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はじめに
　近年，国民医療費の高騰と保険財政崩壊の危機か
ら，薬価が低いジェネリック医薬品の使用が厚生労働
省を中心に政府によって推奨されています。平成26年
度の診療報酬改定ではDPC病院においても，一定以上
のジェネリック医薬品使用率を維持することが，DPC
係数を介して，入院料に影響を与えることになりまし
た。ジェネリック医薬品は，それらの本質を理解し，
メリットとデメリットを考え，医療者だけではなく患

者さんの立場も考慮して採用を選択することが重要で
す。そこで，まずジェネリック医薬品の概要と意義に
ついて説明したいと思います。薬価が低いということ
は最大のメリットですが，医療安全や患者への利便性
において先発品より優れている医薬品もあり，本書
「医療安全のためのジェネリック医薬品ガイド」では特
にその観点から解説がなされていることが特徴です。

ジェネリック医薬品とは
　先発医薬品には，予期せぬ副作用発現や既存薬の効
果に劣った結果など，不確定要素が多くあるため，そ
の開発には莫大な予算と時間が必要です。そのため，
開発者の知的財産権を守るため，特許が認められてい
ます。医薬品の特許には，新しい化学構造の物質が医
薬品に使用できることの発見に対する物質特許，既存
の医薬品の新しい製造方法発見に対する製法特許，錠
剤からカプセル剤など既存の医薬品を新しい製剤に
よって処方すると有効であることを発見した場合に与
えられる製剤特許，既存医薬品の新しい効能や効果の
発見に対する用途特許の4種類が存在します。ジェネ
リック医薬品は，最初の物質特許が切れている状態で
開発可能であり，薬の有効成分本体は同じです。物質
特許に対する開発予算が最も高額であるため，ジェネ

リック医薬品は安価になるわけです。しかし，まった
く全てが同じ薬というわけではなく，もし，製剤特許
が切れていなければ，同じような添加物を加えること
や同じ剤形を用いることができません。薬の溶け出す
速度が変化したり，有効成分が分解されやすくなった
りするため，薬の効果や副作用発現率が変動する可能
性が有ります。したがって，ジェネリック医薬品の開
発にあたっては，先発医薬品と同様に体内で溶けるか
（溶出試験），先発医薬品と同速度かつ同量の有効成分
が体内に吸収されるか（生物学的同等性試験）など様々
な試験が行われており，効果が同等であることが証明
されたものだけが，厚生労働大臣によってジェネリッ
ク医薬品として承認されるわけです。

ジェネリック医薬品のメリット
　先発医薬品と比較して，薬価が2割～6割程度低く設 定されているため，薬代の患者負担を減らすことが可

1
医療安全のために医療従事者ができること
医師の視点から
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横浜市立大学附属病院の取り組み
　公立大学法人横浜市立大学附属病院（以下，当院）
では，2002年頃からGEの導入を本格的に開始した。
その契機となったのは，当時の運営母体である横浜市

の財政状況が悪化したことにより，病院の経営状況が
市議会でクローズアップされたことによるものと記憶
している。当初，事務方中心の議論で価格差が大きい

はじめに　医療資源の有効活用に向けた取り組み
　国民皆保険制度はわが国が世界に誇る公的医療保険
制度であるが，一方で急激な少子高齢化や高度医療の
進展などにより国民医療費は増加の一途をたどってい
る。政府は2013年8月に“「国民の健康寿命が延伸する
社会」に向けた予防・健康管理に関する取組の推進”
として，次の3項目を掲げている。
　・高齢者への介護予防等の推進
　・現役世代からの健康づくり対策の推進
　・医療資源の有効活用に向けた取組の推進
　これらの取り組みを推進することで5兆円規模の医

療費・介護費の効果額を目標としているが，そのうち
医療資源の有効活用に向けた取り組みとして，ジェネ
リック医薬品（以下GE）の使用促進が掲げられてお
り，約1.0兆円の医療費削減を目論んでいる。
　GEの使用促進については，2013年4月に「後発医薬
品のさらなる使用促進のためのロードマップ」が厚生
労働省より発出されている。これは2012年度末の数量
シェア約40％を5年後の2017年度末には60％にまで引
き上げるというものである。
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1 ジェネリック医薬品導入の考え方
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第1章　ジェネリック医薬品採用のポリシー

図1　当院での医薬品採用ロジック

新薬を積極的に
使用

薬価が高い

医薬品費が不足GEに切り替え

医薬品費の削
減・抑制
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一包化調剤されている場合でも識別しやすい。他の製
薬会社からも商品名が印字された製品がいくつか販売
されているが，「アトルバスタチン」とフルネームで印
字されており，限られたスペースでは文字数が多く若
干識別しづらい。一方，本製品はスタチン系薬剤に共
通する「スタチン」の部分は省き「アトルバ」のみ印
字されているため，文字が大きく識別しやすいといっ
た特徴がある。脂質異常症治療中の患者は食事・運動
療法に加え，服薬を継続しなければならない。そのた

め，GEに切り替えることで患者の自己負担軽減にも
つながる。

【コストシミュレーション】
　アトルバスタチン５mg～40mg/日　30日間服用し
た場合で試算
先発品：56.5～431.6円×30日＝1,695～12,948円（A）
GE品：31.6～243.6円×30日＝948～7,308円（B）
差額：（A）－（B）＝747～5,640円

バラシクロビル錠500mg「オーハラ」
＜一般名/会社名＞バラシクロビル塩酸塩/大原薬品

　バラシクロビル塩酸塩（VACV）はアシクロビル
（ACV）の経口吸収性を改善したプロドラッグで，
1987年に米国バローズウエルカム社（現グラクソ・ス
ミスクライン）において開発された抗ウイルス薬であ
る。VACVは単純ヘルペスウイルスおよび水痘・帯状
疱疹ウイルスに対し強力な抗ウイルス作用を示し，経
口投与後速やかに消化管より吸収された後，活性代謝
物であるACVに加水分解される。アシクロビル経口
剤に比べて高いバイオアベイラビリティを有し，少な
い投与回数で単純疱疹，帯状疱疹および水痘の治療が
可能である。日本ではグラクソ・スミスクラインから
バルトレックス®という商品名で2000年7月に帯状疱
疹を適応症として承認された。その後2002年9月に単
純疱疹の効能追加，2006年9月に性器ヘルペスの再発
抑制の効能追加が承認されている。
　バラシクロビル錠500mg「オーハラ」は，PTPシー
トがピッチ印刷であるため，1錠単位で切って服用
カートなどにセットした場合でも「バラシクロビル」

との記載が読み取れ，何の薬なのか容易にわかる。ま
た，「抗ウイルス化学療法剤」という記載があるため，
服用目的が容易にわかるといった特徴がある。
　本製品の錠剤は，バラシクロビル錠のGEとして唯
一パッドスタンプ印字方式を採用しており，レーザー
印字よりも字体が太くコントラストも高いので，識別
性が非常に高いという特徴がある。また本剤は単純疱
疹などの治療を考慮した5錠シートであることも特徴
である。

【コストシミュレーション】
バラシクロビル塩酸塩
　帯状疱疹の治療目的として3000mg/日　7日間服用
した場合で試算
先発品：436円×6×７日＝18,312円（A）
GE品：242.2円×6×7日＝10,172.4円（B）
差額：（A）－（B）＝8,139.6円
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2．評価に基づく選択事例

フロセミド錠10mg「NP」
＜一般名/会社名＞フロセミド/ニプロ

　フロセミドは，1962年にドイツのヘキスト社（現サ
ノフィ社）で開発されたループ利尿薬で，わが国では
ラシックス®として1965年に40mg錠と20mg注，1981

年に20mg錠と100mg注，1988年に細粒が販売開始と
なっている。血管拡張作用やカリウムの排泄はチアジ
ド系利尿薬より少ないといった特徴を有する薬剤であ
る。また，利尿作用は用量依存的とされていることか
ら薬用量の幅が広く，少量から投与することも多い。
　フロセミド錠10mg「NP」はラシックス®錠のGEと
して2006年7月に20mg錠，40mg錠とともに発売と
なった。先発品の20mg錠を半割する手間が省くこと
が可能となり，多くの医療従事者から支持されている
製品である。
　GEの10mg錠が発売された後の2011年に，先発品の
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表1　先発品にない規格を発売しているGEの例

製品名（会社名） 写　真 先発品（会社名） 備　考

イトラコナゾール錠200
「MEEK」

（Meiji Seikaファルマ）

イトリゾール®カプセル50
（ヤンセンファーマ）

・ 1回200mg内服する場合，
1回量が1錠になり，服用性
に優れた製品

プランルカスト錠225
（エルメットエーザイほか）

オノン®カプセル112.5mg
（小野薬品工業）

・ 1回の服用量が1錠になり，
服用性に優れた製品

クエチアピン錠12.5mg
「アメル」

（共和薬品工業）

セロクエル®錠
（アステラス）

25mg，100mg，200mg
の3規格

・ 25mg錠は割線がないため，
半割調剤が難しい
・ 錠剤に「Queアメル」の印
字あり

ドパコール®配合錠L50
（日医工）

メネシット®配合錠（MSD）
ネオドパストン®配合錠

（第一三共）
L100，L250の2規格

・先発品の半量製剤
・ 日本神経学会をはじめ，複
数の患者団体からも要望が
あった製剤
・ 割線もあるため，さらに分
割可

ハロペリドール錠2mg
「アメル」

（共和薬品工業）

セレネース®錠
（大日本住友）

0.75mg，1mg，1.5mg，3mg
の4規格

・先発品にはない，2mg製剤
・用量調節がしやすくなる

フロセミド錠10mg「NP」
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冷所保存から室温保存

ラタノプロスト点眼液0.005％「TYK」
＜一般名/会社名＞ラタノプロスト/テバ製薬

　ラタノプロスト（先発品：キサラタン®）は，わが
国において1999年にプロスタグランジン（PG）F2α
誘導体緑内障・高眼圧症治療薬として発売された。血
圧，脈拍数への影響を減らし，PGF2αの有する著明な
眼圧効果作用を保持したまま，結膜充血などの副作用
を軽減し，1日1回の点眼で眼圧を良好にコントロール
する薬剤である。
　GEは20社以上から発売されているが，保存方法と
添加剤が各社異なっている。先発品と同様に冷所保存
（2～8℃）のGEもあるが，ラタノプロスト点眼液
0.005％「TYK」は先発品の添加剤を変更して，室温保
存（1～30℃）を可能にした製剤である。先発品に含ま
れる防腐剤のベンザルコニウム塩化物はアレルギー
や，長期間使用による角膜上皮障害が臨床上問題視さ
れている。先発品はベンザルコニウム塩化物を主成分
（0.005％）より濃い濃度（0.02％）を含んでいるのに対
し，本剤が含有しているのはその半量である。また，
ポリソルベート80を添加することで温度に対する安定
性を高めており，保存が簡便であり，有用性が高い製
品である（表4）。
　また，GEのなかにはマルチドース点眼容器（preservative‒
free点眼容器：PFデラミ容器®図6）を使ったPF点眼

液の開発などが行われており，ベンザルコニウム塩化
物フリーの製品もある。PF点眼液は，孔径0.22μmの
メンブランフィルターで外部から微生物の侵入を防
ぎ，容器内部の薬剤の無菌状態を保つよう設計された
点眼容器に薬剤が充填されており，室温保存が可能で
ある。薬液が滴下するまでに少し時間がかかるが，防
腐剤フリーで角膜上皮障害を軽減することが期待さ
れ，アレルギーを有する患者にも使用できるメリット
は非常に大きいといえる。

ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」
口腔内崩壊錠で一包化も可能，ピッチ印刷で識別性もよい

ラタノプロスト点眼液0.005％「TYK」
室温保存可能で，防腐剤の含量が少ない
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して一包化調剤の機器に充てんすることとなるが，そ
の作業は手間がかかるだけでなく，シートのアルミと
錠剤が擦れた部分が黒くなったり，アルミ片が混入す
るリスクもあり，望ましいことではない。こうした小
包装バラ錠の存在は調剤業務の支援につながっている
といえるだろう。

3．他製品との外観類似を回避
　センノシド錠12mg「サワイ」（写真2左）は，アン
トラキノン系の刺激性緩下剤で便秘症に用いられてお

り，ピンク色の錠剤は同効薬で代表的な一般用医薬品
を連想させる。わが国では白やうすい黄色の錠剤が多
いなか，ピンク色の本剤は非常に特徴的で，患者への
説明や服薬状況の聞き取り時に確認がしやすい。しか
し，使用頻度は低いものの，鎮咳剤として用いられる
フスタゾール錠（写真2右）とPTPシートの外観が酷
似しており，注意が必要であった。
　かねてよりメーカーにはパッケージ変更の改善依頼
を行っていたが，2012年にセンノサイド錠と製品名を
一般名に変更するとともにパッケージも大きく改善さ
れ，PTPシートの外観類似のリスクは回避されている
（写真3）。

注射剤の改良事例
　次に注射剤の例を挙げる。急性期病院では抗生物質
の使用頻度が非常に多いが，一部のアミノグリコシド
系を除いてバイアル製剤が主流となっている。しか
し，バイアルキャップを製造するメーカーが限られる
という理由から，その形状や色での識別には限界があ
る。加えて，抗生物質は成分名（一般名）が似ている
ことも多く，名称類似という面も考慮して導入を進め
ていく必要がある。そこで，われわれが特に注目して
いるのはラベルの印字である。

1．現場に重要な情報を目立つよう改良
　写真4は同一メーカーが販売する抗生物質である
が，バイアル形状，バイアルキャップの色，ラベルデ

ザインに至るまで外観が非常によく似ている。また，
文字が小さく両者の識別性は非常に悪かった。特に問
題なのは，ラベルに印刷されているメーカーのロゴ
マークが非常に大きく強調されている点である。メー
カーのブランド戦略は理解できるが，医療上では必要
のない情報であり，これにより本来強調すべき製品名
称や保管方法などが小さく表示されることになるなら
ば本末転倒である。
　こうしたユーザー側の指摘に対して，メーカーでは
パッケージの改良を行い，現在では写真5のように改
善されている。バイアル瓶そのものの変更はないもの
の，この改良により両者の識別性は格段に向上した。

写真2　センノサイド錠12mg「サワイ」（左）とフスタ
ゾール錠」（右）
いずれも銀色のPTPシートにピンク色の錠剤で，外観が酷
似している

写真3　製品名とともに改良されたセンノシド錠12mg
「サワイ」
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はじめに
　これまで本書ではジェネリック医薬品（以下GE）の
持つメリットをさまざまな側面から活用し，導入を
図っている実例を述べてきた。特に医療安全や業務効
率化の視点では非常に有用な製品もあり，今後も積極

的に使用促進を行っていきたいと考えている。さて，
第1章では当院のGE使用率が80％を超えていることを
お示ししたが，残りの20％について本項でその理由な
どを解説したい。

適応の不一致
　適応の不一致は切り替えない要因の一つではある
が，先発医薬品（以下先発品）のみが有する効能・効
果および用法・用量がきわめてまれな疾患であった
り，特殊な投与方法である場合や，入院患者では使用
しないような場合は，積極的にGEへの切り替えを
行っている。また，一度GEに切り替えた後でも，公
知申請により先発品のみ適応が拡大し，GEは承認取

得が遅れるケースがある。
　公知申請で適応のズレが生じた場合，必要に応じて
先発品とGEを並行採用したうえで，先発品について
は当該適応症のみに使用を限定するようにしているが，
例外的にGEをそのまま使用継続する場合もある（表１）。
　例えば，抗生物質などで1日最大投与量が海外での
承認基準量に合わせて増える場合があるが，既採用の

2 ジェネリック医薬品に切り替えないという
選択

KOIKE Hirofumi　小池　博文
横浜市立大学附属病院薬剤部

第5章　ジェネリック医薬品企業に求めること

表1　先発品と効能効果，用法用量が異なる場合の対応事例（当院）

GE名 先発品名 先発品のみの効能・効果，用法・用量 当院の対応 備考

アルガトロバン注射
液10mg

ノバスタンHI注
10mg/2mL

ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）Ⅱ
型における血栓症の発症抑制など

先発品と並行採用 先発品は当該適応症に限って
使用可

オロパタジン塩酸塩
錠OD 5mg

アレロック錠5mg 小児：アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮
膚疾患

GEに切り替え 入院患者には当該適応で使用
しない

スルバシリン静注用
1.5g

ユナシン‒S静注用
1.5g

1日12g（1回3g，1日4回）までの
増量投与

GEに切り替え 当該用法・用量での使用実績
があり，これまで査定の対象
となっていないため

モサプリドクエン酸
塩錠5mg

ガスモチン錠5mg 経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X
線造影検査前処置の補助

GEに切り替え 併用対象となる腸管洗浄剤を
採用していないため

パロキセチンOD錠
10mg

パキシル錠10mg 社会不安障害，外傷後ストレス障害 GEに切り替え 入院患者には当該適応で使用
しない

メロペネム点滴静注
用0.5g

メロペン点滴用バイ
アル0.5g

発熱性好中球減少症，化膿性髄膜炎に
おける成人1日6g（1回2g，1日3回）
までの増量投与

先発品と並行採用 先発品は当該適応および用法
用量に限って使用可


