
ジェネリック医薬品 Q A&
ジェネリック医薬品って
最近よく聞くけど、
これまでの薬と
何が違うの？

これまでの薬代より
安くなるらしいけど、
効果は同じなの？

それじゃあ、
ボクが説明するね！

スマイルくん
薬について何でも
知っている。いつ
も笑顔がステキ。

知って安心 使ってお得

Q1

Q2  薬を変えるメリットは？

Q3  なぜ安いの？

Q4  安全なの？

Q5  薬を変えるにはどうしたらいいの？

Q6   使っているのは日本だけ？

Part 1　ジェネリック医薬品を知ろう！

Contents

※下線部をクリックすると、該当ページに直接進みます。

1. 高血圧

2. 花粉症

3. 高血糖、糖尿病

4. 脂質代謝異常症

5. 胃潰瘍、十二指腸潰瘍

GENERIC GUIDE 　検索機能の説明

Part 3　症状別ではどれくらい違うの？

Part 4　自分で検索してみよう！

Part 5 ジェネリック医薬品対応薬局を探そう！

Part 2　一般名処方って何？

Q10   添加物って何？

Q11  価格ってどうやって決まってるの？

Q12  節約効果ってどのくらい？

Q7 副作用が問題になっていないかどうか
　  調べられるの？

Q8  どの薬局でもらえるの？

Q9  先発医薬品との違いはあるの？

※日本調剤の店舗検索ページに進みます。

http://www.nicho.co.jp/tenpo/
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先発医薬品（新薬）
ジェネリック医薬品

ジェネリック医薬品に変える
メリットは？

薬代の負担を、約 2～ 7割に抑えられます。

Q2
A2

　薬代の負担が減り、医療費を抑えることが可能
です。
　厚生労働省が決定した医療用医薬品の公定価格
（「薬価」）によると、ジェネリック医薬品の薬価は、
先発医薬品の7割※です。たとえば高血圧や高脂
血症の場合、1年で7,000円以上も負担が軽減さ
れます。

てれさ売発く多数が品薬医クッリネェジの分成じ同にです ※
いる場合、7割よりも低くなる場合もあります。そのため、
先発医薬品の2～7割の価格になります。

ジェネリック医薬品

特許期間が過ぎると
他のメーカーも同じ成分で

薬を製造できる

先発医薬品（新薬）

特許に守られている

Q1 ジェネリック医薬品って何？

先発医薬品（新薬）の特許期間が切れたあと、
他のメーカーがそれと同じ成分、
安い価格で製造した医薬品です。

A1
　病院で処方される薬には先発医薬品（新薬）と
ジェネリック医薬品の2種類があります。
　先発医薬品とは、医薬品メーカーが最初に開
発・発売した医薬品です。特許期間中、そのメー
カーは独占して製造・販売する権利を持ちます。
　それに対し、ジェネリック医薬品は、先発医薬品
の特許期間が切れたあと、他のメーカーによって
同じ成分で製造・販売された医薬品のことです。
先発医薬品と比べて価格が安いのが特徴です。

20～25年は20～25年は
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新薬の開発

数百億円

ジェネリック医薬品の開発

数千万円

ジェネリック医薬品は
なぜ安いの？

先発医薬品と比べて、開発にかかる期間、
費用が少なく済むため、価格を安くできます。

Q3
A3

　一つの新薬を開発する
には15～20年かかり、
費用は数百億円と言われ
ています。それに対して、
ジェネリック医薬品は、数
千万円の開発費用で済み
ます。だから販売価格を
安くできるのです。

❶ 開発段階では、厚生労働省が定めたさまざま
な試験を行い、先発医薬品と同じであること
が証明されています。
❷ 薬事法により開発から製造・販売後まで守る
べき同一の基準が設けられています。
❸ 品質再評価制度に基づき、誰でも同じ試験を
行って品質を確認できるように情報が公表
されています。

Q4
A4

　ジェネリック医薬品の
有効成分は、長い間実際に
使われてきた先発医薬品
と同じです。有効性や安
全性については十分に検
証されています。
　また、右のような基準が
設けられ、安全性が保証さ
れています。

ジェネリック医薬品って
安全なの？

ジェネリック医薬品と先発医薬品の成分、
効果は同じで国が認めたお薬です。

約15～ 20年 3～ 5年
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ジェネリック医薬品に
変えるにはどうしたらいいの？

まずはかかりつけの
病院か薬局に相談しましょう！

Q5
A5

　ジェネリック医薬品はどの医療機関でも扱われ
ているわけではありません。まずはかかりつけの
病院または薬局に相談してみてください。その上
で、受けた処方せんをチェックし、ジェネリック医
薬品への変更不可の「✓」印とサインがあるかど
うかを確認しましょう（図参照）。
　処方せんに「✓」印とサインがない場合、先発　
医薬品からジェネリック医薬品に変更できます。
処方せんを薬局の窓口に出す際に「ジェネリック
医薬品でお願いします」と伝えてください。

ジェネリック医薬品を
使っているのは日本だけ？

欧米では全体の使用量の半数以上が
ジェネリック医薬品です。
世界中で広く普及しています。

Q6
A6

　欧米では医薬品の半数以上がジェネリック医薬
品です。増大する医療費の節減を目的に、WHO
（世界保健機関）では、ジェネリック医薬品を推奨
しています。日本においても、国民皆保険制度を
維持するため、ジェネリック医薬品の普及が求め
られています。家計と医療費の節減に向けて、ぜ
ひ一度医師や薬剤師に相談してみましょう。

主要なジェネリック医薬品市場

2009年実績
（日本ジェネリック製薬協会資料  他）

65.2%

20.3%

8.5%

日本

14.2%

71.6%

アメリカ

23.7%

62.9%

ドイツ

26%

イギリス

19.6%

44%

フランス

数量ベース
金額ベース

個々の処方薬について、後発医薬品（ジェ
ネリック医薬品）への変更に差し支えがあ
ると判断した場合には、「変更不可」欄に
「✓」を記載し、「保険医署名」欄に署名
又は記名・押印すること。

保険医署名
(「変更不可」欄に「✓」を記載した場合は、署名又は記名・押印すること。）

変更不可

※拡大略図

❶医師や薬剤師に相談

❷ 処 方 せん にジェネ
リック医薬品への変
更不可の「✓」印と
サインがあるかどうか
を確認

❸ にきとす出に局薬 
「ジェネリック医薬品
でお願いします」と伝
えます
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ジェネリック推奨マーク ※日本ジェネリック医薬品学会より

Goldマーク
ジェネリック医薬品の品
ぞろえが300種類以上あ
る薬局

Silverマーク
患者さまからのジェネ
リック医薬品への変更依
頼や相談に積極的に応じ
ることを宣言した薬局

副作用が問題になっていないか
どうか調べられるの？

厚生労働省と各製薬メーカーにより、
迅速に情報が提供されていますので、ご確認ください。

Q7
A7

　副作用情報の収集・伝達制度は、ジェネリック医薬品
と先発医薬品ともに同じです。市販後の安全性情報の管
理方法は法律で定められています。万が一重い副作用
が発生したときは、製薬メーカーから医療関係者へ迅速
に情報（『緊急安全性情報※』など）
が提供されます。
　製薬メーカーでは安全管理部
門の設置やMR（医薬情報担当者）
の配属・教育を行い、安全管理体
制を整えています。同時にweb
サイト上で安全性や製品に関する

多くの情報を閲覧できるようになっています。

ジェネリック医薬品は
どの薬局でもらえるの？

処方せんの有効期間は 4日間で、全国どこの薬局でも
調剤できます。有効期間内にジェネリック医薬品を
扱っている薬局を探して行ってみましょう！

Q8
A8

　全国どこの薬局でも、処方せん（※1）は受付でき、ジェ
ネリック医薬品を購入できます（※2）。ただ、薬局によっ
てはジェネリック医薬品の在庫がない場合があるので、
『ジェネリック推奨マーク』が掲示されている薬局を探
して行くことをお勧めします。

※1  。すで間日4てめ含を日行発は限期効有のんせ方処 
※2  りあは品薬医クッリネェジはに品薬医いないてれ切が許特造製 

ません。どの薬にジェネリック医薬品があるか、薬局で聞いて
ください。

副作用発生時の情報の流れ

副作用発生

厚生労働省
からの指示

製薬メーカー

安全管理部門

MR
（医薬情報
担当者）

情報収集

医療関係者へ
フィードバック

急緊でどな品薬医：』報情性全安急緊『 ※
的な連絡を必要とする副作用情報など
が記載された印刷物。
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先発医薬品との違って何？

色・形・添加物等は違いが認められています。

Q9
A9
先発医薬品（新薬）との違いは、色・形・添加物

などで、有効成分・有効成分の量・効き目・安全性
は同じでなければいけません。
これらの違いを利用して、先発医薬品よりも改良
されたお薬を作ることができます。
たとえば、ジェネリック医薬品の中には、現在最
新の製剤技術により、飲みやすく改良されて
いるものがあります。

Q10

A
　有効成分は変質が早いなど様々な
理由によりそのままではお薬として
は使えません。
そこで、有効成分の効き目・安全性に
影響を与えないと認められた物質を
添加物として使用し、お薬として使え
るようにしています。

有効成分

有効成分

このままでは「お薬」
として使えません。

・胃や腸まで届く前に
溶けてしまう。
・小さすぎて手でつか
めない
・不快な味
・変質が早い　　など

・胃や腸で溶けるように
調整
・手にとれる飲みやすい
大きさ
・味が良く飲みやすい
・長期間変色しない 　など

理由
こうしてはじめて
「お薬」となります添加物を加えます

※

※
有効成分の効き目・安
全性に影響を与えない
と認められた物質を
使用しています。

10

添加物とは？

先発医薬品、ジェネリック医薬品に関係なく、有効成分を
「お薬」として使えるようにするために加えられている物質です。

添加物・色・形など
違ってもよい

有効成分
効き目・安全性
同じでなくては
ならない

先発医薬品 液剤

小さい
色（他の薬と
区別しやすい）

ジェネリック医薬品

飲みやすく
改良

添加物
有効成分
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ジェネリック医薬品の価格って
どうやって決まってるの？

お薬の価格は国によって決められています(薬価)。

Q11

A
お薬の価格は国によって決められています(薬価)。

この薬価は２年に１度、国が市場での価格調査を
行い見直されています。
そのため、同じ有効成分のジェネリック医薬品で
あっても、会社によって価格が変わってきます。

11

Q12

A
　長期間服用するお薬・高価なお薬・
多くのお薬を服用する方はジェネリ
ック医薬品を希望することにより、
節約効果が大きくなります。
一方、短期間の服用で済むお薬・安価
なお薬・1割負担2割負担の方は節約効
果は小さくなります。

12

節約効果ってどのくらい？

お薬の種類によって、節約効果は大きく異なります。
ジェネリック医薬品を希望する際の一つの目安としてお考えください。

価
格

ジェネリック
医薬品発売

時間

A社ジェネリック

B社ジェネリック

先発医薬品

医療機関では、価格だけでなく
安定供給の面など
さまざまな要素を考慮して、
ジェネリック医薬品を選択しています。

節約効果が大きい場合 節約効果が小さい場合

先発 ジェネリック

短期間の服用で
済むお薬

安価なお薬

1割負担・
2割負担の方

あまり
変わらない

先発 ジェネリック

長期間服用
するお薬

高価なお薬

多くのお薬を
服用する方

お得！



8

一般名処方
一般名処方とは

ジェネリック医薬品
取り扱い店舗検索は
こちら

http://www.nicho.co.jp/tenpo/

ノルバスク錠2.5ｍｇ
【商品名処方の例】

アムロジピン2.5ｍｇ
【一般名処方の例】

処方せんに記載される薬名

商品名処方
開発した製薬会社が付ける名称

一般名処方
成分の名称

　平成24年度の診療報酬改定では処方せんの様式変更の他にジェネリック医薬
品の使用促進策として一般名処方の推進という新たな策が導入されました。
　一般名処方とは、薬を成分名で表示した処方のことです。
一般名処方で発行された処方せんは、基本的に薬局でジェネリック医薬品を調剤
してもらえます。
（先発医薬品が特許期間中で、ジェネリック医薬品が存在しない場合もあります）。
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症状別ではどれくらい違うの？P a r t 3

1,423

6,646

5,223

至適血圧 120未満 かつ 80未満

正常血圧 130未満 かつ 85未満

正常高値血圧 130～139 または 85～89

Ⅰ度高血圧 140～159 または 90～99

Ⅱ度高血圧 160～179 または 100～109

Ⅲ度高血圧 180以上 または 110以上

収縮期高血圧 140以上 かつ 90未満

正

常

域

血

圧

高
血
圧

　　　　分類

分類 最大血圧 最低血圧

日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2009」より

新薬とジェネリック医薬品の自己負担額のシミュレーション



9,954

13,173

3,219

新薬とジェネリック医薬品の自己負担額のシミュレーション

8
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3

6,734

11,497

4,763

新薬とジェネリック医薬品の自己負担額のシミュレーション



2,660

8,530

11,190

新薬とジェネリック医薬品の自己負担額のシミュレーション

8



6,855

9,242

2,387

新薬とジェネリック医薬品の自己負担額のシミュレーション

・・・・・・

8



5,223 9,954 6,734 8,530 6,855

6,646 13,173 11,497 11,190 9,2421,423 3,219 4,763 2,660 2,387

新薬とジェネリック医薬品の自己負担額のシミュレーション（自己負担3割の場合）
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自分で検索してみよう！P a r t 4

http://www.generic-guide.jp/
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