
ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは
ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、これまで効果や安全性が実証されてきた新
薬と、同等と認められた低価格なお薬です。　※厚生労働省ホームページより

※医薬品には、商品名の他に有効成分名を示す一般名（generic name）があります。一般名は、世界保健機関WHOに登録さ
　れている世界共通の名称です。欧米では後発医薬品の処方が一般名で行われることが多いため、日本でもジェネリック医薬品
　（generic name drug）と呼ぶようになりました。

詳しくは、P.4へ

監修
前国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 薬剤部長

薬学博士 楠本正明
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お薬は医師や薬剤師と相談しながら
　 　 　 　 　 　 　 時代に

なりました！
「自分で選べる」「自分で選べる」

お薬手帳は、これまで飲んでいたお薬の情報が、医師や薬剤師にひと目で伝わるようにできています。
患者さんが別の医療機関または複数の医療機関を受診される際には、より効率的な治療が受けられます。
特に災害時など、避難先の医療環境が限られた場合にも、お薬手帳があると、よりスムーズな受診が可能
になるでしょう。また、お薬の重複や、飲み合わせによる副作用の防止などにもたいへん役立ちます。
お薬手帳を１冊にまとめ、いつも携帯するか、いつも同じ場所に保管しておきましょう。

おくすり
手帳

Ｑ. ジェネリック医薬品を調剤してもらうには？
患者様ご自身でジェネリック医薬品を選ぶことができる場合があります。

1
「先生、そのお薬をジェネリック医薬品に
してもらうことはできますか？」 
と相談してみましょう。

2

医師に相談する

薬局で薬剤師に相談する
薬局で薬剤師に「ジェネリック医薬品にしたいのですが・・・」
と相談してみてください。

1）新薬と同じ剤型・含量のジェネリック医薬品への変更

処方せんのお薬の名前は、一般名（成分名）で記載される場合があります。
すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。
保険薬局がジェネリック医薬品を取り扱っていない場合は、手に入らないことがあります。

ジェネリック医薬品

なぜジェネリック医薬品の
普及が推進されているの？
ジェネリック医薬品を
選ぶメリットは？

Q 超高齢化社会を迎え、増え続ける医療費が国家
財政を圧迫しています。医療の質を落とさずに

医療費を削減する1つの方法として、ジェネリック医薬品
の使用が推進されています。ジェネリック医薬品が普及
すると、医療保険財政の改善（医療費の抑制）や健康
保険料負担増の抑制はもちろん、患者様の自己負担
の軽減にもつながります。

A

&Q Ａ
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「変更不可」欄に「　」または「×」印がある場合は、保険医
署名欄に署名または記名・押印が入ります

ジェネリック医薬品を服用していて気になったことは、
医師や薬剤師に相談しましょう。

お薬は患者様ご自身でも選べる時代になりました。
ご自身のためのお薬だからこそ、納得のいくお薬選びを。

2）新薬と違う剤形や含量のジェネリック医薬品への変更

〈剤形や含量の変更とは〉

以下の場合は、薬剤師の判断で、新薬と剤形
や含量が違うジェネリック医薬品に変更しても
らうことができます。

・ ○○○５mg
　　　　…………… ２錠
　【分　朝食後　　14日分】

・ ○○○○○○１０mg
　　　　…………… １錠
　【分　毎食後　　14日分】

▼以下余白▼

処方せんの「変更不可」欄に署名または
記名・捺印がない場合
「変更不可」欄に「　」または「×」印がない、
もしくはお薬の名前のそばに「含量規格
変更不可」、「剤形変更不可」などの記載
がない場合

1

2

例えば…
　■ 錠剤 5mg  2錠 → 10mg  1錠 （含量の変更）
　■ カプセル剤 → 錠剤 （剤形の変更）
　■ 錠剤 → 口腔内崩壊錠（OD錠） （剤形の変更）
　■ 顆粒剤 → ドライシロップ剤 （剤形の変更）
　剤形と含量を同時に変更できる場合もあります。
　■ カプセル剤 5mg  2カプセル→錠剤10mg  1錠

外用剤は、使用感など変わる可能性があるので
原則として、剤形を変更できません。
　■ パップ剤  → テープ剤 ×
　■ 軟膏  → クリーム剤 ×

詳しくは薬剤師に相談してみましょう。

効果や安全性は
大丈夫？

Q

お薬手帳をご使用ください。

ジェネリック医薬品は、どれだけの速さで、どれ
くらいの量の薬の成分が血液中に入っていく

かを調べる生物学的同等性試験において、新薬と同等
であることが確認されています。効果や安全性、品質に
ついて国の審査で認められているお薬です。

A

世界の
ジェネリック医薬品事情と
比べ、日本は
どうなっているの？

Q アメリカ、イギリス、ドイツなどでは使用されて
いる医療用医薬品の半分以上がジェネリック

医薬品です。一方、日本ではジェネリック医薬品は2割
程度しか使用されていません。今後、ますます増え続け
る医療費を抑制するために、ジェネリック医薬品の果た
す役割が大きくなると考えられます。

A

処方せんの「変更不可」欄に「　」または
「×」印がない場合は、薬剤師の判断で、
新薬と同じジェネリック医薬品に変更して
もらうことができます。
（「　」または「×」印は、個々のお薬ごとに医師が判断します）
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程度しか使用されていません。今後、ますます増え続け
る医療費を抑制するために、ジェネリック医薬品の果た
す役割が大きくなると考えられます。

A

処方せんの「変更不可」欄に「　」または
「×」印がない場合は、薬剤師の判断で、
新薬と同じジェネリック医薬品に変更して
もらうことができます。
（「　」または「×」印は、個々のお薬ごとに医師が判断します）
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お 薬 は、このように
分 類されています。

Q . ジェネリック医薬品の特徴は？

一般用医薬品（OTC※） 医療用医薬品
病院やクリニックなどで
医師から処方されるお薬

ジェネリック医薬品は、
研究開発や審査等の各種手続きなどに
かかる開発コストが少なくて済むため、
国が価格を新薬の約２～７割※ に設定しています。
※同じ成分のジェネリック医薬品で薬価が異なる場合もあります。

ジェネリック医薬品には、
形や味、大きさ、添加物の改良など、
新薬の発売後、
蓄積された生産技術を用いて、
さまざまな工夫が施されています。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）

新薬の特許期間が切れると、他メーカーも
同じ成分のお薬を製造できるようになります。
これが「ジェネリック医薬品」です。

医薬品

医療用医薬品

一般用医薬品
（OTC※）
薬局や薬店で
販売されるお薬

病院やクリニックなどで
医師から処方されるお薬

新薬（先発医薬品）
新規に開発され、
発売されてきたお薬

ジェネリック医薬品
（後発医薬品）
特許が切れた新薬を、
別会社で発売したお薬

OTC（Over The Counter）とは、
医師の処方せんなしで店頭で購入
できる薬のことです。 新薬の特許期間が切れると、他メー

カーも同じ成分、同じ効果の薬を製
造できるようになります。
これが「ジェネリック医薬品」です。

※

医薬品 新薬の場合、開発期間は 10～30年、費用は
数十億円～数百億円かかるといわれています。
ジェネリック医薬品は、新薬で既に効果・安全性
が確認された有効成分を使用しているため、開
発期間も短く、費用も安く済むのです。

低薬価でも、効果は新薬と同等です。
新薬と同じ有効成分で、体内への吸収を調べる試験により、効果・安全性が同等で
あることを保証しています。

複数のお薬を服用している方や、長期服用が必要な方ほど、
自己負担の差額が大きくなります。
生活習慣病やアレルギー性疾患、骨粗鬆症など、長期間お薬を飲み続ける疾患の
場合は、低薬価であるジェネリック医薬品を選ぶと自己負担が随分軽くなります。

＊ 一例です。

形や味、大きさなどが変わっても、
効果や安全性は、新薬と同じです。
ジェネリック医薬品では、有効成分以外の添加物が新薬とは異なる場合があります
が、品質についても厳しい審査が行われており、効果・安全性が同等であることが
証明されています。なお、有効成分の安定性を高めるために、あえて異なる添加物
を使用することもあります。

お薬の包装には、製品名や含量などが
分かりやすく表示されているものもあります。　
例えば、多くのエルメッド エーザイ製品の包装（PTPシート）
には、製品名・含量を見やすく読みやすい書体を使い、
含有量ごとにカラーを選定するなど、患者様の服用に配慮
したデザインに仕上げられています。
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お薬の形には、錠剤や顆粒剤、カプセル剤やシロップ剤などの内服薬と、
貼付剤やテープ剤などの外用薬があります。

新薬とジェネリック医薬品は、全く同じものではありません。

違うところ
添加物（種類および量）／性状（色や味、臭い、形、大きさ など）／剤形製剤

（薬価は、製剤ごとに異なります。）

例） 内服薬............................ 錠剤やカプセルなどの剤形の違い 
   飲みやすさや味の違い
 外用薬（貼り薬など）... 貼り心地や材質の違い

治療効果

有効成分
同じところ

有効性・安全性／効能・効果＊／用法用量＊／使用上の注意＊ ＊ 一部、異なる場合があります。

新薬とジェネリック医薬品の同じところ、違うところ

同一成分／同一含量＊

注） 患者様の薬剤負担金には、薬剤価格のほかに調剤料等が含まれます。
 新薬より低価格のジェネリック医薬品を選ばれても、新薬より高価格になる場合もありますので、
 薬剤師によく相談してみましょう。

例えばこんな工夫が…

つまみやすく（扱いやすく）飲みやすい、
適度な大きさのお薬

小さすぎてつまみにくい（扱いにくい）、
または大きすぎてのどを通りにくい・・・

剥離紙（フィルム）が剥がしやすく、
また貼りにくい部分もひとりで貼りやすい貼布剤

剥離紙（フィルム）が
うまく剥がれない・・・
　自分では貼りにくい・・・

苦味をマスキング味が苦い・・・

水を含むと「ふわっ」と溶ける錠剤錠剤や粉薬で飲みこみにくい、
入れ歯に挟まってしまう・・・

錠剤カプセル剤でのどを通りにくい・・・

ジェネリック医薬品は、新薬の発売後、通常8年以上経ってから発売されるため、その間
の技術進歩が製剤に反映され、服用しやすく改良されたもの（バリアフリー製剤）もあり
ます。

エルメッド エーザイは、エーザイグループ
の一員として、患者様が服用しやすいよう
に工夫したバリアフリー製剤のジェネリック
医薬品を開発・製造販売しています。

エーザイグループは、ヒューマン・ヘルス
ケア (　　  ) を実現するため、生活者の
皆様や患者様一人ひとりの健康をお守り
する、医療用医薬品（新薬とジェネリック
医薬品）、一般用医薬品、診断薬の開発・
提供に日々取り組んでいます。

hhc

ジェネリック
医薬品

診断薬

医療用
医薬品

一般用
医薬品

エーザイ
グループ

改良製剤
付加価値がギュッと詰まった

生産体制＋情報提供
培われた ジェネリック医薬品を

安定的に製造・販売するには、
生産体制や
医薬品に対する情報提供体制なども
大切な要因です。

改 善 点
バリアフリーが活かされた
ジェネリック医 薬 品

薬局や薬店で販売されるお薬のことです。
※OTC（Over The Counter）

医師の処方せんなしで
店頭で購入できるお薬

新薬（先発医薬品）
新規に開発され、
発売されたお薬

特許が切れた新薬を、
別の会社が発売したお薬
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お 薬 は、このように
分 類されています。
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病院やクリニックなどで
医師から処方されるお薬

ジェネリック医薬品は、
研究開発や審査等の各種手続きなどに
かかる開発コストが少なくて済むため、
国が価格を新薬の約２～７割※ に設定しています。
※同じ成分のジェネリック医薬品で薬価が異なる場合もあります。

ジェネリック医薬品には、
形や味、大きさ、添加物の改良など、
新薬の発売後、
蓄積された生産技術を用いて、
さまざまな工夫が施されています。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）

新薬の特許期間が切れると、他メーカーも
同じ成分のお薬を製造できるようになります。
これが「ジェネリック医薬品」です。
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新規に開発され、
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ジェネリック医薬品
（後発医薬品）
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OTC（Over The Counter）とは、
医師の処方せんなしで店頭で購入
できる薬のことです。 新薬の特許期間が切れると、他メー

カーも同じ成分、同じ効果の薬を製
造できるようになります。
これが「ジェネリック医薬品」です。

※

医薬品 新薬の場合、開発期間は 10～30年、費用は
数十億円～数百億円かかるといわれています。
ジェネリック医薬品は、新薬で既に効果・安全性
が確認された有効成分を使用しているため、開
発期間も短く、費用も安く済むのです。

低薬価でも、効果は新薬と同等です。
新薬と同じ有効成分で、体内への吸収を調べる試験により、効果・安全性が同等で
あることを保証しています。

複数のお薬を服用している方や、長期服用が必要な方ほど、
自己負担の差額が大きくなります。
生活習慣病やアレルギー性疾患、骨粗鬆症など、長期間お薬を飲み続ける疾患の
場合は、低薬価であるジェネリック医薬品を選ぶと自己負担が随分軽くなります。

＊ 一例です。

形や味、大きさなどが変わっても、
効果や安全性は、新薬と同じです。
ジェネリック医薬品では、有効成分以外の添加物が新薬とは異なる場合があります
が、品質についても厳しい審査が行われており、効果・安全性が同等であることが
証明されています。なお、有効成分の安定性を高めるために、あえて異なる添加物
を使用することもあります。

お薬の包装には、製品名や含量などが
分かりやすく表示されているものもあります。　
例えば、多くのエルメッド エーザイ製品の包装（PTPシート）
には、製品名・含量を見やすく読みやすい書体を使い、
含有量ごとにカラーを選定するなど、患者様の服用に配慮
したデザインに仕上げられています。
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または大きすぎてのどを通りにくい・・・
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また貼りにくい部分もひとりで貼りやすい貼布剤

剥離紙（フィルム）が
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　自分では貼りにくい・・・

苦味をマスキング味が苦い・・・

水を含むと「ふわっ」と溶ける錠剤錠剤や粉薬で飲みこみにくい、
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ジェネリック医薬品は、新薬の発売後、通常8年以上経ってから発売されるため、その間
の技術進歩が製剤に反映され、服用しやすく改良されたもの（バリアフリー製剤）もあり
ます。

エルメッド エーザイは、エーザイグループ
の一員として、患者様が服用しやすいよう
に工夫したバリアフリー製剤のジェネリック
医薬品を開発・製造販売しています。

エーザイグループは、ヒューマン・ヘルス
ケア (　　  ) を実現するため、生活者の
皆様や患者様一人ひとりの健康をお守り
する、医療用医薬品（新薬とジェネリック
医薬品）、一般用医薬品、診断薬の開発・
提供に日々取り組んでいます。
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新薬の発売後、
蓄積された生産技術を用いて、
さまざまな工夫が施されています。
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効果や安全性は、新薬と同じです。
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証明されています。なお、有効成分の安定性を高めるために、あえて異なる添加物
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お薬の包装には、製品名や含量などが
分かりやすく表示されているものもあります。　
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小さすぎてつまみにくい（扱いにくい）、
または大きすぎてのどを通りにくい・・・

剥離紙（フィルム）が剥がしやすく、
また貼りにくい部分もひとりで貼りやすい貼布剤

剥離紙（フィルム）が
うまく剥がれない・・・
　自分では貼りにくい・・・

苦味をマスキング味が苦い・・・

水を含むと「ふわっ」と溶ける錠剤錠剤や粉薬で飲みこみにくい、
入れ歯に挟まってしまう・・・

錠剤カプセル剤でのどを通りにくい・・・

ジェネリック医薬品は、新薬の発売後、通常8年以上経ってから発売されるため、その間
の技術進歩が製剤に反映され、服用しやすく改良されたもの（バリアフリー製剤）もあり
ます。

エルメッド エーザイは、エーザイグループ
の一員として、患者様が服用しやすいよう
に工夫したバリアフリー製剤のジェネリック
医薬品を開発・製造販売しています。

エーザイグループは、ヒューマン・ヘルス
ケア (　　  ) を実現するため、生活者の
皆様や患者様一人ひとりの健康をお守り
する、医療用医薬品（新薬とジェネリック
医薬品）、一般用医薬品、診断薬の開発・
提供に日々取り組んでいます。
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診断薬

医療用
医薬品

一般用
医薬品

エーザイ
グループ

改良製剤
付加価値がギュッと詰まった

生産体制＋情報提供
培われた ジェネリック医薬品を

安定的に製造・販売するには、
生産体制や
医薬品に対する情報提供体制なども
大切な要因です。

改 善 点
バリアフリーが活かされた
ジェネリック医 薬 品

薬局や薬店で販売されるお薬のことです。
※OTC（Over The Counter）

医師の処方せんなしで
店頭で購入できるお薬

新薬（先発医薬品）
新規に開発され、
発売されたお薬

特許が切れた新薬を、
別の会社が発売したお薬
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お 薬 は、このように
分 類されています。

Q . ジェネリック医薬品の特徴は？
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医師から処方されるお薬
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かかる開発コストが少なくて済むため、
国が価格を新薬の約２～７割※ に設定しています。
※同じ成分のジェネリック医薬品で薬価が異なる場合もあります。
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ジェネリック医薬品（後発医薬品）

新薬の特許期間が切れると、他メーカーも
同じ成分のお薬を製造できるようになります。
これが「ジェネリック医薬品」です。

医薬品

医療用医薬品
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薬局や薬店で
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新規に開発され、
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ジェネリック医薬品
（後発医薬品）
特許が切れた新薬を、
別会社で発売したお薬
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─4─ ─5─ ─6─ ─7─
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治療効果

有効成分
同じところ

有効性・安全性／効能・効果＊／用法用量＊／使用上の注意＊ ＊ 一部、異なる場合があります。

新薬とジェネリック医薬品の同じところ、違うところ
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ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは
ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、これまで効果や安全性が実証されてきた新
薬と、同等と認められた低価格なお薬です。　※厚生労働省ホームページより

※医薬品には、商品名の他に有効成分名を示す一般名（generic name）があります。一般名は、世界保健機関WHOに登録さ
　れている世界共通の名称です。欧米では後発医薬品の処方が一般名で行われることが多いため、日本でもジェネリック医薬品
　（generic name drug）と呼ぶようになりました。

詳しくは、P.4へ

監修
前国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 薬剤部長

薬学博士 楠本正明

&AAQQ
ジェネリック
医薬品

お薬は医師や薬剤師と相談しながら
　 　 　 　 　 　 　 時代に

なりました！
「自分で選べる」「自分で選べる」

お薬手帳は、これまで飲んでいたお薬の情報が、医師や薬剤師にひと目で伝わるようにできています。
患者さんが別の医療機関または複数の医療機関を受診される際には、より効率的な治療が受けられます。
特に災害時など、避難先の医療環境が限られた場合にも、お薬手帳があると、よりスムーズな受診が可能
になるでしょう。また、お薬の重複や、飲み合わせによる副作用の防止などにもたいへん役立ちます。
お薬手帳を１冊にまとめ、いつも携帯するか、いつも同じ場所に保管しておきましょう。

おくすり
手帳

Ｑ. ジェネリック医薬品を調剤してもらうには？
患者様ご自身でジェネリック医薬品を選ぶことができる場合があります。

1
「先生、そのお薬をジェネリック医薬品に
してもらうことはできますか？」 
と相談してみましょう。

2

医師に相談する

薬局で薬剤師に相談する
薬局で薬剤師に「ジェネリック医薬品にしたいのですが・・・」
と相談してみてください。

1）新薬と同じ剤型・含量のジェネリック医薬品への変更

処方せんのお薬の名前は、一般名（成分名）で記載される場合があります。
すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。
保険薬局がジェネリック医薬品を取り扱っていない場合は、手に入らないことがあります。

ジェネリック医薬品

なぜジェネリック医薬品の
普及が推進されているの？
ジェネリック医薬品を
選ぶメリットは？

Q 超高齢化社会を迎え、増え続ける医療費が国家
財政を圧迫しています。医療の質を落とさずに

医療費を削減する1つの方法として、ジェネリック医薬品
の使用が推進されています。ジェネリック医薬品が普及
すると、医療保険財政の改善（医療費の抑制）や健康
保険料負担増の抑制はもちろん、患者様の自己負担
の軽減にもつながります。

A

&Q Ａ
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「変更不可」欄に「　」または「×」印がある場合は、保険医
署名欄に署名または記名・押印が入ります

ジェネリック医薬品を服用していて気になったことは、
医師や薬剤師に相談しましょう。

お薬は患者様ご自身でも選べる時代になりました。
ご自身のためのお薬だからこそ、納得のいくお薬選びを。

2）新薬と違う剤形や含量のジェネリック医薬品への変更

〈剤形や含量の変更とは〉

以下の場合は、薬剤師の判断で、新薬と剤形
や含量が違うジェネリック医薬品に変更しても
らうことができます。

・ ○○○５mg
　　　　…………… ２錠
　【分　朝食後　　14日分】

・ ○○○○○○１０mg
　　　　…………… １錠
　【分　毎食後　　14日分】

▼以下余白▼

処方せんの「変更不可」欄に署名または
記名・捺印がない場合
「変更不可」欄に「　」または「×」印がない、
もしくはお薬の名前のそばに「含量規格
変更不可」、「剤形変更不可」などの記載
がない場合

1

2

例えば…
　■ 錠剤 5mg  2錠 → 10mg  1錠 （含量の変更）
　■ カプセル剤 → 錠剤 （剤形の変更）
　■ 錠剤 → 口腔内崩壊錠（OD錠） （剤形の変更）
　■ 顆粒剤 → ドライシロップ剤 （剤形の変更）
　剤形と含量を同時に変更できる場合もあります。
　■ カプセル剤 5mg  2カプセル→錠剤10mg  1錠

外用剤は、使用感など変わる可能性があるので
原則として、剤形を変更できません。
　■ パップ剤  → テープ剤 ×
　■ 軟膏  → クリーム剤 ×

詳しくは薬剤師に相談してみましょう。

効果や安全性は
大丈夫？

Q

お薬手帳をご使用ください。

ジェネリック医薬品は、どれだけの速さで、どれ
くらいの量の薬の成分が血液中に入っていく

かを調べる生物学的同等性試験において、新薬と同等
であることが確認されています。効果や安全性、品質に
ついて国の審査で認められているお薬です。

A

世界の
ジェネリック医薬品事情と
比べ、日本は
どうなっているの？

Q アメリカ、イギリス、ドイツなどでは使用されて
いる医療用医薬品の半分以上がジェネリック

医薬品です。一方、日本ではジェネリック医薬品は2割
程度しか使用されていません。今後、ますます増え続け
る医療費を抑制するために、ジェネリック医薬品の果た
す役割が大きくなると考えられます。

A

処方せんの「変更不可」欄に「　」または
「×」印がない場合は、薬剤師の判断で、
新薬と同じジェネリック医薬品に変更して
もらうことができます。
（「　」または「×」印は、個々のお薬ごとに医師が判断します）
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