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抗がん剤ジェネリック医薬品の
適正使用への問題点と問題解決への新たな視点
～医療関係者が呈する問題点への企業側の対応について～
今井

,
康人*１ *２

渡邉

誠*４

肇*２

蓮沼

智子*２

山田

好則*３

正樹*５

鈴木

順子*１

伊藤

智夫*１

飯島

武藤
抄

録

【目的】近年、厚労省主導で後発医薬品（以下「ジェネリック医薬品」
）の利用促進策が進められている。しかし、特に
「抗がん剤」へ焦点をあてた場合、抗がん剤特有の問題が存在するため、その普及についてはクリアすべき諸問題が多々あ
ることが想像できる。このような状況を踏まえ、特にジェネリック医薬品製造販売企業の立場から見た抗がん剤ジェネリ
ック医薬品に対する現況での認識や問題点、更にその必要性等についてアンケートにて調査し、中心となる問題の洗い出
し、分析を行った。加えて医療関係者へのアンケート調査も併せて行うことで使用する立場から見た問題点も抽出し、検
証を行うこととした。
【方法】日本ジェネリック医薬品学会に所属するジェネリック医薬品製造販売会社を対象として、2008年10月～2008年12
月の期間にてアンケート調査を実施した。また、医師（病院勤務医師および開業医師）
、薬剤師（病院薬剤師、薬局薬剤
師）および薬学生（大学院博士課程履修学生）に対して2008年8月～2008年12月の期間においてアンケート調査を行った
（回答選択式（複数回答可）及び自由回答併用）。
【結果】ジェネリック医薬品製造販売会社28社を対象にアンケート調査を行ったところ18社より回答を得た。
（回答率64.3%）
。
また医療関係者へのアンケート調査において、医師49名、薬剤師29名、薬学生54名より回答を得ることができた。抗がん
剤ジェネリック医薬品に対していずれの企業も「魅力的な医薬品」と回答しているが、現状において製造販売することにつ
いて様々な問題点を抱えているため開発することに躊躇する傾向が見られた。一方、医療関係者では抗がん剤ジェネリック
医薬品の必要性について認識しているが、現状での使用状況で普及していくことには否定的な見解が多数を占めた。
【考察】抗がん剤ジェネリック医薬品は極めて細胞毒性の高い医薬品のジェネリック医薬品であるため他の医薬品と同次元
で取り扱うのは不合理であり、問題点が数多く存在することは紛れもない事実である。しかし、医療行政の動向からジェ
ネリック医薬品への切り替えが進むのはほぼ必然でもあり、今後は医療関係者に抗がん剤ジェネリック医薬品への不安を
抱かないだけの十分なエビデンスの提供を臨床、企業および大学の３極が連携をとりながら検討していく必要がある。
キーワード：抗がん剤、ジェネリック医薬品、アンケート、エビデンス、生物学的同等性試験、診断群分類包括評価
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早期発見や手術等の外科的処置による「がんの根

概論

治」を目指すことは医療関係者や研究者にとって
最優先すべきことであるが、「根治できない」、い

現在、国内の医療費は34兆円を超え、年々その

わゆる進行性がんや末期がんでは抗がん剤投与を

額は増加している。このうち薬剤費は５兆円を占

主とする化学療法が治療の中心となり、そこでは

めており、医療費全体の15%強にも達する割合と

全生活レベルでの患者ケアとQOL向上が重要な

1）

なっている 。このように薬剤費は我が国の財政

ポイントとなってくる。

に影響が大きいこともさることながら、継続的に

一般に患者のQOL向上を目指す場合、患者の

薬剤を使用せざるを得ない患者にとっては極めて

肉体的・精神的負担軽減は当然として、長期使用

大きな負担となる。

に伴う薬剤費・医療費などの経済的負担も考慮す

近年、このような膨張化した薬剤費を抑制する

る必要がある。抗がん剤は他薬に比して非常に高

ために国家施策として後発医薬品（以下「ジェネ

価なものが多く、患者の経済的負担は生活習慣病

2）

リック医薬品」
）普及計画が推進されているが 、
現状においてその効果は思ったほど芳しいものと
はいえない3）。

罹患患者の比ではない。
一方、ジェネリック医薬品を製造販売している
企業（以下「ジェネリック医薬品製造販売会社」）

現在製造販売されている先発医薬品の多くが特
４）

はジェネリック製薬協会やジェネリック医薬品学

許切れとなるいわゆる「2010年問題」 はジェネ

会等が中心となった精力的な活動によりジェネリ

リック医薬品普及への大きな転機となる可能性を

ック医薬品の普及を積極的に推進している8）, 9）。

秘めている。2010年以降、様々なジェネリック医

しかし、このような活動は一般のジェネリック医

薬品が多数上市されてくることは容易に予想で

薬品を対象としたものであり、抗がん剤を対象と

き、安価なジェネリック医薬品の普及が急速に推

したものは比較的少ない。

進されるかもしれない。

今回、我々はこのような背景を考慮し、抗がん剤

さらに、2010年問題に加えて2008年から保険処

のジェネリック医薬品に対してジェネリック医薬品

方せん書式が変更となり、ジェネリック医薬品の

製造販売会社がどのように考え、開発・販売に向

処方が今まで以上に促進・普及していく環境が整

けた戦略を持っているのか、企業の立場から見た

5）,6）

備されつつある

。

抗がん剤ジェネリック医薬品に対する現況での認

しかし、このような普及が期待できるジェネリ

識や問題点、更にその必要性等についてアンケー

ック医薬品の多くは降圧剤、糖尿病治療薬など生

トにて調査し、中心となる問題の洗い出し、分析を

活習慣病を対象としたものであり、生活習慣病領

行った。合わせて施用、交付にあたる医師および

域から「がん領域」に対象をシフトした場合、そ

薬剤師などの医療関係者にも抗がん剤ジェネリック

の開発を含めたジェネリック医薬品の普及は抗が

医薬品に対する印象やその必要性等を探究した。

ん剤自体が持つイメージも含めて他のジェネリッ

なお、本研究内容の一部は2009年６月に開催さ

ク医薬品と同レベルで判断することには一考の余

れた第３回日本ジェネリック医薬品学会学術大会

地がある。

において発表しており、日本薬学会第129年会

我が国では「がん」が死亡原因第一位となって
7）

おり、実に死亡原因全体の30%強を占めている 。

（京都，2009）にて発表した研究（論文投稿中）
の第二報となる。
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Table.１

対象者一覧

Table １a

医師

医師

病院勤務医師

内科、呼吸器内科・緩和臨床腫瘍、外科、
婦人科、泌尿器科、精神科、循環器内科、
臨床麻酔科、耳鼻科、神経内科、内分泌科、
産婦人科、外科・乳腺・甲状腺、眼科

回答数
（人）

回答率
（%）

平均年数
（歳）

平均勤続年数
（年）

49

34

20

33.3

43.2

18.4

29

34.5

59.1

32.3
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開業医師

内科、外科、眼科、耳鼻科、小児科、
消化器内科、泌尿器科、皮膚科、麻酔科、
消化器外科・内科、整形外科、糖尿病科、
形成外科

Table １b

薬剤師および医療系薬学研究科学生

薬剤師
病院薬剤師
薬局薬剤師
その他（大学職員等）

薬学研究科
後期博士課程の大学院生
博士課程1年
博士課程2年

回答数
（人）

回答率
（%）

29
15
11
3

29.0

54

100

Table １c

ジェネリック医薬品製造販売企業

ジェネリック医薬品
製造販売企業

回答数
（社）

回答率
（%）

18

64.3

30
24
調査票を回収した。また医療系薬学研究科学生に

方法

ついては直接郵送にて配付・回収を行った。（調
査表配付数：医師144部、薬剤師100部、医療系薬

Ⅰ．対象および調査期間（Table.１）

学研究科学生54部）

2008年10月～2008年12月の期間において日本ジ

なお、医療系薬学研究科学生への調査は薬剤師

ェネリック医薬品学会所属のジェネリック医薬品

免許を持ち、一定の実務経験を有していることか

製造販売会社28社を対象にアンケート調査を実施

ら現職の医師や薬剤師とは異なる視点を持つもの

した。また、比較対照として医療関係者の見解を

と考慮して対象者に選定した。

確認するために医師（病院医師、開業医師）、薬
剤師（病院薬剤師、薬局薬剤師）及び薬剤師免許

Ⅱ．アンケート調査

を有する医療系薬学研究科の学生（後期博士課

アンケート調査は回答選択式（複数回答可）と

程）に対しても2008年８月～2008年12月の期間に

記入方式（自由記載）を併用し、ジェネリック医

アンケート調査を行った。医師、薬剤師はがん関

薬品製造販売会社対象アンケート調査は14項目、

連学会へ参加したものを対象とし、学会受付にて

医療関係者対象アンケート調査では医師26項目、

無作為に配付し、回収ボックスにて学会終了時に

薬剤師33項目、薬学生13項目について調査した。
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複数回答および自由記載は現状の課題をできるだ
け細分化して抽出することを目的に調査方法とし

Ⅳ．分析方法
本アンケート調査では調査対象項目について、

て選択した。なお、アンケート調査項目について

医師、薬剤師およびジェネリック医薬品製造販売

は一般のジェネリック医薬品で既に調査されてい

会社ごとにそれぞれ集計し、共通項目について比

る項目をもとに抗がん剤ジェネリック医薬品に特

較検討することでそれぞれの対象者が考える抗が

定した項目として作成し、具体的なアンケート項

ん剤ジェネリック医薬品の現状での課題および今

目をAppendixにまとめた。

後の方向性を分析した。

回答数はジェネリック医薬品製造販売会社18社
（回収率64.3%）
、医師49名（回収率34%）、薬剤師

結果

29名（回収率29%）、医療系薬学研究科学生54名
（回収率100%）であった。

（1）ジェネリック医薬品製造販売会社が考える
抗がん剤ジェネリック医薬品の存在意義（Fig.１）

Ⅲ．調査対象項目

73.6%のジェネリック医薬品製造販売会社は抗

今回のアンケート調査においてはジェネリック

がん剤ジェネリック医薬品を開発・製造販売する

医薬品製造販売企業、医療関係者を対象として以

意義がある医薬品と考えており、逆に開発・製造

下の７項目を中心に評価・検討した。

販売する意義のない医薬品と考える企業は10.5%

対象：ジェネリック医薬品製造販売企業

であった。

（1）ジェネリック医薬品製造販売会社が考える
「抗がん剤ジェネリック医薬品の存在意義」

80％
73.6％

（2）抗がん剤ジェネリック医薬品の「競争力」
（3）ジェネリック医薬品製造販売会社におけ
る抗がん剤ジェネリック医薬品の「開発
上の問題点」

60％

（4）販売後の抗がん剤ジェネリック医薬品に
関する市場調査や使用成績および抗がん
剤ジェネリック医薬品による有害事象や

40％

副作用発現等の報告体制について
対象：ジェネリック医薬品製造販売企業およ
び医師

20％

（5）抗がん剤ジェネリック医薬品の
「品質保証」

10.5％

対象：医療関係者
（6）医療関係者が「ジェネリック医薬品領域
に抗がん剤が存在している」ことを認識
していない割合
（7）医療関係者の立場から見た使用上の「問
題点」

0％

製造販売する
意義はない

開発・製造販売
する意義がある

対象：ジェネリック医薬品製造販売企業（n＝18）

Fig.１ ジェネリック医薬品製造販売会社が考え
る抗がん剤ジェネリック医薬品の存在意義
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対象：ジェネリック医薬品製造販売企業
Q４

ジェネリックの抗がん剤について質問させていただきます。

Q４-１ ジェネリック領域における抗がん剤についてどのような印象をお持ちですか？
非常に魅力的な医薬品である
魅力的ではあるが、市場規模が小さすぎる
魅力的ではあるが、開発コストがかかりすぎる
あまり魅力を感じないが、必要な医薬品であると考える
全く魅力を感じない、不要である
その他（
）
Q４-２ 抗がん剤の市場における先発医薬品との競争力は十分なものと思われますか？
十分な競争力があると思う
競争力を有するジェネリック品もあるが、全体的には競争力は乏しいと思う
全てのジェネリック品は競争力がないと思う
Q４-３ 抗がん剤の品質についてどのように思われますか？
十分な検証を行っており、厚労省が承認しているので全く問題ない
検証は不明だが、厚労省が承認しているので問題ないと考える
同等性試験の実施が不明なものも多く、保証できないものもあると思う
Q７

現状で抗がん剤のジェネリック品での開発におけるメリットは何でしょうか？

Q８

では逆に抗がん剤のジェネリック品を開発していくデメリットは何でしょうか？

Q９

抗がん剤のジェネリック品を開発していく上で最大の問題点は何でしょうか？

Q10

抗がん剤のジェネリック品を販売されている貴社にお伺い致します。

Q10-１ 貴
 社では販売後における抗がん剤ジェネリック品の市場調査や使用成績について社内においてどのような報告体制を取ってお
られますか？
Q10-２ 抗
 がん剤ジェネリック品の使用により発生した副作用や有害事象については貴社においてどのような報告体制を取っておられますか？
対象：医師、薬剤師、薬学生
抗がん剤のジェネリック医薬品があることをご存知ですか？
知っている
知らない
対象：医師
Q14 抗がん剤のジェネリック医薬品についてどのような印象をお持ちですか？（複数回答可）
他のジェネリック同様、問題なく処方できる
処方してみたいが、副作用の心配があり使用するには不安がある
情報が少なすぎるため使用には不安である
先発医薬品の抗がん剤よりも劣悪な印象があり、使用したくない
あまり関心がない、興味がない
その他（
）
Q19 抗
 がん剤は先生方も御存じの通り、通常は単剤で使用されることは少なく、ほとんどが複数の抗がん剤を使用して処方されている
のが現状でございます。
そこで、抗がん剤の併用療法におけるジェネリック品の使用についてお尋ねします。
Q19-１
ある
ない

ジェネリック品が使用されることに抵抗がございますか？

Q19-３ 「ある」と回答された先生にお尋ねします。その理由は何でしょうか？（複数回答可）
ジェネリック品自身に信頼を持てないから
薬剤同士の相互作用で未知の副作用が出る可能性が高いと思うから
効果が先発品の抗がん剤と比べて同等以上の保証がないから
その他（
）
対象：薬剤師
Q９

抗がん剤ジェネリック品を使用する場合について質問致します。

Q９-２ 抗がん剤ジェネリック品を使用する場合、その一番の問題点はどれだと思いますか？（複数回答可）
先発医薬品との同等性試験に関するデータが乏しい
ジェネリック医薬品は承認時での毒性試験が不要のため、毒性の強い抗がん剤では使用が難しい
薬物動態試験は非臨床データが中心のため、信頼性が低い
その他（
）

Appendix

アンケート質問項目（抜粋）
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十分な競争力があると思う
競争力を有するジェネリック品もあるが全体的に競争力は乏しいと思う
70％
61.1％

60％

57.1％

50％

55.6％

42.9％

40％
30％

27.8％
22.2％

20％
10％
0％

全体

製造販売している
（n＝7）

製造販売していない
（n＝9）

対象：ジェネリック医薬品製造販売企業（n＝18）

Fig.２

ジェネリック医薬品製造販売企業が考える抗がん剤ジェネリック医薬品の競争力
品を製造販売している企業に限定した場合、「十

50％
45％

42.9％

分に競争力がある」と回答する割合が42.9%とほ

40％
35％

31.5％

30％
25％

ぼ半数近くまで上昇した。
なお、製造販売していない企業では「十分な競
争力を有している」と回答した割合が22.2%、販

20％

売のみ実施している企業（２社）はすべて「競争

15％

力に乏しい」と回答していた。

10％
5％
0％

生物学的同等性試験
の存在

開発コストが
かかりすぎる

対象：ジェネリック医薬品製造販売企業（n＝18）

Fig.３ ジェネリック医薬品製造販売会社が抗がん
剤ジェネリック医薬品を開発していく上での問題点

（3）ジェネリック医薬品製造販売会社が抗が
ん剤ジェネリック医薬品を「開発していく上
での問題点」（Fig.３）
「生物学的同等性試験の存在」を開発上の最大
の問題点と考えるものが、回答をよせたジェネリ

（2）ジェネリック医薬品製造販売会社が考える

ック医薬品製造販売会社の42.9%を占めた。また

抗がん剤ジェネリック医薬品の競争力（Fig.２）

「開発コストがかかりすぎる」という回答も31.6%

ジェネリック医薬品製造販売会社の多くは「競

と高い割合を示し、「生物学的同等性試験の存在」

争力に乏しい」
（61.1%）と考え、「十分な競争力

と併せた場合、回答したジェネリック医薬品製造

を有している」
（27.8%）と考える企業を大きく上

販売会社の74.5%がこの２点を「開発上の問題点」

回っていた。しかし、抗がん剤ジェネリック医薬

と指摘していた。

抗がん剤ジェネリック医薬品の適正使用への問題点と問題解決への新たな視点
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およそ90％の企業は品質に問題ないと考えている

自社検証しており、厚生労働省の承認もあることから
品質については全く問題ない

自社検証していないが、厚生労働省が
承認しているので品質については問題
ないと思う

50.0％

38.4％

0％

20％

40％

60％

保証でき
ないと
思う
（11.6％）

80％

100％

対象：ジェネリック医薬品製造販売企業（n＝18）

Fig.４

ジェネリック医薬品製造販売会社が考える抗がん剤ジェネリック医薬品の品質保証

70％

63.6％

60％

理の基準」やGPSP（Good Post-marketing Study
Practice）：「医薬品製造販売後調査」に従って報
告を実施しているまたはMR（医薬品情報提供

50％

者：Medical Representative）による医療機関へ

40％

の情報提供を実施していると回答した。

30％
20％

（5）ジェネリック医薬品製造販売会社が考え

15.2％

る抗がん剤ジェネリック医薬品の品質保証と医

10％
0％

師が考える抗がん剤ジェネリック医薬品の品質
他のジェネリック医薬品
同様問題なく使用できる

使用したくない、
使用するのが不安
対象：医師（n＝33）

Fig.５ 医師が考える抗がん剤ジェネリック医薬
品の品質

「自社検証しており、厚生労働省も承認してい
るので品質について全く問題がない」と回答した
企業は50%を占め、更に「自社検証していないが
厚生労働省が承認しているので品質については問
題ないと思う」と回答した企業も38.4%と合わせ

（4）抗がん剤ジェネリック医薬品による有害
事象や副作用発現時での報告体制について

て「品質上問題ない」と考えている企業は88.4%
であった。（Fig.４）

抗がん剤ジェネリック医薬品の市販後における

しかし、医師（n=33）は抗がん剤ジェネリック

市場調査や使用成績報告、および抗がん剤ジェネ

医薬品の品質について、15.2%が「特に問題なく

リック医薬品による有害事象や副作用の発現時な

使用できる」と回答した一方で、
「使用するのが

どについて社内でどのような報告体制をとってい

不安、使用したくない」と回答した割合は63.6%

るか調査し、９社より回答を得た。

となった。
（Fig.５）

報告体制については４社の企業でGVP（Good

この「使用するのが不安、使用したくない」と

Vigilance Practice）：「医薬品製造販売後安全管

回答した医師に対してその理由を調査したとこ
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60％

57.1％

50％

師で分類・調査したところ、特に開業医師が72.4%
の割合でジェネリック領域における抗がん剤の存
在について「知らない」と回答した。

30％

そこでこのように医療関係者へ抗がん剤ジェネ
リック医薬品が十分認識されていない原因につい

20％

0％

ていなかったが、医師は57.1%でその存在を知ら
なかった。更に医師を病院勤務医師および開業医

40％

10％

ついて調査したところ、薬剤師は10.3%が認識し

てジェネリック医薬品製造販売会社を対象に探究

10.3％

したところ、
「抗がん剤のジェネリック医薬品だか
ら」
、
「先発医薬品との競争力に劣る」
、
「医療関係

薬剤師（n＝29）

医師（n＝49）

者からの信頼性が欠如している」
、
「情報提供が不
足している」などを主な理由として指摘していた。

80％

72.4％

70％

ック医薬品を使用するときの「問題点」
（Fig.７）

60％

「信頼性がない」と回答した割合は病院医師

50％
40％

（7）医療関係者の立場から見た抗がん剤ジェネリ

31.6%、開業医師45%であった。また、薬剤師お
よび医療系薬学研究科学生（薬学生）においても

35.0％

30％

それぞれ23.5%、25%とおよそ四分の一は「信頼

20％

性に問題がある」と回答した。
加えて「抗がん剤ジェネリック医薬品は先発品

10％
0％

病院勤務医師
（n＝20）

開業医師
（n＝29）

Fig.６ 医療関係者（医師、薬剤師）を対象とし
たジェネリック領域における抗がん剤の存在を認
識していない割合

抗がん剤と同等以上の保証がない」という回答が
医師の群で見られ（病院医師42.1%、開業医師
35%）、「信頼性がない」と回答した割合と併せた
場合、医師では２/３以上で品質を含めた抗がん
剤ジェネリック医薬品の「信頼性が乏しい」こと
を問題点として考えていた。（病院医師73.7%、開

ろ、
「情報が少ない」、「先発医薬品よりも劣悪な
印象がある」という回答が多数を占めた。

業医師80%）
一方、薬剤師および薬学生は信頼性がないと考
えているものも見られたが、薬剤師50%、薬学生

（6）医療関係者を対象としたジェネリック領

60.7%といずれも半分以上が「生物学的同等性試

域における抗がん剤の存在を認識していない

験等のデータがない」ことを問題点と回答した。

割合（Fig.６）

さらに「毒性データ等が不足している」という回

医師49名、薬剤師29名を対象に「ジェネリック
領域における抗がん剤の存在を知らない」割合に

答（薬剤師26.5%、薬学生12.5%）を加えたとき、
薬剤師群ではいずれも70%以上が抗がん剤ジェネ

抗がん剤ジェネリック医薬品の適正使用への問題点と問題解決への新たな視点
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70％
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信頼性がない
60.1％

60％

同等性データが不足

50.0％

50％
42.1％

毒性データが不足

45.0％

40％

先発品と同等以上の
保証がない

35.0％

31.6％
30％

23.5％

26.5％

25.0％

20％
12.5％
10％
0％

病院薬剤師
（n＝19）

開業医師
（n＝20）

薬剤師
（n＝34）

薬学生
（n＝54）

注：医師、薬剤師・薬学生への調査において、回答選択肢に異なる項目が含まれている

Fig.７

医療関係者の立場から見た抗がん剤ジェネリック医薬品を使用するときの問題点

リック医薬品の問題点を「データ不足」と指摘し
ていた。
（薬剤師76.5%、薬学生73.2%）

なお、比較対照として医療関係者への調査も併
せて行っているが、医師、薬剤師に対してはがん
等の関連学会で当日行い、ボックス回収で回収し

考察

たため回収率が低下したことをまずもって述べて
おく。しかしながらアンケート回答者については

我々はすでにジェネリック医薬品という領域で

がん関連学会へ参加していることから抗がん剤に

の抗がん剤の問題点やその必要性等について医療

対する認識・見識は相当に高いものと推察される。

関係者を対象に調査しており、抗がん剤ジェネリ

ジェネリック医薬品製造販売会社から見た抗が

10）

ック医薬品への期待が高いことを報告している 。

ん剤ジェネリック医薬品は多くの企業において

また、ジェネリック医薬品についても既に様々な

「製造販売する」に値する医薬品と考えており、

調査が実施されており

11）
, 12）

、後発医薬品の必要

戦略的に重要なものであることが示唆された。

性を感じながら使用促進に一定のブレーキがかか

前回の調査にて医療関係者においても抗がん剤

っている調査報告を見るにあたり、我々が指摘す

ジェネリック医薬品の必要性を求める傾向が見ら

る課題と類似する項目は多いと思われる。

れていた。ここからジェネリック医薬品製造販売

今回我々は医療関係者ではなく医薬品を供給す

会社および医療関係者という抗がん剤ジェネリッ

る立場にあるジェネリック医薬品製造販売会社を

ク医薬品を供給／需要する両者のマインドベクト

主たる対象群として、抗がん剤ジェネリック医薬

ルは同方向に向いていると考えられ、普及に向け

品に対する考え方や問題点、さらにはその必要性

た下地は十分にあるものと推察できた。しかし、

等について調査した。

市場における実際の抗がん剤ジェネリック医薬品
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の売り上げを考えた場合、両者のマインドベクト

な疑問を持っている傾向が認められ、企業と医療

ルは必ずしもパラレルに推移しているとは考えら

関係者でその認識に大きな落差が生じていた。

れない。つまり「抗がん剤ジェネリック医薬品の

我々の調査において、医師、薬剤師で抗がん剤

必要性」という総論的なスタンスでは同じである

ジェネリック医薬品を処方・施用、あるいは調剤

が、各々の立場から見た各論的なスタンスでは幾

した経験のある群とない群で分類し比較検討した

つかの問題点が存在していることが予想できる。

ところ、経験を有する群では抗がん剤ジェネリッ

その問題点の一つとして挙げられるものは、医

ク医薬品の使用に対する抵抗はなく、むしろ積極

師が抗がん剤ジェネリック医薬品の存在を十分に

的に使用する傾向が見られたが、経験を有しない

認識していないことである。病院医師ではDPC

群では逆に使用への不安や抵抗を感じる割合が多

（診断群分類包括評価）導入によりジェネリック

数を占めていた。これは抗がん剤ジェネリック医

医薬品に切り替わる施設もあることから、比較的

薬品に関する知識や情報が十全に得られた場合抵

抗がん剤ジェネリック医薬品に対する認識は高い

抗なく使用している一方で情報が乏しい状況では

という傾向が伺えたが、薬剤師の認識率が90%程

抗がん剤という特性が優先し、むしろ使用するこ

度であることに比べた場合十分認識しているとは

とへの不安や抵抗が見られるものと置き換えて考

言い難い。さらに開業医師では実に70%以上の高

えることができる。つまり臨床の現場へ抗がん剤

率で抗がん剤ジェネリック医薬品の存在を知らな

ジェネリック医薬品の情報が十分に提供され、医

いという現状をよく検討していく必要がある。

療関係者が安心・信頼して使用できる素地を作る

医師が製造販売されていることを知らない主た

ことにより、抗がん剤ジェネリック医薬品の使用

る理由は、取りも直さず情報提供がないからであ

に対する不安や抵抗が解消されると思われる。こ

り、この問題を解決する手法としては、開業医師

のような情報提供はまさにジェネリック医薬品製

も含めたがん領域を専門としている医師への積極

造販売会社が実施していくべきものであり、抗が

的なアプローチと抗がん剤ジェネリック医薬品の

ん剤ジェネリック医薬品の存在を認知させるため

魅力的なプレゼンテーションの企画が重要である。

の活動とともに如何に積極的なプレゼンテーショ

さらに、抗がん剤ジェネリック医薬品の品質に

ンを展開し、適切かつ十分な情報提供を実施して

対する医療関係者と企業の間の見解の相違も重要

いくかが重要となる。

な問題として指摘されるべきである。今回の調査

勿論、ジェネリック医薬品製造販売会社からも

において両者の間で抗がん剤ジェネリック医薬品

開発コストがかかりすぎるという問題が抽出され

の「品質」に対する考え方が大きく異なる傾向が

ており、情報提供力に限界があることは想像でき

認められたことは特徴的なポイントである。ジェ

る。また、医療関係者が納得するに足るエビデン

ネリック医薬品製造販売会社は自らが製造販売あ

スを提供していく必要があり、その要求を満足さ

るいは販売している医薬品であり、その品質につ

せてゆくことは容易ではないことも認識できる。

いては十分な検証を重ねているという自負もあろ

そこで大学の立場からも医療関係者へ情報提供で

うことから実に88.4%の企業で品質上問題ないと

きる十分なエビデンスを確保していくための条件

考えていた。しかし、医師では「信頼性がない」、

および環境整備に関する積極的な支援を推進すべ

薬剤師では「データが不足している」などと回答

きではないかと考える。今回の調査で明確化され

しており、医療関係者においてはその品質に大き

たものは医療関係者とジェネリック医薬品製造販

抗がん剤ジェネリック医薬品の適正使用への問題点と問題解決への新たな視点
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売会社との間にある「認識の相違」が実は「情報

リック医薬品を問わず生命予後に直結するもので

不足」に起因するものであり、この相違点を融解

ある。ここに医師、薬剤師の意見を反映させず、

していくことが抗がん剤ジェネリック医薬品普及

半ばトップダウンのような形で使用を促進してい

への近道の一つといえる。つまり如何にタイムリ

こうとする方向性にこそ抗がん剤ジェネリック医

ー且つニーズの高い情報を提供していくかがキー

薬品が十分に使用されない真の理由が潜んでいる

となる。

のではないかとさえ考えられ、医師、薬剤師など

現在、ジェネリック医薬品製造販売会社による

が自ら選択して積極的にジェネリック医薬品、特

ジェネリック医薬品普及にむけた広報活動は幅広

に抗がん剤ジェネリック医薬品を使用しているの

く実施されており、医療機関もDPC導入にむけ

かについて今一度検証していく必要がある。

た経営的側面からジェネリック医薬品の使用を積
極的に取り入れるようになりつつある

13）, 14）

。

加えて、生活習慣病治療薬と同列に比べるのは
難しいが、抗がん剤ジェネリック医薬品について

我々の調査でも90%近くの高率で薬剤師が抗がん

エビデンスを確保していくことも今後の重要な課

剤ジェネリック医薬品の存在を認識していたこと

題である。現在、抗がん剤ジェネリック医薬品の

からも徐々にではあるがジェネリック医薬品の普

ほとんどは注射剤であり比較的同等性への対応は

及にむけた方向性が示されており、結果として患

容易といえるが、近年化学療法で脚光を浴びつつ

者が受ける医療の選択肢が今まで以上に広がるこ

ある分子標的薬は、経口投与がその主流であるこ

とは医療全体として好意的に捉えるべきである。

とを考慮すれば、このような経口抗がん剤ジェネ

一方、このような追い風状況下にあるはずの抗

リック医薬品の同等性をどのように担保するか考

がん剤ジェネリック医薬品の市場におけるパフォ

えていくべきである。

ーマンスをどのようにとらえるべきだろうか。ジ

がん領域では医療関係者の誰もが疾病の根治を

ェネリック医薬品製造販売会社も「競争力に乏し

目指し、必要に応じて疼痛緩和も含めた総合的治

い」と考えている領域であり、情報提供力と同

療を念頭にシミュレーションしていかなければな

様、ジェネリック医薬品の本質的課題であると考

らない。このとき治療の選択肢をより多く確保し

えられる。薬剤師の90%近く、あるいは病院医師

ていくことは極めて重要な戦略である。抗がん剤

でも抗がん剤ジェネリック医薬品が製造販売され

ジェネリック医薬品もその選択肢の一つとなるな

ていることを認識しているにもかかわらず、積極

らば治療の幅も広がり、ひいては患者にとって薬

的使用に結びつかない理由が何処にあるか探究す

剤費軽減という経済的メリットも生まれてくるの

ることは極めて重要な課題である。

ではないだろうか。しかし、ここで注意すべきは

既に厚生労働省もジェネリック医薬品普及へ向

経済的メリットという単一的な方向性のみで推進

けた方針を示しており、医薬品も先発医薬品から

していくのではなく、「がん」に対する治療とし

ジェネリック医薬品へシフトしていくことは容易

て幅広いスタンスで抗がん剤ジェネリック医薬品

に推察できる。しかし、ここには医療経済学的観

を考察することである。「治療」という枠で使用

点のみのベクトルが作用しており、医師や薬剤師

される限り、医師、薬剤師が自信を持って患者に

などの医療関係者の考え方が反映されているか否

施用・調剤できる医薬品でなければならず、その

かはあまり見えてこない。生活習慣病治療薬とは

ためにも十分な情報とエビデンスを確保していか

異なり、
「抗がん剤領域」は先発医薬品、ジェネ

なければならない。もちろんこれらについてはジ
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ェネリック医薬品製造販売会社がその中心となっ
て推進していくべきではあるが、使用者側として
も検証を重ねる必要もあり、大学や行政も両者に
対して具体的な支援あるいは提案をしていき、三
極として連携を図っていく必要があることを考慮

8）日本ジェネリック研究会編著．ジェネリック医薬
品最新探究2005．株式会社じほう，2005
9）日本ジェネリック研究会編著．ジェネリック医薬
品がわかる本．法研，2006
10）今井康人，他．抗がん剤ジェネリック医薬品の
適正使用への問題点と問題解決への新たな視点

すべきである。特に大学はその役割を明確化さ

（1） アンケート調査から見た抗がん剤ジェネリッ

せ、積極的かつ具体的なサポートを推進していく

ク品の必要性を考える（会議録）．日本薬学会年会

ことが必要であると考えられる。

11）本田孝也．【ジェネリック医薬品（GE）の到来
GEを理解するために】GEのそれぞれの立場と

謝辞

実情 GEと開業医の立場．治療，2007；89（3）：
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緩和医療薬学会
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ネリック医薬品に求められる情報の現状と課題～
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New perspectives on the proper use of generic drugs as
anticancer agents: Second Report
–Corporate response to problems posed by medical personnel–

Yasuhito Imai*１, *２, Hajime Iijima*２
Tomoko Hasunuma*２,Yoshinori Yamada*３
Makoto Watanabe*４,Masaki Muto*５
Junko Suzuki*１,Tomoo Ito*１

Abstract
Introduction and Objective : Although the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan has encouraged the
use of generic drugs, the promotion of generic drugs has met considerable difficulty in the field of anticancer
medicine. We conducted a questionnaire study to identify the nature of this dif ficulty from the viewpoint of
pharmaceutical companies and from the medical personnel, respectively.
Method : A survey was conducted among generic pharmaceutical companies (members of the Japanese Society
of Generic Medicines) from October to December in 2008, and another survey among doctors (hospitals, clinics),
pharmacists (hospitals, pharmacies), and pharmacy students from August to December in 2008. Participants were
questioned about current awareness, perceived problems and the necessity, of generic anticancer drugs.
Results : Eighteen of 28 companies (response rate, 64%) answered the questionnaire. Answers from medical
personnel were collected from 49 doctors (response rate, 34%), 29 pharmacists (response rate, 29%) and 54 pharmacy
students (response rate, 100%).
Although all 18 companies indicated that generic anticancer drugs were desirable, many companies expressed
hesitation to develop generic drugs due to various obstacles in sales and manufacturing.
Furthermore, while medical personnel were well aware of the necessity of generic anticancer drugs, they
expressed a negative attitude toward increasing the use of such drugs at present.
Conclusion : In general, there is a consensus that anticancer agents are extremely cytotoxic medicine that must
be used with special care, and hence it is inadvisable to use generic anticancer drugs in the same manner as the rest
of the generic drugs. However, switching to generic drugs is almost inevitable under the current the present
government’s health care system. Tri-lateral cooperation among medical personnel, industr y and academia is
essential in order to generate the evidence necessary to eliminate apprehensions surrounding generic anticancer
drugs.
［Keywords］anticancer drug, generic drug, questionnaire sur vey, evidence, bioequivalence study, Diagnosis
Procedure Combination (DPC)
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