
厚生労働省主催
講習会「バイオ医薬品とバイオシミラーを正しく理解していただくために」

バイオシミラーを評価するポイントと
病院での導入事例



１．バイオシミラーと医療費
２．バイオシミラーの同等性／同質性
３．先行バイオ医薬品の適応症のバイオシミラーへの外挿
４．バイオシミラーに対する意識・評価
５．医療機関での導入事例
６．バイオシミラーの製造販売後のリスク管理

本日の内容



１. バイオシミラーと医療費



主な内容
１．バイオシミラーと医療費

・医療費とバイオ医薬品の市場の推移
・バイオシミラーの定義
・バイオシミラーによる薬剤費軽減
・バイオシミラーの使用状況

２．バイオシミラーの同等性／同質性
３．先行バイオ医薬品の適応症のバイオシミラーへの外挿
４．バイオシミラーに対する意識・評価
５．医療機関での導入事例
６．バイオシミラーの製造販売後のリスク管理

※詳細は巻末をご参照ください 4



国民医療費・薬剤費の概況
薬剤費の推移国民医療費・対国内総生産比率・

対国民所得比率の年次推移

薬剤費は約9.6兆円

5
（図表）左図は厚生労働省「平成28年度 国民医療費の概要」より作成 、右図は厚生労働省 中央社会保険医療協議会薬価専門部会
（第146回）資料「薬剤費及び推定乖離率の年次推移」より作成
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1

２００１年

製品名 主な薬効等 メーカー名
売上高

（百万ドル）

1 ｿﾞｺｰﾙ(ﾘﾎﾟﾊﾞｽ) 高脂血症薬 ﾒﾙｸ 6,670

2 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ 高脂血症薬 ﾌｧｲｻﾞｰ 6,449

3
ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ/
ﾌﾟﾘﾛｾﾞｯｸ

抗潰瘍剤PPI ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 5,684

4 ﾉﾙﾊﾞｽｸ 降圧剤Ca拮抗剤 ﾌｧｲｻﾞｰ 3,582

5
ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ/
ﾌﾟﾗﾊﾞｺｰﾙ

高脂血症薬 三共/BMS 3,509

6
ﾌﾟﾛｸﾘｯﾄ/
ｴﾌﾟﾚｯｸｽ

腎性貧血 J＆J 3,430

7 ﾀｹﾌﾟﾛﾝ 抗潰瘍剤PPI
武田薬品/

TAP
3,212

8 ｸﾗﾘﾁﾝ/D 抗ヒスタミン剤 ｼｪﾘﾝｸﾞ･ﾌﾟﾗｳ 3,159

9 ｾﾚﾌﾞﾚｯｸｽ Cox2阻害剤 ﾌｧﾙﾏｼｱ 3,114

10 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ 精神分裂病薬 ｲｰﾗｲ･ﾘﾘｰ 3,087

（図表）セジデム・ストラテジックデータ(株)ユート・ブレーン事業部刊「Pharma Future2002No.136」、Evaluate Ltd「Evaluate Pharma」
をもとに厚生労働省作成

低分子化合物バイオ医薬品

２０１７年

1
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製品名 主な薬効等 メーカー名
売上高

（百万ドル）

1 ﾋｭﾐﾗ 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｯｳﾞｨ/ｴｰｻﾞｲ 18,923

★ 2 ｴﾝﾌﾞﾚﾙ 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱﾑｼﾞｪﾝ

/ﾌｧｲｻﾞｰ/武田 8,234

3 ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞ 多発性骨髄腫 ｾﾙｼﾞｰﾝ 8,191

★ 4 ﾘﾂｷｻﾝ 非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫 ﾛｼｭ 7,528

★ 5 ﾚﾐｹｰﾄﾞ 関節ﾘｳﾏﾁ
J&J/ﾒﾙｸ

/田辺三菱 7,172

★ 6 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ 乳がん
ﾛｼｭ

/中外製薬 7,126

★ 7 ｱﾊﾞｽﾁﾝ 結腸・直腸がん
ﾛｼｭ

/中外製薬 6,795

8 ｱｲﾘｰｱ 加齢黄斑変性症
ﾘｼﾞｪﾈﾛﾝ

/ﾊﾞｲｴﾙ/参天製薬 6,291

★ 9 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ 悪性黒色腫他 BMS/小野薬品 5,761

10 ﾌﾟﾚﾍﾞﾅｰ 肺炎球菌 ﾌｧｲｻﾞｰ 5,693

※ 黄色はバイオ医薬品、 ★はベンチャーオリジンの医薬品

6

創薬動向の変化（ 世界売上上位１０品目の推移）
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医療用医薬品の売上金額上位10製品
（2018年度、日本）

順位 製品名 売上金額
（薬価ベース）

1 アバスチン 118,301
2 マヴィレット配合 117,736
3 オプジーボ 101,473
4 リリカ 100,723
5 ネキシウム 91, 908
6 キイトルーダ 87,512
7 レミケード 74,932
8 イグザレルト 74,419
9 リクシアナ 74,391
10 タケキャブ 70,811

単位：百万円

※バイオ医薬品

※バイオ医薬品

※バイオ医薬品

（図表）Copyright © 2019 IQVIA. 医薬品市場統計 無断転載禁止

※バイオ医薬品
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日本の医療用医薬品・バイオ医薬品の
市場の推移

（データの出所）Copyright Ⓒ 2018 IQVIA. JPM 2017年3月 MATをもとに作成 無断転載禁止
（図表）赤羽宏友「バイオ医薬産業の課題と更なる発展に向けた提言」（医薬産業政策研究所リサーチペーパー・シリーズNo.71、医薬産業
政策研究所、2018年）p.9

日本の医療用医薬品売上高の推移 日本のバイオ医薬品売上高の推移



バイオ後続品とは、国内で既に新有効成分含有医薬品として承認
されたバイオテクノロジー応用医薬品（以下、「先行バイオ医薬品」
という。）と同等／同質の品質、安全性、有効性を有する医薬品と

して、異なる製造販売業者により開発される医薬品である。

厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針」
（薬食審査発第0304007号、平成21年3月4日）

日本におけるバイオシミラーの定義

9



バイオシミラーの対象

1. 微生物や培養細胞を用いて生産され、高度に精製され、一連の適切な分析方法によ
り特性解析ができる遺伝子組換えタンパク質（単純タンパク質及び糖タンパク質を含
む）、ポリペプチド及びそれらの誘導体並びにそれらを構成成分とする医薬品（例えば、
抱合体）

2. 細胞培養技術を用いて生産される非組換えタンパク質医薬品、あるいは組織及び体
液から分離されるタンパク質やポリペプチドのような上記の範疇以外の医薬品であっても、
高度に精製され、品質特性解析可能な医薬品には適用できる場合がある

（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部HP（http://www.nihs.go.jp/dbcb/biosimilar.html、2018年8月29日参照）
より作成

1. 従来型ワクチンや、ヘパリンなどの多糖類
2. わが国において審査経験／使用実績のない製品
3. バイオシミラーに対するバイオシミラー注

（注：その後発出された質疑応答集（Q&A）では、将来的な可能性としてはあり得ることが示されている）

10

バイオシミラーの対象

バイオシミラーの対象外



日欧米で承認されたバイオシミラー①

（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部HP（http://www.nihs.go.jp/dbcb/biosimilar.html、2019年10月21日参照） 11



12（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部HP（http://www.nihs.go.jp/dbcb/biosimilar.html、2019年10月21日参照）

日欧米で承認されたバイオシミラー②



13（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部HP（http://www.nihs.go.jp/dbcb/biosimilar.html、2019年10月21日参照）

日欧米で承認されたバイオシミラー③



バイオシミラーの薬価

14

バイオシミラーの薬価は、基本的には、先行バイオ医薬品の薬価から新薬
創出加算を除いた額の70％
患者を対象にした臨床試験の充実度に応じて最大10％の加算が付く
承認後は、薬価改定時に市場実勢価格に合わせて価格改定

100％
新薬創出加算

先行バイオ医薬品

70％バイオシミラー

（例）



先行バイオ医薬品とバイオシミラーの薬価一覧

一般名 主な適応症・薬効 共通の規格
先行バイオ

医薬品
薬価

バイオシミ
ラー薬価 価格差 対先行バイオ医

薬品薬価

1 ソマトロピン 成長ホルモン分泌
不全性低身長症

5.3mg１筒/5mg１筒※ 24,899 16,393 -8,506 65.8%
12mg１筒/10mg１筒※ 61,550 31,640 -29,910 51.4%

2 エポエチン アルファ 腎性貧血
750国際単位0.5mL１筒 532 383 -149 72.0%
3000国際単位2mL１筒 1,467 1,073 -394 73.1%

3 フィルグラスチム 好中球数増加促進
75μｇ0.3mL１筒 7,203 3,533 -3,670 49.0%
150μg0.6mL１筒 14,348 5,683 -8,665 39.6%

4 インフリキシマブ リウマチ・炎症性腸疾患 100mg１瓶 77,871 45,101 -32,770 49.8%

5 インスリン グラルギン 糖尿病
300単位１筒 1,389 884 -505 63.6%
300単位１キット 1,864 1,422 -442 76.3%

6 リツキシマブ リンパ腫
100mg10mL１瓶 31,107 21,247 -9,860 68.3%
500mg50mL１瓶 152,292 104,404 -47,888 68.6%

7 トラスツズマブ 乳癌・胃癌
60mg１瓶 19,034 13,427 -5,607 70.5%
150mg１瓶 44,215 30,214 -14,001 68.3%

8 エタネルセプト

（バイアル）
・関節リウマチ

・若年性特発性関節炎

10mg1瓶 6,426 3,432 -2,994 53.4%

25mg1瓶 15,993 8,598 -7,395 53.8%

（シリンジ、ペン）
・関節リウマチ

25mg 0.5mL１筒 15,542 8,742 -6,800 56.2%
50mg 1.0mL１キット 30,937 17,246 -13,691 55.7%

9 アガルシダーゼ ベータ ファブリー病
5mg１瓶 130,307 84,001 -46,306 64.5%
35mg１瓶 728,696 469,741 -258,955 64.5%

10 テリパラチド 骨粗鬆症 600μg1キット 44,136 26,491 -17,645 60.0%
11 ダルべポエチン アルファ 腎性貧血 5μg0.5mL1筒 1,204 826 -378 68.6%
12 ベバシズマブ 結腸・直腸癌 100mg4mL1瓶 42,511 26,492 -16,019 62.3%

15

（2019年12月現在）

※共通する規格が無いため、先行バイオ医薬品と最も類似する規格を選択した



バイオシミラー使用による薬剤費軽減の例①

一般名
（分類） 主な使用例

（上段）先行バイオ
医薬品薬価

（下段）バイオシミ
ラー薬価

試算

使用条件
（上段）先行バイオ医薬品の

薬剤費
（下段）バイオシミラー使用によ

る薬剤費軽減額※

フィルグラスチム
（G-CSF）

乳癌化学療法
における好中球減

少症への使用

75μgシリンジ
7,203円
3,533円

1クール2回
75㎍*1

4クール 57,624円
約29,300円軽減

インスリン グラルギン
（インスリン類） 糖尿病

300単位1筒
1,389円
884円

毎日
20単位*2

1か月 2778円
約1,000円軽減

エタネルセプト
（TNFR-Fc）

関節リウマチ、
若年性特発性関

節炎

25mg1筒
15,542円
8,742円

週2回
25mg＊3

１か月 124,336円
約54,400円軽減

数値は試算値

【使用条件の補足】
*1：好中球減少症の患者（150cm、45kg）に対し、1クールで75μgを2回、初回から4クールで計8回投与したと仮定
*2：糖尿病の患者に対し、1日20単位、１か月で30回投与したと仮定
*3：関節リウマチの患者に対し、25mgを週に2回、１か月に計8回投与したと仮定

16※薬剤費軽減額（100円未満は切り捨て、2019年10月時点の薬価で計算）



バイオシミラー使用による薬剤費軽減の例②

（患者負担3割、保険者負担7割の場合）
患者の負担が 約212,160円 軽減、保険者の負担が 約495,040円 軽減
※患者負担について高額療養費制度や付加給付等は考慮していない

数値は試算値

17

関節リウマチの患者がエタネルセプトを使用する場合
※皮下注25mgシリンジ1.0mLの薬価は先行バイオ医薬品15,542円、バイオシミラー8,742円（2019年10月時点）
※25mgを週に2回投与。１年間に104回投与したと仮定して試算する。

●先行バイオ医薬品の場合 年間の薬剤費 ¥1,616,368
●バイオシミラーの場合 年間の薬剤費 ¥909,168

軽減額 ￥707,200



患者の医療費に対する意識

18

関節リウマチの患者が医療機関に望むこと

（図表）山中寿・小川好子「患者パネルを用いた関節リウマチ患者の実態調査 第3報 就労、医療費、情報収集の現状」『Pharma Medica』
（Vol.29、No.11、㈱メディカルレビュー社、2011年）p.120より作成



後発医薬品の使用原則化等（平成30年10月施行）

○医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると
認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとすること

改正法の概要

今後の対応

○先発医薬品を処方するか、 後発医薬品を処方するかは、 医師等に、
医学的知見に基づき判断する裁量があり、医師等が先発医薬品が必
要と判断する患者について、今後も先発医薬品を処方することが可能

○また、薬局等に在庫がなく、すぐに必要な薬剤の取寄せができない場合
は、先発医薬品を調剤することが可能（後発医薬品の銘柄名処方の
場合は、医師等への確認が必要）

○このような対応について、丁寧に説明を行うことができるよう、施行に向
けて通知等で周知を行う。

※なお、
①重複投薬等については、生活保護受給者が利用する薬局を一か

所にする事業について、地域の医療機関、薬局の所在や交通事情などを踏まえつつ、全国展開を目指して取組を
進めるとともに、お薬手帳の活用も推進していく。

②頻回受診対策については、福祉事務所の指導員が頻回受診者の受診に付き添う同行受診事業を実施するととも
に、窓口負担については、最低生活保障との両立の観点なども踏まえつつ、いわゆる償還払いの試行も含めた方策
のあり方について、引き続き検討する。

③長期入院対策については、障害保健福祉の担当部局とも連携し検討していく。

（参考）生活保護法における後発医薬品の取扱い
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指定医療機関医療担当規程の一部を改正する件（告示）
に係る意見募集に対して寄せられた御意見について

平成30年9月28日 厚生労働省社会・援護局

番号 御意見等の要旨 御意見等に対する考え方
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骨太の方針で、後発医薬品だけ
でなくバイオ後続品の使用促進も
求められていることから、本規程に
おいても、バイオ後続品を使用原
則化の対象とすべき。

ご指摘のバイオ後続品が、先発医薬品で
あってバイオテクノロジーを応用して製造した
ものと有効成分等が同一性を有する医薬
品として製造販売の承認を受けた医薬品
であって、バイオテクノロジーを応用して製造
されたものを指すならば、生活保護法（昭
和25年法律第144号）で定義される後
発医薬品に、バイオ後続品は含まれます。

20

（参考）生活保護法におけるバイオシミラーの取扱い



（参考）高額療養費制度

21

医療機関や薬局の窓口で支払った額※が、1か月で上限額を超えた場合に、その超
えた金額を支給する制度
毎月の上限額は、年齢（70歳以上／69歳以下）や所得水準によって異なる

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まない

（例）70歳以上で年収約370万円～770万円の場合（3割負担）
100万円の医療費で、窓口の負担（3割）が30万円かかる場合

医療費 100万円

高額療養費として支給 30万円－8万7,430円 ＝ 21万2,570円

自己負担の上限額 8万100円＋（100万円－26万7,000円）×１％ ＝ 8万7,430円

高額療養費として21万2,570円が支給されるので、
実際の自己負担額は8万7,430円

窓口負担 30万円

(図表）厚生労働省HP「高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年8月診療分から）」（https://www.mhlw.go.jp/content/
000333279.pdf、2018年9月5日参照）より作成
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適用区分 ひと月の上限額（世帯ごと）外来(個人ごと)

現
役
並
み

年収約1,160万円～
標報83万円以上／課税所得690万円以上

252,600円＋（医療費－842,000円）×１% 

年収約770万円～約1,160万円
標報53万円以上／課税所得380万円以上

167,400円＋（医療費－558,000円）×１% 

年収約370万円～約770万円
標報28万円以上／課税所得145万円以上

80,100円＋（医療費－267,000円）×１% 

一
般

年収156万～約370万円
標報26万円以下／課税所得145万円未満等

18,000円

年14万４千円
57,600円

住
民
税

非
課
税
等

Ⅱ 住民税非課税世帯
8,000円

24,600円

Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

15,000円

（平成30年８月診療分から）

※１つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含む）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算
することが可能。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となる

（参考）70歳以上の上限額

(図表）厚生労働省HP「高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年8月診療分から）」（https://www.mhlw.go.jp/content/
000333279.pdf、2018年9月5日参照）より作成
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（平成30年８月診療分から）

（参考）69歳以下の上限額

適用区分 ひと月の上限額（世帯ごと）
年収約1,160万円～

健保：標報83万円以上
国保：旧ただし書き所得901万円超

252,600円＋（医療費－842,000円）×１% 

年収約770～約1,160万円
健保：標報53万～79万円
国保：旧ただし書き所得600万～901万円

167,400円＋（医療費－558,000円）×１% 

年収約370～約770万円
健保：標報28万～50万円
国保：旧ただし書き所得210万～600万円

80,100円＋（医療費－267,000円）×１% 

～年収約370万円
健保：標報26万円以下
国保：旧ただし書き所得210万円以下

57,600円

住民税非課税者 35,400円

※１つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含む）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己
負担（69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要）を合算することが可能。この合算額が上限額を超えれば、高額
療養費の支給対象となる

(図表）厚生労働省HP「高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年8月診療分から）」（https://www.mhlw.go.jp/content/
000333279.pdf、2018年9月5日参照）より作成
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（参考）多数回該当
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、
上限額が低下。

＜69歳以下の場合＞

＜70歳以上の場合（平成30年8月以降の診療分）＞

（注）「住民税非課税」の区分については、多数回該当の適用はない。

多数回該当の場合
140,100円
93,000円
44,400円
44,400円

多数回該当の場合
140,100円
93,000円
44,400円
44,400円
24,600円

所得区分 本来の負担の上限額
年収約1,160万円～の方 252,600円＋（医療費－842,000円）×1%

年収約770万～約1,160万円の方 167,400円＋（医療費－558,000円）×1%
年収約370万～約770万円の方 80,100円＋（医療費－267,000円）×1%

～年収約370万円 57,600円
住民税非課税者 35,400円

所得区分 本来の負担の上限額
年収約1,160万円～の方 252,600円＋（医療費－842,000円）×1%

年収約770万～約1,160万円の方 167,400円＋（医療費－558,000円）×1%
年収約370万～約770万円の方 80,100円＋（医療費－267,000円）×1%

～年収約370万円 57,600円

(図表）厚生労働省HP「高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年8月診療分から）」（https://www.mhlw.go.jp/content/
000333279.pdf、2018年9月5日参照）より作成



バイオシミラーの使用割合
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（図表）中央社会保険医療協議会 総会（第423回）資料「個別事項（その1） (リハビリテーション、医薬品の効率的かつ有効・安全な

使用)」 （令和元年9月18日）一部改編

• 平成28年度のNDBオープンデータに拠れば、バイオシミラーの使用割合（数量ベース）は、エポエチンで66.4%、フィルグラスチムで
65.7%と高い

＜補足＞人工透析等で使用されるエポエチンについて（包括分）
• 血液透析等で「人工腎臓」（J038）を算定する場合、エポエチンの薬剤料は包括されているが、NDBのデータでは包括分の使用量は

含まれない
• 公表されているエポエチンのバイオ後続品の販売量（包括分を含む）を踏まえると、実際のバイオ後続品の使用割合はNDBのデータから

算出した割合よりも大きいことが示唆される

注：データは平成28年4月～平成29年3月診療分
ソマトロピンは、ジェノトロピンに対するシェア。
インスリングラルギンの先行品に「ランタスXRソロスター」は含まない。
処方フィールドのシェアとは、処方件数の入院、外来（院内）、外来（院外）
別の内訳（先行品、BS合計）。

ソマトロピン：成長ホルモン製剤
エポエチン：赤血球増殖因子製剤
フィルグラスチム：好中球増殖因子製剤
インフリキシマブ：リウマチ・炎症性腸疾患等に対する抗TNFα抗体製剤
インスリングラルギン：持効型インスリン製剤



バイオシミラーの備蓄状況
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• 1品目以上バイオシミラーを備蓄している割合が病院では54％、薬局では30%
• 特に、DPC対象病院・DPC準備病院ではバイオシミラーを備蓄している割合が高い

（図表）中央社会保険医療協議会 総会（第423回）資料「個別事項（その1） (リハビリテーション、医薬品の効率的かつ有効・安全な
使用)」



2. バイオシミラーの同等性／同質性



主な内容
１．バイオシミラーと医療費
２．バイオシミラーの同等性／同質性

・バイオ医薬品・バイオシミラーの分子多様性
・バイオシミラーの同等性／同質性の検証
・有効性評価の事例

３．先行バイオ医薬品の適応症のバイオシミラーへの外挿
４．バイオシミラーに対する意識・評価
５．医療機関での導入事例
６．バイオシミラーの製造販売後のリスク管理

※詳細は巻末をご参照ください
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先行バイオ医薬品・バイオシミラーの分子多様性
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（図表）© European Medicines Agency, 2017. EMA. Biosimilars in the EU – Information guide for healthcare 
professionals. （http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Leaflet/2017/05/WC500226648.pdf）
より作成

産生細胞が同じでも、培養条件など様々な要因で分子に違いが生じる
この違いが有効性・安全性への影響のない範囲に収まるよう、先行バイオ医
薬品・バイオシミラーの製造は厳密に管理されている

分子多様性の例
○●●：アミノ酸配列 ▲：糖鎖
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バイオシミラーの同等性／同質性の検証

品質特性を詳細に解析することで
先行バイオ医薬品と品質特性の類似性を明らかにし、

品質特性におけるわずかな差異の影響を
非臨床試験・臨床試験で順次確認することにより、

先行バイオ医薬品と
同等／同質の安全性、有効性を有する

ことを示す



バイオシミラーの検証ステップ

31
（図表）Wish, J. B. The approval process for biosimilar erythropoiesis-stimulating agents. Clinical journal of the 
American Society of Nephrology, 2014, 9(9), pp.1645-1651. より作成

バイオシミラー独自の製造方法の確立

不
確

実
度

の
低

減

先行バイオ医薬品における重要な特性の理解：
例）作用機序、臨床的知見、臨床効果を反映するPDマーカーの有無等

品質特性解析

非臨床試験

PK、PD

臨床試験

例）不純物プロファイルの差異の影
響を確認する毒性試験

物理的化学的特性、生物活性
等の類似性の解析

段階的な
プロセスを
踏んだ検証

バイオシミラーの承認

先行バイオ医薬品との同等性／同質性を
薬物動態試験や薬力学試験で評価

第Ⅲ相試験で先行バイオ医薬品との有効
性の同等性や安全性を検証



（図表） 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針」（薬食審査発第0304007
号、平成21年3月4日）より作成

（再掲）バイオシミラーの臨床試験

• 原則的に、同等性／同質性をクロスオーバー試験により確認することが必要
• 消失半減期が長い薬剤やヒトで抗体産生が起こる医薬品等、クロスオーバー試験が適切でない場合は、特性を考慮

したデザインを検討
• 可能であれば、臨床効果を反映するPDマーカーによる比較を行う（特に技術的にPK試験が難しい場合は有用）
• さらに、PK/PD関係の解析により同等性／同質性を検討することが望ましい

臨床薬物動態（PK）試験、薬力学（PD）試験、PK/PD試験

• 品質特性解析によって品質面での高い類似性が示されたものの、
PK、PD若しくはPK/PD試験の結果をあわせても、臨床有効性
の同等性／同質性の結論が下せない場合は、有効性が同等／
同質であることを確認するための臨床試験を実施

臨床的有効性の比較

• バイオシミラーは、有効性が同等／同質であっても、安全性プロファイルが先行バイオ医薬品と異なる可能性がある
• 有効性を評価するための臨床試験を実施しない場合であっても、必要に応じて免疫原性の検討を含む安全性に関す

る臨床試験を実施
• 有効性を比較するための臨床試験を実施する際に、安全性を同時に検討するような試験計画とすることも可能

臨床的安全性の確認

• PK、PD若しくはPK/PD試験により目的
とする臨床エンドポイントにおける同等性
／同質性を保証できる十分なデータが
得られた場合には、有効性に関する臨
床試験を省略できる場合がある
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臨床データパッケージ

有効性について先行バイオ医薬品との
同等性を検証する試験（第Ⅲ相）

（図表）審査報告書 33

【略語の説明】
RA：関節リウマチ

有効性評価の事例（エタネルセプト後続1の場合）①



LG-ECCL002試験の概要

MTX治療で効果不十分な日本及び韓国の関節リウマチ患者（目標症例数372例）を
対象とする無作為化二重盲検並行群間比較試験
有効性の主要評価項目は、投与開始後24週時のDAS28-ESRのベースラインからの変
化量
結果は下表の通りであり、DAS28-ESRのベースラインからの変化量の群間差の95%信頼
区間は、事前に設定された同等性許容域（-0.6、0.6）の範囲内であった

（図表）審査報告書 34

【略語の説明】
MTX：メトトレキサート
DMARDs：疾患修飾性抗リウマチ薬

有効性評価の事例（エタネルセプト後続1の場合）②



有効性評価の事例（エタネルセプト後続1の場合）③

（主要評価項目における有効性評価の概要）
DAS28-ESRはRAの疾患活動性評価の複合指標として臨床試験で頻用されている評価
項目であり、機能的予後及び関節の構造的破壊の進行と相関があることが示されているこ
とからも、主要評価項目に設定したことは受入れ可能
評価時期については、先行バイオ医薬品の有効性の評価時期、抗リウマチ薬の臨床評価
に関する日米欧のガイドライン等を踏まえ、有効性を比較評価する上で評価時期を治験薬
投与後24週時点としたことは受入れ可能
同等性許容域の設定について、EULAR改善基準でDAS28-ESR値の測定誤差の範囲
は±0.6であり、DAS28-ESR値の変化量が0.6を超える場合、臨床的に意義がある変化
量とされていることから、設定された同等性許容域の範囲内の差異であれば臨床的に同等
と判断することは可能

主要評価項目が事前に設定された同等性許容域の範囲内であったこと、他の有効性評価
項目でも本剤群と先行バイオ医薬品群で概ね同様な結果が得られていることから、本剤と
先行バイオ医薬品の有効性の同等性は示されたと考える

（図表）審査報告書より作成 35
【略語の説明】
RA：関節リウマチ
EULAR：欧州リウマチ学会

有効性の同等性に関するPMDAの評価の概要



有効性の同等性をPDマーカーで検証
（第Ⅲ相試験を省略）した例

主な効能効果
造血幹細胞の末梢血中への動員
造血幹細胞移植時の好中球数の増加促進
がん化学療法による好中球減少症 ／等

PDマーカー
好中球絶対数（ANC）
CD34陽性（CD34+）細胞数

妥当性の根拠
顆粒球コロニー刺激因子であり、その「好中球数増加作用」及び「造血幹細胞の末梢血中への動
員作用」の発現により治療効果を示すものであること
先行バイオ医薬品の「好中球数増加作用」 を反映するPDマーカーが好中球絶対数（ANC）で
あり、「造血幹細胞の末梢血中への動員作用」を反映するPDマーカーがCD34陽性（CD34+）
細胞数であること
PKの同等性に加え、2つの薬理作用についてPDの同等性を示すことができれば、先行バイオ医薬
品との有効性が同等であると考えられること

（図表）審査報告書より作成

フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続1、2、3］
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審査報告書で確認できる有効性の同等性

37（図表）審査報告書より作成

主要評価項目
有効性

群間差
［95%信頼区間］ 同等性許容域

BS 先行バイ
オ医薬品

後続1 30週時点の
ACR20％改善率*

60.9% 58.6% 0.02
［-0.06、0.10］

-0.15、0.15
73.2% 69.6% 0.04

[-0.04、0.12]

後続2
14週時点の

DAS28-ESRと
ベースラインからの

変化量**
-2.13 -2.16 0.02

［-0.280、0.328］ -0.6、0.6

後続3 14週時点の
ACR20%改善率*** 61.1% 63.5% -2.39%

［-9.92%、5.11％］ -13.5%、13.5%

*：上段はITT集団（治療意図の原理による解析対象集団）、下段はPP集団（治験実施計画書に適合した解析対象集団）
**：mITT集団（無作為化された症例のうち、治験薬の投与が3回未満、ベースライン又は14週のDAS28-ESRが欠測、並びに有効性評
価に影響を及ぼす可能性がある治験実施計画書からの逸脱例を除いた集団）
***：ITT集団

（例）インフリキシマブのバイオシミラー



審査報告書で確認できる安全性の比較結果
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（例）インフリキシマブのバイオシミラー
審査報告書（抜粋）

後続1

・ 機構は、得られた臨床試験成績から、結核に関しては先行バイオ医薬品において特に注目す
べき重要な副作用の一つとされており、本剤についても今後発現状況に留意すべき懸念事項
であると考えるが、その他の有害事象については先行バイオ医薬品と比較して発現状況に特
段の差異はなく、本剤の安全性は忍容可能と考える。

・ （得られた臨床試験成績から）本剤群及び先行バイオ医薬品群の抗体陽性率に差異はな
かった。機構は、現時点では、本剤投与に起因して発現する抗薬物抗体について先行バイオ
医薬品と同様の注意喚起を行うことで差支えないと考える。

後続2

・ 機構は、本剤と先行バイオ医薬品の安全性プロファイルに特段の差異はなく、本剤の安全性
は忍容可能と考える。

・ 機構は、本剤投与時に抗薬物抗体陽性例が多くなり抗薬物抗体による効果減弱が起こりや
すいことを示唆している可能性も考えられるが、少数例の集団における結果に基づくものである
ことから、現時点においては、抗薬物抗体発現リスクについて先行バイオ医薬品と同様な注意
喚起を添付文書等で行うとともに、本剤に関する抗薬物抗体発現の情報を適切な資材を用
いて医療現場に情報提供する等の対応をとることが適切と考える。

後続3

・ 機構は、本剤と先行バイオ医薬品の安全性プロファイルに特段の差異はなく、本剤の安全性
は忍容可能と考える。

・ 本剤の臨床試験において、抗薬物抗体陽性例で抗薬物抗体発現が安全性に重大な影響を
及ぼす事象は認められていないことから、現時点では抗薬物抗体発現リスクについて先行バイ
オ医薬品と同様な注意喚起を添付文書等で行う以上の注意喚起は必要ないと考える。

（図表）審査報告書より作成



添付文書で確認できる同等性／同質性

39

（例）エタネルセプト後続1添付文書より（赤線はテキスト作成者）



３. 先行バイオ医薬品の適応症の
バイオシミラーへの外挿



主な内容
１．バイオシミラーと医療費
２．バイオシミラーの同等性／同質性
３．先行バイオ医薬品の適応症のバイオシミラーへの外挿

・適応症の外挿
・審査報告書における外挿の記載
・先行バイオ医薬品とバイオシミラーの適応症の違い

４．バイオシミラーに対する意識・評価
５．医療機関での導入事例
６．バイオシミラーの製造販売後のリスク管理

※詳細は巻末をご参照ください
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適応症の外挿

42（図表）日本化薬㈱『Biosimilar～バイオシミラーQ&A～』より作成

先行バイオ医薬品の適応症 バイオシミラーの適応症

A

B

C

同じ作用機序

違う作用機序

臨床試験

バイオシミラーの開発において、「外挿」とは、先行バイオ医薬品が複数の適応症
を有する場合、1つの臨床試験で、ある適応症において先行バイオ医薬品と同等
／同質であり、他の適応症においても薬理学的に同様の作用が期待できることを
説明できれば、臨床試験を実施せずに、その適応症の追加が認められること
作用機序が異なる場合は、別途、臨床試験データの取得が必要

臨床試験

A

B

C
適応症として認められる

※特許期間中や再審査期間中など、外挿が可能であっても承認と同時に適応が認められない場合がある

外挿



バイオシミラーの適応症と外挿
適応症 関節リウマチ＊1 クローン病＊1 潰瘍性大腸炎＊1 乾癬＊2

実施した
臨床試験 － － －

外挿

承認 ○ ○ ○ ○
製造販売後調査 実施 実施 実施 実施

（例）インフリキシマブ後続1の承認済み適応症と外挿

先行バイオ医薬品
とのPKの同等性を
検証した試験

先行バイオ医薬品
との有効性の同等
性を検証した試験

品質試験及び非臨床試験における高い類似性
TNFαの病態形成における役割と作用機序の類似性

関節リウマチ患者におけるPK・有効性の同等性

外挿の正当性を確認

43（図表）＊1は審査報告書、＊2は承認取得企業の社内資料よりバイオシミラー協議会が作成

安全性プロファイルの差異に関する特段の懸念がないこと
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審査報告書における外挿の記載
（例）インフリキシマブ後続1の審査報告書より（赤線はテキスト作成者）

【略語の説明】
CD：クローン病
UC：潰瘍性大腸炎
RA：関節リウマチ
mTSS：modified Total Sharpスコア



先行バイオ医薬品とバイオシミラーの適応症の違い
一般名（分類） 主な適応症（バイオシミラーが未取得の適応症は赤字下線）
エポエチン アルファ

（エリスロポエチン）
• 腎性貧血
• 未熟児貧血

フィルグラスチム
（G-CSF）

• 造血幹細胞の末梢血中への動員
• 造血幹細胞移植時の好中球数の増加促進

• 好中球減少症

インスリン グラルギン
（インスリン類）

• 糖尿病

インフリキシマブ
（抗TNFα抗体）

• 関節リウマチ
• ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎
• 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性

紅皮症
• 強直性脊椎炎

• 腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型
ベーチェット病

• 川崎病の急性期
• クローン病
• 潰瘍性大腸炎

ソマトロピン
（成長ホルモン）

• 成長ホルモン分泌不全性低身長症
• ターナー症候群における低身長
• 慢性腎不全における低身長

• プラダーウィリー症候群における低身長
• 成人成長ホルモン分泌不全症
• SGA性低身長症

リツキシマブ
（抗CD20抗体）

• CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫
• 免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖

性疾患
• ヴェゲナ肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎
• 難治性のネフローゼ症候群

• 慢性特発性血小板減少性紫斑病
• ABO血液型不適合移植における抗体関連型拒絶反

応の抑制（腎移植、肝移植）
• 111In注射液及び90Y注射液投与の前投与

トラスツズマブ
（抗HER2抗体）

• HER2過剰発現が確認された乳癌（A法）※
• HER2過剰発現が確認された乳癌（B法）

• HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・
再発の胃癌

エタネルセプト
（抗TNFα抗体）

• 関節リウマチ
• 若年性特発性関節炎

アガルシダーゼ ベータ
（αガラクトシダーゼA）

• ファブリー病

45

2018年11月時点

再審査期間や特許満了日が満了していない適応症は、バイオシミラーは取得できない

※一部のバイオシミラーのみ取得
【用語の説明（ハーセプチン添付文書より）】
A法：通常、成人に対して1日1回、トラスツズマブ（遺伝子組換え）として初回投与時には4mg/kg（体重）を、2回目以降は2mg/kgを90分以上かけて1週間間隔で点滴静注する。
B法：通常、成人に対して1日1回、トラスツズマブ（遺伝子組換え）として初回投与時には8mg/kg（体重）を、2回目以降は6mg/kgを90分以上かけて3週間間隔で点滴静注する。



（参考）バイオシミラーにおける適応症の承認取得

●：特許・再審査期間満了後に承認取得可能となる

先行バイオ医薬品の
適応症*1

先行バイオ医薬品の
再審査期間満了時期＊2

バイオシミラーの
適応症*3

クローン病 2012年1月 承認取得済み
関節リウマチ(注1) 2013年7月 承認取得済み
ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎 2017年1月

※特許期間が未了＊4 ●

尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、
乾癬性紅皮症 2014年1月 承認取得済み

強直性脊椎炎 2020年4月 ●
潰瘍性大腸炎 2012年1月 承認取得済み
腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、
血管型ベーチェット病 2025年8月 ●

川崎病の急性期 2025年12月 ●

46
（注1）関節リウマチの関節のうち、構造的損傷の防止の効果は2009年7月に追加
（図表）＊１は「レミケード点滴静注用100 医薬品インタビューフォーム」、＊2は「レミケード点滴静注用100に係る医薬品リスク管理計画書」、
＊3は添付文書より作成。＊4はバイオシミラー協議会確認

（例）インフリキシマブのバイオシミラーの適応症
特許／再審査期間を満了している適応症について承認を取得



４. バイオシミラーに対する意識・評価



主な内容
１．バイオシミラーと医療費
２．バイオシミラーの同等性／同質性
３．先行バイオ医薬品の適応症のバイオシミラーへの外挿
４．バイオシミラーに対する意識・評価

・医師の意識・評価
・薬剤師の意識・評価
・国民・患者の意識・評価

５．医療機関での導入事例
６．バイオシミラーの製造販売後のリスク管理

※詳細は巻末をご参照ください
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（図表）以下の資料より作成
＊1：Smolen, J. S. et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological 
disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Annals of the Rheumatic Diseases, 2017, 76(6), pp.960-977.
＊2：Danese, S. et al. ECCO Position Statement on the Use of Biosimilars for Inflammatory Bowel Disease-An Update. Journal 
of Crohn’s & colitis, 2017, 11(1), pp.26-34.
＊3：Tabernero, J. et al. Biosimilars: a position paper of the European Society for Medical Oncology, with particular reference 
to oncology prescribers. ESMO open, 2017, 1(6), e000142.
＊4：Lyman G. H. et al. American Society of Clinical Oncology Statement: Biosimilars in Oncology. Journal of clinical oncology,
2018, 36(12), pp.1260-1265.
＊5：一般社団法人日本癌治療学会「G-CSF適正使用ガイドライン2013年版Ver.5」（http://jsco-cpg.jp/guideline/30.html）

学会名 バイオシミラーに関する動向

欧州リウマチ学会
（EULAR）＊1

治療ガイドラインで、抗リウマチ薬の生物学的製剤は、先行バイオ医薬品
とバイオシミラーで構成されると明記。
治療推奨アルゴリズムでは、先行バイオ医薬品とバイオシミラーが同列で
扱われた。

欧州クローン病・大腸
炎会議（ECCO）＊2

Position Statementで、IBD（炎症性腸疾患）患者における先行バ
イオ医薬品からバイオシミラーへの切り替えを認めた。切り替え時には、医
師、看護師、薬剤師、患者で適切に議論することを推奨している。

欧州臨床腫瘍学会
（ESMO）＊3

Position Paperを発出し、バイオシミラーに関する教育的内容を発信。

米国臨床腫瘍学会
（ASCO）＊4

癌領域での教育活動の一つとして、バイオシミラーに関する教育的内容を
Statementとして発信。

日本癌治療学会＊5 G-CSF適正使用ガイドライン（2018年公開版）で、先行バイオ医薬
品G-CSFとバイオシミラーの安全性と有効性は同等であり、投与を行うよ
う勧められるとした。
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（参考）学会によるバイオシミラーの評価事例



14%
（15人）

37%（39人）

15%
（16人）

21%（22人）

10%
（10人）

3%（3人）

バイオシミラーを積極的に処方する
薬の種類によって、バイオシミラーを積極的に処方する
患者によって、バイオシミラーを積極的に処方する
日本での使用実績が多くなれば、バイオシミラーを積極的に処方する
バイオシミラーを積極的に処方しない
無効回答

【医師】バイオシミラーに対する考え

50

（医師、n=105）

（図表）金子敦史「バイオシミラーに対する医師の意識と理解－関節リウマチにおけるバイオシミラーの現状と問題点－」（平成28年度厚生
労働科学特別研究事業『バイオシミラー使用促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表
者 豊島聰））より作成

積極的に処方する、または、
薬の種類・患者・今後の使用実績等に
よっては積極的に処方する理由
（赤枠内4項目を選択した人、n=92）

患者の経済的負担が軽減できる（63人）
医療費削減につながる（63人）
経営的な要請で採用している（39人）

積極的に処方しない理由
（青枠内1項目を選択した人、n=10）

バイオシミラーの品質（効果や副作用を含
む）に疑問がある（7人）
安全性情報の提供などメーカーに対して不
安がある（4人）



17

16

33

44

25

51

10

8

37

9

12

0 20 40 60

製造方法

規格及び試験方法

安定性

薬理作用（効力を裏付ける試験）

ヒトでの体内動態

生物学的同等性試験

薬動力学試験

その他の第1相試験

第3相（比較）試験

特に参考としたものはない

その他

【医師】バイオシミラーの使用（採用）
にあたり重視したデータ
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（医師、n=105、複数回答）
（人）

（図表）金子敦史「バイオシミラーに対する医師の意識と理解－関節リウマチにおけるバイオシミラーの現状と問題点－」（平成28年度厚生
労働科学特別研究事業『バイオシミラー使用促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表
者 豊島聰））より作成
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糖鎖などのアミノ酸配列以外が異なる
ﾊﾞｲｵｼﾐﾗｰの製造が先行品の宿主細胞と異なる

精製方法が異なる
その他

先行品との有効性における同等性
先行品との安全性における同等性

抗原性
その他

先行品との有効性における同等性
先行品との安全性における同等性

先行品・ﾊﾞｲｵｼﾐﾗｰ間のスイッチ可否
抗原性

体内動態・生物学的同等性
日本人での臨床試験

その他
販売会社の定期的な情報提供があるかどうか

価格
その他

品
質

前
臨

床
試

験
臨

床
試

験
その

他

【医師】バイオシミラーの気になる点

52

（複数回答、医師、n=105） （人）

医師は、先行バイオ医薬品との同等性を気にしている
（図表）金子敦史「バイオシミラーに対する医師の意識と理解－関節リウマチにおけるバイオシミラーの現状と問題点－」（平成28年度厚生
労働科学特別研究事業『バイオシミラー使用促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表
者 豊島聰））より作成



12%
（16人）

52%（69人）

19%（25人）

14%
（18人）

1.5%（2人） 1.5%（2人）

バイオシミラーがあるものは積極的に採用
薬の種類によってバイオシミラーを積極的に採用
医師からの要望があれば採用
バイオシミラーを積極的に採用はしていない
その他
無効回答

【薬剤師】バイオシミラーに対する考え

53

（病院薬剤師、
n=132）

積極的に採用する、または、薬の種類に
よっては積極的に採用する理由
（赤枠内2項目を選択した人、n=85）

医療機関の経営的メリットがある（48人）
医療費削減につながる（26人）
患者の自己負担が軽減される（11人）

積極的に採用はしていない理由
（青枠内1項目を選択した人、n=18）

品質への疑問（7人）
適応症が異なる（3人）
病院の経営的なメリットが少ない（2人）

（図表）高橋弘充「バイオシミラーに対する薬剤師の意識と理解」 （平成28年度厚生労働科学特別研究事業『バイオシミラー使用
促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表者 豊島聰））より作成



【薬剤師】バイオシミラーの採用にあたって心配な点①
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28.8%

42.4%

31.1%

43.2%

2.3%

32.6%

42.4%

30.3%

21.2%

36.4%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

先行品と同等の有効性を示すか心配

先行品からﾊﾞｲｵｼﾐﾗｰの使用に切り替えた際、
同等の有効性を示すかが心配

日本人での臨床試験での成績が少ないことが心配

先行品と同等の臨床試験の結果があれば、特に心配しない

その他

先行品と同等の安全性を担保しているか心配

先行品からﾊﾞｲｵｼﾐﾗｰの使用に切り替えた際、
同等の安全性を担保しているか心配

日本人での臨床試験での成績が少ないことが心配

販売会社が定期的に安全性報告を提供してくれるか心配

先行品と同等の臨床試験の結果があれば特に心配しない

その他

有
効

性
安

全
性

（病院薬剤師、n=132、有効性・安全性それぞれで単数回答）

（図表）高橋弘充「バイオシミラーに対する薬剤師の意識と理解」 （平成28年度厚生労働科学特別研究事業『バイオシミラー使用
促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表者 豊島聰））より作成



【薬剤師】バイオシミラーの採用にあたって心配な点②
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39.4%

16.7%

43.9%

3.0%

22.0%

65.9%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

先行品と同等の品質を担保しているか心配

原薬あるいは製剤を日本以外で製造していることが心配

先行品と同等との品質試験の結果があれば、
特に心配しない

その他

患者にﾊﾞｲｵｼﾐﾗｰを説明する際に、一般的なｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品
と比べて時間を多く要するのではないか心配

特に心配しない

その他

品
質

面
患

者
へ

の
説

明
（病院薬剤師、n=132、品質面・患者への説明それぞれ

で単数回答）

（図表）高橋弘充「バイオシミラーに対する薬剤師の意識と理解」 （平成28年度厚生労働科学特別研究事業『バイオシミラー使用
促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表者 豊島聰））より作成
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【国民・患者】バイオシミラーに関する意識
バイオシミラーの認知は進んでいない
安全性・有効性について安心して使用できるような情報提供が必要

（図表）豊島聰「バイオシミラー使用に関する一般国民・患者の意識調査研究」 （平成28年度厚生労働科学特別研究事業『バイオシミ
ラー使用促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表者 豊島聰））より作成

43.8%
95.0%

19.1%
34.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

バイオ医薬品（一般層）
後発医薬品（一般層）
バイオシミラー（一般層）

バイオシミラー（関節リウマチの患者）

認知率

39.0%

43.2%

43.3%

40.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり（一般層）

あり（患者本人層）

わからない（一般層）

わからない（患者本人層）

使用意向
※バイオシミラーの非使用意向の理由
「バイオ医薬品（新薬）と同等の安全
性が得られるか不安だから」（一般層の
56.8％）



５. 医療機関での導入事例



主な内容
１．バイオシミラーと医療費
２．バイオシミラーの同等性／同質性
３．先行バイオ医薬品の適応症のバイオシミラーへの外挿
４．バイオシミラーに対する意識・評価
５．医療機関での導入事例

・事例１ 千葉大学医学部附属病院

・事例２ 浜松医科大学医学部附属病院

・事例３ 亀田総合病院

・事例４ 戸田中央医科グループ新座病院

６．バイオシミラーの製造販売後のリスク管理
※詳細は巻末をご参照ください
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【事例１】

千葉大学医学部附属病院における

バイオシミラーの導入
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千葉大学医学部附属病院における
バイオシミラー選定のプロセスとその視点

病院の執行部会

病院の執行部会で承認する

後発品・バイオシミラー選定ワーキング

医師を含むワーキンググループにて
バイオシミラーについて討論する

薬剤部

薬剤師がバイオシミラーの
情報整理をする

医薬品管理

医薬品情報

PK・PD

分子構造

製剤

効果・安全性

副作用

流通

ワーキングでの
確認事項

BSは併採用からスタート
60（図表）千葉大学医学部附属病院作成



フィルグラスチム @千葉大学医学部附属病院
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ポイント：血液内科の医師のバイオシミラーへの理解、
明確な理由による切り替え

併採用で問題が無
かったため、BSのみ
に完全切り替え

新任の医師への
BS使用推進に関
する説明が不足

骨髄移植のガイ
ドラインの変更、
Blood の声明な
ど完全切り替え

フィルグラスチム 75μｇ

61（図表）千葉大学医学部附属病院作成



インフリキシマブ 100mg 
@千葉大学医学部附属病院
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62（図表）千葉大学医学部附属病院作成



【事例２】

浜松医科大学医学部附属病院

におけるバイオシミラーの導入
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浜松医科大学医学部附属病院における
バイオシミラー導入事例 （インフリキシマブ）

インフリキシマブ投与患者

【疾患名】
クローン病、関節リウマチ、潰瘍性大腸炎、乾癬

【使用薬剤】
・インフリキシマブBS点滴静注用
（バイオシミラー）

【疾患名】
ベーチェット病、強直性脊椎炎、川崎病の急性期

【使用薬剤】
・ レミケード点滴静注用

（先行バイオ医薬品）

〇 適応症に基づいた使用フローチャート

〇 バイオシミラー導入に伴う診療科へのアプローチ方法
各患者におけるバイオシミラーおよび先行バイオ医薬品の選択ついては、各診療科、処方医師が判断
（上記フローチャートは適応症に基づき薬剤部にて作成）

64（図表）浜松医科大学医学部附属病院薬剤管理委員会・薬剤部作成



【疾患名】
クローン病、関節リウマチ、潰瘍性大腸炎、乾癬

【使用薬剤】
・インフリキシマブBS点滴静注用
（バイオシミラー）

【疾患名】
ベーチェット病、強直性脊椎炎、川崎病の急性期

【使用薬剤】
・ レミケード点滴静注用
（先行バイオ医薬品）

〇 バイオシミラー導入後の理論上の使用患者数・医薬品使用金額（薬価ベース）と実際の状況

患者数（人） 使用量（V） 薬剤費（円）
（※1）

理論上の経済効果（円）
（※2）

理論上との差額（円）
（※3）先行バイ

オ医薬品 BS 先行バイ
オ医薬品 BS

すべての患者で先行バイオ
医薬品を使用した場合 89 0 2204 0 ¥177,258,904.00

フローチャートに従いバイオシ
ミラーに変更した場合 15 74 397 1807 ¥122,355,016.00 ¥54,903,888.00

実際の使用状況
（切替4人含む） 79 14 1995 209 ¥170,908,648.00 ¥48,553,632.00

※1 2018年度薬価ベース（インフリキシマブBS点滴静注用100 mg：50,042.00 円、レミケード点滴静注用100 mg：80,426.00 円）
※2 理論上の経済効果=（「すべての患者で先行バイオ医薬品を使用した場合」の薬剤費）－（「フローチャートに従いバイオシミラーに変更した場合」の薬剤費）
※3 理論上との差額=（「実際の使用状況」の薬剤費） － （「フローチャートに従いバイオシミラーに変更した場合」の薬剤費）

フローチャートに従った場合の患者数 74 名/年
→実際にバイオシミラーを使用した患者数 14 名/年
（年の途中で先行バイオ医薬品からの切替4名含む）

フローチャートに従った場合の患者数 15 名/年
→実際に先行バイオ医薬品を使用した患者数 79 名/年

（年の途中でバイオシミラーへの切替4名含む）

インフリキシマブ投与患者 （年間患者数 89名） ※平成30年度実績より

65（図表）浜松医科大学医学部附属病院薬剤管理委員会・薬剤部作成（2018）一部改変



〇 適応症に基づいた使用フローチャート

〇 バイオシミラー導入に伴う診療科へのアプローチ方法
1. バイオシミラー導入時に各診療科と薬剤部で協議し、上記フローチャートを作成
2. 各患者におけるバイオシミラーおよび先行バイオ医薬品の選択ついては、フローチャートに基づき、医師が判断

リツキシマブ投与患者

【疾患名】
CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫
免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ
増殖性疾患
ヴェゲナ肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎

【使用薬剤】
・リツキシマブBS点滴静注
（バイオシミラー）

【疾患名】
難治性のネフローゼ症候群（頻回再発型あるい
はステロイド依存性を示す場合）
慢性特発性血小板減少性紫斑病
腎移植、肝移植のABO血液型不適合移植にお
ける抗体関連型拒絶反応の抑制
インジウム （111In） イブリツモマブ チウキセタン
（遺伝子組換え） 注射液及びイットリウム
（90Y） イブリツモマブ チウキセタン（遺伝子組
換え） 注射液投与の前投与

【使用薬剤】
・リツキサン注 （先行バイオ医薬品）

浜松医科大学医学部附属病院における
バイオシミラー導入事例 （リツキシマブ）

（図表）浜松医科大学医学部附属病院薬剤管理委員会・薬剤部作成 66



〇バイオシミラー導入後の理論上の使用患者数・医薬品使用金額（薬価ベース）と実際の状況

フローチャートに従った場合の患者数 54 名/年
→実際にバイオシミラーを使用した患者数 54 名/年

フローチャートに従った場合の患者数 7名/年
→実際に先行バイオ医薬品を使用した患者数 7名/年

リツキシマブ投与患者（患者数 61名/年） ※平成30年度実績より

【疾患名】
CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫
免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖
性疾患
ヴェゲナ肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎

【使用薬剤】
・リツキシマブBS点滴静注 （バイオシミラー）

【疾患名】
難治性のネフローゼ症候群（頻回再発型あるいはステロイ
ド依存性を示す場合）
慢性特発性血小板減少性紫斑病
腎移植、肝移植のABO血液型不適合移植における抗体
関連型拒絶反応の抑制
インジウム （111In） イブリツモマブ チウキセタン （遺伝
子組換え） 注射液及びイットリウム （90Y） イブリツモマ
ブ チウキセタン（遺伝子組換え） 注射液投与の前投与

【使用薬剤】
・リツキサン注 （先行バイオ医薬品）

※1 2018年度薬価ベース（リツキシマブBS点滴静注100 mg：22,553.00 円、500 mg：110,498.00 円、リツキサン注100 mg：32,212.00 円、500 mg：157,855.00 円）
※2 理論上の経済効果=（「すべての患者で先行バイオ医薬品を使用した場合」の薬剤費）－（「フローチャートに従いバイオシミラーに変更した場合」の薬剤費）
※3 理論上との差額=（「実際の使用状況」の薬剤費） － （「フローチャートに従いバイオシミラーに変更した場合」の薬剤費）
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患者数（人） 使用量（V）
（100mg）

使用量（V）
（500mg） 薬剤費（円）

（※1）
理論上の経済効果（円）

（※2）
理論上との差額（円）

（※3）先行バイ
オ医薬品 BS 先行バイ

オ医薬品 BS 先行バイ
オ医薬品 BS

すべての患者で先行バイ
オ医薬品を使用した場合 61 0 344 0 241 0 ¥49,123,983.00

フローチャートに従いバイオ
シミラーに変更した場合 7 54 20 324 7 234 ¥34,912,929.00 ¥14,211,054.00

実際の使用状況 7 54 20 324 7 234 ¥34,912,929.00 ¥0.00

（図表）浜松医科大学医学部附属病院薬剤管理委員会・薬剤部作成（2018）一部改変



【事例3】

亀田総合病院における

バイオシミラーの導入

68



連続する一連の治療期間内での切り替え

当院における混用の定義

薬剤部より採用申請 → 仮採用承認
新規使用症例に対して使用する

血液腫瘍内科より申請の上、薬剤部と共同で作成
リツキシマブBS専用のレジメンを登録した

医師の裁量で、先行バイオ医薬品とバイオシミラー
を選択することとした

混用防止
適応遵守

患者選択

説明・同意

亀田総合病院でのリツキシマブBS点滴静注導入の経緯

薬事委員会

レジメン委員会

処方開始

（図表）亀田総合病院薬剤部作成 69

リツキシマブBS点滴静注100mg,500mg 採用月：2018/01
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■ リツキサン注
■ リツキシマブBS点滴静注

採用・レジメン登録後のリツキシマブBS処方件数・新規導入数は「ゼロ」

導入が進まない理由と対策

• BSに対する理解が不足。(医師・薬剤師) →医師・薬剤師合同の説明会を開催
• BS使用に関する基本方針が不明確 →院内のコンセンサスを得る必要がある
• 薬剤師の役割を明確にする必要性 →患者選択（混用の防止、適正使用）

→患者への説明・同意。モニタリング

（図表）亀田総合病院薬剤部作成

2018年4月より、がん専門薬剤師を含む血液腫瘍内科担当チームで介入開始
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抗がん剤BS導入の基本方針 
• 原則、混用はしない
• 添付文書の適応に準拠して使用する
• 導入時、患者・患者家族への説明を行う

混用の定義 (リツキシマブの場合) 
• 連続する一連の治療期間内での切り替え

具体例）

– 1コース目R → 2コース目R(BS)   混用
– RCHOP PDになった→ R(BS)ESHAP   混用
– R 使用歴あり→ 再発時R(BS)   混用でない

レジメン登録委員会で「BS導入の基本方針」、「混用の定義」の明確化を提案

診療科と薬剤部で協議の上、必要であれば処方変更を行い、患者にも説明、同意を得る

リツキシマブ使用予定患者をカンファレンス等で抽出する

診断名からリツキシマブBS点滴静注の適応となるかを判断する

治療歴を確認し、混用の定義への該当の有無を判断する

薬剤師がBSに関する説明を治療開始前に実施し、同意を得る

混用・患者意向等により、薬剤変更が必要な場合は処方変更する

治療開始後の副作用モニタリングとPMDAへ副作用報告する

患者抽出

適応症確認

混用の確認

患者へ説明・同意

先発・BS相互変更

副作用モニタリング

・薬剤師が医師の負担となる部分を担うことでBSの導入が推進できる
・患者へBSに関する説明を実施し、同意の上、BSを使用することができる

71（図表）亀田総合病院薬剤部作成



リツキサン注、リツキシマブBS点滴静注処方件数（件） リツキサン注、リツキシマブBS点滴静注新規導入患者数（人）

（図表）亀田総合病院薬剤部作成
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薬剤師介入後のリツキシマブBS点滴静注導入数 39例/6ヶ月（2018/4～9月）

薬剤師介入後の患者からのご意見等

• 先発と効果も副作用も同じなんでしょ？なら先発の方に変更してください。かぜ薬ならま
だしも、リンパ腫の治療で大事な治療なので先発の方がいいです。こういう選択で後悔
したくないんだよね。お金のことは気にしない。この病院、本当ジェネリック多いよね。

患者希望によるBS拒否の例（患者の意見）

• 副作用が不安だったんですが、説明を聞けて安心しました。効果や副作用は変わらな
いんですか？同じなら値段が安い方がいいですね。

• インターネットでBSについて調べました。だいぶ高い薬みたいなので、効果が同じなら
値段が安い方がいいです。

患者からの質問内容別件数 患者希望によるBS希望の例（患者の意見）
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【事例4】

戸田中央医科グループ

新座病院における

バイオシミラーの導入
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バイオシミラー選定のプロセス

（図表）戸田中央医科グループ 新座病院薬剤科作成

論文抽出・評価

同等量設定・優先順位付け

フォーミュラリ原案作成

経営判断
薬事委員会にて説明
院長・医局の承認

フォーミュラリ導入

戸田中央医科グループ
薬剤部
フォーミュラリ検討WG

各領域の認定薬剤師、
専門病棟配属者等 8名

新座病院

一般病床：32床
療養病床（回復期リハビリ
テーション病棟）：96床
薬剤科；
薬剤師常勤6名、非常勤1名
システム（院内）；
紙カルテ、紙処方箋、
薬剤管理指導業務総合支援
システム

原案を基に
各病院の患者背景に合う
フォーミュラリを策定

医薬品情報担当1名＋慢性期領域担当1名
で原案作成
対象患者；2型糖尿病 薬剤；インスリン
評価；論文（有効性・安全性・デバイス・BS）
費用；同等量時の薬価比較

持効型はインスリングラルギンBS優先
※指定された管理方法を厳守する
※低血糖のハイリスク患者は対象外

BS；バイオシミラー

医薬品情報担当者1名＋所属長1名で決定

新座病院の入院患者の大半は
持効型インスリン0.5単位/kg/日以下で
コントロールできている

フォーミュラリ（2型糖尿病；インスリン）を作成し、BSを導入

実際の流れ主な流れ

【院内推奨】
持効型はインスリングラルギンBS

医師の判断にて薬剤変更が困難な場合は
臨時で他の持効型インスリンを購入する

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
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バイオシミラーへの切り替え

（図表）戸田中央医科グループ 新座病院薬剤科作成

入院 退院

持参薬調査

1. 患者の状態確認
2. フォーミュラリ通りに

外挿できるか確認
3. 患者に薬剤変更の

可能性について説明・
同意習得

フォーミュラリ薬剤を
外挿できる場合は
持参薬代替案として
インスリングラルギンBS
を提案

※外挿出来ない場合は、
医師と協議し、臨時で
フォーミュラリ収載以外
医薬品の購入

処方提案
（BS切替含）

・処方変更の確認
・患者へ薬剤変更

の説明

※処方変更されな
かった場合は医師
へ理由を確認

定期的な
モニタリング

（看護部と協同）

退院
指導初回面談

処方監査

患者指導

入院時から退院時まで複数回、薬剤師が介入
BS導入促進＋導入後の効果と安全性のモニタリング

BS；バイオシミラー 75



実際の状況

入院時持参薬（地域の処方） 入院中

医薬品名 患者数 患者数

ランタス注 0 0

ランタスXR注 4 0

インスリングラルギンBS注 18 24

レベミル注 1 0

トレシーバ注 1 0

（図表）戸田中央医科グループ 新座病院薬剤科作成

新座病院フォーミュラリ（2型糖尿病；持効型インスリンのみ提示）

• ランタス注
• ランタスXR注
• インスリングラルギンBS注
• レベミル注
• トレシーバ注

推奨
インスリングラルギンBS注

※新規導入、薬剤切り替え含む
※低血糖のハイリスク患者除く

BS；バイオシミラー

フォーミュラリ活用によりBS使用を推進

処方切り替え状況（調査期間；2018年4月～2019年9月 調査対象；新座病院入院患者）
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77（図表）中医協総会資料「前回の御指摘について」（令和２年１月15日）より作成

（参考）



６. バイオシミラーの製造販売後の
リスク管理



主な内容
１．バイオシミラーと医療費
２．バイオシミラーの同等性／同質性
３．先行バイオ医薬品の適応症のバイオシミラーへの外挿
４．バイオシミラーに対する意識・評価
５．医療機関での導入事例
６．バイオシミラーの製造販売後のリスク管理

・医薬品リスク管理計画（RMP）
・使用成績調査の例

※詳細は巻末をご参照ください
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（再掲）保存方法や取扱いについて、
患者さんにも理解していただく

（図表）一般社団法人くすりの適正使用協議会『これだけは知っておきたいバイオ医薬品』（https://www.rad-ar.or.jp/bio/pdf/
whats_bio_pro.pdf）pp.7-8より作成

主な原因 変化 影響の可能性

保存条件の逸脱
（温度・光）

指定された方法
以外の調製

有効性の低下
免疫原性の上昇

• バイオ医薬品は、所定の調製・保管方法を逸脱すると、タンパク質の分解・重合・変性によ
り活性が変化し、有効性・安全性に影響を与える可能性があるため、指定された方法を厳
守する必要がある

・凍結を避け冷所
・2～8℃
・遮光 ／等

・激しい振盪や撹拌をしない
・他剤と混注しない
・指摘された希釈液を用いて

適切な濃度に希釈する ／等

タンパク質の
構造変化、凝集等
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医薬品リスク管理計画（RMP）①

（図表）独立行政法人医薬品医療機器総合機構HP（https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-
information/rmp/0002.html、2018年8月10日参照）

• RMPは、開発から市販後まで、一貫して、有効性（ベネフィット）と副作用等（リスク）を
評価し、必要な安全対策を実施して市販後の安全性の確保を図るための計画

• 新薬（バイオ医薬品を含む）及びバイオシミラーを対象として、2013年4月からRMPの
策定が義務化
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医薬品リスク管理計画（RMP）②
• 臨床試験で入手できるデータには限りがあり、免疫原性等の安全性を確認する必要もあ

るため、バイオシミラーは承認申請時にRMP策定が義務付けられている
• 策定されたRMPはPMDAのHPに掲載され、特定されたリスク、潜在的なリスク、不足情

報等を確認可能

製品のRMPは
ここから検索可能

（図表）独立行政法人医薬品医療機器総合機構HP（https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-
information/rmp/0002.html、2018年8月10日参照） 82



使用成績調査の例（フィルグラスチム後続2） 安全性

（図表）Tamura K. et al. Clinical safety and efficacy of “filgrastim biosimilar 2” in Japanese patients in a post-
marketing surveillance study. Journal of Infection and Chemotherapy, 2018, 24(5), pp.363-369. より作成

使用成績調査の概要
安全性解析対象症例 627例

がん化学療法による好中球減少症 616例
（自家末梢血幹細胞採取時）
造血幹細胞の末梢血中への動員 6例
造血幹細胞移植時の好中球増加促進 5例

副作用発現症例 33例
副作用発現率 5.26%
副作用発現件数 43件

副作用の分類 n %
神経系障害 1 0.16%
頭痛 1 0.16%

呼吸器、胸郭及び縦隔障害 2 0.32%
急性呼吸窮迫症候群 1 0.16%
間質性肺炎 1 0.16%

皮膚及び皮下組織障害 2 0.32%
紅斑 1 0.16%
発疹 1 0.16%

筋骨格系及び結合組織障害 23 3.67%
関節痛 1 0.16%
背部痛 20 3.19%
骨痛 6 0.96%

一般・全身障害 8 1.28%
発熱 8 1.28%

臨床検査 2 0.32%
ALT（GPT）増加 2 0.32%
AST（GOT）増加 1 0.16%

登録方式：中央登録方式
登録期間：2013.5～2015.5（2年間）
観察期間：最終投与日から3週間

※複数サイクル投与された場合は
初回投与日から最長3か月間
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（図表）Tamura K. et al. Clinical safety and efficacy of “filgrastim biosimilar 2” in Japanese patients in a post-
marketing surveillance study. Journal of Infection and Chemotherapy, 2018, 24(5), pp.363-369. より作成

使用成績調査の例（フィルグラスチム後続2） 有効性



製造販売後調査へのご協力を
お願いいたします
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