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はじめに

兵庫区薬剤師会では、区内の会員のために『役立つツール』CD-ROMを
作成し、配布しております。

平成20年4月の保険改正で再度、後発医薬品使用推進のための処方せ
ん様式の変更等が行なわれました。

後発ﾒｰｶｰ30社弱から集めて、編集・修正した『先発・後発比較表』を収載。
(3,400品目以上) と

厚生労働省のHPより全医薬品(1万3千品目)をダウンロードして、編集を
加えた『先発、後発医薬品リスト』を作りました。

今回、平成20年7月4日までに新収載された後発医薬品(新薬も)追加した
『役立つツール』の改訂版を作成。

さらに、おまけで活用できるツールを3点付けてあります。

現行、「後発医薬品調剤体制加算」の要件が、1剤でもGE薬が含まれてる
処方せんの率が30%を超えていれば算定から、将来数量ベースで30%と
の厳しい見直しも議論されています。

今後も、より一層の後発医薬品使用が必要となります。

①



役立つツール3 の中身

・・・ 利用の説明、最初に読んでください

後発医薬品へ
の変更対策

H20,04 
比較表

おまけ

①重篤副作用疾患別対応マニュアル ・・・平成20年6月末時点で29疾患

②麻薬小売業者間譲渡申請に役立つツール･･･平成20年4月版

③薬局機能情報提供一覧表に役立つツール･･･薬局機能評価情報提供一覧表
の雛形 タテ・ヨコ版

H20,4先発、後発医薬品リスト …全医薬品(1万4千品目)

後発品選定や自店の採用・在庫チェック等に活用できる全医薬品リスト

後発ﾒｰｶｰ30社弱から

集めて、編集・修正した

先発・後発比較表

・三和化学 62品目 ・沢井製薬 380品目 ・日医工 349品目 ・共和薬品 190品目

・辰巳 183品目 ・ニプロ 127品目 ・あすか製薬 46品目 ・テイコク 122品目

・田辺製薬 37品目 ・ユートク 12品目 ・大洋薬品 412品目 ・科研製薬 33品目
・エルメッﾄﾞ エーザイ 52品目 ・マルホ 9品目・マイラン 203品目・鶴原製薬 179品目
・長生堂 202品目 ・大正薬品 158品目 ・東和薬品 376品目 ・日東メディック 32品目
・持田製薬 16品目 ・明治製薬 26品目 ・日本ケミファ 92品目・興和薬品 3品目
・千寿製薬 9品目 ・大日本 1品目 ・アルフレッサファーマ 71品目
・ベーリンガー 1品目 ・第一三共12品目・旭化成30品目 ・ゼリア 8品目(PDF)

全計 3,250品目以上 ＋平成20年7月追加 約210品目

・・・ 役立つツール説明PowerPoint・・・パワーポイントソフトなしで見られます
説明
Power
Point

※ 平成20年7月収載の後発医薬品も追加済み

②



インストール

インストール・・・
初めてCD-ROMを挿入すると

自動でインストール画面が現
れます。(おまけを含まない場合は□から✓を

はずしてください)

アン・インストール・・・
CD-ROMを挿入すると自動で
アンインストール(上書インストー
ル)画面が現れます。

③

インストール インストール

インストールインストール

※Microsoftの自動アップデートを行っていな
い場合は「Microsoft.NET Framework 
Version 2.0」のインストーラーが自動で起動

しますので指示に従ってインストールしてくだ
さい。



先発・後発医
薬品比較表

ジェネリック医薬品
についてお尋ねし
たいのですが・・・

以前からお飲みになっていまし
たお薬との形や大きさ、お薬の
お値段をわかりやすく、比べまし
た比較表でご説明させていただ

きます。

＊発行医師に変更情報提供にも活用できます。

薬局名、連絡先等を記載(入力)して利用ください。

④



後発メーカー比較表 一覧

先発・後発医
薬品比較表

全 3,250品目以上 ＋ 7月追加 210品目以上

後発メーカー30社
から集めた製品
比較表を 編集・
修正した一覧表

先発名も書
かれている
と助かるの

に

⑤

先発名、会社
名・薬価も
追加済み



H20,4先発、後発医薬品リスト後発医薬品へ
の変更対策

7月04日収載 ・・・ 7月04日収載の後発医薬品も追加 ⑥

膨大な労力と手間
が掛かりました。

カプ君後姿



H20,4先発、後発医薬品リスト

◎ は

製品比較表
が出てきま

す。

⑦



先発・後発医薬品リストの活用

採用
欄に

採用
検討
◎
○
●
△

を挿入
して
活用く
ださい。

各項目の オートフィルタを
上手に活用してください

⑧

先発と後発品のみを抽出した例



後発医薬品の第三者による
品質検証の仕組みを導入

読売新聞 7月9日(水曜日)夕刊記事より ⑨



後発医薬品に関する調査等

日本薬剤師会
・地域レベルで使用されている後発医薬品リスト･･･〔4月下旬をメドに各県薬に〕

先発医薬品に対応する後発医薬品をリストアップし、それぞれの後発品の備蓄薬局数(%)をまとめた
もの・・・具体的には、内用薬、外用薬のそれぞれに

△先発名の会社名・一般名 △対応する後発品の会社名 △当該後発品を備蓄する薬局数の%

・後発品の実態調査･･･〔9月分のデータを収集し、10月に回収〕

後発品に変更しなかったケースについて、なぜ変更しなかったか、できなかったかのか、理由を詳細に
調査 2000強の薬局を対象に1000薬局の回収

行政薬剤師部会(各県薬務課)
・都道府県におけるジェネリック医薬品の実態等に関する調査･･･〔回収9月1日〕

△後発品普及促進に対する考え方 △県民や医療機関からの後発品に関する相談・苦情の有無
△新しい処方せん様式に関する県民からの相談･苦情の有無

△議会(委員会等含む)で後発品に関する質問の有無 △後発品に関する協議会の設置状況

△後発品使用促進策について △使用促進策以外の事業(後発品企業への指導など)
△医療機関等における後発品使用状況 など

情報元･･･薬事日報 4/16付、8/11付、8/22付 ⑩



『重篤副作用疾患別対応マニュアル』おまけ
①

2008年度調剤報酬改訂では、副作用対策を強化

する観点から、薬剤服用歴管理料と服薬指導加
算が統合評価され、「薬剤服用歴管理指導料」の
関係通知にこのマニュアルの一文が付け加えら
れています。

医薬品の使用で起きる副作用疾患に着
目した“予防・予測型”対策が必要

重篤な副作用を早期
発見

平成20年6月末で29疾患あります。

⑪



麻薬小売業者間譲渡申請に役立つツール
おまけ
②

⑫

平成20年4月からの薬価改
正に対応。 申請する回数が
多くなります。毎年申請。
今回の申請等で活用しそう
な物を、まとめて見ました。



薬局機能評価情報提供一覧表おまけ
③

⑬

※ 薬局内部にも、閲覧、掲示が必要です。



申し込み

【申し込み】

活用希望者は兵庫区薬剤師会まで下記項目を記入の上、
メール又はFAXにてお申し込み下さい。

兵庫区薬剤師会ホームページ http://www.hyogoku-pa.org/

＊ 代金 …１，５００ 円(送料込み) 郵便局の振込み用紙を同封します。

１，０００ 円(1部に付き)･･･１０部以上を一箇所に送付の場合

【記入項目】

・『後発医薬品への変更に役立つツールVer,3 2008,07版』希望
・送り先〒、住所、氏名
・連絡先電話番号、FAX
・担当者名

上記の項目を記入の上、メールかFAXにてお申し込みください。

FAX 078-574-0971
e-mail: yakuzai@minos.ocn.ne.jp

⑭
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