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Summary：The Kyoto Pharmaceutical Association has been advancing efforts to promote the use of generic drugs.  
A survey conducted in 2019 showed that patches and eye drops had not been changed to generic drugs. The results of a 
2020 survey regarding the promotion of generic patches indicated that patients who refused switching to generic patches 
were more likely not to have any prior experience with generic oral drugs. This study investigated the factors why 
patients refuse to switch to generic latanoprost or dorzolamide hydrochloride/timolol maleate eye drops. While pharma-
cists recommended that patients use generic eye drops, 43 out of 88 patients refused to switch their eye drops from a 
brand-name to a generic drug. The refusal to switch to generic eye drops was correlated with no prior experience with the 
use of generic oral drugs (latanoprost eye drops; OR=23.9, 95%CI: 2.88-198.0, p<0.001, dorzolamide hydrochloride/timolol 
maleate eye drops; OR=10.2, 95%CI: 0.97-102.9, p=0.03). Patients who actually switched to generic eye drops mentioned 
that efficacy and cost are important points they will consider the next time they needed a new prescription for eye drops. 
Pharmacists should therefore show patients the price difference between brand-name and generic drugs to promote the 
use of generic eye drops.
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要旨：京都府薬剤師会では後発医薬品の使用を促進する取り組みを推進してきた．2019年度に実施した実態調査か
ら，後発医薬品の剤形の中では貼付剤及び点眼液の変更が進んでいないことが明らかとなった．2020年度に実施した
貼付剤の後発医薬品使用推進に関する調査結果より，貼付剤の後発医薬品への変更を拒否した患者は後発医薬品内服
薬の使用経験がない場合が多いことが示唆された．本研究では，ラタノプロスト点眼液，ドルゾラミド塩酸塩／チモ
ロールマレイン酸塩点眼液について後発医薬品への変更を拒否する要因を調査した．薬局薬剤師は後発医薬品点眼液
を患者に推奨したが，88人の患者のうち 43人は先発医薬品点眼液から後発医薬品点眼液への変更を拒否した．後発
医薬品内服薬の使用経験がない患者と後発医薬品点眼液への変更の拒否には関連があった（ラタノプロスト点眼液；
OR＝23.9，95％ CI：2.88－198.0，p<0.001，ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩点眼液；OR＝10.2，95％
CI：0.97－102.9，p＝0.03）．後発医薬品点眼液への変更を容認している患者からは，次回の利用には効果や費用が重
視されることが示唆された．従って，後発医薬品点眼液の使用を推進するためには，薬剤師は先発医薬品と後発医薬
品との価格差を患者に提示する必要がある．
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緒　言

後発医薬品（Generic Drugs：以下，GE）の使用

促進は，医療費抑制の有効な手段として期待され
ている．厚生労働省では，2021年（令和 3年）6月
の閣議決定において，「後発医薬品の品質及び安定
供給の信頼性確保を図りつつ，2023年度末までに
全ての都道府県で 80％以上」とする新たな目標が
定められた 1）．2021年（令和 3年）9月時点での GE
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京都府下におけるラタノプロスト，ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン 
酸塩点眼液の後発医薬品への使用を推進するための実態調査
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