
１．緒言 

現在、医療費抑制の国策として、処方箋への一般名

処方とジェネリック医薬品(以下、ジェネリック)への

代替が推進され、保険薬局においてジェネリックの調

剤率は急速に高くなっている。しかし場合によっては、

ジェネリックに替えたことによりアドヒアランスに

影響を及ぼす可能性もあり､ジェネリックの選択は調

剤において重要な課題と言える。大田区薬剤師会では

ジェネリック医薬品の選択基準､及びその使用実態に

関しアンケート調査を実施した。 
 

２．調査方法 

 2014 年 12 月、大田区薬剤師会全会員 160 薬局に対

しアンケート調査を依頼した。アンケート項目は以下

の通りである。 
・ジェネリック採用時の選択基準 
・ジェネリック使用を積極的には行っていない薬品群 
・患者の希望によりジェネリックから先発品に戻った 
 例 
・先発品アリセプトへの｢レビー小体型認知症｣適用追

加後のドネペジルジェネリックの使用について 
 (ジェネリックへは適用追加無し) 
 

３．調査結果 

 調査依頼をかけた全 160 薬局中 86 薬局から回答を 
得た。 
１）ジェネリック採用時の選択基準 

優先度の高い順に 5 つ選択してもらい 1 位を 5 点､

2位を 4点､･･･5位を 1点としてその合計を集計した。

結果を図１に示す。｢供給が安定｣が他の項目を圧倒的

に押さえて 1 位(309 点)となった。｢値引率｣は予想に

反し下位(10 位 50 点)であった。     
２）ジェネリックを積極的には使用していない薬品群 

該当するものを全て選択してもらい､薬局数で集計

した。結果を図２に示す。上位は皮膚科領域の外用剤､

免疫抑制剤､抗てんかん薬､抗うつ剤の精神科領域の

薬品群であった。 

３）患者の希望により先発に戻った理由 
提示された医薬品の総数を母数とし､代表的な｢理

由｣について各々の薬品群の割合を図３に示す。｢先発

に比べ効果が弱い｣が約半数(45%)を占めた。降圧剤の

中ではオーソライズドジェネリックで効果が弱く先

発に戻ったケースも報告されている。先発に戻った 2
番目に多い理由として｢使用感が悪い｣で 23%となっ

た(外用剤)。 
４）先発品アリセプトへの「レビー小体型認知症」適

用追加後のドネペジルのジェネリック使用について 
現時点ではドネペジルのジェネリックには｢レビー

小体型認知症｣の適用は無い事を前提に､アンケート

調査を行った。結果を図４に示す。回答いただいた薬

局の 7 割以上でジェネリックを使用しているものの､

その中の半数以上（全体での 45%）は､適用追加前か

らジェネリックを調剤している患者のみ継続使用と

しており、新規の患者にはジェネリックへの代替は行

っていない。 
 
結果を総括する 
・ジェネリックの採用に関しては、安定供給が第一優

先であった。 
・皮膚科領域の外用剤､TDM を用いる薬品群ではジェ

ネリックの使用は積極的には行われていない。 
・ジェネリックから先発に戻るケースとしては､患者

本人が薬の効果を実感できる薬品群が多かった。 
・適用追加後､アリセプトの新規代替は遅滞している。 
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図１ 優先されるジェネリック採用時の選択基準 

 
 

図２ ジェネリックを積極的には使用していない薬品群 

 
図３ 患者の希望により先発に戻った理由 

 
 

309 
135 
135 
133 

92 
86 
83 

66 
63 

50 

0 50 100 150 200 250 300 350

供給が安定 
先発と同じ規格・包装 
先発と似たデザイン 

十分な情報提供 
添加剤が先発と同じ 

薬価が安い 
薬物動態曲線 

付加価値 
判別しやすいデザイン 

値引き率 

優先度の高い順に５つ選択。 
1位を5点、2位を4点･･･5位を1点
としてその合計を集計 

33 

33 

28 

26 

26 

20 

17 

13 

13 

12 

12 

5 

0 5 10 15 20 25 30 35

皮膚科領域の外用剤 

免疫抑制剤 

抗てんかん薬 

抗うつ剤 

抗精神病薬 

抗不安薬・睡眠剤 

点眼薬 

皮膚科領域以外の外用剤 

抗血栓・抗血小板薬 

抗不整脈薬 

抗リウマチ薬 

血糖降下薬 

該当するものを全て選択 

薬局数で集計 

 
抗不安薬 
・睡眠剤 

15% 

鎮痛剤 
12% 

降圧剤 
5% 

その他 
12% 

貼付剤 
18% 

塗布剤 
5% 

先発で出なかった 
副作用 
13% 

先発と異なる味 
7% 

錠剤が大きい 
3% 

錠剤が小さい 
1% 

その他 
9% 

効果が薄い 

45% 

 

使用感が悪い 

23% 



図４ アリセプトの｢レビー小体型認知症｣適用追加後のジェネリック使用 
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４．考察 

１) ジェネリック採用時の選択基準について 

１位は他を大きく引き離し「供給が安定」となった。

一部のジェネリックメーカーでは、「生産が需要に追

い付かず欠品する」、「原末が供給されずに生産が中止

される」、「溶出試験が基準を満たさず全ロット回収と

なり以降の供給が滞る」といった先発品では通常見ら

れない事態がしばし発生する。そのため多くの薬局は

ジェネリックの価格･値引率よりも安定供給される事

を最優先としていると考えられる。その他に「先発と

同じ規格包装がそろっている｣、「十分な情報提供行わ

れる」が上位に入り､大手メーカー志向が強いことが

見てとれる。オーソライズドジェネリックは以上の基

準に加え､「先発と似たデザイン｣、「添加剤が先発と

同じ」、「先発と似た薬物動態曲線」などの基準も満た

し､多くの薬局で採用されていると考えられる。 
「先発と似た薬物動態曲線」は上位にはならなかっ

た。先発品との生物学的同等性試験により承認条件で

ある AUC､Cmax の同等性が確認され､効果の同等性

が担保されているため重要視されていないと考えら

れる。しかしジェネリックによっては薬物動態曲線が

先発と大きく異なることがあり軽視はできないと考

える。（図５）成分自体の特許が切れても製剤方法の

特許は残っていることがあり、腸溶錠・ＣＲ錠など特

殊な製法で作られた製剤は特に注意すべきであろう。

患者にとって重要であろう「薬価が安い」「OD 化や苦

みのマスキングなどの付加価値」は上位には入らず薬

局サイドの条件が優先される結果となった。一方、「値

引率」は予想に大きく反し下位となった。 
２) ジェネリック使用を積極的には行っていない薬

品群 

最上位は､「皮膚科領域の外用剤」と「免疫抑制剤」､

それに続き「抗てんかん薬」､以降「抗うつ剤」、「抗

精神病薬」、「抗不安薬・睡眠剤」などの精神科領域の

医薬品､「点眼剤」、「皮膚科領域以外の外用剤」とな

った。外用剤・点眼剤に関しては代替不可になること

が多いことに加え､添加剤の違いが効能の違いや副作

用につながる事がある。また外用剤に関しては使用感

の違いにより患者の希望で先発に戻るケースが多い

ことが理由と考えられる。特に「皮膚科領域の外用剤」

が最上位となったのは､薬剤師会研修会の質疑応答に

おいて皮膚科医より「内服はかまわないが外用剤に関

してはジェネリックの使用は慎重に」と発言がありそ

の影響もあると考えられる。また｢免疫抑制剤｣や｢抗

てんかん薬｣は用量設定に TDM を用いることが多い



 

こと、また精神科領域の薬品群に関しては患者が名称

の違いや外観の違いに神経質になること､患者が効果

に不満を持ち先発に戻ることが多いことが理由と考

えられる。 
３）患者の希望によりジェネリックから先発品に戻っ

た例 
「効果が弱い」が 45%、その内訳は抗不安薬・睡眠

剤が 15%､鎮痛剤が 12%､降圧剤が 5%となった。いず

れも患者本人が薬の効果を実感できる薬品群である。

降圧剤ではオーソライズドジェネリックでも効果が

弱く先発に戻ったケースが複数報告された。ジェネリ

ックの同等性に疑問を持つ患者においては、マイナス

のプラセボ効果が働いたと考えられる。「使用感が悪

い」ことで先発に戻った外用剤の内訳は貼付剤で「は

がれやすい」、「剥がしにくい」、「保存袋にチャックが

ない」など､塗布剤で「伸びが悪い」、「べたつく」な

どが理由に挙げられた。その他として､薬疹など「先

発で出なかった副作用」が 13%、OD 錠やドライシロ

ップなどでの「先発と異なる味」が 7%、先発と比較

して「錠剤が大きい」が 3%、「錠剤が小さい」が 1%
となった。 
４）先発品アリセプトへの｢レビー小体型認知症｣適用

追加後のドネペジルジェネリックの使用について 

「適用追加前からジェネリックの使用の患者のみ」

が 45%となった。認知症の病名特定が患者本人や家族

からは困難であることから､ほとんどの場合確認は処

方医からとることになる。「病名を確認して使用」は

13%であり、処方医に確認してまでジェネリックを使 
 
 
 
 

用する事に対し、負担と感じる薬局が多いと推測され 
る。 
「代替不可でなければ病名確認無しで使用」は 14%

であり、ジェネリックの使用率は適用追加前 84%に対

し適用追加後、新規患者へは 27%と大きく低下した。

適用症の違いはジェネリック使用の｢足かせ｣の一要

因であると考えられる。 
 

５．まとめ 

今回の調査では､多くの薬局がジェネリック採用の

最大ファクターに｢安定供給｣を挙げている。またジェ

ネリックに対し｢安かろう悪かろう｣のイメージを持

つ患者が少なからずいることもわかった。今後ジェネ

リックメーカーは十分な在庫の確保とジェネリック

のマイナスイメージを払拭できる高い宣伝力を持つ

メーカーに集約されていくと考えられる。 
一方、適用症の違いがジェネリック使用に大きな影

響があることが浮き彫りとなった。まもなくプラビッ

クスのジェネリックが発売になるが適用症は大きく

異なり､ジェネリックの使用は適用が同じになるまで

は遅滞することが予想される。ジェネリック使用を推

進するためには薬局と処方医の間で､ジェネリックに

ない適応症で処方する場合は代替不可とする･備考欄

に病名を記入するなど､病名特定の確認のコミュニケ

ーションをとる必要があると思われる。そのためにも

日頃より問題提議できる関係を双方の間で築いてお

く事は不可欠である。 

図５ オレンジブックＨＰより 


