Ｑ９ 後発医薬品への変更実績のある医薬品リストは、どのように活用していますか、また、このリストに
基づいて新たに採用した後発医薬品はありますか、あればそのリストを教えてください。
区分

記 載 内 容
アムロジピン錠「明治」、ファモチジンＤ錠「サワイ」、フラリスロマイシン「タナベ」
Ｑ１０を特に参考にしている。
目次には後発品の先発名も載せておき、後発、先発両方から調べられるようにしている。
ジェネリックを採用する時、他院ではどのような薬が採用されているか参考にしたりします。
後発医薬品採用の参考にしていきたい。
ジェネリックへの変更時の銘柄選定
自施設の採用医薬品を後発品に切り替える際に、参考に確認する程度。このリストに基づいて採用した後発
品はありません。
今後、院内における後発品の採用基準の１つとして医薬品リストを利用していきたい。
薬事委員会の資料として活用
変更したい品目について活用

病
院

これから変更するときに参考にする。
採用施設の少ないＧＥは供給体制に問題があり、変更実績のある医薬品リストはＧＥ採用時の資料として有
用と思われる。
未だ実績はありませんが、後発薬採用薬剤決定の資料として活用させていただきます。
今のところリストに基づいて採用したものはないが、今後採用品を変更していく時に流通等が安定しているた
め活用できると思う。
今までは活用した事はないが、今後活用したいと思う。
今まで使っていなかった。（問屋等から情報を得ていた。）
DPC病院での後発医薬品への採用変更は効果の出やすい注射薬を中心に実施しているため特に活用はし
ていない。内服・外用薬についても、特に本テキストに基づいた採用はない。
保健薬局で何に変更したからと行って、病院の採用銘柄に影響を与える事はありません。
リストに基づいて新たに採用したものはない
アカルディ→ピモベンダン
アドナ30㎎→アーツェー30㎎・タジン30㎎

アンプラーグ100→サルボグレラート塩酸塩錠100「日医工」

アトルバスチン（5）（10） ビオクリタゾン（15）（30）
アムロジンＯＤ（5）→アムロシピンＯＤ（5） アイトロール（20）→アイクロール（20） アダラートＣＲ（20）→
トーワラート（20） アーチスト錠10→アーチワン錠10 アムロジン5→アムロジピン5
アリセプト→ドネペジル リピトール→アトルバスタチン クラリチン→ロラタジン クラビット点眼液→レボクロ
キサシン点眼液 ボナロン→アレンドロン酸
薬
局

アロフト20㎎→アロストーク20㎎

ワイパックス0.5→コーパン0.5

いくつも後発がある中で、最終的に二つくらいにしぼり、その後とても悩んだ時、他局は何を使っているんだ
ろうと見にいく。 キサラタン
多くの薬局で採用されていると、在庫もすぐ手に入りやすいと思い、それらを選択する方向で考えている。先
発品と後発品の比較表も考慮しながら。 タスオミン、アーチワン など
カリクロモン（カルナクリン）

タシン（アドナ）

レバシピド（ムコスタ）

後発医薬品の採用に利用している。
トロンヘム錠50、サワチオン錠5、アイロクール錠20、イコサペント酸エイル600、ファモチジンD10など
後発品変更時に患者への説明する時の安心材料となる。
アザスロファン腸溶錠500mg ニフェランタンCR錠 シルニジピン錠「サワイ」

イトラートカプセル50 他

区分

記 載 内 容
後発品を選ぶ時に参考にしている。
カソデックス錠80ｇ→ピカルタミド錠80ｇ「あすか」
ジクロフェナクナトリウムテープ30㎎「ユート7」
「タイヨー」

セブニイPC

カルフィーナ錠（1.05）

ブロチゾラムOD錠

実績のある薬を見ることによって、選択しやすくなる。ロキサチン75 タスモリン コリネールＣＲ20 トーワ
ラートＬ10 スローハイム１０ シルニジピン10 アムロジピンＯＤ2.5 ディアールファ0.25
ジェネリック医薬品を選択する際に参考にしている。ラスプジン、クラリスロマイシンDS小児用10％「タカタ」、
ハルスローOD0.1㎎、0.2㎎、パテルテープ20
当薬局で採用していたものの納入に時間がかかる場合、より県内で使用されているものに変更した。セオノ
マールのように、納入に異常が生じた際、より多く使用されていたものに変更した
どのメーカーの医薬品が採用されているか、採用の多いもの。
アザスルファン腸溶錠、コリネールCR、アレナピオン20
何品かで悩んだときに参考にしている。
アイロクール コソネール
ニフェランタンＣＲ20㎎・オメラップ10・ファモチジンＤ錠10㎎
フロセミド１０㎎「NP」
変更実績が多いものほど、採用する上で安心感がある。
最近ではクレメジン細粒の後発品を使用実績の多い、球形吸着炭細粒「マイラン」に変更した
変更実績数が多い当薬局で、未採用品を中心にリストアップした。イコサペント酸エチル粒状カプセル「日医
工」 サンメール内服液5％ スクラルファート細粒90％ アカルボース錠50ｍｇ「サワイ」
変更実績の多い医薬品を選択している。
ベザトールSR錠200→ベザフィブラードSR200｢日医工」

薬
局

変更実績の多い枚数の薬を検討する
フォイパン→カモステート ムコスタ500→メチスタ500
変更実績の多い薬品名を確認している
メインテート錠2.5→メインハーツ錠2.5 ニバジール錠4㎎→ニルジラート錠4 ペルサンチン錠25㎎→アンキ
ナール錠25㎎ マーズレンＳ配合顆粒→グリマック配合 ムコダイン錠250㎎→サワテン錠250㎎ 顆粒→グ
ロリアミン顆粒
変更実績の多い薬品を見て、プロサイン20をプロルナー20に変えた
変更実績の高い医薬品だと、自分自身が経験がなくても安心感がある。ＡＴＰ腸容錠（日医工）
ボルタレン錠→ボルマゲン錠
ユベラＮcp100→ニチＥネートcp100 フオイパン100→カモステート100
リストと近隣の病院の採用リストを照合し、当局での採用に役立っている。
アプリトーンＣap、アイロクール錠、スカルナーゼ錠、エイコサペント酸エチル「日医工」
実績の多いメーカーの製品を購入の尺度とできる
実績＝信頼度としてとらえ、採用を検討するようになった
同成分のもので、違う会社がいくも出しているときは、よくとっていて信頼できる会社のものを使用している
ジェネリック医薬品を選択する際に、変更実績のある医薬品リストの上位５位を参考にしている
実績の多いものをまず考慮し他と比較
実績を参考にすることで、患者にも安心していただいています
どちらの後発医薬品を採用するか悩んだ場合、変更実績のある医薬品の方が安心できる
変更実績があるということは、安定的な供給にもつながるので、採用の参考になる
変更実績が多い物は、流通もしっかり整っていると思いますので参考にさせてもらいます
変更実績が多いものを中心に検討し採用している
変更実績のある薬剤のリストは、変更の目安になりました。
変更実績の多い医薬品が分かるので、変更の際、参考になる

区分

記 載 内 容
変更実績の多い医薬品は、選択しやすい
変更実績の多い後発品は品切れをおこさず入手しやすいと判断して参考にしている
変更実績の多い銘柄は安定供給が見込まれるので、新規に後発医薬品を購入する際の参考としている
変更実績の件数の多い後発品を備えようと思う
変更実績の少ない医薬品を候補から外す
使用されているGEがわかる
多くの変更実績のあるジェネリック＝流通体制が整っているジェネリックと判断でき、また安心して変更でき
る一つの指標になるので、今後の採用品目を選定するのに大変役立つと思う
後発品にしても、他で使っていないメーカーだと、納入が間に合わないと困るので、頻度の高い薬は見るよう
にしている
後発品を採用するにあたり、実績の多いものを参考にしている
使用頻度の高い薬剤が分かりやすい為、変更時（新規採用時）考慮します
興発医薬品を新たに採用する際、判断に迷った時に（変更実績の多い後発医薬品を選択するなど）参考に
する予定（まだ活用できていない）
患者が後発品希望した際、在庫がなかった時、リストから選ぶことがある。新規に後発品を採用する時の参
考にしている
患者へ自信を持って勧められると思うので活用したい
患者より後発品への希望があった時、どの製品を選択するかの参考にしている。
これから変更する為の予備医薬品として参考にしています
リストより、各成分での主流通が分かるので、入手しやすいかある程度推測できる。

２件

リストより、各薬剤での主流通がわかるので、役に立つ
在庫状況確認になる
薬
局

採用メーカーを決めるのに役立つ（ローカルな情報があればもっと良い）
ジェネリック医薬品に変更するにあたり、患者が一番不安に感じているのは、効き目や安全性なので、他の
患者が多くジェネリックを選ばれていることを紹介できる。新たに採用した後発医薬品はない
ジェネリックを採用する際に、何が一番使われているか参考にして決めている
実際に使っているジェネリック医薬品が、他薬局では何が使われているか参考になるが、薬局の件数もわか
るとよかった
使用薬品の傾向がわかる
使用率の高いものは、流通しており手に入りやすいものだという認識で利用できる
信頼性の高いという認識
全体的にどのような薬が変更されているのかを参考にしている
選択に迷った時の参考になる
他の薬局での変更事例であり、患者とのやりとり等がわからないので、よく使用されているから採用というこ
とは、考えられません。ただ、変更事例が多いということは、どこかの卸には在庫が普段置いてあるというこ
とだと思うので参考になる
当薬局での採用基準に照らして選択した後、その採用品がリストにあるものかのチェックで使っている。（基
本的には三大メーカー（サワイ・日医工・大津）からの選択としているので、必ず含まれている
当薬局との採用品目以外の薬剤について検討材料とした、新たに採用したものはないが、今後必要が生じ
たときには採用する候補としてチェックしている
どこかで変更の実績があるということは、全く知らない薬よりは信頼できると考え、参考にはできる。変更件
数もその度合をはかれます。ただ何が利用できるというほどのものではない
変更上位品目に注意している
問屋が備蓄してそうな薬品がわかる
採用実績の多い医薬品を新たに備蓄
変更不可の処方せんが80％以上なので、特にリストは活用していないが、他の薬局ではどうなのか参考に
している

区分

記 載 内 容
変更を」迷っているときに参考にしてみたい。
薬価差益と安定供給のもの、各薬局に於いて採用の多いもの
薬局での後発品選択での参考
新たな後発医薬品を選定する際の参考
新しく」ジェネリックをとるときの参考にしている
ジェネリック医薬品に変更する際、（不勉強のありますが）情報が十分でない場合、このリストはおおいに参
考にしている
新たに後発品を採用すときに、一般的にはどの薬剤が使われているのか見るように使っている
新たに採用する後発品を選ぶ時に参考にできる
一応確認して、参考にさせて頂きます。
一般的に採用されている商品の目安に
新たに採用する場合「変更実績」を確認している。グループ薬局の採用品に準ずる場合が多いので、今のと
ころこのリストによる採用はありません
興発医薬品の採用の際、参考にしている。が、新しく発売になった後発品の採用を検討することが多く、この
リストに基づいて採用はない。リストは自分の薬局で使用している後発品を使っている医療機関が多いか少
ないかの確認にもつかっている
後発医薬品の採用の参考にしている
後発医薬品への変更実績のある医薬品リスト参照にして変更している
新たに採用はないが、個店経営をしていると外の状況が見えなくなるので、見るだけでも刺激になる
新たに製造されたジェネリックを徐々に採用したいる
今まで後発品がないと思っていたのに、リストで知ったものもあった

薬
局

患者に「どのジェネリックにするかはあなたにまかせる」と言われた時に参考にしている
後発医薬品を選ぶ時に参考になっている
後発医薬品を選ぶ時の参考になる
後発医薬品を選定する際の参考として活用している
後発の品質の違い
後発品を選ぶ時に参考にしている
後発品を選定していく方法の一つとして活用
後発品を販売しているメーカーの確認
後発薬品を選ぶのに参考にした
個発医薬品を選定する時の参考として活用している
今後、新たに変更する後発医薬品を選定する際の参考
今後、採用する後発医薬品の一助になると思う
今後、採用するときに参考にしたい
採用品の中から新たに後発品への変更する薬品を選ぶ際の参考として
採用品の中で後発品がある医薬品があるか調べる時には薬価本を活用している
参考程度に見ている
参考に、後発医薬品に変更しようと努力したいる
ジェネリック医薬品採用時の参考として活用している
実際に変更した意見、感想が分かるので参考になった
正直あまり参考にしたことはありませんが、薬品名が載っていると、脳裏にあり、採用したことは 数回ありま
す
新規採用に参考としている

３件

区分

記 載 内 容
新規に後発品選択を行う際の参考
新規に採用する為に、検討材料のひとつとしている
先発から後発医薬品に変更する場合のリストとして重宝しています
先発品から後発品へ変更する際の参考資料にしている
他の薬局ではどれを採用しているのか参考にする
たまにみる程度
他薬局が何に変更しているとかではなく、当薬局の使用薬品で決めていくので、特にそれを参考にとは考え
ず、どんな薬効の物を変更するのかとかは参考にしました
他薬局での採用薬品の確認として利用、又、今後の採用する後発品の候補として参考させてもらっている
他薬局の卸行を知りたいと思うことが多くあって、採用品目に加える際の参考にしている
他薬局の採用品がわかるのは有難い
当局で新規に後発品を採用した時に、変更実績の多いものを参考にして、候補の一つにしている
どのようなものを変えているか参考にはなった
どれを採用するかの参考に
何十種も後発品があると、何十種のなにを基準にと考えてしまいます。一応国が認可しているのだからとい
うのはありますが、会営、ほんじょうの採用状況、近隣の医師の採用状況、流通の状態などが・・・・
日常業務で後発品を選ぶ際、参考にしている
初めて後発品を採用する時に、参考にします
変更になった時の参考にする
変更の目安になる

薬
局

活用は難しい 自分たちの選択基準があるので、活用方法をイメージできない。

５件

メジャーなジェネリック医薬品はチェックするようにしている。リストに基づいて採用した医薬品はない
患者個々への対応をしており、ジェネリック希望がある物に関しては、メーカー・価格・本社での意向など検
討しながら採用している
患者個別対応しているので、実績リストはあまり利用していない
患者の希望に出来るだけそえるように、ジェネリックで調剤するか先発品にするかは、患者との話し合いで
決めている
患者の希望を第優先に考え、その上で薬局としての選択基準によって採用しているので、今のところ、リスト
により採用した医薬品はない
基本的に２～３人使用している薬剤で後発品があば、変更している。しかし変更しても負担額が変わらない
時に変更しない
基本的に地域でよく利用されている後発品を採用しているのであまり参考になりません。地域ごとのデー
ターがあれば欲しい
グループ内での同様のリストにより、採用している
活用していない。自社チェーンで使用の多い薬剤を使用
後発医薬品の選定に変更実績は考慮していないので、とくに活用していない
後発医薬品への変更実績のある医薬品リストではなく、会営薬局で採用のある後発品を主に採用している。
今後この医薬品リストを参考に考えたい
採用基準の中には、周辺薬局とも連携して後発品を使おうとも考えている。そのためリスクはあくまでも参考
までにしか見ていない
調剤する頻度の高いものは、後発品を準備するようにしているので、他局の状況はあまり参考にしていない
実績の多いメーカーに問い合わせる（安定性・非包時の安定性）こともあるが、主に入手しやすく小包装のあ
るものを選ぶ。
今現在このリストに基づいて採用した医薬品はないが、今後採用の参考にさせて頂く
今の時点で活用できていないが、これを機に活用したい。変更する際にはどうしてもしよう実績の多い薬剤
から選択すると思う
今まで活用していなかったが、今回見て参考になると思うので利用したい

区分

記 載 内 容
今まで薬品リストからの活用無かったので、今後活用したい
これから参考にしながら活用したい
今後、参考にしていこうと思うが、現時点では活用していない
今後採用時に際し参考にしたい
今後参考にしようと思う
参考にしている（なる）が活用していない

２件

自店で採用しているモノ以外にどのメーカーのモノが使われているのか、などの参考になると思う。が、新た
に採用した薬はない
変更実績を上げるためにかなりのジェネリックを採用しているので、あとは細かい所を採用するしか実績をあ
げれそうもないので、より細かな対応をしなければならないと思う。新たに採用したものは、このリストの中に
はありません
他店の傾向をみるのみ
薬
局

あまり活用してない
あまり参考にしていない
活用できていない
活用していない
採用したい薬品群の収載がない（情報が古い）ので、参考になりません
採用した医薬品を確認する程度で、リストに基づいて採用する事はしていない
変更可能な処方せんがほとんど来ない為活用の余地がありません。
リスト多すぎ、活用していない
リストが多すぎてこれに基づいては採用していない。地区で多く採用されていたり新たに製造されたジェネ
リックを徐々に採用している
リストに基づいて採用はしていないが、採用したものがあると、さらに安心して使えるかんじはある
リストは今日はじめて見た。今後参考にしたいと思う
リストを参考にして採用したわけではないが、同じような医薬品が採用になっていると感じた

＊ 同じ回答はまとめて記載し、回答件数を記載してあります。

