
使ってみよう！



目 次

② ほんとに安全？

品質管理はどうなっているの？

⑤ ジェネリック医薬品にすると

どれぐらい安くなるの？

① ジェネリック医薬品の

効き目は、同じ？

⑦ 使ってみようと思ったら、

まずは・・・相談！

④ くすり代が安くなるらしいけど、

なぜ安いの？

③ オーソライズド

ジェネリック（AG）って何？

⑥ ジェネリックを選ぶと

どういうメリットがあるの？



① ジェネリック医薬品の
効き目は、同じ？

ジェネリック医薬品は，新薬（先発医薬品）と同じ有効成分を

同じ量含み，効き目も安全性も同等であるおくすりです。

※添加剤について

添加剤は，医薬品の製剤化や品質の安定化等を目的として配合します。

医薬品に使用する添加剤はそれ自身が体に作用したり，

有効成分の効果をさまたげたりするものは使用していません。

また，使用前例があり，安全性が確認されている添加剤が使用されています。

ただし，食品アレルギーと同様に，新薬であってもジェネリック医薬品であっても人によっ

てはアレルギーを起こす添加剤もありますので，不安な方やアレルギーをお持ちの方は，

医師，薬剤師にご相談下さい。

同じでなければいけないところ

 『有効成分』の種類・量

違っていてもよいところ

新薬 ジェネリック
医薬品

品質・有効性・
安全性が同等

飲みやすく工夫された製剤もあります。

 『形・大きさ・味・色』
 『添加剤』の種類・量 ※



② ほんとに安全？
品質管理はどうなっているの？

ジェネリック医薬品は，原薬及び製剤の

品質が新薬と同等以上であるか等につい

て，国の審査を受け承認されています。

製造時には新薬と同様の基準（ＧＭＰ）で

製造管理や品質管理を行っています。

流通品の品質検査を定期的に実施してい

ます。（後発医薬品品質確保対策事業）

万が一副作用が出ても，新薬と同じく

「医薬品副作用被害救済制度」の

適用対象となります。

（「医薬品副作用被害救済制度」（問い合わせ先）

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構健康被害救済部

ホームページ http://www.pmda.go.jp

救済制度相談窓口 電話 ０１２０－１４９－９３１ 検索

・常に同じ品質の製品を作ること

・製品試験に合格すること（製造ロット毎に）

・定期的に国や県の調査を受け，適合すること等

副作用 救済



③オーソライズドジェネリック
（AG)ってなに？

【AGの特徴】 AG AG以外のジェネリック

有効成分 同じ 同じ

原薬 同じ

異なる場合が多い

添加物 同じ

製法 同じ

製造工場 同じ場合が多い

形状・色・味 同じ

効能・効果 同じ場合が多い 同じ場合が多い

自己負担
先発医薬品の
４～５割程度

先発医薬品の
４～５割程度

• 新薬と同じ原材料・製法で作られた、同じ形の薬のため、

使い慣れた薬をそのままジェネリックの価格で使えます。

• 名称は、一般名（ジェネリック医薬品名）として販売されます。

■ 新薬（先発医薬品）と同じ、

「原薬」「添加物」「製造方法」で

製造したジェネリック医薬品

■ 新薬メーカーがＡＧメーカーに製法を伝授

新薬メーカー

AGメーカー

許諾



④ くすり代が安くなるらしいけど

なぜ安いの？

新薬は研究開発投資が大きいこと、

また発売後に一定期間有効性･安全性を評価するため、

それらの費用を加味した高い価格が設定されています。

ジェネリック医薬品は新薬に比べて開発費が

少ないため，価格が安く設定されています。

新
薬
（
先
発
品
）

発

売

特
許
期
間
満
了

開発費
数１００億円以上
約９～１７年の歳月

新薬開発

開発費
約1億円以上
３～４年の歳月

さまざまな試験・
承認申請

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

開
発
開
始

発

売

再
審
査

https://3.bp.blogspot.com/-jeeaCfOb73k/UZmCK0cg1tI/AAAAAAAATcw/gH9ATBMiUXs/s800/medicine_jozai_set.png


⑤ジェネリック医薬品にすると
どれぐらい安くなるの？

■ ジェネリック医薬品は、新薬の２～５割程度の

薬価であるため、１年間処方した場合

患者さんの自己負担額が大きく変わってきます。

約19,425円

（出典）「安心してご利用ください ジェネリック医薬品」政府広報オンライン

※上記は平成30年4月現在での比較例
※負担額は薬代だけの目安。詳しい負担額については、薬剤師に確認を

約3,766円

約7,555円

新薬とジェネリック医薬品に
おける負担額の比較例

安いタイプ 高いタイプ

ジェネリック医薬品
先発医薬品

年間削減額

約12,000円～15,000円



⑥ ジェネリックを選ぶと、どう
いうメリットがあるの？

近年，高齢化と医療の高度化に伴い，毎年医療費は増大し続けています。

医療費の財源を補うために，自己負担率の増加（３割→〇割負担）や

最悪の場合，国民皆保険制度が破たんしてしまうおそれもあります。

45.3兆円

2018年度 2040年度

最大

78.3兆円

（出典）「2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」厚生労働省

単価の伸び率の仮定は２通り設定しており、①経済成長率×1/3＋1.9%－0.1%、
②賃金上昇率と物価上昇率の平均＋0.7%、としている。

あなたが「ジェネリック医薬品」を選ぶことで、

自分の負担だけでなく、みんなの医療費の削減に繋がります。

ジェネリック医薬品の積極的な利用にご協力をお願いします。

2025年度 2030年度 2035年度

みんなの医療費を減らせます!!!



⑦使ってみようと思ったら、
まずは・・相談！

ジェネリック医薬品を選ぶとき

処方箋に変更可能かどうか記載されています。

「お薬はジェネリックにできますか？」 と

医師に、聞いてみましょう。
医師に

「ジェネリックでお願いします」 と、

薬剤師に伝えましょう。

薬局で

ジェネリック医薬品希望シール

保険証やお薬手帳に貼っておくことで、

ジェネリック医薬品を希望していることを伝えることができます。

※シールは、徳島県内の薬局で配布しています

処方せんを確認して、

「変更不可」欄に

「✓」または「×」が

付いていない場合は、

ジェネリック医薬品へ

変更することができます。

ジェネリックを
希望します。

かかりつけの医師，薬剤師に，お気軽に御相談ください

もっと気軽に伝えたい方には



お薬との上手なつきあい方
～お薬の飲み合わせや整理について～

処方箋に変更可能かどうか記載されています。

お薬が変わったり、お薬が増えてから

こんな症状ありませんか？

・ふらつく、転びやすくなった

・尿が出にくい

・便秘になる

・食べ物の味がわかりにくい

もしかしたら

お薬の影響

（有害事象）

かもしれません

・気になる症状があるときは、

必ず主治医や薬剤師に相談しましょう。

・「お薬手帳」を活用しましょう。
飲んでいるお薬の情報を

まとめて管理すると、

お薬の飲み合わせの相談もできます。



こんなときどうする？
その１

その２

も飲み忘れたり、飲みにくいお薬が家にたまっている

お薬手帳が複数ある

★お薬手帳は１冊にまとめましょう。

◎お薬手帳の使い方

・医師や薬剤師に見せて、
お薬の飲み合わせを確認してもらいましょう。

・病院で処方されたお薬だけでなく、ドラッグストア等で
購入したお薬や健康食品の情報も記入しましょう。

◆あなたの命と健康をまもるため、災害時は必ず持ち出しましょう。

★残っているお薬を全て、
かかりつけの薬局へ持っていきましょう。

◎薬局が医師と相談して対応できること

・飲みやすい形の薬に変更
（例：大きい錠剤から粉薬や液剤へ）

・飲み忘れないよう、一包化したり，
飲む回数が少なくなるお薬へ変更

・余っているお薬を使えるよう、次回に出すお薬の数を調整

※薬の種類によりできない場合もあります。



徳島県保健福祉部薬務課
ＴＥＬ ０８８-６２１-２２３４

独立行政法人
医薬品医療機器総合情報 （PMDA／くすり相談窓口）
ＴＥＬ ０３-３５０６-９４５７

公益社団法人日本薬剤師会 （くすり相談窓口）
ＴＥＬ ０３-３３５３-２２５１ （休止中 ２０２１年９月現在）

日本ジェネリック製薬協会
ＴＥＬ ０３-３２７９-１８９０

一般社団法人日本保険薬局協会
ＴＥＬ ０３-３２４３-１０７５

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会
ＴＥＬ ０３-３４３８-１０７３

ＮＰＯ法人ジェネリック医薬品協議会
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●ジェネリック医薬品に関する情報は

ジェネリック医薬品に関するお問い合せ先

ジェネリック医薬品は医療用医薬品です。
希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

徳島県 ジェネリック 検索
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