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緒　　言

　人口の高齢化、医療技術の高度化に伴う医療費
の増大を背景に、医療経済への関心が高まってい
る。2019年度の日本の総医療費は 44兆円を超
え、薬剤費は約 20％を占めている 1）。医療費の
増大には、様々な要因があるが、特に生活習慣病の
医療費が問題となる。なかでも、糖尿病は、現在の
ところ生涯完治不能な慢性疾患とされており 2）、
糖尿病の治療だけでなく、様々な合併症併発のた

めの治療に長期にわたる医療費の増大が推測され
る。
　近年、様々な種類の糖尿病治療薬が上市されて
いるが、その代表的な治療薬として 1950 年代に
ビグアナイド薬というカテゴリーで登場したメト
ホルミン塩酸塩錠（メトホルミン）がある。メト
ホルミンは発売後、乳酸アシドーシス等の副作用
の観点から問題視されたが、United Kingdom 

of Prospective Diabetes Study（UKPDS）3）で、
肥満群において投与後の心血管イベントおよび心
血管死抑制効果が示されて以来、特に欧米では禁
忌でなく忍容性がある限り、2型糖尿病治療の第
1選択薬として強く推奨されてきた 4）。本邦にお
いても、肥満の程度に関わらず、血糖低下に有効
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るメトホルミンの使用状況および臨床現場（病院）における採用の現状について調査した。その結果、NDBオープ
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れていた。また、調査したすべての臨床現場（病院）でメトホルミンは採用されていた。しかし、80％以上の施設で
規格が 250mg/錠のみの採用であった。そのため、1回量が 500mg の場合、250mg/錠を 2錠で調剤を行っていた。
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250mg/錠を 2錠での調剤では薬剤費が 2倍となる。病院内の採用の可否に関わらず、一般名処方の場合では外来処
方箋の記載表記によっては、保険調剤薬局の薬剤師の判断で適切な錠剤規格に変更することが可能である。そこで、
単錠（500mg/錠を 1錠）と複数錠（250mg/錠を 2錠）の薬物溶出挙動の影響を評価し、同等であることが明らか
となったため、現行の治療を継続したままでも、薬剤師の判断で薬剤費を節減できる可能性が示唆された。
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性を示すこと 5）や高用量（最大用量 2250mg/

日）の使用が認可されたことから、2型糖尿病の
治療薬として高頻度に処方される薬剤の一つとな
り、dipeptidyl peptidase-4 inhibitor（DPP-4

阻害薬）と並んで広く用いられている 6）。
　薬物療法の高度化に伴い、医療スタッフの一員
として、薬剤の専門家である薬剤師がチーム医療
に参加することが求められている。医療において
薬物治療は重要な位置を占めており、薬物の適正
使用についても有効性や安全性だけでなく、総医
療費のうち約 20％を占める薬剤費の節減等の経
済性や利便性に関しても高い治療効果と同様に検
討されなければならない。しかし、実際の臨床現
場では、複数規格ある医薬品は、規格数の多さや
保管場所、調剤ミスの原因等の安全性等の理由か
ら採用規格を少なくし、最小の規格を複数錠、患
者に服用させることで必要な治療量を確保してい
るとの報告もある 7）。その場合、錠数の増加に伴
い、薬剤費の増大が予想される。
　そこで本研究では、2型糖尿病治療薬であるメ
トホルミンの使用状況および臨床現場（病院）に
おける採用の現状について調査した。さらに、単
錠（500mg/錠を 1錠）と複数錠（250mg/錠を
2錠）での薬物溶出挙動の影響を評価した。

方　　法

１．メトホルミンの使用状況および臨床現場（病
院）での採用規格についての調査

　メトホルミンの使用量の調査には、2014年度
に厚生労働省から公開された「全国健康保険請
求・特定健診データベース」（NDB）のオープン
データを用いた。NDBオープンデータは、日本
の医療の現状や具体的な検診結果などを統計デー
タとして明示しており、最初に公表された 2014

年度のみ処方数上位 30品目、次年度以降は上位

100品目が収録されている 8）。本研究では、
2015～2020年度版NDBオープンデータ 9）か
ら、メトホルミン錠についての処方数量データを
抽出した。データは、院内処方・院外処方発行の
外来患者、入院患者の処方区分の数量を総計し
た。
　臨床現場（病院）での採用規格の調査は、
2022年 10月に千葉県病院薬剤師会に所属して
いる施設を無作為に抽出し、メトホルミンの採用
状況（採用の有無と採用規格、および 1回量が
500mgの場合の対応）についての調査を行っ
た。

２．メトホルミンの溶出試験
　メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT「DSPB」
および 500mg MT「DSPB」（DSファーマバイ
オメディカル株式会社）を用いて、第 18改正日
本薬局方におけるメトホルミン塩酸塩錠に記載さ
れている溶出試験法（回転バスケット法）に準じ
て溶出試験を行った。溶出試験液は、塩化ナトリ
ウム 2.0gを塩酸 7.0mL及び精製水に溶かして
1,000mLに調製した溶出試験第 1液（pH 1.2）、
リン酸二水素カリウム 3.40gおよび無水リン酸
水素二ナトリウム 3.55gを精製水に溶かして
1,000mLに調製した溶出試験第 2液（pH 6.8）
を、それぞれ 900mL用いた。パドルの回転速度
は 50rpm、試験液温度 37.0± 0.5℃で行った。
溶出試験液のサンプリングは、第 1液、第 2液
共に試験開始後 5、10、15、20、30、45、60

分の 7回とし、サンプリング時間毎に試験液を
1mL採取し、新たに試験液を 1mL加えた。試
験液中のメトホルミンの定量は、サンプルを各試
験液で 5倍希釈したものを、紫外可視分光光度
計（SHIMADZU UV-1280、島津製作所）にて、
235nmにおける吸光度を測定することにより
行った。
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　溶出挙動を客観的に検討する指標として f2関
数を用いた。f2関数はMooreらによって紹介さ
れ、2つの溶出曲線の間の平均二乗差に反比例す
る 10）。試験製剤と標準製剤の溶出率の差の平均
が 2％、5％および 10％である時、f2 関数はそ
れぞれ 82.5、65および 50になる。2つの溶出
プロファイルの同等の定義は、本邦では f2値が
42から 100であるとき 11）、U.S. Food and Drug 

Administration （FDA） では f2値が 50から 100

にあるときとされている 12）。そこで、メトホル
ミン塩酸塩錠 500mg MT「DSPB」1錠とメト
ホルミン塩酸塩錠 250mg MT「DSPB」2錠の
溶出挙動について、f2値によって評価した。

３．統計解析
 薬物溶出挙動の類似性を測定するために、次式
より similarity factor: f2を算出した。

　なお、Tiおよび Riは、それぞれのサンプリン
グ時間におけるメトホルミン塩酸塩錠 500mg 

MT「DSPB」1錠およびメトホルミン塩酸塩錠
250mg MT「DSPB」2錠の平均溶出率の平均溶
出率表し、nはサンプリングの回数を表している。

結　　果

１．メトホルミンの使用状況および臨床現場（病
院）での採用規格についての調査
　メトホルミンの処方数量を表 1に示す。総数
は、2015年度から年々増加していた。規格別で

表1　メトホルミンの処方数量（錠）

2015年度
総数 規格（mg） 規格総数 外来（院外） 外来（院内） 入院

1,839,499,029
250 1,611,202,614（87.6％ ) 1,233,198,992 360,998,791 17,004,831

500 228,296,415（12.4％） 202,922,269 24,952,017 422,129

2016年度
総数 規格（mg） 総数 外来（院外） 外来（院内） 入院

1,919,833,775
250 1,613,433,285（84.0％） 1,231,417,410 363,465,038 18,550,837

500 306,400,490（16.0％） 273,780,534 31,963,278 656,679

2017年度
総数 規格（mg） 総数 外来（院外） 外来（院内） 入院

1,981,410,494
250 1,606,888,335（81.1％） 1,218,979,219 367,749,454 20,159,663

500 374,522,159（18.9％） 334,018,465 39,723,518 780,177

2018年度
総数 規格（mg） 総数 外来（院外） 外来（院内） 入院

2,021,066,624
250 1,563,297,955（77.4％） 1,178,814,969 363,878,973 20,604,013

500 457,768,669（22.6％） 410,871,535 45,745,153 1,151,981

2019年度
総数 規格（mg） 総数 外来（院外） 外来（院内） 入院

2,120,935,069
250 1,571,663,733（74.1％） 1,184,097,995 365,623,721 21,942,016

500 549,271,336（25.9％） 495,488,131 52,400,989 1,382,216

2020年度
総数 規格（mg） 総数 外来（院外） 外来（院内） 入院

2,226,099,893
250 1,584,171,641（71.2％） 1,199,243,230 363,571,878 21,356,533

500 641,928,252（28.8％） 583,086,382 57,400,327 1,441,543
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は、250mg/錠が 2015年度に 87.6％であった
が、2020年度には 71.2％まで減少した。一方で、
500mg/錠は、2015年度の 12.4％から 2020年
度には 28.8％まで増加していた。
　臨床現場（病院）での採用規格の調査の結果を
表 2に示す。調査を依頼した病院 42施設のうち
40施設（95.2％）から回答が得られ、すべての
施設でメトホルミンは採用されていた。採用規格
数は、1規格のみを採用している施設が 33施設
（82.5％）と大部分を占めていた。1規格の詳細
は、250mg/錠が 32施設（80.0％）、500mg/

錠が 1施設（2.5％）であった。2規格は、7施
設（17.5％）に留まり、1回量が 500mgの場合
は、32施設（80.0％）で 250mg/錠の 2錠によ
る調剤を行っていた。

２．メトホルミンの溶出挙動
　溶出試験液第 1液および第 2液を用いてメト

ホルミン塩酸塩錠 500mg MT「DSPB」1錠と
メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT「DSPB」2

錠の溶出挙動を検討した。
　溶出試験第 1液および第 2液におけるそれぞ
れの溶出挙動を図 1に示す。溶出試験第 1液で
は、試験開始 5分で 33.2％、33.8％、10分で
53.4％、55.4％、15分で 67.5％、71.3％、20

分で 75.6％、82.1％、30分で 87.7％、97.4％と
なり、250mg 2錠の方が 500mg 1錠よりも溶
出速度は速い傾向が認められた。45分以降は両
条件でほぼ 100％に到達した。また、溶出試験
第 2液においても同様に、500mg 1錠と 250mg 

2錠の溶出率は試験開始 5分で 36.2％、37.1％、
10分で 65.1％、69.8％、15分で 87.3％、86.0％、
20分で 97.7％、96.9％、となり、30分以降は
両条件で 100％に到達した。溶出挙動の類似性
を評価する指標の f2値は、溶出試験第 1液で
60.8、第 2液で 89.9となり、FDAが同等基準

表２　メトホルミンの施設採用状況

図１　メトホルミンの溶出挙動

病床数 採用施設数
規格種 規格（mg） 200未満 200以上 500未満 500以上 規格種総数

1
250 10 18 5 33

500 0 1 0 1

2 250, 500 1 4 2 7
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とする 50を上回っていることから、500mgの
1錠と 250mgの 2錠の溶出挙動は同等であっ
た。

考　　察

　日本の莫大な総医療費を節減する 1つの手段
として、医療費の約 20％を占める薬剤費の抑制
が挙げられ、具体的には後発医薬品等の安価な薬
剤への変更、ポリファーマシーの回避、治療法の
変更等が考えられる。しかし、本研究には、薬剤
や治療法の変更なく、現行の治療を継続したま
ま、薬剤の選択および使用方法で薬剤費の節減の
可能性がある。この検討は、すべての医薬品に対
して考えるべき問題となるが、今回は、服用患者
数が多いと推察される 2型糖尿病の治療薬であ
るメトホルミンを対象として評価を行った。メト
ホルミンは、世界的に急激に増え続けている 2

型糖尿病の治療薬の第 1選択薬として位置づけ
られてきたが、2021年に米国糖尿病学会
（ADA）が発表した Standards of Medical Care 

in Diabetes-2022において第 1選択薬としての
表記はなくなったものの、依然として、治療に使
用する推奨に変わりはない。
　NDBオープンデータを用いたメトホルミンの
使用状況は、2015年度から年々増加しており、
2020年度には 22億錠以上使用されていた。規
格別では、250mg/錠は 2015年度の 87.6％か
ら 2020年度には 71.2％まで減少していたのに
対して、500mg/錠は 2015年度の 12.4％から
2020年度では 28.8％までに増加していた。この
500mg/錠の増加は、2015年度に後発医薬品が
発売されたことが影響していると考えられた。し
かしながら、依然、250mg/錠の使用数が 70％
以上を占めていた。NDBオープンデータは、単
純な集計結果として提供されており、病院や薬局

の採用基準が反映されていないことが考えられる
ため、高含有率薬の代わりに複数の低含有率薬を
使用した場合、低含有率薬が多くカウントされる
可能性がある。さらに、処方数量上位 100品目
のみの公表であることや患者数、処方枚数まで反
映されていないことにも考慮する必要がある。本
研究結果の臨床現場（病院）のメトホルミンの採
用状況においては、回答のあった 40施設のすべ
ての施設で採用されていたが、規格は 250mg/

錠のみの施設が 80％以上で、さらに 1回量が
500mgの場合には 250mg/錠の 2錠による調剤
を行っていた。しかし、この調剤方法では、薬剤
費で大きな問題となる。なぜなら、メトホルミン
は比較的安価な薬剤ではあるが、2022年 4月現
在で 250mg/錠と 500mg/錠の後発医薬品の薬
価は同額（10.10円）と設定されている。つま
り、1回量が 500mgの場合、500mg/錠を 1錠
での調剤と比較して、250mg/錠を 2錠で調剤を
行うと薬剤費は 2倍となる。また、本邦のメトホ
ルミンの服用回数は 1日 2回が約 61 ％で最も多
く、次いで 3回が約 30％と報告されており 13）、
メトホルミン服用中の患者の 90％以上が、少な
くとも 2から 3回内服が指示されているため、1

日あたりの薬剤費の増加は 1錠が単に 2錠とな
る訳ではない。本研究からは、1回量が 500mg

の患者数の把握はできないが、過去の報告におい
てメトホルミンの用量別処方率は 2008 年に 

90％以上が 750mg/日であったのにも関わらず、
2011年から 1500mg/日と 2250mg/日の処方
率が年々増加し、2019年では 750mg/日が
43.5％、1500mg/日が 28.3％、2250mg/日が
10.1％となり、1500mg/日以上が約 40％を占め
ている 14）。服用回数から考慮しても 1回 500mg

以上の患者が一定数は存在することが推察でき
る。したがって、適切な規格の錠剤に変更するだ
けでも、薬剤費の大幅な節減に繋がる可能性が考
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えられた。しかしながら、急性期入院医療費に関
しては、2003年度より出来高払い制度から医療
の標準化、効率化、質の向上と共に医療費の抑制
を目的にDPC（diagnosis procedure combination）
を用いた包括支払い制度へと移行している。この
場合、薬剤費の節減は病院の収益には繋がるもの
の、医療費の直接的節減には影響を及ぼさない。
ただし、入院医療費ではなく、外来診療や出来高
報酬制度等に導入できれば、その効果は大きいと
推測される。
　現在、医師法第 22条や薬剤師法第 19条に記
されているように、診断及び処方は医師が、調剤
は薬剤師が行うとされ、医師・薬剤師が自己の権
利と義務を認識し責任を持つことで更なる医療の
発展を目指すために医薬分業が進んでおり、
2022年2月までに分業率は76.1％となっている 15）。
また、厚生労働省は、増大する薬剤費の節減の対
策として後発医薬品の使用を推奨し、一般名処方
箋が増加している 16）。後発医薬品の調剤に関し
ては、処方薬の「変更不可」欄に医師の表記が記
載されていない場合、薬剤師が処方薬に代えて、
後発医薬品（含量規格が異なるもの又は類似する
別剤形のものを含む。）を調剤することができる 17）

とされている。したがって、病院内の採用の可否
に関わらず、一般名処方の場合では外来処方箋の
記載表記によっては、250mg/錠の 2錠で 1回
500mgの記載となっていたとしても、保険調剤
薬局の薬剤師の判断で適切な錠剤規格に変更する
ことが可能である。そこで、本研究では、単錠
（500mg/錠を 1錠）と複数錠（250mg/錠を 2

錠）の溶出挙動を評価した。溶出挙動の類似度を
評価するための f2値は、第 1液で 60.8、第 2液
で 89.9となり、本邦よりも厳しい同等基準とさ
れる FDAの基準値の 50よりも上回っていた。
そのことから、単錠（500mg/錠を 1錠）と複
数錠（250mg/錠を 2錠）の薬物溶出挙動は同

等であると明らかとなった。以上のことから、保
険調剤薬局での調剤の際に、メトホルミンの適切
な規格の錠剤を薬剤師が選択することで薬剤費を
節減できる可能性が示唆された。
　溶出試験は、先発医薬品および後発医薬品のす
べての製剤で行う必要があると考えられるが、今
回は「DSPB」（DSファーマバイオメディカル株
式会社）を用いた。その理由として、すべての後
発医薬品は標準製剤（主に先発医薬品）と生物学
的同等性試験が行われている。そこで、本邦で
2013年から導入され、後発医薬品の薬価であり
ながら、医薬品としての機能的側面が先発品と同
一（先発医薬品メーカーから特許使用の許可を得
て製造する原薬、添加物および製法等が先発医薬
品と同一）の後発医薬品であるオーソライズド・
ジェネリック（AG）を選択した。AGは、様々
な医薬品で導入され、その品目数は年々増加して
おり、医療費の節減のために使用の促進が期待さ
れている。
　最後に、本研究は、患者数から薬剤費の節減効
果の詳細な算出ができない等の臨床研究としての
限界と課題が残るが、今後は、詳細な検討を考慮
した研究デザインが必要であると考えられる。し
かしながら、近年、問題視されている医療費増加
に対する節減、さらに、チーム医療や個別化医療
が行われ、きめ細やかな薬物療法を行うための医
療現場のニーズに応じた適切な調剤の有益な情報
になれば幸いである。

利益相反
開示すべき利益相反はない。

引用文献
 1） 厚生労働省 . 令和元（2019）年度 国民医療費の概
況．https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/

k-iryohi/19/dl/toukei.pdf (accessed 2022-10-4).



94 医療経済研究　　Vol.34 No.2 2022

 2） Weir GC, Bonner-Weir S.  Five stages of 

evolving beta-cell dysfunction during progression 

to diabetes. Diabetes 2004; 53: 16-21.

 3） UK prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. 

Effects of intensive blood-glucose control with 

metformin on complications in overweight patients 

with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet 1998; 352: 

854-865.

 4） Izucchi SE, et al. Management of hyperglycemia 

in type 2 diabetes, 2015: a patient-centered approach: 

update to a position statement of the American 

Diabetes Association and the European Association 

for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2015; 38: 

140-149.

 5） 加来浩平，田嶋尚子，河盛隆造．2型糖尿病治療 

におけるメトホルミンの使用実態に関する観察研究
（MORE study）．糖尿病 2006; 49: 325-331.

 6） Ueki K, et al. Effect of an intensified multifactorial 

intervention on cardiovascular outcomes and 

mortality in type 2 diabetes (J-DOIT3): an open-label, 

randomised controlled trial. Lancet Diabetes 

Endocrinol 2017; 5: 951-964.

 7） 石村淳，瀧沢裕輔，佐古兼一．糖尿病治療薬のシタ
グリプチン錠における錠剤分割の問題．アプライド・
セラピューティクス 2021; 16: 36-43.

 8） 藤田快男，平井一行．薬学教育へのNDBオープン
データ・薬剤データの利活用を目指して．薬学教育 

2020 ; 4 : 1-5 (in Japanese).

 9） 厚生労働省．NDBオープンデータ．https://www.

mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.

html. (accessed 2022-10-7).

10） Moore, J.W. and Flanner, H.H. Mathematical 

Comparison of Curves with an Emphasis on in Vitro 

Dissolution Profiles. Pharmaceutical Technology 

1996; 20: 64-74.

11） 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知（平成 18年
11月 24日，薬食審査発第 1124004号）：後発医薬品の
生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改訂につい
て．https://www.japal.org/wp-content/uploads/ 

mt/20061124_1124004.pdf (accessed 2022-10-

13).

12） FDA guidance for industry, Dissolution testing of 

immediate release solid oral dosage forms. August 

1997.

13） 田村好史，他．日本人の 2型糖尿病患者における
メトホルミンとDPP-4阻害 薬の処方実態―医療情報
デ ー タ ベ ー ス を 用 い た 検 討 ―．Therapeutic 

Research 2017; 38：1231-1237.

14） 遅野井健，他．2型糖尿病患者におけるメトホルミ
ン処方用量と患者プロファイルに関する検討．診療と
新薬 2020; 57: 813-824.

15） 日本薬剤師会．医薬分業進捗状況（保険調剤の動
向）．https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/

activities/bungyo/s/R4.2-1.pdf. (accessed 2022-10-

26).

16） 萩原健，他．日本医科大学付属病院における外来院
外処方の一般名処方の運用と処方推移．医薬品情報学 

2020; 20: 47-50.

17） 厚生労働省 . 処方せんに記載された医薬品の後発医
薬品への変更について．https://www.mhlw.go.jp/

bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/tuuchi1-4.

pdf. (accessed 2022-10-29).



95薬剤師の判断による薬剤費削減方法の提案
―メトホルミン塩酸塩錠を例として―

Proposal of a drug cost reduction method based on 
pharmacist judgment

-A case of metformin hydrochloride tablets-

Abstract

　Against the backdrop of increasing medical costs associated with factors such as the aging population 

and sophisticated medical technology, interest in medical economics is expanding. In 2019, Japan’s total 

medical expenses exceeded 44 trillion yen, with drug costs accounting for approximately 20%. Various 

factors are responsible for the increase in medical expenses, but medical expenses for lifestyle-related 

diseases are particularly problematic. Therefore, in this study, we investigated the status of metformin use, a 

drug frequently prescribed as a therapeutic agent for type 2 diabetes, and the current status of its adoption 

in clinical settings (hospitals). Results showed that use of metformin, based on NDB open data, has been 

increasing year by year since 2015, and more than 2.2 billion tablets were used in 2020. The adoption of 

metformin in clinical settings (hospitals) was observed in all facilities surveyed. However, more than 80% of 

the facilities used only 250 mg/tablet as the standard. Therefore, in cases where the single dose was 500 mg, 

two 250 mg tablets were dispensed. Metformin is a relatively inexpensive drug; as of April 2022, the price for 

250 mg/tablet and 500 mg/tablet generic drugs was the same (10.10 yen). Thus, if the single dose is 500 mg, 

the drug cost is twice as much when dispensed as two 250 mg tablets, compared to that when dispensing one 

500 mg tablet. Regardless of whether it is adopted in the hospital, in the case of generic drug prescriptions, it 

is possible to change to the appropriate tablet standard at the discretion of the pharmacist at the insurance-

dispensing pharmacy, depending on the notation on the outpatient’s prescription. Therefore, the effect of drug 

dissolution behavior based on single tablets (one 500 mg/tablet) and multiple tablets (two 250 mg/tablet) 

was evaluated and found to be equivalent, suggesting the possibility of drug cost savings at the pharmacist’s 

discretion even while continuing current treatments.
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