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媒体概要 

「日経メディカル」は第一線で活躍する 
臨床医のための総合医療情報誌です。 
最新の医学知識はもちろん、日々の診断と治療にすぐ役立つ情報を 
中立・公正な立場で、約10万人の臨床医に向けタイムリーに提供しています。 

部数： 105,097部 
（2015年1～12月 ABC認証部数） 

創刊：1972年4月 
 
発行形態：月間（毎月10日発行）、年間12冊 
 
販売方式：年間予約購読による読者直送方式 
 
版型：A4変型（天地280mm×左右210mm）、無線綴じ 
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 読者プロフィール調査 
【調査期間】2015年2月10日～3月9日 
【調査方法】郵送調査 
【調査対象】日経メディカル現読者より2,000人を無作為に抽出 
【回収状況】有効回収数360人、同回収率18.0％ 
【調査機関】調査企画・実施：日経BP社医療局広告／日経BPコンサルティング 

●年令（SA） 

平均年令 
56.0歳 

●1日当たりの診察患者数（SA） 

年齢 / 読者プロフィール調査・日常診療の実態① 

平均患者数
40.5人/日 

※2015年1月時点 
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年齢（2014-生年）

		商品コード ショウヒン		年齢		件数 ケンスウ				代表値（歳） ダイヒョウチサイ		代表値×件数 ダイヒョウチケンスウ

		03		29歳以下		2,269				27		61,263

		03		30～34歳		5,994				32		191,808

		03		35～39歳		6,062				37		224,294

		03		40～44歳		6,752				42		283,584

		03		45～49歳		7,645				47		359,315

		03		50～54歳		9,858				52		512,616

		03		55～59歳		12,458				57		710,106

		03		60～64歳		11,243				62		697,066

		03		65～69歳		10,599				67		710,133

		03		70歳以上		20,961				72		1,509,192

		03		年齢不明		8,364

				総計 ソウケイ		102,205

				合計（年齢不詳除く） ゴウケイネンレイフショウノゾ		93,841				合計（年齢不詳除く） ゴウケイネンレイフショウノゾ		5,259,377

										平均年齢 ヘイキンネンレイ		56.0

				年齢				件数 ケンスウ

				29歳以下		2.4%		2,269

				30～34歳		6.4%		5,994

				35～39歳		6.5%		6,062

				40～44歳		7.2%		6,752

				45～49歳		8.1%		7,645

				50～54歳		10.5%		9,858

				55～59歳		13.3%		12,458

				60～64歳		12.0%		11,243

				65～69歳		11.3%		10,599

				70歳以上		22.3%		20,961





年齢（2014-生年）
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読者プロフィール調査 / 日常診療の実態② 

●1週間当たりの平均処方箋枚数（SA） ●採用する医薬品の選定方法（SA） 

19枚以下 

21% 

20～39枚 

15% 

40～59枚 

12% 
60～79枚 

8% 

80～99枚 

8% 

100～149枚 

14% 

150枚以上 

18% 

無回答 

4% 

平均枚数 
77.8枚/週 

44.2 

36.4 
32.2 

31.7 31.7 
28.6 

25.0 

17.8 16.7 
15.0 

11.7 10.3 10.0 9.7 9.4 8.9 8.9 
5.8 5.8 4.7 4.2 3.9 3.6 2.8 

0

10

20

30

40

●診療機会が多い疾患（MA） 

（%） 

高血圧症が 
44.2%と 
最も高い 

74%の医師が 
採用する医薬品を 
自ら選定している 



5 

読者プロフィール調査 / 日経メディカルについて① 

●日経メディカルの閲読程度（SA） 
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読者プロフィール調査 / 日経メディカルについて② 

●日経メディカルの広告閲覧程度（SA） 
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				問1. 先生は開業医ですか、勤務医ですか(SA)						1
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				問4SQ. 先生は、現時点で「ご自身の開業」について、どのようにお考えですか(SA)　基数：Q4=1　(A)開業時期						7
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				問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(A)医学雑誌の記事や広告で取り上げられていること						20
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5

問4. 先生は将来、開業しようとお考えですか(SA)　基数：Q1=2,4,5

6

問4SQ. 先生は、現時点で「ご自身の開業」について、どのようにお考えですか(SA)　基数：Q4=1　(A)開業時期

7

問4SQ. 先生は、現時点で「ご自身の開業」について、どのようにお考えですか(SA)　基数：Q4=1　：(B)開業時の標榜科目（予定）第1標榜科目

8

問4SQ. 先生は、現時点で「ご自身の開業」について、どのようにお考えですか(SA)　基数：Q4=1　：(B)開業時の標榜科目（予定）第2標榜科目

9

問4SQ. 先生は、現時点で「ご自身の開業」について、どのようにお考えですか(SA)　基数：Q4=1　：(B)開業時の標榜科目（予定）第3標榜科目

10

問4SQ. 先生は、現時点で「ご自身の開業」について、どのようにお考えですか(SA)　基数：Q4=1　：(C)開業形態

11

問5. 先生は1日あたり、何人くらいの患者さんを診察していますか(SA)

12

問6. 先生が日ごろから診療機会が多い疾患には何がありますか(MA)

13

問7. 以下に挙げる学会のうち、先生が所属している学会をお選びください(MA)

14

問8. 先生が処方する医薬品の処方箋の枚数は平均すると１週間でどれぐらいになりますか(SA)

15

問9. 先生が開業・勤務する病院・診療所では、処方する医薬品をどのように決めることが多いですか(SA)

16

問10. 先生は新たに承認された医薬品の処方に関しては、次のどちらのお考えに近いですか(SA)

17

問11. 先生は処方する医薬品を選択する際、他の先生に助言や意見を求められる方ですか(SA)

18

問12. 先生は新薬や今まで知らなかった医薬品のことを、最初にどこから知ることが多いですか(MA)

19

問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(A)医学雑誌の記事や広告で取り上げられていること

20

問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(B)学会発表や論文

21

問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(C)医師仲間のｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

22

問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(D)周りの医師の処方状況

23

問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(E)MRから提供される情報

24

問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(F)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ媒体の記事や広告で取り上げられていること

25

問14. 先生は、普段「日経メディカル」を、どのくらいの頻度でお読みですか(SA)

26

問15. 先生は、普段「日経メディカル」の記事を、どの程度、お読みですか(SA)

27

問16. 先生の「日経メディカル」への満足度を、お選びください(SA)

28

問17. 先生は、普段「日経メディカル」の広告を、どの程度、ご覧になっていますか(SA)

29

問18. 先生は日経メディカルの広告から医薬品や製薬企業に関してどのような情報を知ることがありますか（あるいは広告からどのようなことを感じることがありますか）(MA)

30

問19. 先生は日経メディカルの広告をご覧になった後、どのようなことをされたことがありますか(MA)

31

問20. 「ﾒﾃﾞｨｶﾙExpress」や「日経CME」、「特別編集版」などの小冊子やﾀﾌﾞﾛｲﾄﾞ版の出版物を雑誌本体と一緒にお届けしています。先生はこれらをどれくらい読みますか(SA)

32

問21. 先生は「日経メディカル Online」（「日経メディカル」のＷｅｂサイト）をどの程度、ご利用になっていますか(SA)

33

問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(A)自分の専門分野の疾患や治療法に関する情報

34

問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(B)専門分野以外での疾患や治療法に関する情報

35

問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(C)大規模臨床試験の情報

36

問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(D)新薬の発売､学術情報

37

問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(E)使い慣れた薬の新しい学術情報

38

問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(F)医薬品の副作用情報

39

問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(G)医療機器の情報

40

問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(H)電子ｶﾙﾃなどの情報ｼｽﾃﾑ/IT機器に関する情報

41

問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(I)開催された学会での発表内容などの事後情報

42

問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(J)医療事故や医療訴訟に関する情報

43

問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(K)患者指導に役立つ情報

44

問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(L)病院経営に関する情報

45

問23. 以下のうち、先生が日頃、「情報が不足している」、「もっと情報提供を増やして欲しい」と思うものはありますか(MA)

46

問24. 先生は、医療機器、電子カルテなどの情報システム/IT機器の選定にどのように関与していますか(SA)：(A)医療機器/各種検査機器類

47

問24. 先生は、医療機器、電子カルテなどの情報システム/IT機器の選定にどのように関与していますか(SA)：(B)画像診断機器/画像処理システム

48

問24. 先生は、医療機器、電子カルテなどの情報システム/IT機器の選定にどのように関与していますか(SA)：(C)電子カルテなどの情報システム/IT機器

49

問25. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝを現在使用していますか。もしくは、今後使用したいと思いますか(SA)：(A)iPad

50

問25. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝを現在使用していますか。もしくは、今後使用したいと思いますか(SA)：(B)その他のﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末

51

問25. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝを現在使用していますか。もしくは、今後使用したいと思いますか(SA)：(C)iPhone

52

問25. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝを現在使用していますか。もしくは、今後使用したいと思いますか(SA)：(D)その他のｽﾏｰﾄﾌｫﾝ

53

問25. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝ使用状況

54

問26. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝで、お仕事に関連する以下の情報を閲覧・利用している（したい）ことはありますか(MA)　基数：Q25(A)=1-2　：(A)iPad

55

問26. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝで、お仕事に関連する以下の情報を閲覧・利用している（したい）ことはありますか(MA)　基数：Q25(B)=1-2　：(B)その他のﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末

56

問26. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝで、お仕事に関連する以下の情報を閲覧・利用している（したい）ことはありますか(MA)　基数：Q25(C)=1-2　：(C)iPhone

57

問26. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝで、お仕事に関連する以下の情報を閲覧・利用している（したい）ことはありますか(MA)　基数：Q25(D)=1-2　：(D)その他のｽﾏｰﾄﾌｫﾝ

58

問27. 先生の病医院では、MRの訪問規制を設けていますか(SA)

59

問27SQ. 訪問制限の形態は、どのようなものですか(MA)　基数：Q27=1

60

問28. 現在、先生はMRとどのようにお会いになっていますか(SA)：(A)来訪するMRの社数

61

問28. 現在、先生はMRとどのようにお会いになっていますか(SA)：(B)1週間あたりのMRとの接触回数

62

問28. 現在、先生はMRとどのようにお会いになっていますか(SA)：(C)MRとの接触1回につき医薬品情報を提供される時間

63

問29. 先生が、参加したいと思う学会や企業講演会は、１年に何回くらいありますか(SA)：(A)参加したい国内学会

64

問29. そのうち、実際参加できる学会や企業講演会は何回くらいありますか(SA)：そのうち、実際参加できる国内学会

65

問29. 先生が、参加したいと思う学会や企業講演会は、１年に何回くらいありますか(SA)：(B)参加したい海外学会

66

問29. そのうち、実際参加できる学会や企業講演会は何回くらいありますか(SA)：そのうち、実際参加できる海外学会

67

問29. 先生が、参加したいと思う学会や企業講演会は、１年に何回くらいありますか(SA)：(C)参加したい企業講演会

68

問29. そのうち、実際参加できる学会や企業講演会は何回くらいありますか(SA)：そのうち、実際参加できる企業講演会

69

問29. 先生が、参加したいと思う学会や企業講演会は、１年に何回くらいありますか(SA)：(D)参加したいWeb講演会

70

問29. そのうち、実際参加できる学会や企業講演会は何回くらいありますか(SA)：そのうち、実際参加できるWeb講演会

71

問30. 先生の満年齢をご記入ください(NA)

72

問31. 性別をお選びください(SA)

73

問32. 先生の現在のお住まいは以下のどれですか(SA)

74

問33. 先生は、今後、お住まいの購入についてどのようにお考えですか。該当するもの全てにお答えください(MA)

75

問34. 差し支えなければ、先生の年収をお選びください(SA)

76

問35. 以下のうち、先生が日ごろ、ご覧になっている医療情報サイトをお選びください(MA)

77



1

		問1. 先生は開業医ですか、勤務医ですか(SA)

				総　数		診療所開業		診療所勤務		病院開業		大学病院勤務		一般病院勤務		その他		無回答		開業医計		勤務医計

		全 体		360		153		32		7		24		123		20		1		160		179

				100.0		42.5		8.9		1.9		6.7		34.2		5.6		0.3		44.4		49.7





2

		問2. 先生が開業／勤務している医療機関の病床数はどれだけですか(SA)

				総　数		無床		１～１９床		２０～９９床		１００～１９９床		２００～２９９床		３００～３９９床		４００～４９９床		５００床以上		非該当		無回答

		全 体		360		173		18		19		36		17		20		17		47		11		2

				100.0		48.1		5.0		5.3		10.0		4.7		5.6		4.7		13.1		3.1		0.6





3

		問3. 先生は診療科目として何科を標榜していますか(SA)：(A)第1標榜科目

				総　数		内科		循環器科		心臓血管外科		呼吸器内科		呼吸器外科		消化器内科		消化器外科		内分泌・代謝内科		腎臓内科		血液内科		アレルギー科		リウマチ科		老年科		神経内科		脳神経外科		精神・神経科		心療内科		小児科		小児外科		外科		整形外科		リハビリテーション科		形成外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		皮膚科		泌尿器科		放射線科		麻酔科		救急・ＩＣＵ		口腔外科		性病科		肛門科		基礎医学系		その他の内科		その他の外科		その他の診療科目		無回答

		全 体		360		108		9		0		3		3		10		5		4		4		1		1		1		0		5		8		13		2		12		0		21		26		1		4		22		10		10		9		7		4		3		4		3		0		1		2		2		2		14		26

				100.0		30.0		2.5		0.0		0.8		0.8		2.8		1.4		1.1		1.1		0.3		0.3		0.3		0.0		1.4		2.2		3.6		0.6		3.3		0.0		5.8		7.2		0.3		1.1		6.1		2.8		2.8		2.5		1.9		1.1		0.8		1.1		0.8		0.0		0.3		0.6		0.6		0.6		3.9		7.2





4

		問3. 先生は診療科目として何科を標榜していますか(SA)：(B)第2標榜科目

				総　数		内科		循環器科		心臓血管外科		呼吸器内科		呼吸器外科		消化器内科		消化器外科		内分泌・代謝内科		腎臓内科		血液内科		アレルギー科		リウマチ科		老年科		神経内科		脳神経外科		精神・神経科		心療内科		小児科		小児外科		外科		整形外科		リハビリテーション科		形成外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		皮膚科		泌尿器科		放射線科		麻酔科		救急・ＩＣＵ		口腔外科		性病科		肛門科		基礎医学系		その他の内科		その他の外科		その他の診療科目		無回答

		全 体		360		29		13		0		6		1		24		3		4		3		0		5		5		0		3		0		5		2		16		0		9		6		19		1		1		0		1		4		0		1		1		0		2		0		1		1		1		2		4		187

				100.0		8.1		3.6		0.0		1.7		0.3		6.7		0.8		1.1		0.8		0.0		1.4		1.4		0.0		0.8		0.0		1.4		0.6		4.4		0.0		2.5		1.7		5.3		0.3		0.3		0.0		0.3		1.1		0.0		0.3		0.3		0.0		0.6		0.0		0.3		0.3		0.3		0.6		1.1		51.9





5

		問3. 先生は診療科目として何科を標榜していますか(SA)：(C)第3標榜科目

				総　数		内科		循環器科		心臓血管外科		呼吸器内科		呼吸器外科		消化器内科		消化器外科		内分泌・代謝内科		腎臓内科		血液内科		アレルギー科		リウマチ科		老年科		神経内科		脳神経外科		精神・神経科		心療内科		小児科		小児外科		外科		整形外科		リハビリテーション科		形成外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		皮膚科		泌尿器科		放射線科		麻酔科		救急・ＩＣＵ		口腔外科		性病科		肛門科		基礎医学系		その他の内科		その他の外科		その他の診療科目		無回答

		全 体		360		6		4		1		2		2		7		1		1		1		0		2		5		0		1		1		1		0		14		0		2		2		6		1		0		0		1		7		1		3		0		1		0		0		2		3		1		1		2		278

				100.0		1.7		1.1		0.3		0.6		0.6		1.9		0.3		0.3		0.3		0.0		0.6		1.4		0.0		0.3		0.3		0.3		0.0		3.9		0.0		0.6		0.6		1.7		0.3		0.0		0.0		0.3		1.9		0.3		0.8		0.0		0.3		0.0		0.0		0.6		0.8		0.3		0.3		0.6		77.2





6

		問4. 先生は将来、開業しようとお考えですか(SA)　基数：Q1=2,4,5

				総　数		開業しようと考えている		開業は考えていない		無回答

		全 体		179		12		151		16

				100.0		6.7		84.4		8.9





7

		問4SQ. 先生は、現時点で「ご自身の開業」について、どのようにお考えですか(SA)　基数：Q4=1　(A)開業時期

				総　数		１年以内		１～２年後		３～４年後		５年後以降		無回答

		全 体		12		0		1		2		9		0

				100.0		0.0		8.3		16.7		75.0		0.0





8

		問4SQ. 先生は、現時点で「ご自身の開業」について、どのようにお考えですか(SA)　基数：Q4=1　：(B)開業時の標榜科目（予定）第1標榜科目

				総　数		内科		循環器科		心臓血管外科		呼吸器内科		呼吸器外科		消化器内科		消化器外科		内分泌・代謝内科		腎臓内科		血液内科		アレルギー科		リウマチ科		老年科		神経内科		脳神経外科		精神・神経科		心療内科		小児科		小児外科		外科		整形外科		リハビリテーション科		形成外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		皮膚科		泌尿器科		放射線科		麻酔科		救急・ＩＣＵ		口腔外科		性病科		肛門科		基礎医学系		その他の内科		その他の外科		その他の診療科目		無回答

		全 体		12		3		0		0		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				100.0		25.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		33.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.3		0.0		0.0		0.0		8.3		0.0		0.0		0.0		8.3		8.3		8.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0





9

		問4SQ. 先生は、現時点で「ご自身の開業」について、どのようにお考えですか(SA)　基数：Q4=1　：(B)開業時の標榜科目（予定）第2標榜科目

				総　数		内科		循環器科		心臓血管外科		呼吸器内科		呼吸器外科		消化器内科		消化器外科		内分泌・代謝内科		腎臓内科		血液内科		アレルギー科		リウマチ科		老年科		神経内科		脳神経外科		精神・神経科		心療内科		小児科		小児外科		外科		整形外科		リハビリテーション科		形成外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		皮膚科		泌尿器科		放射線科		麻酔科		救急・ＩＣＵ		口腔外科		性病科		肛門科		基礎医学系		その他の内科		その他の外科		その他の診療科目		無回答

		全 体		12		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6

				100.0		25.0		8.3		0.0		0.0		0.0		8.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0





10

		問4SQ. 先生は、現時点で「ご自身の開業」について、どのようにお考えですか(SA)　基数：Q4=1　：(B)開業時の標榜科目（予定）第3標榜科目

				総　数		内科		循環器科		心臓血管外科		呼吸器内科		呼吸器外科		消化器内科		消化器外科		内分泌・代謝内科		腎臓内科		血液内科		アレルギー科		リウマチ科		老年科		神経内科		脳神経外科		精神・神経科		心療内科		小児科		小児外科		外科		整形外科		リハビリテーション科		形成外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		皮膚科		泌尿器科		放射線科		麻酔科		救急・ＩＣＵ		口腔外科		性病科		肛門科		基礎医学系		その他の内科		その他の外科		その他の診療科目		無回答

		全 体		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12

				100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0





11

		問4SQ. 先生は、現時点で「ご自身の開業」について、どのようにお考えですか(SA)　基数：Q4=1　：(C)開業形態

				総　数		医院併用住宅での開業		自宅とは別に用意しての戸建て開業		ビルのテナントとして開業		無回答

		全 体		12		1		6		5		0

				100.0		8.3		50.0		41.7		0.0





12

		問5. 先生は1日あたり、何人くらいの患者さんを診察していますか(SA)

				総　数		１９人以下		２０～３９人		４０～５９人		６０～７９人		８０～９９人		１００～１１９人		１２０人以上		無回答		加重平均（人）

		全 体		360		90		117		85		21		28		9		6		4		40.51

				100.0		25.0		32.5		23.6		5.8		7.8		2.5		1.7		1.1





13

		問6. 先生が日ごろから診療機会が多い疾患には何がありますか(MA)

				総　数		高血圧症		糖尿病		脂質異常症		循環器疾患		消化器疾患		呼吸器疾患		感染症		骨粗鬆症		筋骨格系疾患		アレルギー疾患		腎・泌尿器疾患		精神疾患		神経疾患		皮膚疾患		癌		婦人科疾患		小児疾患		甲状腺疾患		その他		耳鼻咽喉疾患		救急・救命		膠原病・リウマチ		眼疾患		血液・造血器疾患		無回答

				100.0		44.2		36.4		32.2		31.7		31.7		28.6		25.0		17.8		16.7		15.0		11.7		10.3		10.0		9.7		9.4		8.9		8.9		5.8		5.8		4.7		4.2		3.9		3.6		2.8		0.8

		全 体		360		114		103		114		42		32		10		60		159		131		116		64		21		90		36		37		35		13		17		54		14		32		34		15		21		3





13

		



全 体
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15

		問7. 以下に挙げる学会のうち、先生が所属している学会をお選びください(MA)

				総　数		日本アレルギー学会		日本胃癌学会		日本うつ病学会		日本脳卒中学会		日本化学療法学会		日本眼科学会		日本癌学会		日本感染症学会		日本肝臓学会		日本癌治療学会		日本緩和医療学会		日本救急医学会		日本胸部外科学会		日本外科学会		日本血液学会		日本高血圧学会		日本呼吸器学会		日本産科婦人科学会		日本産業衛生学会		日本耳鼻咽喉科学会		日本循環器学会		日本消化器外科学会		日本消化器内視鏡学会		日本消化器病学会		日本小児科学会		日本神経学会		日本心血管インターベンション治療学会		日本腎臓学会		日本心臓病学会		日本心不全学会		日本心療内科学会		日本整形外科学会		日本精神神経学会		日本超音波医学会		日本透析医学会		日本糖尿病学会		日本動脈硬化学会		日本内科学会		日本内視鏡外科学会		日本内分泌学会		日本乳癌学会		日本脳神経外科学会		日本肺癌学会		日本泌尿器科学会		日本皮膚科学会		日本麻酔科学会		日本薬理学会		日本リウマチ学会		日本臨床外科学会		日本臨床腫瘍学会		日本老年医学会		無回答

		全 体		360		11		7		0		9		4		10		8		7		17		16		5		11		8		44		4		12		16		25		7		11		24		17		35		43		15		9		3		8		7		1		3		28		16		8		11		22		4		115		8		10		7		8		8		8		12		6		0		14		12		4		18		46

				100.0		3.1		1.9		0.0		2.5		1.1		2.8		2.2		1.9		4.7		4.4		1.4		3.1		2.2		12.2		1.1		3.3		4.4		6.9		1.9		3.1		6.7		4.7		9.7		11.9		4.2		2.5		0.8		2.2		1.9		0.3		0.8		7.8		4.4		2.2		3.1		6.1		1.1		31.9		2.2		2.8		1.9		2.2		2.2		2.2		3.3		1.7		0.0		3.9		3.3		1.1		5.0		12.8





16

		問8. 先生が処方する医薬品の処方箋の枚数は平均すると１週間でどれぐらいになりますか(SA)

				総　数		１９枚以下		２０～３９枚		４０～５９枚		６０～７９枚		８０～９９枚		１００～１４９枚		１５０枚以上		無回答		加重平均（枚）

		全 体		360		76		55		41		29		27		51		66		15		77.81

				100.0		21.1		15.3		11.4		8.1		7.5		14.2		18.3		4.2





17

		問9. 先生が開業・勤務する病院・診療所では、処方する医薬品をどのように決めることが多いですか(SA)

				総　数		自分も含め各医師が決めている		自分も含め各医師が決めることが多いが、所属施設から指定される場合もある		所属施設で指定されていることが多いが、各医師が決めることもある		所属施設で指定されているもののみ処方している		その他		無回答

		全 体		360		238		31		39		29		17		6

				100.0		66.1		8.6		10.8		8.1		4.7		1.7





18

		問10. 先生は新たに承認された医薬品の処方に関しては、次のどちらのお考えに近いですか(SA)

				総　数		なるべく早めに試してみたい		評価が定まってから試してみたい		無回答

		全 体		360		72		281		7

				100.0		20.0		78.1		1.9





19

		問11. 先生は処方する医薬品を選択する際、他の先生に助言や意見を求められる方ですか(SA)

				総　数		求められる方である		求める方である		どちらともいえない		無回答

		全 体		360		52		67		229		12

				100.0		14.4		18.6		63.6		3.3





20

		問12. 先生は新薬や今まで知らなかった医薬品のことを、最初にどこから知ることが多いですか(MA)

				総　数		医学雑誌の記事		医学雑誌の広告		学会発表		論文		医師仲間		ＭＲ		インターネット媒体の記事		インターネット媒体の広告		その他		無回答

		全 体		360		193		93		60		61		106		238		82		15		18		5

				100.0		53.6		25.8		16.7		16.9		29.4		66.1		22.8		4.2		5.0		1.4





21

		問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(A)医学雑誌の記事や広告で取り上げられていること

				総　数		非常に気にかける		やや気にかける		あまり気にかけない		まったく気にかけない		無回答

		全 体		360		61		197		82		9		11

				100.0		16.9		54.7		22.8		2.5		3.1





22

		問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(B)学会発表や論文

				総　数		非常に気にかける		やや気にかける		あまり気にかけない		まったく気にかけない		無回答

		全 体		360		96		192		45		11		16

				100.0		26.7		53.3		12.5		3.1		4.4





23

		問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(C)医師仲間のｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

				総　数		非常に気にかける		やや気にかける		あまり気にかけない		まったく気にかけない		無回答

		全 体		360		82		196		54		11		17

				100.0		22.8		54.4		15.0		3.1		4.7





24

		問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(D)周りの医師の処方状況

				総　数		非常に気にかける		やや気にかける		あまり気にかけない		まったく気にかけない		無回答

		全 体		360		44		146		122		33		15

				100.0		12.2		40.6		33.9		9.2		4.2





25

		問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(E)MRから提供される情報

				総　数		非常に気にかける		やや気にかける		あまり気にかけない		まったく気にかけない		無回答

		全 体		360		63		218		53		13		13

				100.0		17.5		60.6		14.7		3.6		3.6





26

		問13. 先生は医薬品を選択する際、以下の項目はどの程度考慮に入れますか(SA)：(F)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ媒体の記事や広告で取り上げられていること

				総　数		非常に気にかける		やや気にかける		あまり気にかけない		まったく気にかけない		無回答

		全 体		360		18		143		121		57		21

				100.0		5.0		39.7		33.6		15.8		5.8





27

		問14. 先生は、普段「日経メディカル」を、どのくらいの頻度でお読みですか(SA)

				総　数		ほぼ毎号読む		２号に１号程度は読む		３～４号に１号程度は読む		あまり読んでいない		無回答

		全 体		360		242		49		34		34		1

				100.0		67.2		13.6		9.4		9.4		0.3





28

		問15. 先生は、普段「日経メディカル」の記事を、どの程度、お読みですか(SA)

				総　数		ほぼ全部の記事に目を通す		興味のある記事を選んで読む		全体にざっと目を通す程度		ほとんど読んでいない		無回答

		全 体		360		68		207		68		16		1

				100.0		18.9		57.5		18.9		4.4		0.3





29

		問16. 先生の「日経メディカル」への満足度を、お選びください(SA)

				総　数		たいへん満足している		まあ満足している		どちらともいえない		やや不満である		非常に不満である		無回答

		全 体		360		52		241		61		4		1		1

				100.0		14.4		66.9		16.9		1.1		0.3		0.3





30

		問17. 先生は、普段「日経メディカル」の広告を、どの程度、ご覧になっていますか(SA)

				総　数		ほぼ全ての広告を見る		興味・関心がある広告を見る		広告はほとんど見ない		無回答

		全 体		360		26		241		91		2

				100.0		7.2		66.9		25.3		0.6





31

		問18. 先生は日経メディカルの広告から医薬品や製薬企業に関してどのような情報を知ることがありますか（あるいは広告からどのようなことを感じることがありますか）(MA)

				総　数		無回答		その他		製薬企業の現状を知る		医薬品に関する専門家の見解を知る		知っている医薬品の新たな事実を知る		医薬品の詳しい効能・効果を知る		今後、上市される新薬のことを知る		専門外の医薬品の情報を知る		現在の医薬品のトレンドを知る		新薬の発売を知る

				100.0		0.3		3.6		8.6		27.2		29.7		32.2		33.1		40.8		43.3		48.6

		全 体		360		119		175		116		107		98		156		31		147		13		1





31

		





32

		問19. 先生は日経メディカルの広告をご覧になった後、どのようなことをされたことがありますか(MA)

				総　数		掲載された医薬品に興味・関心を持ったことがある		掲載された医薬品について医師仲間等と話題にしたことがある		掲載された医薬品の詳細を調べたことがある		掲載された医薬品を担当するＭＲを呼んだことがある		閲覧したことをきっかけに採用を決めたことがある		閲覧したことをきっかけに処方を増やしたことがある		その他		無回答

		全 体		360		253		66		89		66		45		65		39		12

				100.0		70.3		18.3		24.7		18.3		12.5		18.1		10.8		3.3





33

		問20. 「ﾒﾃﾞｨｶﾙExpress」や「日経CME」、「特別編集版」などの小冊子やﾀﾌﾞﾛｲﾄﾞ版の出版物を雑誌本体と一緒にお届けしています。先生はこれらをどれくらい読みますか(SA)

				総　数		一通り目を通している		興味ある内容の場合は、目を通すことが多い		後日、利用することを考え、到着時は保存することが多い		これらは利用しない		無回答

		全 体		360		68		205		41		41		5

				100.0		18.9		56.9		11.4		11.4		1.4





34

		問21. 先生は「日経メディカル Online」（「日経メディカル」のＷｅｂサイト）をどの程度、ご利用になっていますか(SA)

				総　数		１日に数回		１日に１回程度		１週間に数回程度		１週間に１回程度		１カ月に１～２回		それ以下		利用していない		無回答

		全 体		360		1		14		46		36		68		49		143		3

				100.0		0.3		3.9		12.8		10.0		18.9		13.6		39.7		0.8





35

		問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(A)自分の専門分野の疾患や治療法に関する情報

				総　数		日経メディカルなどの医療雑誌		論文誌		日経メディカルオンラインなどのＷｅｂサイト		製薬企業のＷｅｂサイト		ｅ－ＤＭ（電子メールで届くＤＭ）		ＤＭ（郵便で届くＤＭ）		医師（上司や先輩、同僚など）		病医院のスタッフ（薬剤師や技師など）		ＭＲ		学会、学会誌		企業講演会		無回答

		全 体		360		162		164		54		33		17		21		95		15		166		223		153		11

				100.0		45.0		45.6		15.0		9.2		4.7		5.8		26.4		4.2		46.1		61.9		42.5		3.1





36

		問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(B)専門分野以外での疾患や治療法に関する情報

				総　数		日経メディカルなどの医療雑誌		論文誌		日経メディカルオンラインなどのＷｅｂサイト		製薬企業のＷｅｂサイト		ｅ－ＤＭ（電子メールで届くＤＭ）		ＤＭ（郵便で届くＤＭ）		医師（上司や先輩、同僚など）		病医院のスタッフ（薬剤師や技師など）		ＭＲ		学会、学会誌		企業講演会		無回答

		全 体		360		212		38		67		34		23		23		74		22		122		45		101		32

				100.0		58.9		10.6		18.6		9.4		6.4		6.4		20.6		6.1		33.9		12.5		28.1		8.9





37

		問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(C)大規模臨床試験の情報

				総　数		日経メディカルなどの医療雑誌		論文誌		日経メディカルオンラインなどのＷｅｂサイト		製薬企業のＷｅｂサイト		ｅ－ＤＭ（電子メールで届くＤＭ）		ＤＭ（郵便で届くＤＭ）		医師（上司や先輩、同僚など）		病医院のスタッフ（薬剤師や技師など）		ＭＲ		学会、学会誌		企業講演会		無回答

		全 体		360		117		84		44		13		9		15		16		7		118		112		86		55

				100.0		32.5		23.3		12.2		3.6		2.5		4.2		4.4		1.9		32.8		31.1		23.9		15.3





38

		問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(D)新薬の発売､学術情報

				総　数		日経メディカルなどの医療雑誌		論文誌		日経メディカルオンラインなどのＷｅｂサイト		製薬企業のＷｅｂサイト		ｅ－ＤＭ（電子メールで届くＤＭ）		ＤＭ（郵便で届くＤＭ）		医師（上司や先輩、同僚など）		病医院のスタッフ（薬剤師や技師など）		ＭＲ		学会、学会誌		企業講演会		無回答

		全 体		360		143		35		50		17		12		20		29		8		192		58		99		38

				100.0		39.7		9.7		13.9		4.7		3.3		5.6		8.1		2.2		53.3		16.1		27.5		10.6





39

		問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(E)使い慣れた薬の新しい学術情報

				総　数		日経メディカルなどの医療雑誌		論文誌		日経メディカルオンラインなどのＷｅｂサイト		製薬企業のＷｅｂサイト		ｅ－ＤＭ（電子メールで届くＤＭ）		ＤＭ（郵便で届くＤＭ）		医師（上司や先輩、同僚など）		病医院のスタッフ（薬剤師や技師など）		ＭＲ		学会、学会誌		企業講演会		無回答

		全 体		360		97		61		42		27		4		26		45		17		166		76		98		44

				100.0		26.9		16.9		11.7		7.5		1.1		7.2		12.5		4.7		46.1		21.1		27.2		12.2





40

		問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(F)医薬品の副作用情報

				総　数		日経メディカルなどの医療雑誌		論文誌		日経メディカルオンラインなどのＷｅｂサイト		製薬企業のＷｅｂサイト		ｅ－ＤＭ（電子メールで届くＤＭ）		ＤＭ（郵便で届くＤＭ）		医師（上司や先輩、同僚など）		病医院のスタッフ（薬剤師や技師など）		ＭＲ		学会、学会誌		企業講演会		無回答

		全 体		360		108		36		45		38		22		51		41		49		197		46		48		30

				100.0		30.0		10.0		12.5		10.6		6.1		14.2		11.4		13.6		54.7		12.8		13.3		8.3





41

		問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(G)医療機器の情報

				総　数		日経メディカルなどの医療雑誌		論文誌		日経メディカルオンラインなどのＷｅｂサイト		製薬企業のＷｅｂサイト		ｅ－ＤＭ（電子メールで届くＤＭ）		ＤＭ（郵便で届くＤＭ）		医師（上司や先輩、同僚など）		病医院のスタッフ（薬剤師や技師など）		ＭＲ		学会、学会誌		企業講演会		無回答

		全 体		360		124		17		40		13		10		38		50		21		66		63		47		70

				100.0		34.4		4.7		11.1		3.6		2.8		10.6		13.9		5.8		18.3		17.5		13.1		19.4





42

		問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(H)電子ｶﾙﾃなどの情報ｼｽﾃﾑ/IT機器に関する情報

				総　数		日経メディカルなどの医療雑誌		論文誌		日経メディカルオンラインなどのＷｅｂサイト		製薬企業のＷｅｂサイト		ｅ－ＤＭ（電子メールで届くＤＭ）		ＤＭ（郵便で届くＤＭ）		医師（上司や先輩、同僚など）		病医院のスタッフ（薬剤師や技師など）		ＭＲ		学会、学会誌		企業講演会		無回答

		全 体		360		111		10		43		11		13		42		42		27		35		17		32		103

				100.0		30.8		2.8		11.9		3.1		3.6		11.7		11.7		7.5		9.7		4.7		8.9		28.6





43

		問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(I)開催された学会での発表内容などの事後情報

				総　数		日経メディカルなどの医療雑誌		論文誌		日経メディカルオンラインなどのＷｅｂサイト		製薬企業のＷｅｂサイト		ｅ－ＤＭ（電子メールで届くＤＭ）		ＤＭ（郵便で届くＤＭ）		医師（上司や先輩、同僚など）		病医院のスタッフ（薬剤師や技師など）		ＭＲ		学会、学会誌		企業講演会		無回答

		全 体		360		96		45		42		14		10		7		25		3		98		131		40		66

				100.0		26.7		12.5		11.7		3.9		2.8		1.9		6.9		0.8		27.2		36.4		11.1		18.3





44

		問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(J)医療事故や医療訴訟に関する情報

				総　数		日経メディカルなどの医療雑誌		論文誌		日経メディカルオンラインなどのＷｅｂサイト		製薬企業のＷｅｂサイト		ｅ－ＤＭ（電子メールで届くＤＭ）		ＤＭ（郵便で届くＤＭ）		医師（上司や先輩、同僚など）		病医院のスタッフ（薬剤師や技師など）		ＭＲ		学会、学会誌		企業講演会		無回答

		全 体		360		203		16		76		13		19		8		45		12		31		47		27		52

				100.0		56.4		4.4		21.1		3.6		5.3		2.2		12.5		3.3		8.6		13.1		7.5		14.4





45

		問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(K)患者指導に役立つ情報

				総　数		日経メディカルなどの医療雑誌		論文誌		日経メディカルオンラインなどのＷｅｂサイト		製薬企業のＷｅｂサイト		ｅ－ＤＭ（電子メールで届くＤＭ）		ＤＭ（郵便で届くＤＭ）		医師（上司や先輩、同僚など）		病医院のスタッフ（薬剤師や技師など）		ＭＲ		学会、学会誌		企業講演会		無回答

		全 体		360		176		34		59		38		19		14		64		18		109		68		67		38

				100.0		48.9		9.4		16.4		10.6		5.3		3.9		17.8		5.0		30.3		18.9		18.6		10.6





46

		問22. 先生は臨床、医薬品、学会関連などお仕事に関する情報をどこから入手することが多いですか(MA)：(L)病院経営に関する情報

				総　数		日経メディカルなどの医療雑誌		論文誌		日経メディカルオンラインなどのＷｅｂサイト		製薬企業のＷｅｂサイト		ｅ－ＤＭ（電子メールで届くＤＭ）		ＤＭ（郵便で届くＤＭ）		医師（上司や先輩、同僚など）		病医院のスタッフ（薬剤師や技師など）		ＭＲ		学会、学会誌		企業講演会		無回答

		全 体		360		170		9		57		6		8		20		51		7		25		14		28		100

				100.0		47.2		2.5		15.8		1.7		2.2		5.6		14.2		1.9		6.9		3.9		7.8		27.8





47

		問23. 以下のうち、先生が日頃、「情報が不足している」、「もっと情報提供を増やして欲しい」と思うものはありますか(MA)

				総　数		自分の専門分野の疾患や治療法に関する情報		専門分野以外での疾患や治療法に関する情報		大規模臨床試験の情報		新薬の発売、学術情報		使い慣れた薬の新しい学術情報		医薬品の副作用情報		医療機器の情報		電子カルテなどの情報システム／ＩＴ機器に関する情報		開催された学会での発表内容などの事後情報		医療事故や医療訴訟に関する情報		患者指導に役立つ情報		病院経営に関する情報		その他		無回答

		全 体		360		151		141		53		81		90		105		48		40		73		103		131		54		15		12

				100.0		41.9		39.2		14.7		22.5		25.0		29.2		13.3		11.1		20.3		28.6		36.4		15.0		4.2		3.3





48

		問24. 先生は、医療機器、電子カルテなどの情報システム/IT機器の選定にどのように関与していますか(SA)：(A)医療機器/各種検査機器類

				総　数		決裁・承認する		導入候補を選定・決定する		情報を収集する		意見を言う		関与しない		無回答

		全 体		360		104		56		26		55		110		9

				100.0		28.9		15.6		7.2		15.3		30.6		2.5





49

		問24. 先生は、医療機器、電子カルテなどの情報システム/IT機器の選定にどのように関与していますか(SA)：(B)画像診断機器/画像処理システム

				総　数		決裁・承認する		導入候補を選定・決定する		情報を収集する		意見を言う		関与しない		無回答

		全 体		360		91		49		25		54		125		16

				100.0		25.3		13.6		6.9		15.0		34.7		4.4





50

		問24. 先生は、医療機器、電子カルテなどの情報システム/IT機器の選定にどのように関与していますか(SA)：(C)電子カルテなどの情報システム/IT機器

				総　数		決裁・承認する		導入候補を選定・決定する		情報を収集する		意見を言う		関与しない		無回答

		全 体		360		91		44		20		59		133		13

				100.0		25.3		12.2		5.6		16.4		36.9		3.6





51

		問25. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝを現在使用していますか。もしくは、今後使用したいと思いますか(SA)：(A)iPad

				総　数		現在使用している（勤務先などからの貸与含む）		現在は使用していないが、いずれ使用したい		使用したいとは思わない・わからない		無回答

		全 体		360		98		98		142		22

				100.0		27.2		27.2		39.4		6.1





52

		問25. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝを現在使用していますか。もしくは、今後使用したいと思いますか(SA)：(B)その他のﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末

				総　数		現在使用している（勤務先などからの貸与含む）		現在は使用していないが、いずれ使用したい		使用したいとは思わない・わからない		無回答

		全 体		360		54		92		177		37

				100.0		15.0		25.6		49.2		10.3





53

		問25. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝを現在使用していますか。もしくは、今後使用したいと思いますか(SA)：(C)iPhone

				総　数		現在使用している（勤務先などからの貸与含む）		現在は使用していないが、いずれ使用したい		使用したいとは思わない・わからない		無回答

		全 体		360		72		83		176		29

				100.0		20.0		23.1		48.9		8.1





54

		問25. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝを現在使用していますか。もしくは、今後使用したいと思いますか(SA)：(D)その他のｽﾏｰﾄﾌｫﾝ

				総　数		現在使用している（勤務先などからの貸与含む）		現在は使用していないが、いずれ使用したい		使用したいとは思わない・わからない		無回答

		全 体		360		83		66		176		35

				100.0		23.1		18.3		48.9		9.7





55

		問25. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝ使用状況

				総　数		タブレット端末現利用者		スマートフォン現利用者		タブレット端末またはスマートフォン現利用者		タブレット端末利用意向者		スマートフォン利用意向者		タブレット端末またはスマートフォン利用意向者		無回答

		全 体		360		129		144		186		105		73		81		93

				100.0		35.8		40.0		51.7		29.2		20.3		22.5		25.8





56

		問26. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝで、お仕事に関連する以下の情報を閲覧・利用している（したい）ことはありますか(MA)　基数：Q25(A)=1-2　：(A)iPad

				総　数		医薬品の薬効・副作用に関する情報（Ｗｅｂサイト）		治療法に関する情報（Ｗｅｂサイト）		その他仕事で使用する情報（Ｗｅｂサイト）		ＰｕｂＭｅｄなどでの論文検索		医療・医薬品情報（アプリ）		その他仕事で使用する情報（アプリ）		電子カルテ		臨床画像・動画		医療情報サイト（エムスリー、ケアネット等）からのメール		無回答

		全 体		196		84		73		55		50		45		33		12		35		33		53

				100.0		42.9		37.2		28.1		25.5		23.0		16.8		6.1		17.9		16.8		27.0





57

		問26. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝで、お仕事に関連する以下の情報を閲覧・利用している（したい）ことはありますか(MA)　基数：Q25(B)=1-2　：(B)その他のﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末

				総　数		医薬品の薬効・副作用に関する情報（Ｗｅｂサイト）		治療法に関する情報（Ｗｅｂサイト）		その他仕事で使用する情報（Ｗｅｂサイト）		ＰｕｂＭｅｄなどでの論文検索		医療・医薬品情報（アプリ）		その他仕事で使用する情報（アプリ）		電子カルテ		臨床画像・動画		医療情報サイト（エムスリー、ケアネット等）からのメール		無回答

		全 体		146		38		34		22		23		19		22		8		17		13		70

				100.0		26.0		23.3		15.1		15.8		13.0		15.1		5.5		11.6		8.9		47.9





58

		問26. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝで、お仕事に関連する以下の情報を閲覧・利用している（したい）ことはありますか(MA)　基数：Q25(C)=1-2　：(C)iPhone

				総　数		医薬品の薬効・副作用に関する情報（Ｗｅｂサイト）		治療法に関する情報（Ｗｅｂサイト）		その他仕事で使用する情報（Ｗｅｂサイト）		ＰｕｂＭｅｄなどでの論文検索		医療・医薬品情報（アプリ）		その他仕事で使用する情報（アプリ）		電子カルテ		臨床画像・動画		医療情報サイト（エムスリー、ケアネット等）からのメール		無回答

		全 体		155		56		51		41		28		26		26		6		10		23		55

				100.0		36.1		32.9		26.5		18.1		16.8		16.8		3.9		6.5		14.8		35.5





59

		問26. ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｽﾏｰﾄﾌｫﾝで、お仕事に関連する以下の情報を閲覧・利用している（したい）ことはありますか(MA)　基数：Q25(D)=1-2　：(D)その他のｽﾏｰﾄﾌｫﾝ

				総　数		医薬品の薬効・副作用に関する情報（Ｗｅｂサイト）		治療法に関する情報（Ｗｅｂサイト）		その他仕事で使用する情報（Ｗｅｂサイト）		ＰｕｂＭｅｄなどでの論文検索		医療・医薬品情報（アプリ）		その他仕事で使用する情報（アプリ）		電子カルテ		臨床画像・動画		医療情報サイト（エムスリー、ケアネット等）からのメール		無回答

		全 体		149		42		38		29		11		25		18		5		7		22		66

				100.0		28.2		25.5		19.5		7.4		16.8		12.1		3.4		4.7		14.8		44.3





60

		問27. 先生の病医院では、MRの訪問規制を設けていますか(SA)

				総　数		設けている		設けていない		無回答

		全 体		360		162		192		6

				100.0		45.0		53.3		1.7





61

		問27SQ. 訪問制限の形態は、どのようなものですか(MA)　基数：Q27=1

				総　数		特定の日にちのみ訪問を認めている		特定の曜日のみ訪問を認めている		毎日、時間を限定して訪問を認めている		医師とＭＲが面談するスペースを設けている		訪問時にはアポイントをとることを求めている		その他		無回答

		全 体		162		20		34		47		24		59		14		0

				100.0		12.3		21.0		29.0		14.8		36.4		8.6		0.0





62

		問28. 現在、先生はMRとどのようにお会いになっていますか(SA)：(A)来訪するMRの社数

				総　数		０社		１～４社		５～９社		１０～１９社		２０～２９社		３０社以上		無回答		加重平均（社）

		全 体		360		23		120		131		59		11		3		13		7.05

				100.0		6.4		33.3		36.4		16.4		3.1		0.8		3.6





63

		問28. 現在、先生はMRとどのようにお会いになっていますか(SA)：(B)1週間あたりのMRとの接触回数

				総　数		１回あるかないか		１～２回程度		３～４回程度		５～９回程度		１０～１９回		２０回以上		無回答		加重平均（回）

		全 体		324		101		100		77		34		9		2		1		2.75

				100.0		31.2		30.9		23.8		10.5		2.8		0.6		0.3





64

		問28. 現在、先生はMRとどのようにお会いになっていますか(SA)：(C)MRとの接触1回につき医薬品情報を提供される時間

				総　数		１分以内		２～３分		４～５分		６～９分		１０～１９分		２０分以上		無回答		加重平均（分）

		全 体		324		10		80		138		48		35		10		3		6.05

				100.0		3.1		24.7		42.6		14.8		10.8		3.1		0.9





65

		問29. 先生が、参加したいと思う学会や企業講演会は、１年に何回くらいありますか(SA)：(A)参加したい国内学会

				総　数		１回		２回		３回		４回		５回		６回		７回以上		なし		無回答		加重平均（回）

		全 体		360		40		62		70		51		46		14		35		27		15		3.35

				100.0		11.1		17.2		19.4		14.2		12.8		3.9		9.7		7.5		4.2





66

		問29. そのうち、実際参加できる学会や企業講演会は何回くらいありますか(SA)：そのうち、実際参加できる国内学会

				総　数		１回		２回		３回		４回		５回		６回		７回以上		なし		無回答		加重平均（回）

		全 体		360		98		88		53		32		14		5		10		38		22		2.18

				100.0		27.2		24.4		14.7		8.9		3.9		1.4		2.8		10.6		6.1





67

		問29. 先生が、参加したいと思う学会や企業講演会は、１年に何回くらいありますか(SA)：(B)参加したい海外学会

				総　数		１回		２回		３回		４回		５回		６回		７回以上		なし		無回答		加重平均（回）

		全 体		360		47		33		13		4		2		1		5		214		41		0.69

				100.0		13.1		9.2		3.6		1.1		0.6		0.3		1.4		59.4		11.4





68

		問29. そのうち、実際参加できる学会や企業講演会は何回くらいありますか(SA)：そのうち、実際参加できる海外学会

				総　数		１回		２回		３回		４回		５回		６回		７回以上		なし		無回答		加重平均（回）

		全 体		360		34		5		3		1		0		1		1		239		76		0.25

				100.0		9.4		1.4		0.8		0.3		0.0		0.3		0.3		66.4		21.1





69

		問29. 先生が、参加したいと思う学会や企業講演会は、１年に何回くらいありますか(SA)：(C)参加したい企業講演会

				総　数		１回		２回		３回		４回		５回		６回		７回以上		なし		無回答		加重平均（回）

		全 体		360		19		36		44		35		36		8		72		84		26		3.39

				100.0		5.3		10.0		12.2		9.7		10.0		2.2		20.0		23.3		7.2





70

		問29. そのうち、実際参加できる学会や企業講演会は何回くらいありますか(SA)：そのうち、実際参加できる企業講演会

				総　数		１回		２回		３回		４回		５回		６回		７回以上		なし		無回答		加重平均（回）

		全 体		360		40		57		47		16		23		4		45		83		45		2.65

				100.0		11.1		15.8		13.1		4.4		6.4		1.1		12.5		23.1		12.5





71

		問29. 先生が、参加したいと思う学会や企業講演会は、１年に何回くらいありますか(SA)：(D)参加したいWeb講演会

				総　数		１回		２回		３回		４回		５回		６回		７回以上		なし		無回答		加重平均（回）

		全 体		360		17		21		33		12		20		5		31		176		45		1.80

				100.0		4.7		5.8		9.2		3.3		5.6		1.4		8.6		48.9		12.5





72

		問29. そのうち、実際参加できる学会や企業講演会は何回くらいありますか(SA)：そのうち、実際参加できるWeb講演会

				総　数		１回		２回		３回		４回		５回		６回		７回以上		なし		無回答		加重平均（回）

		全 体		360		30		34		28		6		9		4		18		165		66		1.39

				100.0		8.3		9.4		7.8		1.7		2.5		1.1		5.0		45.8		18.3





73

		問30. 先生の満年齢をご記入ください(NA)

				総　数		２９歳以下		３０代		４０代		５０代		６０代		７０歳以上		無回答		平　均（歳）

		全 体		360		5		26		45		78		119		87		0		60.51

				100.0		1.4		7.2		12.5		21.7		33.1		24.2		0.0





74

		問31. 性別をお選びください(SA)

				総　数		男性		女性		無回答

		全 体		360		315		44		1

				100.0		87.5		12.2		0.3





75

		問32. 先生の現在のお住まいは以下のどれですか(SA)

				総　数		一戸建て（持ち家）		マンション（持ち家）		一戸建て（賃貸）		マンション・アパート（賃貸）		その他		無回答

		全 体		360		259		40		12		40		8		1

				100.0		71.9		11.1		3.3		11.1		2.2		0.3





76

		問33. 先生は、今後、お住まいの購入についてどのようにお考えですか。該当するもの全てにお答えください(MA)

				総　数		一戸建てを購入したいと思う（買い替え、建て替えも含む）		マンションを購入したいと思う（買い替えも含む）		一戸建てかマンションかは分からないが、住宅の購入意向はある（買い替え、建て替えも含む）		住宅の購入意向はない（賃貸を続けようと思っている）		その他		無回答

		全 体		360		37		29		27		105		113		51

				100.0		10.3		8.1		7.5		29.2		31.4		14.2





77

		問34. 差し支えなければ、先生の年収をお選びください(SA)

				総　数		１０００万円未満		１０００万円～１５００万円未満		１５００万円～２０００万円未満		２０００万円～２５００万円未満		２５００万円～３０００万円未満		３０００万円～４０００万円未満		４０００万円～５０００万円未満		５０００万円以上		無回答		加重平均（万円）

		全 体		360		52		89		70		54		16		19		5		10		45		1,848.41

				100.0		14.4		24.7		19.4		15.0		4.4		5.3		1.4		2.8		12.5





Sheet1

		問35. 以下のうち、先生が日ごろ、ご覧になっている医療情報サイトをお選びください(MA)

				総　数		エムスリー（ＭＲ君）		ケアネット		ＭｅｄＰｅｅｒ		ＭＴ　Ｐｒｏ		その他		無回答

		全 体		360		220		93		51		46		60		68

				100.0		61.1		25.8		14.2		12.8		16.7		18.9
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読者プロフィール調査 / 日ごろの情報収集活動 

※「MRの訪問規制を設けている」ベース 

●来訪MRの社数（SA） 

※「来訪するMRが1社以上」ベース ※「来訪するMRが1社以上」ベース 

設けている 

45% 
設けていない 

53% 

無回答 

2% 

●MRの訪問規制（SA） ●訪問規制の形態（MA） 

0社 

6% 

1～4社 

34% 

5～9社 

37% 

10～19社 

16% 

20～29社 

3% 

無回答 

4% 

●1週間あたりの 
 MRとの接触回数（SA） 

1回あるか 

ないか 

31% 

1～2回程度 

31% 

3～4回程度 

24% 

5～9回程度 

11% 

10～19回 

3% 

●MRとの接触1回につき 
 医薬品情報を提供される時間（SA） 

1分以内 

3% 

2～3分 

25% 

4～5分 

43% 

6～9分 

15% 

10～19分 

11% 

20分以上 

3% 

平均社数
7.1社 

平均回数 
2.8回/週 

約半数が 
設けている 0.0 

8.6 

12.3 

14.8 

21.0 

29.0 

36.4 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

無回答 

その他 

特定の日にちのみ訪問を認めている 

医師とＭＲが面談するスペースを設けている 

特定の曜日のみ訪問を認めている 

毎日、時間を限定して訪問を認めている 

訪問時にはアポイントをとることを求めている 

（%） 

36.4%が 
アポイント制を 

採用 

平均時間 
6.1分/回 
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広告のお申込・お問合せ 
日経ＢＰ社 クライアントマーケティング3部                                                        
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