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後発品を推進せざるを得なくなりました 

 後発品＝ジェネリック。あまり好きではありませんが、命令により、推進せざるを得ないです。 
昨年までの国の目標は「後発品比率７０％」でしたが、本年度から「８０％」（数量比率）。 

 平成２７年度の市場実態は５６．２％
が、右のグラフの示すところ。 
 これを、２年後に８０％にするという
ことですが、８０％という数字は、すさ
まじい数字ですね。 
 後発品メーカー側も、供給体制（製
造ライン確保と流通在庫ストック）が
追い付くのかという、基本的な問題に
不安を感じており、見送るように申し
入れたという噂が出てました。 
 とにかく、日本国全部で 

「数量ベース」 
という縛りに従わざるを得なくなったと
ころです。（当院現状40～45％） 
 まずは市場実態比率60％程度に向
かわざるを得ないですね。 
  
 しかし、数量ベースというのは奇妙
で、数量が出てる後発品というのは、
1錠１０円とか、６．４円などの安い商
品をたくさん変えることに血道を上げ
るような話ですけどね。 

後発品推進って巨大医薬品会社（メガファーマ）育成のため？ 

 公式には、「ジェネリック＝医療費削減」と言ってますよね。ウソだと思います。私見ですけど。 
 「数量ベース」とは、つまり、薬価の安くてたくさん出ているクスリを、たくさん変えなさい、とい
うこと。当然、処方の書き換え対象患者も多くなり、「スゴく取り組んでる」感じになります。 
 さて、その一方で、最近の新薬の薬価を見てください。１錠８万、１本５０万など、超高額。しか
も「分子標的剤」など、ジェネリックメーカーが製造できない高度技術。 
 結局、どの大病院でも、10年前と比較して、医薬品購入費は２倍程度になってます。ベット数
は増えてない中、ジェネリック推進なのに、医薬品費が増える…理由は簡単、ジェネリックによ
る削減額を遥かに上回る高額な薬剤が増えたからです。薬価は国が付けてますけどね… 
 実は、国には目標があります。2007年の「新医薬品産業ビジョン」に書いてありますが、「世界
市場で一定の地位を獲得する総合的な新薬開発企業…今後の世界の医薬品市場をリードす
る…グローバルメガファーマの一角を少なくとも1～2社を目指す」 のだそうで…。 
 日本の医薬品市場規模は、既に「世界２位」です。人口は少ないのに。で、産業育成するため
に必要なこと：医薬品費は増やし、新薬開発力のあるメーカーにカネを集中させること、でしょ。 
 ジェネリックで医薬品費削減に取り組んでるポーズをしつつ、現実・実際には、医薬品薬価が
超絶高くなり、ついに、「薬が高すぎて国を亡ぼす」という話まで。（7.13ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟ現代）。 
 国が関与しすぎなんだよ。共産・社会主義国家みたい。 
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ボルタレンなど（経口剤、坐剤、注腸軟膏剤） 

ジクロフェナクナトリウム 

１１４ 解熱鎮痛消炎剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」追記 

「消化管の狭窄・閉塞（消化管の潰瘍に伴い、狭窄・閉塞があらわれることがある）」 

ベピオゲル 

過酸化ベンゾイル 

２６９ その他の外皮用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的
注意］一部改訂 

「本剤の使用中に皮膚剥脱（鱗屑・落屑）、紅斑、刺激感、腫脹等があらわれることがある。
紅斑や腫脹が顔面全体や頚部にまで及ぶ症例も報告されているので、観察を十分に行
い、異常が認められた場合には本剤の使用を中止するなど適切な処置を行うこと。」 

エリキュース錠 

アピキサバン 

３３３ 血液凝固阻止剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「肝機能障害： 

AST（GOT）、ALT（GPT）の上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがあるので、観察
を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

イムセラ、ジレニアカプセル 

フィンゴリモド塩酸塩 

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品 

改訂箇所 改訂内容 

［効能・効果に
関連する使用
上の注意］ 
一部改訂 
 
［その他の注
意］ 追記 

「進行型多発性硬化症に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。一次性進
行型多発性硬化症患者を対象とした海外のプラセボ対照臨床試験において、身体的障
害の進行抑制効果は示されなかったとの報告がある。」 

「一次性進行型多発性硬化症患者を対象とした海外のプラセボ対照無作為化二重盲検
並行群間比較試験において、本剤0.5mg又はプラセボを１日１回36 ヵ月間（最長５年間）
経口投与した結果、本剤 0.5mg 群における EDSS、9-Hole Peg Test（上肢運動機能の評
価指標）及びTimed 25-foot Walk Test（下肢運動機能の評価指標）を用いた複合的評価
指標に基づく３ヵ月持続する障害進行が発現するまでの時間は、プラセボ群と比較して
統計学的な有意差は認められなかった（ハザード比：0.95、95%信頼区間0.80～1.12）。」 

ギリアデル脳内留置用剤 

カルムスチン 

４２１ アルキル化剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的
注意］ 追記 

「本剤留置部位に気体の貯留が認められることがあり、神経症状を発現した例も報告さ
れている。本剤留置後は、片麻痺、失語症、意識障害等の神経症状の観察を十分に行
い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。」 
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ヴィキラックス配合錠 

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル 

６２５ 抗ウイルス剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注
意］ 追記 
 
 
［副作用］の「重大
な副作用」追記 

「本剤投与前及び投与開始後は定期的に腎機能検査（血清クレアチニン、BUN等）を
行うこと。特に、腎機能が低下している患者、Ca拮抗剤を併用している患者では、急
激に腎機能が悪化することがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合
には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 

「急性腎不全： 

急性腎不全があらわれることがあるので、定期的に腎機能検査を行うなど観察を十
分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 

ソバルディ錠 

ソホスブビル 

６２５ 抗ウイルス剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「高血圧： 

高血圧があらわれることがあり、収縮期血圧180mmHg以上又は拡張期血圧110mmHg以
上に至った例も報告されているので、投与中は血圧の推移等に十分注意すること。異常
が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。」 

「脳血管障害： 

脳梗塞、脳出血等の脳血管障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常
が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。」 

コペガス錠、レベトールカプセル 

リバビリン 

６２５ 抗ウイルス剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

〈ソホスブビルとの併用の場合〉 

「高血圧： 

高血圧があらわれることがあり、収縮期血圧180mmHg以上又は拡張期血圧110mmHg以
上に至った例も報告されているので、投与中は血圧の推移等に十分注意すること。異常
が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。」 

「脳血管障害： 

脳梗塞、脳出血等の脳血管障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常
が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。」 

ハーボニー配合錠 

 レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル 

６２５ 抗ウイルス剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
新設 

「高血圧： 

高血圧があらわれることがあり、収縮期血圧180mmHg以上又は拡張期血圧110mmHg以
上に至った例も報告されているので、投与中は血圧の推移等に十分注意すること。異常
が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。」 

「脳血管障害： 

脳梗塞、脳出血等の脳血管障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常
が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。」 
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1.医薬品リスク管理計画書（RMP）の概要について 

１．はじめに  
 医薬品リスク管理計画は，平成25年４月より導入された制度です。このたび，医療現場に
おける医薬品リスク管理計画書（以下「RMP」という。）の利活用を推進するための一助として，
平成28年３月31日付けで「医薬品リスク管理計画書の概要の作成及び公表について」を発
出いたしました。 本稿では，リスクコミュニケーションツールとしてのRMPの認知度・活用度
の現状に触れた後，RMPの概要の作成の取り組みについてご紹介いたします。 

２．RMPの認知度と活用  
  独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）のWEBサイトには平成28
年６月１日現在，200を超えるRMPが公開され，医療現場におけるRMPの利活用が期待され
ています。その一方で，医療現場でのRMPの認知度及び理解度は決して高いとは言えない
状況です。平成26，27年度に実施された「医療機関・薬局における医薬品安全性情報の入
手・伝達・活用状況に関する調査」（医薬品・医療機器等安全性情報No. 325），本号によると，
RMPについて，「内容をよく理解している」「内容をある程度理解している」と回答した病院は
それぞれ，4.7％，17.5％，薬局はそれぞれ1.9％，11.8％であり，高い値とは言えない状況で
した。 
 また，RMPについて，「内容をよく理解している」「内容をある程度理解している」と回答した
医療機関でも，活用している割合は３割程度とあまり高いとは言えない状況でした。 
 このような状況を踏まえ，医療現場におけるRMPの利活用向上という目標に向け，RMPを
より使いやすいものとするため，RMPの概要を作成・公表することとしました。 

３．RMPの概要 
（１）通知の概要 
 通知の中では，①RMPの概要の様式（様式１），②RMPの概要の提出方法，③施行
日（平成28年５月９日）の３つを定めています。 
（２）RMPの概要の様式 
 RMPの概要を作成する目的は，品目によっては数十ページの大部に及ぶこともある
RMPの利活用を推進することであり，その一助として，RMPの各検討事項及び活動の
名称を１ページに集約しました。 
 公表されているRMPは以下の５つの大項目からなります。 
  １．安全性検討事項及び有効性に関する検討事項 
  ２．医薬品安全性監視計画の概要 
  ３．有効性に関する調査・試験の計画の概要 
  ４．リスク最小化計画の概要 

  ５．医薬品安全性監視計画，有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化
計画の一覧 
 RMPの概要では，このうち１〜４の各検討事項および活動の名称とそれに対応する
ページを１ページにまとめています。また，各検討事項及び活動にリンク機能を付与
し，電子端末では当該箇所をクリックすることでRMPの本文にジャンプ出来るような
仕組みとしました。 

（３）PMDAウェブサイトへの掲載 
 RMPは，PMDAウェブサイトに公表されており，以下のURLより最新の資料が入手可能です。
なお，RMPの概要は，現在一部のRMPに添付されていますが，通知施行日から１年以内に
はすべての公表されているRMPに添付される予定です。 
 http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html 
 （※）PMDAトップページからは以下のようにアクセス 
    医療従事者向け→医薬品リスク管理計画（RMP）→RMP提出品目一覧 
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４．最後に  
 RMPは医薬品の安全対策の充実に資するものです。医療現場でのRMPの活用を更に進め
るため，よりよいRMPの提供のあり方について，医療の現場の実情を把握し検討を行う過程
で，関係者の協力の下，RMPの概要を作成することとなりました。RMPに基づき製薬会社が
作成した適正使用のための資材等の活用も含め，今後もよりよいRMPのあり方について検
討を続ける予定です。(中略）一層のご協力をお願いいたします。 

２.診療所及び薬局における医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況 
に関する調査について 

この記事・記載は診療所と薬局を対象にしたものなので、本DIニュースでは割愛いたします
が、内容を簡単に言えば、「診療所・薬局において厚労省のメディナビの認知・使用が浸透し
ておらず、利用が少ない実態が明らかになったので、使用してください。」ということ。 

様式1 



後発品がキライな理由と、今回の品目 
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そもそも、私は後発品はキライです。一度、キッチリと述べておきたいと思います。 

 なんとなくキライとか、そういう情緒的な話でなく、ハッキリとした理由があります。 

販売中止なども平気でやってきますので、供給が安定してると言えない。 

当院も、先発に戻したり他社後発に変更したり…今月は武田テバのHMGが製造中止連絡。 

一つの先発品に、数十社が群がり様々な問題を起こしている。製造メーカーは数社なのに。 

 「アムロジピン2.5ｍｇ」について検索すれば、右
のような一覧になります。先発２社、後発35社。ま
あ、既にメーカーが無いところとか、メーカーが無
くなったために、「 」内の社名と販売会社が違っ
てたり…。それだけでもメチャクチャでしょ。 
 また、それぞれ、薬価が違ったりしますね。結果、
導入時にこの見積もりを取らなきゃならない。 
 また、３５社が、それぞれ造っているわけではな
く、何社かが製造し、それを数社で手分けして販
売してる。製造メーカーは数社（一桁）なんです。
それを知ると、「 」内の社名って、意味がないで
しょ。バカバカしい話。 
 でもね。保険薬局では、医師の処方に「変更不
可」と書かれた場合、当該会社の「アムロジピン」
を揃える必要があり、ナンセンスな社会ストックが
増えています。そういうコストは結局、医療全体で
面倒見ることになってますよ。 

品質がバラバラ 

 例えば、成分が吸湿性やら味がマズイやらの
問題で、そこを上手くコーティングしたような製品
を開発したような場合、当然、先発メーカーには
製造方法の特許がある。後発メーカーはそこを回
避して製品化しますね。結局、その点を上手く商
品化できずに、品質が劣る場合もあります。 
 注射薬の溶解性の違いなども同じような理由で
起こってきますし、効果に明らかに差が出てしま
う場合があるなど、いろいろ問題アリです。 

災害時の問題 

 災害医療の現場でも、患者の服用履歴を調べるのに後発品は問題を引き起こします。 
 お薬手帳などを持ってない場合、現物や写真を基に、服用歴を調べるのですが、例えば「血
圧の薬を飲んでた…手元には無い」場合に、アムロジピンだけでもこれだけの写真を見てもらっ
て特定してもらわなきゃ。何せ、薬品シートの「印刷デザイン」は「各社」違いますから… 

今回の当院の変更について 

 しかし、後発品にしなきゃダメという、お国の命令です。 
 そこで、当院で選定する場合は、できる限り、工夫のあるもの
を選びたいと思います。例えば、今回のガスター注の後発は、 

既に２０ｍＬに溶解してある、とか、ドネペジルの原薬は味がかなりマズイので、味がコーティン
グされたもの、タゾピペは溶解性が良いものなど、とにかく、工夫したものを選定しております。
基本的に私はキライなので、逆に、「何でもいい」じゃなく、しっかり選びたいと思っています。 


