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Summary：Although the introduction of generic drugs (GE drugs) has been promoted in Japan to address the 
increasing medical expenses and to maintain the current medical policies, some doctors have a vague anxiety about 
GE drugs. In this research, we conducted a questionnaire survey on GE drugs targeting 46 doctors who belong to the 
Department of Psychiatry, Showa University School of Medicine, and investigated measures necessary for doctors to 
proactively prescribe GE drugs. The results showed that doctors tend to be anxious about changing prescriptions from 
the original drugs to the GE drugs, rather than being anxious about the GE drugs themselves, and that doctors with 
less knowledge about the GE drug system tend to be more anxious about GE drugs. Therefore, we consider that the 
creation of an environment where doctors can prescribe GE drugs from the initial visit and where they can easily obtain 
information about GE drugs, may contribute to increase the market share of GE drugs.
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要旨：増加する医療費に対応し，現在の医療政策を維持するため，国はジェネリック医薬品（以下 GE医薬品）の導
入を進めているが，医師の中には GE医薬品への漠然とした不安感を持つ者もいる．今回我々は昭和大学医学部精神
医学講座に属する医師 46名に GE医薬品についてのアンケート調査を行い，医師が積極的に GE医薬品を処方するた
めに必要な方策について考察した．結果，医師は GE医薬品自体よりも，先発品からの変化に不安を感じる傾向があ
ること，ジェネリックに関する知識のない医師ほど不安を感じる傾向があることが分かった．初診時から GE医薬品
を処方できる環境が整うこと，GE医薬品に対する知識をより容易に修得できる環境の整備が GE医薬品のシェア拡
大に寄与すると考える．
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はじめに

日本の医療費は年々増大し，2013年度には 40兆

円を超えた 1）．増加する医療費を抑制し，現在の
医療政策を維持するため，国はジェネリック医薬
品（以下 GE医薬品）の使用を促進している．米国
では GE医薬品の使用によって 2010年だけで 1,580

億ドルの節約になったと言われており 2），厚生労働
省では「後発医薬品のさらなる使用促進のための
ロードマップ」を定め 2020年年度末までに GE医
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