
＜各都道府県「後発医薬品の安心使用促進のための協議会」まとめページ＞

＜全国都道府県協議会ページ更新用＞

No.
都道府県
名

R1
GE数量シェア
（%）

※2019年度末

R2
GE数量シェア
（%）

※2020年度末

伸び率

議事録
（直近の内容）
※議事録の有無/●×
※議事録URL

協議会名称 最終実施日

1 北海道 81.9 83.5 2.0% ● 北海道後発医薬品使用検討委員会 2010年9月
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
hf/iyk/grp/02/kouhatugijiroku

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/iry/yakuji/kouhatuiyakuhin2.htm

2 青森 80.8 82.3 1.8% × 青森県後発医薬品安心使用促進協議会 ‐
※HPなし

3 岩手 85.6 86.7 1.2% ● 岩手県後発医薬品安心使用促進協議会 2020年8月
https://www.pref.iwate.jp/_res
/projects/default project/ pag

https://www.pref.iwate.jp/kensei/shingikai/hofuku/1001476/index.html

4 宮城 83.5 84.8 1.6% × 宮城県後発医薬品安心使用連絡会議 2016年4月
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/yakumu/h27kouhatsurenrakukaigi.html

5 秋田 81.5 83.3 2.2% × 秋田県医薬品等安全安心使用促進協議会 ‐
https://backup.jga.gr.jp/library/pdf/jgapedia/akita_sankou.pdf

6 山形 84.3 85.7 1.7% ● 山形県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 2021年1月
https://www.pref.yamagata.jp/
documents/2728/r02generic r

https://www.pref.yamagata.jp/090001/kenfuku/yakuji/yakuhin/generic.html

7 福島 81.5 83.5 2.5% × 福島県後発医薬品安心使用促進協議会 2019年9月
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045f/r01-1-kouhatsuiyakuhinkyougikai.html

8 茨城 79.9 81.8 2.4% ● 茨城県後発医薬品の使用促進検討会議 2020年11月
https://www.pref.ibaraki.jp/ho
kenfukushi/yakumu/yakuji/yak

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yakumu/yakuji/yakumu/kouhatuiyakuhin/kentoukaigi.html

9 栃木 81.7 84.2 3.1% × 栃木県後発医薬品安心使用促進協議会 2019年1月
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e08/welfare/kusuri/kusuri/h30kouhatuiyakuhin01.html

10 群馬 83.2 84.8 1.9% × 群馬県後発医薬品適正使用協議会 2020年1月
https://www.pref.gunma.jp/02/d5000098.html

11 埼玉 81.3 82.9 2.0% ● 埼玉県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 2020年1月
https://www.pref.saitama.lg.jp/
documents/19147/r1gekyougi

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0707/generic/generic-kyogikai.html

12 千葉 80.9 82.5 1.9% × 千葉県後発医薬品安心使用促進協議会 2019年6月
https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/shingikai/generickyogikai.html

13 東京 76.6 78.4 2.3% ● 東京都後発医薬品安心使用促進協議会 2021年2月
https://www.fukushihoken.met
ro tokyo lg jp/iryo/kokuho/koh

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kokuho/kohatsuanshin/kohatuiyakuhin/index.html

14 神奈川 78.6 80.4 2.3% ● 神奈川県後発医薬品使用促進協議会 2020年1月
https://www.pref.kanagawa.jp/

documents/60293/r1-
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n3x/yakumu/shingi/kouhatsu/kouhatsu.html

15 新潟 82.7 84.2 1.9% ー ‐ ‐
※HPなし

16 富山 83.4 84.1 0.9% × 富山県ジェネリック医薬品使用促進協議会 2021年2月
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1208/kj00003711.html

17 石川 81.8 83.0 1.4% × 石川県後発（ジェネリック）医薬品使用推進連絡協議会 ‐
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/jenerikku/jenerikku.html?edit=1

18 福井 83.1 84.1 1.2% × 福井県後発医薬品安心使用促進協議会 ‐
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/yakumu/generic.html

19 山梨 79.0 81.7 3.5% × 山梨県後発医薬品安心使用促進協議会 ‐
https://www.pref.yamanashi.jp/eisei-ykm/kouhatsu.html

20 長野 82.9 84.6 2.0% × 長野県ジェネリック医薬品使用促進連絡会 ‐
https://www.pref.nagano.lg.jp/yakuji/kenko/iryo/iyakuhin/generic.html

21 岐阜 78.9 81.2 2.9% ● 岐阜県後発医薬品安心使用協議会 2020年1月
https://www.pref.gifu.lg.jp/uplo
aded/attachment/75499 pdf

https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/gyosei-kanri/shingikai/yakumu/ge-kyougikai.html

22 静岡 81.6 83.5 2.3% × 静岡県後発医薬品検討会 ‐
※HPなし

23 愛知 80.9 82.8 2.3% × 愛知県後発医薬品適正使用協議 ‐
https://www.pref.aichi.jp/iyaku/yakuji25/genericlist.html

24 三重 81.4 82.7 1.6% × 三重県後発医薬品適正使用協議会 －
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000975524.pdf

25 滋賀 81.0 82.7 2.1% ● 滋賀県後発医薬品安心使用促進協議会 2020年1月
https://www.pref.shiga.lg.jp/fil

e/attachment/5155663 pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/313811.html

26 京都 78.3 79.9 2.0% ● 京都府後発医薬品安心使用対策協議会 2017年11月
http://www.pref.kyoto.jp/shing

ikai/yakumu-
http://www.pref.kyoto.jp/shingikai/yakumu-09/index.html

27 大阪 78.2 79.8 2.1% ● 大阪府後発医薬品安心使用促進のための協議会 2020年2月
http://www.pref.osaka.lg.jp/att

ach/22138/00200973/1-
http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/generic/generickyougikai.html

28 兵庫 79.6 81.3 2.1% － ‐ ‐
※HPなし

29 奈良県 78.3 79.4 1.4% http://www.pref.nara.jp/34489.
htm

奈良県後発医薬品安心使用促進協議会 2019年11月
http://www.pref.nara.jp/34489.htm

30 和歌山 78.5 80.4 2.4% × ‐ ‐
※HPなし

31 鳥取 83.4 85.1 2.0% × ‐ ‐
※HPなし

32 島根 84.4 85.8 1.6% × 島根県後発医薬品安心使用促進協議会
※HPなし

33 岡山 81.8 83.4 2.0% ● 岡山県後発医薬品の安心使用のための協議会 2019年5月
https://www.pref.okayama.jp/
uploaded/life/615648 5339905

https://www.pref.okayama.jp/page/615648.html

34 広島 78.2 80.3 2.7% × 広島県後発医薬品使用推進協議会 2009年3月
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/1272343788681.html

35 山口 82.3 84.3 2.4% × 山口県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 ‐
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15400/seiyaku/kouhatusokusin.html

36 徳島 74.3 78.4 5.5% × 徳島県後発医薬品適正使用協議会 2021年2月
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5013064/

37 香川 78.3 80.0 2.2% × 香川県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 2020年10月
http://www.jpubb.com/press/2549726/

38 愛媛 81.4 83.1 2.1% × 愛媛県ジェネリック医薬品安心使用連絡会 2020年1月
https://www.pref.ehime.jp/h25300/ge.html

39 高知 77.1 79.2 2.7% ● 高知県後発医薬品安心使用促進協議会 2019年2月
https://www.pref.kochi.lg.jp/so
shiki/131901/files/201603010

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131901/2016030100342.html

40 福岡 81.3 83.0 2.1% ● 福岡県ジェネリック医薬品使用促進協議会 2021年3月
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uhttp://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/generic.html

41 佐賀 82.9 84.2 1.7% × 佐賀県後発医薬品使用検討協議会 ‐
非公開

42 長崎 82.0 83.4 1.7% × 長崎県ジェネリック医薬品使用促進協議会委 ‐
※HPなし

43 熊本 83.4 84.9 1.8% × 熊本県後発医薬品安心使用・啓発協議会 ‐
※HPなし

44 大分 80.9 82.9 2.4% × 大分県後発医薬品安心使用促進協議会 2018年7月
https://www.pref.oita.jp/soshiki/12610/ge-kyougikai.html

45 宮崎 84.4 85.8 1.7% ● 宮崎県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 2020年11月
https://www.pref.miyazaki.lg.jp
/yakumutaisaku/kenko/iryo/2

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/yakumutaisaku/kenko/iryo/20201113113635.html

46 鹿児島 86.0 87.4 1.6% × 鹿児島県後発医薬品安心使用協議会 ‐
※HPなし

47 沖縄 88.7 89.5 0.9% × 協議会設置なし ‐
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/kouhatu-iyaku/dl/h23_07.pdf

（2021年10月時点）

各都道府県では、厚生労働省の委託により「後発医薬品の安心使用促進のための協議会」を設置し、患者や医療関係者がジェネリック医薬品を安心して使用できる環境づくりのため
の検討が行われています。 地域によって、普及啓発用のガイドブックの作成や講演会の実施、ジェネリック医薬品に関するアンケート調査の実施、薬局等における取扱品目リスト
の作成等を実施しています。42の都道府県で協議会等を設置済みであり（平成23年3月末現在時点/厚労省調べ）、各都道府県の実情に応じた検討、取組が行われています。 本ペー
ジでは、公開されている都道府県協議会の情報（サイト、議事録等）を一覧にしておりますので、ご活用いただけますと幸いです。

更新日：2021年10月現在
※各協議会の最新情報について

は、
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