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ジェネリック医薬品の国内市場を調査
―２０２３年予測（２０１８年比）―
●オーソライズドジェネリック市場 １,９１８億円（８４.４％増）
高血圧症治療剤、抗アレルギー剤・呼吸器疾患治療剤、代謝系疾患治療剤がけん引
ジェネリック医薬品に占める割合は１５.１％までアップ
●バイオシミラー市場 １,１５５億円（５.２倍）
エリスロポエチン製剤、抗がん剤がけん引
ジェネリック医薬品に占める割合は９.１％までアップ
総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済
（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 清口 正夫 03-3664-5811）
は、数量ベースでの置換え率８０％超の達成期限まであと半年に迫るジェネリック医薬品の市場を調査した。その
結果を「2020 ジェネリック医薬品・バイオシミラーデータブック No.2」にまとめた。
この調査では、オーソライズドジェネリックやバイオシミラーなども含めたジェネリック医薬品（診療報酬点数
表の後発医薬品に属するもの）をはじめ長期収載品（後発医薬品がある先発医薬品）の市場を１６の薬効領域に分
けて調査・分析した。なお「
（同） No.1」では、計４６社の企業事例を調査した。
＜調査結果の概要＞
●ジェネリック医薬品市場
ジェネリック医薬品
オーソライズドジェネリック
バイオシミラー

２０１９年見込
１兆 ２７４億円
１,２９４億円
４７０億円

２０１８年比
１０７.５％
１２４.４％
２.１倍

２０２３年予測
１兆２,７２７億円
１,９１８億円
１,１５５億円

２０１８年比
１３３.２％
１８４.４％
５.２倍

※オーソライズドジェネリックとバイオシミラーはジェネリック医薬品の内数

ジェネリック医薬品市場は、政府が医療費削減や患者の負担軽減を目的に長期収載品からの置換えを推進して
おり、拡大している。２０１９年はジェネリック医薬品の発売が少なかったものの市場は引き続き拡大し、１兆円
突破が見込まれる。また、オーソライズドジェネリックやバイオシミラーに注力する企業が増えており、それらの
増加も拡大の要因となっている。
薬価の引き下げはマイナス要因となるものの、特許切れによるジェネリック医薬品の発売や、オーソライズドジ
ェネリックやバイオシミラーの増加などにより市場は拡大を続け、２０２３年には２０１８年比３３.２％増の１
兆２,７２７億円が予測される。このうち、オーソライズドジェネリックは市場の１５.１％、バイオシミラーは市
場の９.１％を占めるとみられる。
【オーソライズドジェネリック】
オーソライズドジェネリックは先発品メーカーから許諾を受け製造されたジェネリック医薬品である。先発品
と原薬や製造方法などすべてが同一ながら薬価が低く、消費者の安心・信頼を得やすいこともありジェネリック医
薬品の中でも位置づけが高まっている。初めて製品が投入された２０１３年以降市場が拡大しており、２０１８年
に１,０００億円を超え、２０１８年から２０２３年にかけて年平均１０％超の成長が予想される。
オーソライズドジェネリックは生活習慣病やアレルギー性鼻炎など患者数の多い治療剤を中心に製品化が行わ
れている。そのため高血圧症治療剤、抗アレルギー剤・呼吸器疾患治療剤、代謝系疾患治療剤などの実績が高く、
２０２０年には高血圧症治療剤は５００億円、抗アレルギー剤・呼吸器疾患治療剤、代謝系疾患治療剤は２００億
円を超えると予想される。
抗がん剤（がん関連用剤含む）や婦人科領域の実績も伸びている。また、２０１９年には泌尿器疾患治療剤・腎
疾患治療剤が発売され、２０２０年には整形外科領域でも新たに発売される予定であり、オーソライズドジェネリ

ックが発売される薬効領域が広がっている。
【バイオシミラー】
バイオシミラーは特許期間が満了したバイオ医薬品の後続品であり、ジェネリック医薬品の一種である。２００
９年に国内初の製品が発売され、市場が形成された。２０１９年は国内初のバイオセイム（バイオ医薬品における
オーソライズドジェネリック）となる腎性貧血治療剤（エリスロポエチン製剤）が発売され、２０１８年比２.１
倍と大幅な拡大が見込まれ、バイオシミラーへの置換え率※は２０％を超えるとみられる。
これまで、実績が１００億円を超える成分はなかったが、２０１９年に発売された「ダルベポエチン アルファ」
（協和キリンフロンティア）がバイオセイムという信頼性の高さから一気に需要を獲得し、エリスロポエチン製剤
は２００億円超が見込まれるほか、２０１８年に発売された抗がん剤初のバイオシミラーである、リツキシマブを
成分とする製品も順調に実績を伸ばしており、２０２０年には１００億円を超えると予想される。
今後特許切れとなるバイオ医薬品が増えることでバイオシミラーも増加していくとみられ、２０１８年から２
０２３年にかけて年平均４０％近くの成長が予想される。
※バイオシミラーへの置換え率：バイオシミラー／(バイオ医薬品の長期収載品＋バイオシミラー)

●長期収載品市場およびジェネリック医薬品置換え率
長期収載品
ジェネリック医薬品(再掲)
置換え率

２０１９年見込
１兆７,０２１億円
１兆 ２７４億円
３７.６％

２０１８年比
９９.９％
１０７.５％
―

２０２３年予測
１兆７,９４５億円
１兆２,７２７億円
４１.５％

２０１８年比
１０５.３％
１３３.２％
―

※置換え率：ジェネリック医薬品／（長期収載品＋ジェネリック医薬品）

長期収載品市場は特許切れにより収載品目数が増加することで、今後も１.７兆円台の市場を維持するとみられ
る。一方でジェネリック医薬品への移行は続き、置換え率は２０２３年に４１.５％が予測される。
＜注目の薬効領域別市場＞
■抗がん剤（がん関連用剤含む）
ジェネリック医薬品
オーソライズドジェネリック
バイオシミラー

２０１９年見込
８０４億円
８７億円
８８億円

２０１８年比
１０７.２％
１５５.４％
２.０倍

２０２３年予測
１,１１４億円
１３８億円
２４９億円

２０１８年比
１４８.５％
２.５倍
５.８倍

※オーソライズドジェネリックとバイオシミラーはジェネリック医薬品の内数

抗がん剤は２０１９年に「イレッサ」
（アストラゼネカ）のジェネリック医薬品が発売されたほか、バイオシミ
ラーも伸びており、
市場が拡大している。
しかし、
置替えが一巡した成分では薬価引き下げによる縮小もみられる。
オーソライズドジェネリックは岡山大鵬薬品、サンドが展開しており、２０１９年には第一三共エスファが複数
の成分で製品を発売した。それによりオーソライズドジェネリックの製品数は倍増し、市場も拡大している。
バイオシミラーは２０１８年にリツキシマブ、トラスツズマブを成分とする製品が発売されたことで市場が立
ち上がり、２０１９年にはベバシズマブを成分とする製品が発売された。トラスツズマブは先発品と同じ適応がよ
うやく揃い、本格的な拡大は２０２０年からとみられる。
■抗アレルギー剤・呼吸器疾患治療剤
ジェネリック医薬品
オーソライズドジェネリック
バイオシミラー

２０１９年見込
８５０億円
２２０億円
―

２０１８年比
１０６.９％
１１８.９％
―

２０２３年予測
１,００７億円
３１５億円
８億円

２０１８年比
１２６.７％
１７０.３％
―

※オーソライズドジェネリック、バイオシミラーはジェネリック医薬品の内数

抗アレルギー剤は２０１７年にベポタスチンベシル酸塩を、呼吸器疾患治療剤は２０１６年にモンテルカスト
を成分とするジェネリック医薬品が発売され、それぞれ置換えが進み市場が拡大している。２０１９年に「ナゾネ
ックス」
（杏林製薬）のジェネリック医薬品が発売され、２０２０年は伸びが予想される。また、２０２２年、２
０２３年と特許切れが予定される製品が複数あり、
ジェネリック医薬品の発売とともに拡大し、
２０２３年には１,
０００億円を超えるとみられる。
本件に関するお問合せ：広報課 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：koho@fk-m.co.jp）

オーソライズドジェネリックは、年々ジェネリック医薬品市場内での構成比を高めており、２０１９年は２５.
９％が見込まれる。モンテルカスト、フェキソフェナジン、ベポタスチンベシル酸塩を成分とする製品ではオーソ
ライズドジェネリックの規模が最も大きくなるなど、ジェネリック医薬品市場をけん引している。
バイオシミラーは、２０２３年頃に「ゾレア」
（ノバルティス ファーマ）の特許切れが予定されており、これ
により市場が立ち上がるとみられる。
■高血圧症治療剤
ジェネリック医薬品
オーソライズドジェネリック

２０１９年見込
１,５７５億円
４９８億円

２０１８年比
１０３.４％
１１３.７％

２０２３年予測
１,８２１億円
５７２億円

２０１８年比
１１９.６％
１３０.６％

※オーソライズドジェネリックはジェネリック医薬品の内数

経口剤が主体で継続服用が必要となる高血圧症治療剤は、２００８年、２０１４年と大型成分のジェネリック医
薬品が発売されたことで、２０１５年にジェネリック医薬品市場は１,０００億円を突破した。その後も、オーソ
ライズドジェネリックの投入などにより拡大が続いており、２０１９年の置換え率は５０％近くに達するとみら
れる。しかし、既に多くのジェネリック医薬品が発売され、今後予定される大型成分の特許切れは「アジルバ」
（武
田薬品工業）など限られることから、市場の伸びは鈍化するとみられる。
オーソライズドジェネリックはカンデサルタン、バルサルタン、オルメサルタンなどを成分とする製品が発売さ
れており、ジェネリック医薬品の３割近くを占めている。第一三共エスファが多くのオーソライズドジェネリック
を投入しており、市場をけん引している。
＜調査対象＞
総括
・ジェネリック医薬品
薬効領域別市場
・高血圧症治療剤
・その他循環器官用剤・脳疾患治療剤
・中枢神経領域・疼痛領域
・消化管疾患治療剤
・抗アレルギー剤・呼吸器疾患治療剤
・代謝系疾患治療剤
・解熱消炎鎮痛剤（外用剤含む）
バイオシミラー市場
・ヒト成長ホルモン剤
・エリスロポエチン製剤
・ＣＳＦ

・バイオシミラー

・オーソライズドジェネリック

・感染症治療剤
・抗がん剤（がん関連用剤含む）
・体内診断薬
・婦人科領域
・整形外科領域
・泌尿器疾患治療剤・腎疾患治療剤
・眼科用剤

・自由診療領域
（脱毛症・睫毛貧毛症治療剤、
性機能改善剤、経口避妊薬）

・その他治療剤
（ヒルドイド、メチコバール、
ソリタ－Ｔ）

・関節リウマチ治療剤（生物学的製剤） ・代謝系疾患治療剤（再掲）
・抗がん剤（再掲）
・眼科用剤（再掲）
・希少疾患

＜調査方法＞富士経済専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、
社内データベースを併用
＜調査期間＞２０１９年１２月～２０２０年２月
資 料 タ イ ト ル ： 「2020 ジェネリック医薬品・バイオシミラーデータブック No.2」
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