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研究の背景
　医療資源の消費を最小限に抑え、医療から得るベ

ネフィットを最大化する努力は、多くの国のヘルス

システムにおいて重要となっている。OECD（The 

Organization for Economic Cooperation and Deve

lopment）の報告によると、米国の１人当たりの医

療費は2000年に4,704USDであったものが、2010年

には8,233USDとなり、一方、英国では同じ10年で

1,833USDから3,433USDに変化していた。これらの

国の医薬品費は11％～ 13％で推移している（1）。高

齢化と新薬開発による医薬品の高額化が医療費増大

の原因とされている。多くの国において、行政はも

ちろん、非行政組織や私的医療保険機関で医療費を

抑制し増大させない努力が行われている（26）。医薬品

市場には、国民（患者）、医療従事者、などの医療

需要者や製薬会社などの医療供給者など多くのス

テークホルダーが存在する。行政などを含め各ス

テークホルダーの間で、医療と経済のバランスを取

りながら「医薬品の適正使用」を推進することが、

各国の重要な課題である（7）。「医薬品の適正使用」

とは、１）最も効果的に、２）副作用を最小限に抑

え、３）患者と社会にとって最も経済的な、医薬品

の使用を推進することとされている（6）。

スウェーデンでは、1990年から2000年にかけて医薬

品費が２倍に増大した。新薬を含め高額な医薬品へ

市場がシフトしたことが原因とされる。1997年と

2002年に、これら増大する医薬品費の抑制と医薬品

適正使用の推進を目的として、医薬品政策の改革が

行 わ れ て い る。1997年 の 改 革 で は、PBS（The 

phar maceutical benefit scheme）と呼ばれる政策の

再構築に加え、各地方自治体へ医薬品予算が移譲さ

れ、医薬委員会（DTCs: Drug and therapeutic 

Committee） を 置 く こ と が 義 務 付 け ら れ た（8）。

DTCsは、医薬品適正使用のガイドラインを作成す

るなど、様々な活動が知られる（911）。例えば、ストッ

クホルム医療圏では「Wise Drug List」という、標

準的に使われている医薬品（治療ごとの使用頻度が

90％）のリストを処方医に提示している。2002年の

改 革 は 多 岐 に 渡 り、TLV（The Dental and 

Pharma ceutical Benefits Agency）の設立を機会に、

QALY（cost per qualityadjusted life year）を含め

た新薬の経済評価の導入と後発医薬品の完全代替調

剤の導入を行った（1214）。特に後発医薬品の完全代替

調剤は、患者と社会における医薬品費の増大傾向を

抑えた点で意義があったと言える（8）。

　日本においても医療費が増加し、その抑制は重要

Section of Social Medicine, Department of Community Medicine and Public 
Health, UNIVERSITY OF GOTHENBURG 客員研究員　今井　志乃ぶ　氏  

Associate professor Karolina Andersson Sundell
東京医科歯科大学大学院 医療政策情報学分野 教授　伏見　清秀　氏

医療経済研究機構では、研究助成事業を実施しております。本助成の目的は、医療経済・医療政策分野において、主として若
手研究者を中心に、研究者層の裾野を広げ、医療経済研究の発展を目指し、わが国における医療政策の発展に寄与することです。
研究助成の成果物を会員の皆様への公表用として、本医療経済研究機構レターに最終研究報告書の研究要旨を掲載いたします。

医薬品費抑制政策に関する検討―後発医薬品への対応とその影響について
スウェーデンと日本の比較
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な政策とされ、後発医薬品の使用推進も抑制政策の

一つである。2009年には医療費における医薬品費の

割合が21％となり、スウェーデンの13％に比べ高く、

OECD諸国で最大である。2003年から一部の特定機

能病院を皮切りに、DPCによる包括評価制度が導入

され、各病院が利益を確保するために購入価の低い

医薬品の使用が見込まれた（1617）。2007年に厚生労働

省は「後発医薬品の安心使用促進アクションプログ

ラム」を発表し、医薬品費抑制のため2012年度まで

に後発医薬品の数量シェアを30％以上にすることを

目標に掲げたが、達成には及ばなかった（15, 19）。また、

医薬品償還価格政策に関しても議論の最中である
（18）。日本の医薬品政策は、各国の制度を参考としな

がら、次の改定を模索中である。

目的
　スウェーデンと日本の後発医薬品に関する政策

を、４Esと呼ばれる手法により分類し比較した。ま

た、医薬品費への影響を観察するために、両国の医

薬品償還価格を比較した。

方法
　スウェーデンと日本における、後発医薬品に関す

る政策を、「Education」、「Engineering」、「Econo

mics」、「Enforcement」で示される４Esと呼ばれる

手法（2123）で分類し比較した。また、それぞれの国で

公開されている医薬品の償還価格を比較し、政策の

影響を検証した。この比較では、両国で広く使用さ

れている降圧薬のうち、ACE阻害薬（レニンン・ア

ンジオテンシン変換酵素阻害薬）とARB薬（アンジ

オテンシンⅡ受容体拮抗薬）について検討した。

結果
　高齢化率について、スウェーデンが19％に対し、

日本が23％と高くなっているが、平均余命はそれぞ

れ81.5歳、83.0歳とどちらもOECDの平均を上回っ

ていた。スウェーデンの後発医薬品数量シェアが

49％に対し、日本は22.8％であった。スウェーデン

の償還価格改定は２ヶ月に１回に対し、日本は２年

に１回であった。スウェーデンではIT技術を導入し

た医療の質の指標（後発医薬品使用量の指標を含む）

を医師へ提示し処方を誘導し、製薬企業との個人的

な接触を禁止するなど「Engineering」に分類され

る政策が多く、日本では診療報酬点数を制定し後発

医薬品使用を推進するような「Economics」に分類

される政策が多く観察された。特にスウェーデンで

後 発 医 薬 品 使 用 推 進 策 と し て 有 用 な の が、

「Enforcement」に分類される、後発医薬品完全代

替調剤の法制化であると考えられる。償還医薬品の

比較では、承認されている医薬品成分数が、ACE阻

害薬でスウェーデンが６成分に対し、日本で11成分

であり、承認されている後発医薬品の品目数も日本

のほうが多かった。ARB薬ではスウェーデンが６成

分に対し、日本では７成分であり、特にロサルタン

の後発医薬品はスウェーデン12品目に対し、日本で

は32品目が承認されていた。ほとんどの先発医薬品

の償還価格がスウェーデンにおいて低い傾向にあ

り、後発医薬品の品目数もスウェーデンで少なかっ

た。

考察
　医薬品政策の導入は医療政策の一貫であり、他国

の政策から学ぶことは多い。スウェーデンの医薬品

政策はTLVの設立により、参照価格制度、医薬品経

済評価、後発医薬品完全代替調剤など複数の医薬品

政策を導入していた。２ヶ月に１回の償還価改定は、

薬局共通のシステムにより集計される購入価格に基

づいており、「Engineering」に分類されるような、

後発医薬品使用の指標化においても、IT技術を利用

するなど、透明性を確保した政策が導入されていた。

日本でも近年、レセプト情報等が研究者へ提供され

るようになり、医薬品政策に影響を与える研究成果

が期待される。

　医薬品償還価格の比較では、ほとんどのACE阻害

薬で後発医薬品が販売されているため、スウェーデ

ンでは６成分中２成分が後発医薬品に代替されてい
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たが、日本では11成分全てにおいて、先発、後発医

薬品の双方が承認されており、また、償還価格につ

いては、スウェーデンより高額となる傾向であった。

結論
　本研究により、スウェーデンと日本において、医

薬品の償還価格、承認医薬品の数、後発医薬品使用

率に影響を与えるような、医薬品政策の違いや類似

点を示した。特にスウェーデン行政では、IT技術に

よって透明性を確保することで、医薬品償還価格決

定やその他医薬品政策の導入を容易にしていた。各

国の政策を比較することは困難を要する。本研究で

も医薬品の償還価格については、市場の状況の違い

や、卸値などは考慮しなかった。しかし、本研究は、

スウェーデンと日本の医薬品政策に関する違いにつ

いて幾分かの情報を提示し、この情報が今後の医薬

品政策に有益であることを確信している。
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