齢化などによる疾病構造の変化
●アンメット・メディカルニーズへの対応
●グローバル化の進展・競争激化
●医療用医薬品の情報提供活動の変化
（販売情報提供活動ガイドラインへの
対応）
●製薬企業のアウトソーシングニーズ拡大
●多様なベンチャー企業や新しい受託業
の増加

●研究開発活動による環境汚染

価値創造と成長戦略
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機能融合や協業による新規ビジネスの創出

診断薬事業

　血糖自己測定器・専用センサーや感染症、小児科領域の診断

薬を継続して提供しています。特に血糖自己測定器は国内で

トップシェアを獲得しており、患者さまの血糖管理に貢献して

います。2020年7月には、血糖自己測定器「グルテストアクア」

および専用試験紙「グルテストブルーセンサー」を発売。また、

新型コロナウイルスに対する抗体の有無が確認できる抗体検査

キットを発売しました。

受託生産事業

　国際基準の品質保証体制、高度な製造管理システム、独自の

製造技術を応用した生産設備などを活用して、自社製品の製造

のみならず、他社製品の受託生産も積極的に展開しています。

OSDrC事業

　OSDrC（オスドラック：One-Step Dry-Coating Technology）

は、有核錠を含む多層錠をワンステップで製造することを可能

にした三和化学研究所独自の製剤技術で、新しい配合錠や付加

価値の高い製剤開発が可能です。医療ニーズに応える多種多様

な有核錠を製造する技術提案に努めています。

　医薬品製造における「高品質」「安定供給」「低コスト」といった

強みを生かし、スズケングループが持つ他の機能との融合や

協業企業との連携により、新たなビジネスモデルの創出、生産性

の向上を目指しています。

　2019年には東邦ホールディングス株式会社と設立した株式

会社TSファーマと連携し、後発医薬品の共同展開を進めています。

2021年6月には新たに3成分6品目を発売しています。

　また、生産性向上に向けた原価低減活動では、1錠当たりの

製造コスト削減に注力するとともに、他企業との協業を含めた

受託生産を拡大していきます。

ウパシタ静注透析用
シリンジ

グルテストアクア

核

粉末

分割型有核錠 成形不良核の有核錠

スイニー錠 メトアナ配合錠 ウリアデック錠

スズケングループの強み

3
2

●糖尿病領域におけるプレゼンス
　•医薬品および診断薬・診断用機器の製造

●効率的かつ高品質な生産技術
　•大手製薬企業の受託生産実績
　•独自技術のOSDrC 　•研究所 ……………………………………………

　※三重研究パーク（医薬研究所、CMC研究所）
　　生産技術研究所（福島）

　•医薬品製造工場 ……………………………
　※FUKUSHIMA工園・熊本工場･北海道工場
　　うち､2カ所（福島・熊本）で受託生産

●医薬品製造事業における拠点（2021年3月31日現在）

カ所

カ所

※1 出所：厚生労働省「令和元年薬事工業生産動態統計年報」
※2 出所：MR認定センター「2020年版 MR白書」
※3 出所：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
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グループ薬局の事業拡大および基盤強化

2020年度実績

　売上高は、調剤報酬改定や薬価改定の影響および新型コロナ

ウイルス感染症拡大に伴う受診抑制による処方箋受付枚数の

減少などにより減収となりました。

　営業利益は、販売費及び一般管理費の抑制に努めたものの、

減収の影響などにより減益となりました。

　これらの結果、売上高は900億90百万円（前期比6.6％減）、

営業利益は14億53百万円（前期比16.3％減）となりました。

主な取り組み

　スズケングループでは、M&Aや新規出店による新規開局

だけでなく、不採算店舗の閉局など、スクラップアンドビルドを

推進。2021年3月末現在、592店舗を全国で展開しています。

　規模拡大に伴い、グループ薬局間の制度統一や本社機能・

業務の標準化、グループ再編を進めるなど、グループ薬局全体

のガバナンス強化を図っています。また、薬剤師業務の見直しや、

調剤補助機器の導入などにより業務効率化を図ることで、薬剤師

一人当たり処方箋処理枚数の向上など、生産性向上に取り組んで

います。さらには、在庫管理システムによる不動在庫品の管理や、

当社グループが展開を進めるスペシャリティ医薬品のトレーサ

ビリティシステム「キュービックス（薬局版）」の導入により医薬品

廃棄ロスの削減に取り組み、社会的コストの低減にも貢献して

います。

今後も事業基盤の強化

による規模拡大と生産性

向上に取り組み、安心・安

全な薬局としてのグルー

プブランドの構築を進め

ます。

保険薬局事業

事業別成長戦略

ファーコス薬局いなざわ

売上高・営業利益

売上高 営業利益

（年度）

（百万円）
100,000
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（百万円）

2019201820172016 2020

94,657

1,903

99,550
3,195

97,786 96,439

1,736

90,090

1,523 1,453

調剤医療費

医薬分業率

75.7

7,464億円兆 億

%

（2019年）※4

（2020年）※1 全国の薬局数（2019年）※2取り巻く環境（リスクと機会）

●かかりつけ薬剤師・薬局の推進
●地域の医療提供体制の見直し
●遠隔診療・遠隔服薬指導など
　新たな医療体制の確立
●後発医薬品の推奨、スイッチOTCの普及
●服薬状況の把握と継続的服薬指導の
法制化
●処方箋枚数と一枚当たり調剤報酬の
伸びの鈍化
●薬剤師の地域偏在

7

処方箋枚数

4,284

6 171

万枚

施設万

（2019年）※4

全国の薬剤師数

31 1,289人万

（2018年12月31日時点）※3

2016年比9,966人増

8
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「地域支援プラットフォーム」の構築
　保険薬局は地域のキーステーションとなる「かかりつけ薬局※1」

への変革や、「健康サポート薬局※2」の機能も期待されています。

　当社グループでは、すべての薬局が「かかりつけ薬局」となる

こと、「かかりつけ薬剤師」を置くことを目指し、医療の担い手

として、また地域に密着した健康情報の拠点として、投薬後の

フォローアップ強化や服薬指導内容の充実など、さまざまな

機能を強化しています。

　当社グループの「健康サポート薬局」では、薬に関する相談や

健康イベントの開催など、地域住民の健康維持のサポートに

取り組んでいます。2020年4月には日本栄養士会が推奨する

「認定栄養ケア・ステーション」を併設した薬局を展開。管理栄養

士が専門的な立場から医療機関、自治体などを対象に栄養支援

を行う地域拠点としてサービスを提供しています。
※1 かかりつけ薬局：「服薬情報の一元的・継続
的把握」「24時間対応・在宅対応」「医療機
関等との連携」の機能を備えた薬局

※2 健康サポート薬局：かかりつけ薬剤師・薬局
の機能に加え、地域住民による主体的な健康
の保持・増進を積極的に支援する薬局

地域医療連携を実践するための機能の充実
　地域包括ケアシステムの一翼を担う薬局として、医療従事者

や介護従事者を支援するラストワンマイルの流通をはじめ、

在宅で医療や介護を受ける患者やその家族の負担を軽減し、

安心・安全に暮らせる仕組みづくりを支援しています。

　各自治体の地域医療構想の下、医師会や薬剤師会、在宅医療

に従事する医師やケアマネジャーなどとの接点を増やし、当社

グループの医薬品卸や介護事業と連携しながら、地域の多職種

連携の場への参画を進めています。連携においては、グループ

会社エンブレース株式会社の医療介護専用SNS「メディカル

ケアステーション（MCS）」の活用を推進しています。

　がんなどのターミナルステージを自宅で過ごす患者ニーズに

応えるため、輸液等注射剤の調製に必要な無菌調剤室を持つ

薬局の展開や、在宅専門薬局、居宅介護支援事業所を併設した

薬局を展開するなど、地域医療連携を実践しています。

また、現在、オンライン服薬指導システムを約400店舗に

導入しています。薬局オンラ

イン環境をさらに整備し、処

方箋の電子化に加え、処方

薬の居宅配送への対応など、

患者さまの利便性をさらに

高めていきます。健康サポート薬局のマーク オンライン服薬指導の様子

●保険薬局の店舗展開
　•35都道府県への展開
　•地域の保険薬局の業務改善や教育支援

●保険薬局事業における拠点（2021年3月31日現在）

●地域に密着した健康サポート力
　•「かかりつけ薬局」と「健康サポート薬局」の2つの機能
　•処方元の医療機関との強固なつながり

●地域医療連携を実現させるグループ内連携
　•医薬品卸売、医薬品製造、介護事業との連携

　•保険薬局店舗数 ……………… 592 軒

スズケングループの強み

※1 出所：日本薬剤師会「医薬分業進捗状況(保険調剤の動向) 令和２年度集計」
※2 出所：厚生労働省「令和元年度 衛生行政報告例の概況」
※3 出所：厚生労働省「平成30年（2018年）医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」
※4 出所：厚生労働省「医科・調剤医療費の動向調査 令和元年度版」
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ワンストップ受託モデルの機能拡大
【メーカー支援サービス事業】

2020年度実績

　売上高は、主に、メーカー支援サービス事業（医薬品メーカー

物流・希少疾病薬流通）の受託が増加したことなどにより増収と

なりました。

　営業利益は、メーカー支援サービス事業における増収効果や

介護事業の利用者増加などにより増益となりました。

　これらの結果、売上高は1,425億99百万円（前期比41.6％増）、

営業利益は21億84百万円（前期比60.2％増）となりました。

主な取り組み

　医薬品メーカー物流および希少疾病薬流通受託を展開する

株式会社エス・ディ・コラボでは、国内流通の課題解決や、製薬

企業に対する医薬品の上市支援を行っています。日本への進出

を目指す海外製薬企業のニーズに対応するため、株式会社EP

ファーマラインと協業し、メーカー物流業務から医療機関への

販売、使用成績調査の支援を含めたワンストップ受託モデルを

構築。2021年9月には、武州製薬株式会社と協業し、スズケン

グループの中央運輸株式会社の物流センターにて製造業務の

開始を予定しています。また、2024年の稼働を目指し、業界初

となる製造と物流の複合型センター「首都圏物流センター」の

構築も進めています。

　サプライチェーンを集約し、製品移動を最小化することで、

業務の効率化や流通在庫の適正化を図ります。

再生医療等製品の流通プラットフォーム構築
　再生医療等製品の市場規模拡大が予測される中、当社グループ

では、2016年10月から再生医療等製品の治験段階における

輸配送・保管を受託しています。全国規模の体制を整備し、医療

医療関連サービス等事業

事業別成長戦略

売上高・営業利益

売上高 営業利益

（年度）

（百万円）
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372

2,184

周辺産業も含めると

国内の再生医療等製品の将来市場規模 日本のCO2総排出量における
運輸部門の割合（2019年）※3

要支援・要介護認定者数

18.6

658

%2.5兆円

3.8兆円

万人

（2019年3月末現在）※5
介護保険費用額

21
兆円
程度

（2025年度）※4

（2050年）※2取り巻く環境（リスクと機会）

●スペシャリティ医薬品および
　バイオ医薬品の市場拡大
●外資系製薬企業の日本への参入
●医薬品流通におけるGDP※1準拠の
　義務化
●異業種の参入による競争激化
●地域包括ケアシステム構築の推進
●要支援・要介護認定者数の増加に伴う
介護保険費用額の増加
●高齢化に伴う介護サービス範囲の拡大
●介護市場における深刻な人材不足

価値創造と成長戦略
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地域包括ケアシステムの一翼を担う介護事業を展開
【介護事業】

コロナ禍においても堅調な自社製品の製造・販売
【医療機器製造事業】

機関に翌日までにお届けすることが可能となりました。2020年

5月にはノバルティスファーマ株式会社の脊髄性筋萎縮症に

対する遺伝子治療用製品「ゾルゲンスマ点滴静注」の国内流通

を受託しています。また、2018年には米国医薬品卸アメリソース

バーゲンのグループ会社であるワールド・クウリアーと協業し､

グローバルネットワークを構築。ロジスティクスにおける共同提案

を行うなど、国内外での流通受託を目指しています。

　さらに、流通管理・投与スケジュールサポートシステム（R-SAT

システム）の共同開発や、医薬品卸として初となる保管やラベ

リング、出荷判定などを行うための製造業許可の取得など、製薬

企業の高度化・多様化するニーズに応えるサービスを拡充して

います。

　1998年から中国地方にて介護事業を開始し、2011年には

首都圏・中部圏へ展開。訪問介護をはじめ、利用者の要支援・

要介護の状態やその変化に合わせたサービスをフルラインで

提供しています。また、生活機能向上に向けた機器や転倒防止

センサーを導入するなど、利用者の満足度向上に努めています。

　地域包括ケアシステムの一翼を担う介護事業として、当社

グループの医薬品卸、保険薬局との連携モデルの確立を目指す

など、グループ一体での地域への取り組みを強化しています。

医療機器製造事業を展開するケンツメディコ株式会社では、

聴診器や医家向け血圧計を中心に開発・製造し、国内外で販売

しています。スズケンにおいて展開する医療機器・材料ブランド

「Kenz（ケンツ）」と共に、コロナ禍においても技術力やサービス力、

グループ販売力を強みに、医療現場から高い評価をいただいて

います。今後は、他事業との機能共同化や事業基盤強化により、

ブランド価値向上と効果・効率性を追求していきます。

エスケアステーション松戸 介護事業所における送迎サービス

ドクターフォネット ネオ No.188Ⅲ ワンハンド電子血圧計 KM-370 Ⅲ

スズケングループの強み

　•保冷車 ……………………………………………

　•メーカー物流センター ……………………

●メーカー支援サービス事業における拠点・車両台数
（2021年3月31日現在）

11
98

カ所

台

●メーカー物流とスペシャリティ医薬品流通におけるノウハウ
　•物流の共同化による配送の効率化と流通在庫の適正化提案力
　•グローバル基準の品質管理
　•再生医療等製品の流通プラットフォーム

●介護サービスのフルライン化による多様なニーズ対応

●医療機器-品質マネジメントシステム「ISO13485」の品質保証

※1 GDP（Good Distribution Practice）：医薬品の輸送・保管過程
における品質管理基準

※2 出所：経済産業省「再生医療の実用化・産業化に関する研究会」
※3 出所：国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」
※4 出所：厚生労働省「介護給付と保険料の推移」
※5 出所：厚生労働省「平成30年度介護保険事業状況報告（年報）」
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