
支部別ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース）※令和２年６月診療分

　　月　　  日は「ジェネリック医薬品の日」です1212 2222
　1997年12月22日に厚生省（当時）が「後発医薬品の生物学的同等性試験※のガイドライン」を示し
ました。このガイドラインにより、ジェネリック医薬品（＝後発医薬品）の科学的概念の有効性が幅広く
認知されました。
　この日をきっかけにして、ジェネリック医薬品を正しく理解いただき、ジェネリック医薬品の使用促進のご協力を
お願いします。ジェネリック医薬品に関することは、協会けんぽホームページをご覧ください。
※生物学的同等性試験とは、新薬と同じ速さ同じ量の有効成分が体内に吸収されるかを比較する試験のことです。

ご存じですか？ 和歌山支部加入者のジェネリック医薬品使用状況について

薬効分類別の使用割合年齢階級別の使用割合

　40歳以上は医薬品の使用数量が全体の約８割を
占めており、使用率向上のためには、この年代の方々の
ジェネリック医薬品への切り替えが欠かせません。

　以下は、多く処方されている３つの医薬品における
ジェネリック医薬品の使用率について、全国平均との差を
示したものです。

ジェネリック医薬品の使用割合は全国と比べて3.1ポイント
低いです。花粉症で薬を処方してもらう場合は、ジェネリック
医薬品の使用について、病院や薬局へご相談ください。

花粉症等で処方されるアレルギー用薬について

①中枢神経系用薬
睡眠剤や抗不安剤だけでなく、総合感冒剤（いわゆる「かぜ薬」）や
解熱鎮痛剤等も含まれます。全国平均から大きく乖離しており、使用
割合を引き下げる要因となっています。

全国平均 ： 69.3％
和歌山支部 ： 58.0％

②循環器官用薬
高血圧等で、継続してお薬を服薬されている方も、一度ジェネリック
医薬品に切り替えてみませんか？

全国平均 ： 84.3％
和歌山支部 ： 79.3％

③消化器官用薬
整腸剤や下剤等が含まれます。

全国平均 ： 86.4％
和歌山支部 ： 83.3％
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ジェネリック医薬品は、安全・安心かつ安価なお薬です

従来の先発医薬品と
同等であると国が認めた
安価なお薬です。

▼  品質、効き目、安全性の厳しい
　 試験をクリアしています。

従来の
先発医薬品よりも、
もっと飲みやすく、手軽に。

▼  さまざまな工夫がされている
　 ものも増えています。

ジェネリック医薬品の
使用は医療費増大を抑え、
日本の医療保険制度を
維持することにつながります。

令和３年１月中旬～下旬  医療費のお知らせをお送りします
　協会けんぽでは、年１回、加入者の皆さまが受診された医療機関や医療費等
をご確認いただくため、「医療費のお知らせ」をお送りしています。

送付時期 令和３年１月中旬 ～ 下旬
対象期間 令和元年10月診療分 ～ 令和２年９月診療分
※特定の診療科を受診した場合などは、記載されないことがあります。
※対象期間中に受診がない方へはお送りいたしません。

事業所ご担当者様へのお願い

　お知らせが届きましたら、開封
せずに従業員様にお渡しください。
　また、退職された方のお知らせ
が届きましたら、同封の返信用封筒
にてご返送ください。

【問合せ先】 レセプトグループ（TEL 073-435-0222）

【問合せ先】 企画総務グループ（TEL 073-421-3101）

　平成29年分の医療費控除の申告手続きから、領収書の代わりに医療費控除の明細書の添付が
必要となっておりますが、「医療費のお知らせ」を添付すると、明細の記入を省略できます。
　ただし、「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費分（令和２年10月診療分～12月診療分）
がある場合は、医療機関からの領収書に基づき作成した医療費控除の明細書を確定申告書に添付
してください。なお、それらの領収書は５年間保存する必要があります。
※確定申告（医療費控除）については、国税庁ホームページ又は税務署へご確認ください。

医療費控除の申告手続きに使用できます

もし、協会けんぽの
加入者の皆さまが全てジェネリック医薬品に切り替えると

使用割合が100%になった場合

※令和元年度 協会けんぽ試算

合計約4,200億円※

の医療費の軽減が見込めます。

■イメージ
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約1,200
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小型化
成分は同じで。

ザラつき感を抑える
粒子を小さく。

苦みをコーティング
マスキング技術で飲みやすく。

水無しでも飲める
OD錠（口腔内崩壊錠）に。

ジェネリック医薬品の
有効成分や効き目は
先発医薬品と同じです。
出典元：日本ジェネリック製薬協会

先発医薬品 ジェネリック
医薬品

有効成分

添加剤

同等性を確認しています

同じでなければ
いけないところ

●有効成分の
　種類・量

違っていても
よいところ

●形や大きさ  ●色
●味  ●添加剤など

〒640-8516  和歌山市六番丁5  
和歌山第一生命ビル3階
TEL：073-421-3100（代表）

知って得する情報満載
メルマガ会員募集中！
（登録はこちらから）

和歌山支部
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