
宇部協立病院　採用薬一覧 2011.6　現在

商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
0.025W/V％ヂアミトール水 0.025％500mL 丸石
１％ディプリバン注 200㎎20mL/A アストラゼネカ
10％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 後 10％10g 東豊
20％マンニットール注射液「コーワ」 20％500mL/本 興和
25㎎アリナミンF糖衣錠 25㎎/T 武田
２㎎セルシン錠 ２㎎/T 武田
５－FU注250協和 250㎎/A 協和発酵キリン
５㎎セルシン錠 ５㎎/T 武田
70％イソプロピルアルコール（丸石） 70％10L 丸石
GSプラスターC「ユートク」 後 ７㎝×10㎝１枚　10枚 祐徳薬品
KCL注20mEqキット「テルモ」 後 １モル20mL１キット テルモ
KM散 1.3g/包 東和薬品
KN３号輸液200mL 200mL/袋 大塚製薬工場
KN３号輸液500mL 500mL/袋 大塚製薬工場
MSコンチン錠10㎎ 10㎎/T 塩野義
MSコンチン錠30㎎ 30㎎/T 塩野義
MSコンチン錠60㎎ 60㎎/T 塩野義
MS温シップ「タイホウ」 後 100g 大鵬薬品
PL顆粒 １g/包 塩野義
TRH注0.5㎎「タナベ」 0.5㎎/A 田辺三菱
アーガメイトゼリー 後 - 20％25g 三和化学
アーチスト錠1.25㎎ 1.25㎎/T 第一三共
アーチスト錠10㎎ 10㎎/T 第一三共
アーチスト錠2.5㎎ 2.5㎎/T 第一三共
アーテン錠（２㎎） ２㎎/T ワイス＝武田
アキネトン錠１㎎ １㎎/T 大日本住友
アキネトン注射液５㎎ 5mg１mL/A 大日本住友
アクテムラ点滴静注用200mg 200mg/V 中外 医師限定
アクテムラ点滴静注用400mg 400mg/V 中外 医師限定
アクテムラ点滴静注用80mg 800mg/V 中外 医師限定
アクトシン軟膏３％ 30g/本 マルホ 症例限定
アクトス錠15 15㎎/T 武田
アクリノール消毒液0.1％「NP」 0.1％500mL ニプロファーマ
アザルフィジンEN錠500㎎ 500㎎/T 参天
アシロベック錠400 後 ゾビラックス錠400 400㎎/T 沢井
アシロベック点滴静注用250㎎ 後 ゾビラックス点滴静注用250 250㎎/V 沢井
アシロベック顆粒40％ 後 ゾビラックス顆粒40％ 400mg/g 沢井
アスタットクリーム１％ １％10g ツムラ
アスタット外用液１％ １％10mL ツムラ
アスパラ－CA錠200 200mg/T 田辺三菱
アスパラカリウム錠300㎎ 300㎎/T 田辺三菱
アスベリン錠10 10㎎/T 田辺三菱
アスリカンディスポ関節注25㎎ 後 スベニールディスポ関節注25㎎ 25mg2.5mL/筒 アルフレッサ
アセチルシステイン内用液17.6％「センジュ」 3524mg20mL/V 千寿
アタラックス－Pカプセル25㎎ 25㎎/cap ファイザー
アタラックス－P注射液（25㎎/mL） 25mg１mL/A ファイザー
アデホスLコーワ注40ｍｇ 40㎎/A 興和
アデホスコーワ顆粒10％ 1g/包 興和 症例限定
アドエア125エアゾール 120吸入/瓶 グラクソ・スミスクライン 症例限定
アドソルビン原末 500ｇ 第一三共
アドナ錠30㎎ 30㎎/T 田辺三菱
アドナ注（静脈用）50㎎ 50mg10mL/A 田辺三菱
アドフィードパップ40㎎ 10㎝×14㎝１枚　６枚 科研
アトロピン硫酸塩注0.5㎎「タナベ」 0.5mg１mL/A 田辺三菱
アトロベントエロゾル20μg 4.20㎎10mL/V 帝人
アナフラニール錠10㎎ 10㎎/T アルフレッサ
アナフラニール錠25㎎ 25㎎/T アルフレッサ
アナフラニール点滴静注液25㎎ 25㎎/A アルフレッサ
アナペイン注２ｍｇ/mＬ１００mＬバッグ 100mL/袋 アストラゼネカ
アネキセート注射液0.5㎎ 0.5㎎５mL/A アステラス



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
アバスチン点滴静注用100㎎/４mL 100㎎４mL/V 中外
アバスチン点滴静注用400㎎/16mL 400㎎16mL/V 中外
アフタッチ 25μg/T 帝人
アペリール錠2.5 後 ラキソベロン錠 2.5㎎/T 日医工
アボルブカプセル0.5mg 0.5mg/cap GSK 症例限定
アマゾロン錠50 後 シンメトレル錠50㎎ 50㎎/T 沢井
アミグランド輸液 500mL/袋 テルモ
アミサリン注100㎎ 100mg１mL/A 第一三共
アミノフィリン静注250ｍｇ「トーワ」 後 ネオフィリン注250ｍｇ 250mg10mL/A 東和薬品
アミノレバンEN 50g/包 大塚
アミパレン輸液 200mL/袋 大塚製薬工場
アミユー配合顆粒2.5g 2.5g/包 味の素
アムロジピン錠2.5㎎「オーハラ」 後 ノルバスク錠2.5㎎ 2.5㎎/T 大原薬品
アムロジピン錠５㎎「オーハラ」 後 ノルバスク錠５㎎ ５㎎/T 大原薬品
アムロジンＯＤ錠5mg 5mg/T 大日本住友 症例限定
アモキサンカプセル10㎎ 10㎎/cap ワイス
アモキサンカプセル25㎎ 25㎎/cap ワイス
アモキサン細粒10％ 100mg/g ワイス
アモバン錠10mg 10ｍｇ/T サノフィ・アベンティス 症例限定
アラセナ－A軟膏３％ ５g 持田
アリクストラ皮下注1.5㎎ 1.5㎎0.3mL/筒 グラクソ・スミスクライン
アリクストラ皮下注2.5㎎ 2.5㎎0.5mL/筒 グラクソ・スミスクライン
アリセプトD錠10mg 10mg/T エーザイ 症例限定
アリセプト細粒0.5％ 5mg/g エーザイ 症例限定
アリセプト錠３㎎ ３㎎/T エーザイ
アリセプト錠５㎎ ５㎎/T エーザイ
アリミデックス錠１ｍｇ 1mg/T アストラゼネカ 症例限定
アルガトロバン注射液10ｍｇ「サワイ」20ｍL 後 ノバスタンHI注10mg/2mL 10㎎20mL/A 沢井
アルサルミン細粒90％ 90％１g/包 中外
アルスロマチック ３L/袋 バクスター
アルセノール錠25 後 テノーミン錠25 25㎎/T ポーラ
アルセノール錠50 後 テノーミン錠50 50㎎/T ポーラ
アルダクトンA錠25㎎ 25㎎/T ファイザー
アルトフェッド注射液 後 - 500mL/本 扶桑薬品
アルロイドG－ドライ ３g/包 カイゲン
アレグラ錠60㎎ 60㎎/T サノフィ・アベンティス
アレジオン錠20 20㎎/T 日本ベーリンガー＝第一三共
アレビアチン散10％ 100mg/g 大日本住友
アレビアチン錠100㎎ 100㎎/T 大日本住友
アレビアチン注250㎎ 250ｍｇ5mL/A 大日本住友
アログリセムカプセル25㎎ 25㎎/cap MSD
アロリン錠100㎎ 後 ザイロリック錠100 100㎎/T 東和薬品
アンカロン100mg 100mg/T サノフィ・アベンティス 症例限定
アンスロビンP1500注射用 1,500単位/V（溶解液付） CSLベーリング
アンヒバ坐剤小児用100㎎ 100㎎/個 アボット
アンヒバ坐剤小児用200㎎ 200㎎/個 アボット
アンブロキソール塩酸塩錠15㎎「サワイ」 後 ムコソルバン錠 15㎎/T 沢井
アンペック坐剤10㎎ 10㎎/個 大日本住友
アンペック坐剤20㎎ 20㎎/個 大日本住友
アンペック坐剤30㎎ 30㎎/個 大日本住友
イオメロン350注シリンジ135mL 135ｍL/キット エーザイ
イスコチン錠100㎎ 100㎎/T 第一三共
イソジンガーグル液７％ ７％30mL 明治製菓
イソジンゲル10％ 10％４g，90g 明治製菓
イソジンスクラブ液7.5％ 7.5％500mL 明治製菓
イソバイド70％ 30mL/包 興和 症例限定
イソプロ70「ニッコー」 後 70%イソプロピルアルコール(丸石) 70％500mL マイラン
イノレット30R注 300単位/キット ノボ・ノルディスク
イミスタン点滴静注用0.5g 後 チエナム点滴静注用0.5g 500㎎/V 日医工
イミダプリル塩酸塩錠2.5㎎「オーハラ」 後 タナトリル錠2.5 2.5㎎/T 大原薬品
イミダプリル塩酸塩錠５㎎「オーハラ」 後 タナトリル錠５ ５㎎/T 大原薬品
イリボー錠2.5μｇ 2.5μg/T アステラス 症例限定



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
イリボー錠5μｇ 5μg/T アステラス 症例限定
インジゴカルミン静注20㎎「第一三共」 20mg５mL/A 第一三共
インタール吸入液 １％２mL/A アステラス
インタール点眼液 100㎎５mL アステラス
インデラル錠10㎎ 10㎎/T アストラゼネカ
インデラル注射液２㎎ 2mg２mL/A アストラゼネカ
イントラリピッド20％ 後 イントラファット注20％ 100mL/袋 フレゼニウスカービ
インフルエンザHAワクチン“化血研” １mL/V 化血研＝アステラス
インプロメン錠１㎎ １㎎/T ヤンセン
インプロメン錠３㎎ ３㎎/T ヤンセン
ウインタミン細粒（10％） 100mg/g 塩野義
ウブレチド錠５㎎ ５㎎/T 鳥居薬品
ウラリット－U散 １g/包 日本ケミファ
ウルソ錠100㎎ 100㎎/T 田辺三菱
ウロキナーゼ注「フジ」60,000 60,000単位/V わかもと
ウログラフイン注60％ 5840mg20mL/A バイエル薬品
エアーサロンパス 100mL/本 久光
エクア錠50mg 50mg/T ノバルティス 医師限定
エクサシン注射液200 200㎎２mL/A 旭化成
エクセグラン散20％ 200mg/g 大日本住友
エクセラーゼ錠 後 - 明治製菓
エコ消エタ 500mL，10L 吉田
エサンブトール錠250㎎ 250㎎/T サンド
エストリール錠１㎎（持田） １㎎/T 持田
エストリール腟錠0.5㎎ 0.5㎎/T 持田
エスポー皮下用12000 12,000国際単位0.5mL/A 協和発酵キリン
エスポー皮下用24000 24,000国際単位0.5mL/A 協和発酵キリン
エスポー皮下用6000 6,000国際単位0.5mL/A 協和発酵キリン
エチカーム錠0.5㎎ 後 デパス錠0.5㎎ 0.5㎎/T 東和薬品
エックスフォージ配合錠 ノバルティス 医師限定
エパルレスタット錠50「OHARA」 後 キネダック錠50㎎ 50㎎/T 大原薬品
エビスタ錠60ｍｇ 60mg/T 中外
エビプロスタット配合錠DB 日本新薬 症例限定
エビリファイ錠３㎎ ３㎎/T 大塚
エビリファイ錠６㎎ ６㎎/T 大塚
エフピーOD2.5ｍｇ 2.5mg/T エフピー 症例限定
エブランチルカプセル15㎎ 15㎎/cap 科研
エホチール注10㎎ 10mg１mL/A 日本ベーリンガー
エリカナールカプセル250 後 ケフラールカプセル250㎎ 250㎎/cap 東和薬品
エリカナール細粒小児用10％ 後 ケフラール細粒 1g/包 東和薬品 製造中止
エリスロシンW顆粒20％ 200㎎/g アボット
エリスロシン錠200㎎ 200㎎/T アボット
エルシトニン注20S 20エルカトニン単位１mL/A 旭化成
エルプラット注射用100㎎ 100㎎/V ヤクルト
エルプラット注射用50㎎ 50㎎/V ヤクルト
エレナント錠2.5mg 後 パーロデル錠2.5ｍｇ 2.5mg/T サンド
エレンタール 80g 味の素
エンセロン錠20㎎ 後 セロクラール錠20㎎ 20㎎/T 日医工
エンブレル皮下注25㎎シリンジ0.5mL 25㎎0.5mL/筒 武田
オイグルコン錠1.25㎎ 1.25㎎/T 中外
オイグルコン錠2.5㎎ 2.5㎎/T 中外
オイラックスクリーム10％ 10g、500g ノバルティス
オーハラキシン点眼液0.3％ 後 タリビッド点眼液0.3％ 0.3％５mL 大原薬品
オーラップ錠１㎎ １㎎/T アステラス
オーラップ錠３㎎ ３㎎/T アステラス
オキシコンチン錠10㎎ 10㎎/T 塩野義
オキシコンチン錠20㎎ 20㎎/T 塩野義
オキシコンチン錠40㎎ 40㎎/T 塩野義
オキシコンチン錠５㎎ ５㎎/T 塩野義
オキシドールFM 500mL ニプロファーマ
オキノーム散0.5％ 2.5㎎/0.5g、5mg/1g 塩野義
オザグレルNa注射液80㎎バッグ「サワイ」 後 キサンボン注射用20ｍｇ 80㎎200mL/袋 沢井



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
オノンカプセル112.5㎎ 112.5㎎/cap 小野
オプソ内服液10㎎ 10㎎５mL/包 大日本住友
オプソ内服液５㎎ ５㎎2.5mL/包 大日本住友
オムニパーク240 51.77％100mL/V 第一三共
オムニパーク300 64.71％20mL/V 第一三共
オムニパーク300シリンジ 64.71％100mL/筒 第一三共
オメガシン点滴用0.3g 300㎎/V 明治製菓
オメプラゾール注用20ｍｇ「NP」 後 オメプラール注20mg 20ｍｇ/V ニプロファーマ オメプラール注から変更
オラドールSトローチ0.5㎎ 0.5㎎/T ノバルティス
オリブ油（丸石） 500ml 丸石
オリベート錠２ 後 ポラキス錠２ ２㎎/T 沢井
オルガラン注 1,250抗第Xa因子活性単位１mL/AMSD
オルダミン注射用１g 10％10g/V 富士化学
オルメテック錠10ｍｇ 10mg/T 第一三共
オルメテック錠20ｍｇ 20mg/T 第一三共
カイトリル錠１㎎ １㎎/T 中外
ガスコンドロップ内用液２％ 20mg/mL キッセイ
ガスコン錠40㎎ 40㎎/T キッセイ
ガスターD錠20mg 20mg/T アステラス 症例限定
ガストローム顆粒66.7％ 66.7％１.5g/包 田辺三菱
ガストログラフイン経口・注腸用 100mL バイエル薬品
ガスモチン錠５㎎ ５㎎/T 大日本住友
カタボンHi注600㎎ 後 イノバン注 0.3％200mL/袋 興和
カデックス軟膏0.9％ 0.9％40g スミス・アンド・ネフュー
カデュエット配合錠3番 ファイザー 医師限定
カデュエット配合錠4番 ファイザー 医師限定
カナマイシンカプセル250㎎「明治」 250㎎/cap 明治製菓
カバサール錠1ｍｇ 1mg/T キッセイ 症例限定
ガバペン錠200㎎ 200㎎/T ファイザー
カモステート錠100 後 フオイパン錠100㎎ 100㎎/T 日医工
ガモファー散10％ 後 ガスター散10％ 100mg/g 大原薬品
ガモファー錠20㎎ 後 ガスター錠20㎎ 20㎎/T 大原薬品
ガモファー注射用20㎎ 後 ガスター注射液20㎎ 20㎎/A 大原薬品
カリーユニ点眼液0.005％ 後 カタリン点眼用0.005％ 0.005％５mL 参天
カリメート散 ５g/包 興和
カルグート錠５ ５㎎/T 田辺三菱
カルチコール注射液8.5％10mL 850ｍｇ10mL/A 大日本住友
カルナコール錠100㎎ 後 ロコルナール錠100㎎ 100㎎/T 沢井
カルボカインアンプル注２％ ２％10mL/A アストラゼネカ
カルボプラチン注射液150㎎「マルコ」 後 パラプラチン注射液150㎎ 150㎎15mL/V 日医工
カルボプラチン注射液450㎎「マルコ」 後 パラプラチン注射液450㎎ 450㎎45mL/V 日医工
カルボプラチン注射液50㎎「マルコ」 後 パラプラチン注射液50㎎ 50㎎５mL/V 日医工
カルミサールカプセル0.25 後 ロカルトロールカプセル0.25 0.25μg/cap 鶴原
カロナール細粒20％ 後 - 200mg/g 昭和薬化工
カロナール錠200 後 - 200㎎/T 昭和薬化工
キシリトール注「ヒシヤマ」20％ 20％20mL/A ニプロファーマ
キシリトール注５％「フソー」 ５％500mL/V 扶桑薬品
キシロカイン0.5％筋注用溶解液 0.5％３mL/A アストラゼネカ
キシロカインゼリー２％ ２％30mL アストラゼネカ
キシロカインビスカス２％ ２％100mL アストラゼネカ
キシロカインポンプスプレー８％ 後 - 80g アストラゼネカ
キシロカイン液「４％」 ４％100mL アストラゼネカ
キシロカイン注ポリアンプ１％ １％10mL/A アストラゼネカ
キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：100,000）含有 １％10mL/V アストラゼネカ
球形吸着炭カプセル200㎎「マイラン」 後 クレメジンカプセル200 200㎎/cap マイラン
球形吸着炭細粒「マイラン」 後 クレメジン細粒 ２g/包 マイラン
キュバール100エアゾール 15㎎8.7g/V MSD
キュバール50エアゾール ７㎎8.7g/V MSD
キンダベート軟膏0.05％ 0.05％５g グラクソ・スミスクライン
グラケーカプセル15㎎ 15㎎/cap エーザイ
グラニセトロン静注液３㎎「マイラン」 後 カイトリル注３㎎ ３㎎３mL/A マイラン
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「マイラン」 後 カイトリル点滴静注用3mgバッグ 3mg100ｍL/袋 マイラン カイトリルバッグから変更



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
クラビット錠250ｍｇ 250mg/T 第一三共
グラマリール細粒10％ 10mg/g アステラス 症例限定
グラマリール錠25㎎ 25㎎/T アステラス
クラリスロマイシン錠200㎎「タカタ」 後 クラリス錠200 200㎎/T 高田
クラリチン錠10mg 10mg/T MSD 症例限定
グランシリンジ150 150μg0.6mL/筒 協和発酵キリン
グランシリンジ75 75μg0.3mL/筒 協和発酵キリン
クリアクター静注用160万 160万国際単位/V エーザイ
クリアミン配合錠A1.0 日医工 症例限定
グリセオール注 200mL/袋 中外
グリセリン（丸石） 500mL 丸石
グリセリン浣腸「オヲタ」120 後 グリセリン浣腸液50%「東豊」120mL 50％120mL/個 テイコクメディックス
グリセリン浣腸「オヲタ」60 後 グリセリン浣腸液50%「東豊」60mL 50％60mL/個 テイコクメディックス
グリチロン配合錠 ミノファーゲン 症例限定
クリノリル錠100 100㎎/T 日医工＝杏林
グリメピリド錠「オーハラ」1mg 後 アマリール錠1mg 1mg/T 大原 アマリールから変更
グリメピリド錠「オーハラ」3mg 後 アマリール錠3mg 3mg/T 大原 アマリールから変更
グルカゴン注射用１単位「イトウ」 後 グルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付) １U.S.P.単位/V（溶解液付） 伊藤ライフサイエンス
グルコンサンK細粒４mEq/g カリウム４mEq/g 科研
グルタミール錠40㎎ 後 グリミクロン錠40㎎ 40㎎/T 沢井
グルファスト錠10ｍｇ 10mg/T キッセイ 症例限定
クレイトン静注液100㎎ 後 水溶性ハイドロコートン注射液100㎎ 100㎎２mL/A アルフレッサ
クレイトン静注液500㎎ 後 水溶性ハイドロコートン注射液500㎎ 500㎎10mL/V アルフレッサ
クレスチン １g/包 クレハ＝第一三共
クレストール錠2.5ｍｇ 2.5mg/T アストラゼネカ 症例限定
ケイツーN静注用10㎎ 10㎎/A エーザイ
ケイテン静注用１g １g/V アステラス
ゲーベンクリーム１％ １％50g，500g 田辺三菱
ケタスカプセル10㎎ 10㎎/cap 杏林
ケタラール筋注用500㎎ 500㎎10mL/V 第一三共プロファーマ
ケタラール静注用200㎎ 200㎎20mL/V 第一三共プロファーマ
ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注40㎎/１mL 40㎎/V ブリストル
ケナログ口腔用軟膏0.1％ 0.1％５g ブリストル
ゲンタシン注60 60㎎/A MSD
ゲンタシン軟膏0.1％ 10g/本 MSD
ケントンカプセル200㎎ 後 ユベラNソフトカプセル200㎎ 200㎎/cap 沢井
コートリル錠10㎎ 10㎎/T ファイザー
コディオ配合錠EX ノバルティス 症例限定
コデインリン酸塩散10％「タケダ」 100mg/g 武田
コムタン錠100ｍｇ 100mg/T ノバルティス 症例限定
コランチル顆粒 １g/包 塩野義
コルヒチン錠0.5㎎「シオノギ」 0.5㎎/T 塩野義
コロネル細粒83.3％ 83.3％0.6g/包 アステラス
コロヘルサーR100 後 ヘルベッサーRカプセル100㎎ 100㎎/cap 日医工
コロヘルサー錠30mg 後 ヘルベッサー錠30 30㎎/T 日医工
コンスタン0.4㎎錠 0.4㎎/T 武田
コンスタン錠０．８ｍｇ 0.8mg/T 武田 症例限定
コントミン筋注10㎎ 10mg２mL/A 田辺三菱
コントミン糖衣錠12.5㎎ 12.5㎎/T 田辺三菱
コントミン糖衣錠25㎎ 25㎎/T 田辺三菱
コントミン糖衣錠50㎎ 50㎎/T 田辺三菱
コンドロン点眼液１％ １％５mL 科研
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 後 - 綿型5.1㎝×2.5㎝１枚 ジョンソン＆ジョンソン
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 後 - 10.2㎝×20.3㎝１枚 ジョンソン＆ジョンソン
サイトテック錠200 200μg/T ファイザー
ザイボックス錠600㎎ 600㎎/T ファイザー
ザイボックス注射液600㎎ 600㎎300mL/袋 ファイザー
サイレース錠１㎎ １㎎/T エーザイ
サイレース錠２㎎ ２㎎/T エーザイ
サイレース静注２㎎ ２㎎/A エーザイ
ザジテン点鼻液 6.048㎎８mL/V ノバルティス
サブビタン静注 後 - ５mL/A アイロム



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
サリパラ・コデイン液 後 濃厚ブロチンコデイン液 500mL 丸石
サリンヘス 後 - ６％500mL/袋 フレゼニウスカービ
サルポグレラート塩酸塩錠「オーハラ」100ｍｇ 後 アンプラーグ錠100ｍｇ 100mg/T 大原薬品
サルポグレラート塩酸塩錠「オーハラ」50ｍｇ 後 アンプラーグ錠50ｍｇ 50mg/T 大原薬品
サワシリンカプセル250 250㎎/cap アステラス
サンドスタチン注射液100μg 100μg１mL/A ノバルティス
サンピロ１％ １％５mL 参天
サンピロ３％ ３％５mL 参天
サンリズムカプセル25㎎ 25㎎/cap 第一三共
シアナマイド液－Wf 10mg/mL 田辺三菱
シアリス錠20ｍｇ 20mg/T 日本新薬 症例限定
シーピー配合顆粒 後 シナール １g/包 東和薬品
ジェイソロフト錠25mg 25mg/T ファイザー 症例限定
ジェムザール注射用１g １g/V 日本イーライリリー
ジェムザール注射用200㎎ 200㎎/V 日本イーライリリー
シオゾール注10㎎ 10㎎１mL/A 塩野義
シオゾール注25㎎ 25㎎１mL/A 塩野義
シグマート注12mg 12mg/V 中外
ジゴキシン錠0.25㎎「AFP」 0.25㎎/T アルフレッサ
ジゴシン散0.1％ 1mg/g 中外
ジゴシン注0.25㎎ 0.25mg１mL/A 中外
シスプラチン注10㎎「日医工」 後 ランダ注10㎎/20mL 10㎎20mL/V 日医工
シスプラチン注25㎎「日医工」 後 ランダ注25㎎/50mL 25㎎50mL/V 日医工
シスプラチン注50㎎「日医工」 後 ランダ注50㎎/100mL 50㎎100mL/V 日医工
シスレコンカプセル300 後 エパデールカプセル300 300㎎/cap 東和薬品
ジスロマック錠250㎎ 250㎎/T ファイザー
ジフルカンカプセル50㎎ 50㎎/cap ファイザー
ジプレキサザイディス錠10㎎ 10㎎/T 日本イーライリリー
ジプレキサザイディス錠５㎎ ５㎎/T 日本イーライリリー
シプロキサン注300㎎ 300㎎150mL/袋 バイエル薬品
ジャヌビア錠100mg 100mg/T MSD 医師限定
ジャヌビア錠２５ｍｇ 25mg/T MSD 医師限定
ジャヌビア錠５０ｍｇ 50mg/T MSD 医師限定
シロステート錠100 後 プレタール錠100㎎ 100㎎/T 日医工
シロステート錠50 後 プレタール錠50㎎ 50㎎/T 日医工
シングレア錠10㎎ 10㎎/T MSD
シンメトレル錠50㎎ 50㎎/T ノバルティス
スチックゼノールA 40g/本 三笠
ストロメクトール錠３㎎ ３㎎/T MSD
スピール膏M 25㎝＃2§１枚 ニチバン
スピリーバ吸入用カプセル18μg 18μg/cap 日本ベーリンガー
スベニールディスポ関節注25㎎ １％2.5mL/筒 中外
スポンゼル ５㎝×2.5㎝１枚 アステラス
スミフェロン注バイアル６００万ＩＵ 600万IU/V 大日本住友 症例限定
スミルスチック3％ 40g/本 三笠 症例限定
スルピリドカプセル50㎎「トーワ」 後 ドグマチールカプセル50㎎ 50㎎/cap 東和薬品
スローケー錠600㎎ 600㎎/T ノバルティス
セイブル錠25㎎ 25㎎/T 三和化学
セイブル錠50㎎ 50㎎/T 三和化学
ゼスラン錠 ３㎎/T 旭化成
ゼチーア錠10ｍｇ 10mg/T MSD 症例限定
ゼチーア錠10mg 10mg/T MSD 医師限定
セチロ配合錠 田辺三菱
セディール錠10㎎ 10㎎/T 大日本住友
セパゾン錠2mg 2mg/T 第一三共 症例限定
セファメジンα注射用１g １g/V アステラス
セフィローム静注用１g 後 ロセフィン静注用１g １g/V 日医工
セフォン静注用１g 後 スルペラゾン静注用１g 1g/V 日医工
セフジニルカプセル100㎎「日医工」 後 セフゾンカプセル 100㎎/cap 日医工
セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 後 モダシン静注用1g １ｇ/V マイラン モダシンから変更
セボフレン 250mL 丸石
セララ錠50㎎ 50㎎/T ファイザー



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
セルシンシロップ0.1％ 1mg/mL 武田
セルシン注射液10㎎ 10㎎/A 武田
セルタッチパップ１４０ 20cm×14cm1枚　6枚 帝国製薬
セルタッチパップ７０ 10cm×14cm1枚　6枚 帝国製薬
セルニルトン錠 扶桑薬品
セルベックスカプセル50㎎ 50㎎/cap エーザイ
セレコックス錠100㎎ 100㎎/T アステラス
セレジスト錠５ ５㎎/T 田辺三菱
セレスタミン錠 MSD
セレネース細粒１％ 10mg/g 大日本住友
セレネース錠0.75㎎ 0.75㎎/T 大日本住友
セレネース錠３㎎ ３㎎/T 大日本住友
セレネース注５㎎ 5mg１mL/A 大日本住友
セレベント50ディスカス 50μg60ブリスター１キット グラクソ・スミスクライン
セロクエル100㎎錠 100㎎/T アステラス
セロクエル25㎎錠 25㎎/T アステラス
セロクラール錠20㎎ 20㎎/T サノフィ・アベンティス
センナリド錠12㎎ 後 プルゼニド錠 12㎎/T サンド
ゾシン静注用4.5 （4.5g）/V 大正富山
ソセゴン注射液15㎎ 15㎎/A アステラス
ゾピクロン錠7.5ｍｇ「トーワ」 後 アモバン錠7.5ｍｇ 7.5㎎/T 東和薬品
ソフラチュール （10.8㎎）10㎝×10㎝１枚 サノフィ・アベンティス
ゾメタ点滴静注用４㎎ ４㎎５mL/V ノバルティス
ゾラデックスLA10.8mgデポ 10.8mg/筒 アストラゼネカ 症例限定
ソラナックス錠0.4ｍｇ 0.4㎎/T ファイザー 症例限定
ソリタ－T１号輸液200mL 200mL/本 味の素
ソリタ－T１号輸液500mL 500mL/本 味の素
ソルコセリル軟膏５％ ５％20g 大鵬薬品
ソルダクトン静注用100㎎ 100㎎/A ファイザー
ソルデム３AG輸液 後 ソリタ-T3号G輸液 500mL/袋 テルモ
ダイアップ坐剤４ ４㎎/個 和光堂
ダイメジンスリービー配合カプセル 日医工
タケプロンOD錠15 15㎎/T 武田 適応症の違いに注意
タミフルカプセル75 75㎎/cap 中外
ダラシンS注射液600㎎ 600㎎/A ファイザー
タリビッド眼軟膏0.3％ 0.3％１g 参天
ダントリウムカプセル25㎎ 25㎎/cap アステラス
タンナルビン「ヒシヤマ」 １g ニプロファーマ
チアトンカプセル５㎎ ５㎎/cap アボット
チアプリム錠25 後 グラマリール錠25㎎ 25㎎/T 沢井
チエナム筋注用0.5g 500㎎/V（溶解液付） MSD
チザニン錠１㎎ 後 テルネリン錠１㎎ １㎎/T 日医工
チモプトール点眼液0.5％ 0.5％５mL 万有＝参天
チャンピックス錠0.5ｍｇ 0.5mg/T ファイザー 症例限定
チャンピックス錠1ｍｇ 1mg/T ファイザー 症例限定
チラーヂンS錠25 25μg/T あすか
チラーヂンS錠50 50μg/T あすか
チンク油 500g 丸石
ツインライン 400ｍL（A液+B液） 大塚
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔107〕 2.5g/包 ツムラ
ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）〔70〕 2.5g/包 ツムラ
ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）〔51〕 2.5g/包 ツムラ
ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）〔30〕 2.5g/包 ツムラ
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）〔53〕 2.5g/包 ツムラ
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）〔84〕 2.5g/包 ツムラ
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）〔100〕 2.5g/包 ツムラ
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）〔38〕 2.5g/包 ツムラ
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）〔29〕 3.0g/包 ツムラ
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）〔20〕 2.5g/包 ツムラ
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）〔127〕 2.5g/包 ツムラ
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔43〕 2.5g/包 ツムラ
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）〔68〕 2.5g/包 ツムラ



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
ツロブテロールテープ１㎎「サワイ」 後 ホクナリンテープ１㎎ １㎎１枚 沢井
ツロブテロールテープ２㎎「サワイ」 後 ホクナリンテープ２㎎ ２㎎１枚 沢井
ティーエスワンカプセル20 20㎎/cap（テガフール相当量）大鵬薬品
ティーエスワンカプセル25 25㎎/cap（テガフール相当量）大鵬薬品
ディオバン錠160㎎ 160㎎/T ノバルティス
ディオバン錠40㎎ 40㎎/T ノバルティス
ディオバン錠80㎎ 80㎎/T ノバルティス
テイコク乙字湯エキス顆粒〔３〕 3.0g/包 帝國漢方
テイコク加味逍遙散エキス顆粒〔24〕 3.0g/包 帝國漢方
テイコク葛根湯エキス顆粒〔１〕 2.5g/包 帝國漢方
テイコク桂枝加朮附湯エキス顆粒〔18〕 2.5g/包 帝國漢方
テイコク桂枝茯苓丸料エキス顆粒〔25〕 2.5g/包 帝國漢方
テイコク柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒〔11〕 2.5g/包 帝國漢方
テイコク十全大補湯エキス顆粒〔48〕 3.0g/包 帝國漢方
テイコク小青竜湯エキス顆粒〔19〕 3.0g/包 帝國漢方
テイコク猪苓湯エキス顆粒〔40〕 2.5g/包 帝國漢方
テイコク当帰芍薬散エキス顆粒〔23〕 2.5g/包 帝國漢方
テイコク八味丸エキス顆粒〔７〕 3.0g/包 帝國漢方
テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒〔16〕 2.5g/包 帝國漢方
テイコク補中益気湯エキス顆粒〔41〕 2.5g/包 帝國漢方
テイコク防風通聖散エキス顆粒〔62〕 2.5g/包 帝國漢方
テイコプラニン点滴静注用200㎎「NP」 後 注射用タゴシッド200㎎ 200㎎/V ニプロファーマ
ディスオーパ消毒液0.55％ 0.55％3.8L ジョンソン＆ジョンソン
デカドロン錠0.5ｍｇ 0.5mg/T 日医工 症例限定
デカドロン注射液 ４㎎１mL/A MSD
デキサンVG軟膏0.12％ 後 リンデロン－VG軟膏0.12％ ５g，100g 富士製薬
テグレトール細粒50％ 500mg/g ノバルティス
テグレトール錠100㎎ 100㎎/T ノバルティス
テグレトール錠200㎎ 200㎎/T ノバルティス
テタガムP筋注シリンジ250 250国際単位１mL/筒 CSLベーリング
デトキソール静注液２g 2g20mL/A MSD
テトラミド錠30mg 30mg/T MSD 症例限定
テトラミド錠10㎎ 10㎎/T MSD
デトルシトールカプセル４㎎ ４㎎/cap ファイザー
デパケンR錠100 100㎎/T 協和発酵キリン
デパケンR錠200 200㎎/T 協和発酵キリン
デパケンシロップ５％ 50mg/mL 協和発酵キリン
デパケン細粒40％ 400㎎/g 協和発酵キリン
デュロテップMTパッチ12.6㎎ 12.6㎎１枚 ヤンセン
デュロテップMTパッチ16.8㎎ 16.8㎎１枚 ヤンセン
デュロテップMTパッチ2.1㎎ 2.1㎎１枚 ヤンセン
デュロテップMTパッチ4.2㎎ 4.2㎎１枚 ヤンセン
デュロテップMTパッチ8.4㎎ 8.4㎎１枚 ヤンセン
テラ・コートリル軟膏 ５g 陽進堂
テルフィス点滴静注 後 アミノレバン点滴静注 200mL/袋 テルモ
テルフィス点滴静注 後 アミノレバン点滴静注 500mL/袋 テルモ
テルフィナビンクリーム１％ 後 ラミシールクリーム１％ １％10g 日医工
テルフィナビン錠125㎎ 後 ラミシール錠125㎎ 125㎎/T 日医工
デルモベート軟膏0.05％ 0.05％５g グラクソ・スミスクライン
テルモ生食 500mL/袋 テルモ
テルモ糖注10％500mL 10％500mL/袋 テルモ
テルモ糖注５％250mL ５％250mL/袋 テルモ
テルモ糖注５％500mL ５％500mL/袋 テルモ
トーワラートCR錠20mg 後 アダラートCR錠20ｍｇ 20㎎/T 東和薬品
トーワラートL錠10㎎ 後 アダラートL錠10㎎ 10㎎/T 東和薬品
トーワラートL錠20㎎ 後 アダラートL錠20㎎ 20㎎/T 東和薬品
ドキサゾン錠１㎎ 後 カルデナリン錠１㎎ １㎎/T 日医工
ドキサゾン錠２㎎ 後 カルデナリン錠２㎎ ２㎎/T 日医工
トスペラール錠25㎎ 後 セファドール錠25㎎ 25㎎/T 東和薬品
トフィス錠50㎎ 後 グランダキシン錠50 50㎎/T メディサ＝沢井
ドプスカプセル100㎎ 100㎎/cap 大日本住友
トフラニール錠10㎎ 10㎎/T ノバルティス



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
トフラニール錠25㎎ 25㎎/T ノバルティス
ドプラム注射液400㎎ 400㎎20mL/V キッセイ
トポテシン注 40㎎２mL/V 第一三共
トポテシン注 100㎎５mL/V 第一三共
ドラール錠15ｍｇ 15mg/T 久光＝田辺三菱
トラベルミン錠 １錠 エーザイ
トラマールカプセル25ｍｇ 25mg/Cap 日本新薬
トラマールカプセル50ｍｇ 50mg/Cap 日本新薬
トランコロン錠7.5㎎ 7.5㎎/T アステラス
トランサミン錠250㎎ 250㎎/T 第一三共
トランサミン注５％ 250㎎５mL/A 第一三共
トリクロリールシロップ10％ 100mg/mL アルフレッサ
トリパレン１号輸液1200mL 1.2L/袋 大塚製薬工場
トリパレン１号輸液600mL 600mL/袋 大塚製薬工場
トリパレン２号輸液1200mL 1.2L/袋 大塚製薬工場
トリパレン２号輸液600mL 600mL/袋 大塚製薬工場
トリプタノール錠10 10㎎/T MSD
トリプタノール錠25 25㎎/T MSD
ドルミカム注射液10㎎ 10㎎２mL/A アステラス
トレーランG液75g 225mL/本 味の素
トレドミン錠12.5ｍｇ 1.25mg/T 旭化成
トレドミン錠50ｍｇ 50mg/T 旭化成 症例限定
トレドミン錠15ｍｇ 15㎎/T 旭化成
トレドミン錠25ｍｇ 25㎎/T 旭化成
ドロレプタン注射液25㎎ 2.5㎎１mLバイアル 第一三共
トロンビン液モチダソフトボトル５千 5,000単位５mL１キット 持田
ドンペリドン錠10㎎「EMEC」 後 ナウゼリン錠10 10㎎/T サンノーバ
ナーカリシン錠50㎎ 後 ユリノーム錠50㎎ 50㎎/T マイラン
ナイキサン錠100㎎ 100㎎/T 田辺三菱
ナイクリン注射液20㎎ 20㎎/A トーアエイヨー
ナウゼリン坐剤30 30㎎/個 協和発酵キリン
ナウゼリン坐剤60 60㎎/個 協和発酵キリン
ナウゼリン錠10 10㎎/T 協和発酵キリン
ナウゼリン錠５ ５㎎/T 協和発酵キリン
ナシビン点鼻・点眼液0.05％ 0.05％500mL 佐藤
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 ５㎎10g/V MSD
ナパゲルンローション３％ ３％50mL ワイス
ナベルビン注10 10㎎１mL/V 協和発酵キリン
ナベルビン注40 40㎎４mL/V 協和発酵キリン
ナボールゲル１％ １％50g 久光
ニコランマート錠５㎎ 後 シグマート錠５㎎ ５㎎/T 東和薬品
ニコリンH注射液0.5g 500mg２mL/A 武田
ニチステート錠100㎎ 後 パナルジン錠 100㎎/T 日医工
ニトロペン舌下錠0.3㎎ 後 - 0.3㎎/T 日本化薬
ニバジール錠２㎎ ２㎎/T アステラス
ニフラン点眼液0.1％ 0.1％５mL 千寿
ニューモバックスNP 0.5mL/V MSD
ニューレプチル錠25㎎ 25㎎/T 塩野義
ニューレプチル錠５㎎ ５㎎/T 塩野義
ニューロタン錠25 25㎎/T MSD
ニューロタン錠50 50㎎/T MSD
ネオアミユー 200mL/袋 味の素
ネオマレルミンTR錠 後 - ６㎎/T 大洋薬品
ネオメドロールEE軟膏 ３g ファイザー
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1％５g インテンディス
ノイロトロピン注射液3.6単位 ３mL/A 日本臓器
ノイロトロピン錠４単位 ４単位/T 日本臓器
ノイロトロピン注射液1.2単位 １mL/A 日本臓器
ノスラン点鼻液２％ 後 インタール点鼻液 190㎎9.5mL/V 科研
ノックビン原末 25g 田辺三菱
ノバミン錠５㎎ ５㎎/T 塩野義
ノボ・ヘパリン注５千単位 5,000単位５mL/V 持田



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
ノボ・硫酸プロタミン静注用100㎎ 100mg10mLバイアル 持田
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位3mL/キット ノボ・ノルディスク
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル 300単位3mL/筒 ノボ・ノルディスク
ノボラピッド70ミックス注フレックスペン 300単位3mL/キット ノボ・ノルディスク 医師限定
ノボラピッド注フレックスペン 300単位3mL/キット ノボ・ノルディスク
ノボラピッド注ペンフィル 300単位3mL/筒 ノボ・ノルディスク
ノボリン30R注100単位/mL 1000単位１0mL/バイアル ノボ・ノルディスク
ノボリンN注100単位/mL 1000単位１0mL/バイアル ノボ・ノルディスク
ノボリンRフレックスペン 300単位3mL/キット ノボ・ノルディスク 症例限定
ノボリンR注100単位/mL 1000単位１0mL/バイアル ノボ・ノルディスク
ノリトレン錠10㎎ 10㎎/T 大日本住友
ノルアドリナリン注１㎎ １ｍｇ１mL/A 第一三共
ノルバデックス錠10㎎ 10㎎/T アストラゼネカ
ハーセプチン注射用150 150㎎/V（溶解液，希釈液付）中外
ハーセプチン注射用60 60㎎/V（溶解液，希釈液付） 中外
ハーフジゴキシンKY錠0.125 0.125㎎/T トーアエイヨー
バイアグラ錠２５ｍｇ 25mg/T ファイザー 症例限定
バイアスピリン錠100㎎ 後 - 100㎎/T バイエル薬品
ハイカリックRF輸液1000ｍL 1000mL/袋 テルモ 症例限定
ハイカリックRF輸液1000ｍL 1000mL/袋 テルモ
ハイジール消毒用液10％ 後 テゴー51消毒液10% 10％500mL 丸石
ハイピリドキシン注60㎎ 60㎎/A アイロム
ハイポアルコール「マルイシ」 後 - 500mL 丸石
ハイボン錠20㎎ 20㎎/T 田辺三菱
パキシル錠10㎎ 10㎎/T グラクソ・スミスクライン
パキシル錠20㎎ 20㎎/T グラクソ・スミスクライン
バクタ錠 塩野義
バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ２％３g グラクソ・スミスクライン
パクリタキセル注射液100㎎「サワイ」 後 タキソール注射液100㎎ 100㎎16.7mL/V 沢井
パクリタキセル注射液150㎎「サワイ」 後 タキソール注射液150㎎ 150㎎25mL/V 沢井
パクリタキセル注射液30㎎「サワイ」 後 タキソール注射液30㎎ 30㎎５mL/V 沢井
パシーフカプセル30㎎ 30㎎/cap 武田
パシーフカプセル60㎎ 60㎎/cap 武田
パスタロンソフト軟膏10％ 10％20g 佐藤
パスタロンソフト軟膏20％ 20％25g 佐藤
ハッカ油FM 20mL マイラン
バファリン330㎎錠 330㎎/T ライオン＝エーザイ
バファリン81㎎錠 後 - 81㎎/T ライオン＝エーザイ
ハベカシン注射液100㎎ 100㎎２mL/A 明治製菓
パム静注500㎎ 2.5％20mL/A 大日本住友
バラクルード錠0.5ｍｇ 0.5mg/T ブリストル 症例限定
パルクス注10μg 10μg２mL/A 大正
パルクス注５μg ５μg１mL/A 大正
ハルシオン0.125㎎錠 0.125㎎/T ファイザー
ハルシオン0.25㎎錠 0.25㎎/T ファイザー
バルネチール錠100 100㎎/T 大日本住友
バルネチール錠50 50㎎/T 大日本住友
パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 11.2㎎/V（100μg） アストラゼネカ
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22.4㎎/V（200μg） アストラゼネカ
バレリン錠200㎎ 後 デパケン錠200 200㎎/T 大日本住友
ハロマンス注50㎎ 50㎎１mL/A 大日本住友
パンクレアチン「ホエイ」 500ｇ マイラン
パントール注射液500㎎ 500㎎/A トーアエイヨー
パントシン散20％ 20％１g 第一三共
パントシン錠200 200㎎/T 第一三共
ハンプ注射用1000 1,000μg/V 第一三共
ビ・シフロール錠0.125㎎ 0.125㎎/T 日本ベーリンガー
ビ・シフロール錠0.5㎎ 0.5㎎/T 日本ベーリンガー
ヒアレイン点眼液0.1％ 0.1％５mL 参天
ピーガード錠20㎎ 20㎎/T 田辺三菱
ピーガード錠30㎎ 30㎎/T 田辺三菱
ピーガード錠60㎎ 60㎎/T 田辺三菱



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
ピーゼットシー糖衣錠２㎎ ２㎎/T 田辺三菱
ピーゼットシー糖衣錠４㎎ ４㎎/T 田辺三菱
ビームゲン 0.5mL/V 化血研
ビカーボン輸液 500mL/袋 味の素
ビクトーザ皮下注18mg3mL 18mg3mL/キット ノボ・ノルディスク 医師限定
ピシバニール注射用５KE ５KE/V（溶解液付） 中外
ヒスタグロビン 化血研
ビソルボン吸入液0.2％ 0.2％500mL 日本ベーリンガー
ビソルボン注４㎎ 4mg２mL/A 日本ベーリンガー
ビタミンC注「トーワ」500㎎ 500㎎/A 東和薬品
ヒベルナ注25㎎ 25mg１mL/A 田辺三菱
ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ 25mg/T 田辺三菱 症例限定
ヒマシ油FM 500mL マイラン
ピモベンダン錠1.25ｍｇ「TE」 後 アカルディカプセル1.25ｍｇ 1.25mg/T トーアエイヨー
ピモベンダン錠2.5ｍｇ「TE」 後 アカルディカプセル2.5ｍｇ 2.5mg/T トーアエイヨー
ヒューマリン３/７注カート 300単位3mL/筒 日本イーライリリー
ヒューマリンN注カート 300単位3mL/筒 日本イーライリリー
ヒューマリンR注カート 300単位3mL/筒 日本イーライリリー
ヒューマログミックス25注カート 300単位3mL/筒 日本イーライリリー
ヒューマログミックス50注カート 300単位3mL/筒 日本イーライリリー
ヒューマログ注100単位/mL 1000単位１0mL/バイアル 日本イーライリリー
ヒューマログ注カート 300単位/筒 日本イーライリリー
ピラマイド原末 100g 第一三共
ヒルドイドクリーム0.3％ 20g マルホ
ヒルドイドローション0.3％ 50g マルホ
ヒルナミン錠（25㎎） 25㎎/T 塩野義
ヒルナミン錠（50㎎） 50㎎/T 塩野義
ヒルナミン錠（５㎎） ５㎎/T 塩野義
ヒルナミン顆粒10％ 100mg/g 塩野義
ヒルロック注２ 後 ヒルトニン２㎎注射液 ２㎎１mL/A 沢井
ピレタゾール静注用１g 後 セフメタゾン静注用１g １g/V 日医工
ファスティック錠30 30㎎/T 味の素
ファスティック錠90 90㎎/T 味の素
ファルモルビシン注射用10㎎ 10㎎/V ファイザー
ファロム錠200㎎ 200㎎/T マルホ
ファンガード点滴用50㎎ 50㎎/V アステラス
ファンギゾンシロップ100㎎/mL 24mL/本 ブリストル
フィブラストスプレー250 250μg/V（溶解液付） 科研
フィブラストスプレー500 500μg/V（溶解液付） 科研
フェジン静注40㎎ 40㎎２mL/A 日医工
フエナゾール軟膏 ５％10g アボット
フェノール・亜鉛華リニメント（カチリ） 500g 丸石
フェノールスルホンフタレイン注第一 0.6％1.3mL/A 第一三共
フェノバール散10％ 100mg/g 第一三共
フェノバール注射液100㎎ 100mg１mL/A 第一三共
フェマーラ錠2.5㎎ 2.5㎎/T ノバルティス
フェロチーム錠50 後 フェロミア錠50㎎ 鉄50㎎/T 沢井
フェロミア顆粒8.3％ 100㎎/1.2g エーザイ
フェンタニル注射液0.1㎎「ヤンセン」 0.1mg２mL/A ヤンセン
フォサマック錠５ ５㎎/T MSD
フォリアミン錠 ５㎎/T 日本製薬
フォリアミン注射液 15㎎/A 日本製薬
ブチキノン錠100㎎ 後 セレキノン錠100㎎ 100㎎/T 東和薬品
ブチルスコポラミン臭化物注20mg 後 ブスコパン注20ｍｇ 20mg１mL/A 日医工
ブドウ糖注５％PL「フソー」 ５％100mL/V 扶桑薬品
ブドウ糖注50％PL「フソー」 50％20mL/A 扶桑薬品
ブドウ糖注射液20％「トーワ」 20％20mL/A 東和薬品
フマルフェンカプセル１㎎ 後 ザジテンカプセル１㎎ １㎎/cap 日医工
プラザキサカプセル110mg　 100mg/cap ベーリンガー
プラザキサカプセル75mg　 75mg/cap ベーリンガー
フラジール内服錠250㎎ 250㎎/T 塩野義
プラスアミノ輸液 500mL/袋 大塚製薬工場



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
プラバメイト錠10㎎ 後 メバロチン錠10 10㎎/T 大原薬品
プラバメイト錠５㎎ 後 メバロチン錠５ ５㎎/T 大原薬品
フラビタン点眼液0.05％ 0.05％５mL トーアエイヨー
プラビックス錠25㎎ 25㎎/T サノフィ・アベンティス
プラビックス錠75㎎ 75㎎/T サノフィ・アベンティス
フランドル錠20ｍｇ 20mg/T トーアエイヨー
フランドルテープ40㎎ 40㎎１枚 トーアエイヨー
プリミドン細粒99.5％大日本 995mg/g 大日本住友
プリンペランシロップ0.1％ 1mg/mL アステラス
プリンペラン錠５ ５㎎/T アステラス
プリンペラン注射液10㎎ 10mg２mL/A アステラス
フルイトラン錠２㎎ ２㎎/T 塩野義
フルオロメトロン0.02％点眼液T 後 フルメトロン点眼液0.02％ 0.02％５mL 日東メディック
フルカリック１号輸液903mL 903mL/袋 テルモ
フルカリック２号輸液1003mL 1003mL/袋 テルモ
フルカリック２号輸液2006mL 2006mL/袋 テルモ
フルカリック３号輸液1103mL 1103mL/袋 テルモ
フルコート外用液0.01％ 0.01％10mL 田辺三菱
フルツロンカプセル200 200㎎/cap 中外
ブルフェン錠100 100㎎/T 科研
フルボキサミンマレイン酸錠「日医工」25mg 後 ルボックス錠25mg 25mg/T 日医工 ルボックスから変更
ブレシン錠25㎎ 後 ボルタレン錠25㎎ 25㎎/T 沢井
プレドニゾロン錠１㎎（旭化成） １㎎/T 旭化成
プレドニン錠５㎎ ５㎎/T 塩野義
プロクレイン錠25 後 カルナクリン錠25 25単位/T 沢井
プロジフ静注液100 100ｍｇ1.25mL/V ファイザー
プロジフ静注液200 200ｍｇ2.5mL/V ファイザー
プロスタンディン軟膏0.003％ 0.003％30g 小野
プロタノールL注0.2㎎ 0.2ｍｇ１mL/A 興和
プロタノールＳ錠15ｍｇ 15mg/T 興和 症例限定
プロドナー錠20 後 ドルナー錠20μg 20μg/T 沢井
プロナーゼMS 20,000単位 科研
プロパジール錠50ｍｇ 50mg/T 中外 症例限定
プロハンス静注シリンジ13mL 13mL/シリンジ エーザイ
プロフィット注射用50㎎ 後 - 50㎎/A（溶解液付） イセイ
ブロプレス錠４ ４㎎/T 武田
ブロプレス錠８ ８㎎/T 武田
プロマック顆粒15％ 75mg0.5g/包 ゼリア新薬
ブロメライン軟膏（ジェイドルフ） 20g/本 ジェイドルフ
フロリードF注200㎎ 200mg20mL/A 持田
フロリードゲル経口用２％ ２％５g 持田
プロレナール錠５μg ５μg/T 大日本住友
ペガシス皮下注180μg 180μg１mL/V 中外
ペガシス皮下注90μg 90μg１mL/V 中外
ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用 100μg/V（溶解液付） MSD
ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用 50μg/V（溶解液付） MSD
ベゲタミン錠－A 塩野義
ベゲタミン錠－B 塩野義
ベサコリン散５％ 50mg/g エーザイ
ベザテートSR錠200 後 ベザトールSR錠200㎎ 200㎎/T 沢井
ベスタミオン錠0.2 後 ベイスン錠0.2 0.2㎎/T 日新－山形
ベスタミオン錠0.3 後 ベイスン錠0.3 0.3㎎/T 日新－山形
ベストロン点眼用0.5％ 25mg5mL（溶解後の液として）千寿
ベナパスタ軟膏４％ ４％10g 田辺三菱
ベニジピン塩酸塩錠４㎎「OME」 後 コニール錠４ ４㎎/T 大原薬品
ペミロックヘパリンロック用100単位/mLシリンジ５mL 後 ヘパリンNaロック100シリンジ 500単位５mL/筒 味の素ファルマ
ペリアクチン散１％ 10mg/g 日医工
ベリチーム顆粒 １g/包 塩野義
ベリプラストP コンビセット ３mL２キット１組 CSLベーリング
ペルサンチン錠100mg 100mg/T 日本ベーリンガー 症例限定
ペルサンチン錠25㎎ 25㎎/T 日本ベーリンガー
ペルジピン注射液10㎎ 10㎎10mL/A アステラス



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
ペルジピン注射液２㎎ ２㎎２mL/A アステラス
ペルマックス錠250μg 250μg/T 日本イーライリリー
ペルマックス錠50μg 50μg/T 日本イーライリリー
ヘルミチンS坐剤 １個 長生堂
ベロテック錠2.5㎎ 2.5㎎/T 日本ベーリンガー
ベンコール配合錠 後 ビーマスS錠 １錠 日医工
ベンザリン錠５ ５㎎/T 塩野義
ベンズフォー錠10㎎ 後 バップフォー錠10 10㎎/T 沢井
ペンタサ錠250 250㎎/T 杏林
ペントシリン注射用１g １g/V 大正富山
ホーリット散10％ 10％１g 第一三共
ホーリット錠20㎎ 20㎎/T 第一三共
ホーリット錠40㎎ 40㎎/T 第一三共
ボーンワックス 77％2.5g/包 東京エム・アイ
ホスミシンS静注用１g １g/V 明治製菓
ボスミン液 1ｍｇ/mL 第一三共
ボスミン注 1ｍｇ１mL/A 第一三共
ポタコールR輸液 500mL/袋 大塚製薬工場
ボナフェック坐剤25 後 ボルタレンサポ25㎎ 25㎎/個 日新－山形
ボナフェック坐剤50 後 ボルタレンサポ50㎎ 50㎎/個 日新－山形
ボナロン錠35㎎ 35㎎/T 帝人
ポピラール液 後 イソジン液10％ 10％250mL 丸石
ポララミン錠２㎎ ２㎎/T MSD
ポララミン注５㎎ 5ｍｇ１mL/A MSD
ボルタレンSRカプセル37.5㎎ 37.5㎎/cap ノバルティス
ポルトラック原末 ６g/包 日本新薬
マーカイン注0.25％ 0.25％20mLバイアル アストラゼネカ
マーカイン注0.5％ 0.5％20mLバイアル アストラゼネカ
マーカイン注脊麻用0.5％高比重 0.5％４mL/A アストラゼネカ
マーカイン注脊麻用0.5％等比重 0.5％４mL/A アストラゼネカ
マイザー軟膏 0.05％５g 田辺三菱
マイスリー錠10mg 10mg/T アステラス 症例限定
マイスリー錠５㎎ ５㎎/T アステラス
マグコロールP 50g，100g（在宅パウチ） 堀井薬品
マクサルトRPD錠10㎎ 10㎎/T エーザイ
マグテクト配合内服液 後 - 10mL/包 テイコクメディックス
マグミット錠250㎎ 後 - 250㎎/T 協和化学
マグミット錠330㎎ 後 - 330㎎/T 協和化学
マスキュラックス静注用４㎎ ４㎎/A（溶解液付） MSD
マスキンスクラブ ４％500mL 丸石
マスキン液（５W/V％） 後 ５％ヒビテン液 ５％500mL 丸石
マスブロン注１㎎ １㎎/A 扶桑薬品
マドパー錠 中外
マルタミン注射用 第一三共
ミオナール錠50mg 50mg/T エーザイ 症例限定
ミカルディス錠40mg 40mg/T 日本ベーリンガー 症例限定
ミドリンP点眼液 10mL 参天
ミネラミック注 後 エレメンミック注 ２mL/A 東和薬品
ミネリック－５注シリンジ 後 エレメンミック注キット ２mL/筒 ニプロファーマ
ミノペン点滴静注用100㎎ 後 ミノマイシン点滴静注用100㎎ 100㎎/V 沢井
ミヤBM錠 ミヤリサン
ミラクリッド注射液５万単位 50,000単位１mL/A 持田
ミリスロール注50㎎/100mL 50㎎100mL/V 日本化薬
ミリスロール注５㎎/10mL ５㎎10mL/A 日本化薬
ミルリーラ注射液10㎎ 10㎎10mL/A アステラス
ミロピンカプセル１㎎ 後 ロペミンカプセル１㎎ １㎎/cap 沢井
ムコゾーム点眼液0.5％ 後 - 0.5％５mL 参天
ムコダインシロップ５％ 50ｍｇ/mL 杏林
ムコダイン細粒50％ 500㎎/g 杏林
ムコダイン錠250㎎ 250㎎/T 杏林
メイラックス錠１㎎ １㎎/T 明治製菓
メイロン静注７％ ７％250mL/袋 大塚製薬工場



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
メインハーツ錠2.5 後 メインテート錠2.5 2.5㎎/T 日医工
メインハーツ錠５ 後 メインテート錠５ ５㎎/T 日医工
メコバラミン錠500「トーワ」 後 メチコバール錠500 0.5㎎/T 東和薬品
メジコン錠15㎎ 15㎎/T 塩野義
メソトレキセート錠2.5㎎ 2.5㎎/T ワイス
メタルカプターゼカプセル100㎎ 100㎎/cap 大正
メチスタ錠250㎎ 後 ムコダイン錠250㎎ 250㎎/T 東和薬品
メデット錠250㎎ 後 メルビン錠 250㎎/T トーアエイヨー
メトグルコ錠250mg 250mg/T 大日本住友 医師限定
メトリジン錠２㎎ ２㎎/T 大正
メニタジン錠６㎎ 後 メリスロン錠６㎎ ６㎎/T 東和薬品
メネシット錠100 MSD
メプチンエアー10μｇ 1㎎１キット 大塚
メプチンクリックヘラー10μg ２㎎１キット 大塚
メプチンミニ錠25μg 0.025㎎/T 大塚
メプチン吸入液0.01％ 0.1ｍｇ/mL 大塚
メプチン吸入液ユニット0.5mL 0.05mg0.5mL/本 大塚
メプチン錠50μg 0.05㎎/T 大塚
メマリー錠10mg 10mg/T 第一三共 医師限定
メマリー錠20mg 20mg/T 第一三共 医師限定
メマリー錠5mg 5mg/T 第一三共 医師限定
メルカゾール錠５㎎ ５㎎/T 中外
メレートカプセル100 後 メキシチールカプセル100㎎ 100㎎/cap 沢井
メレートカプセル50 後 メキシチールカプセル50㎎ 50㎎/cap 沢井
メロキシカム錠10㎎「NP」 後 モービック錠10㎎ 10㎎/T ニプロファーマ
メロペン点滴用バイアル0.5g 500㎎/V 大日本住友
モーラステープ20㎎ ７㎝×10㎝１枚　７枚 久光
モーラステープL40㎎ 10㎝×14㎝１枚　７枚 久光
モニラック・シロップ65％ 65％10mL/包 中外
モルヒネ塩酸塩錠10㎎「DSP」 10㎎/T 大日本住友
ヤクバン40 10㎝×14㎝１枚　７枚 科研
ユーエフティカプセル100㎎ 100㎎/cap（テガフール相当量）大鵬薬品
ユーパスタコーワ軟膏 100g，500g 興和
ユーパッチテープ18㎎ 後 ペンレステープ18㎎ （18㎎）30.5㎜×50.0㎜１枚 祐徳薬品
ユービット錠100㎎ 100㎎/T 大塚
ユーロジン１㎎錠 １㎎/T 武田
ユーロジン２㎎錠 ２㎎/T 武田
ユナシン－S静注用1.5g （1.5g）/V ファイザー
ユナシン錠 375㎎/T ファイザー
ユニコンCRドライシロップ20％ 後 テオドールドライシロップ20％ 200ｍｇ/g 日医工
ユニコン錠100 100㎎/T 日医工
ユニコン錠200 200㎎/T 日医工
ユニコン錠400 400㎎/T 日医工
ユビデカレノン錠10㎎「トーワ」 後 ノイキノン錠10㎎ 10㎎/T 東和薬品
ユベラ軟膏 500ｇ エーザイ
ライペック錠200 後 ハイペン錠200㎎ 200㎎/T 沢井
ラキソベロン液 0.75％10mL，100mL 帝人
ラキソベロン錠 2.5㎎/T 帝人
ラコール 200mL，400mL 大塚
ラジカット点滴静注バッグ30㎎ 30㎎100mL/袋 田辺三菱
ラシックス錠20㎎ 20㎎/T サノフィ・アベンティス
ラシックス錠40㎎ 40㎎/T サノフィ・アベンティス
ラシックス注20㎎ 20㎎/A サノフィ・アベンティス
ラジレス錠150ｍｇ 150mg/T ノバルティス 医師限定
ラニラピッド錠0.05ｍｇ 0.05mg/T 中外 症例限定
ラピアクタ点滴用バッグ300mg 300mg/袋 塩野義 医師限定
ランソプラゾールOD錠「日医工」15mg 後 タケプロンOD錠15mg 15mg/T 日医工
ランソプラゾールOD錠「日医工」30mg 後 タケプロンOD錠30mg 30mg/T 日医工 タケプロンODから変更
ランソラールカプセル15 後 タケプロンカプセル15 15㎎/cap 日医工
ランソラールカプセル30 後 タケプロンカプセル30 30㎎/cap 日医工
ランタス注100単位/mL 1000単位10mL/バイアル サノフィ・アベンティス
ランタス注カート 300単位３ｍL/筒 サノフィ・アベンティス



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
リーバクト顆粒 4.15g/包 味の素
リーマス錠100 100㎎/T 大正
リウマトレックスカプセル２㎎ ２㎎/cap ワイス
リザベンカプセル100㎎ 100㎎/cap キッセイ
リスパダールコンスタ筋注用25ｍｇ 25mg/キット ヤンセン 症例限定
リスパダール錠１㎎ １㎎/T ヤンセン
リスパダール内用液１㎎/mL 0.5mL/包，１mL/包，２mL/包ヤンセン
リスミー錠2ｍｇ 2mg/T 塩野義 症例限定
リズミック錠10㎎ 10㎎/T 大日本住友
リスモダンP静注50㎎ 50㎎５mL/A サノフィ・アベンティス
リスモダンカプセル100㎎ 100㎎/cap サノフィ・アベンティス
リバロ錠2ｍｇ 2mg/T 興和 症例限定
リピディルカプセル67 67㎎/cap あすか
リピトール錠10㎎ 10㎎/T アステラス
リピトール錠５㎎ ５㎎/T アステラス
リファンピシンカプセル150㎎「NP」 後 リファジンカプセル 150㎎/cap ニプロファーマ
リフレックス錠15mg 15mg/T 明治製菓 医師限定
リボトリール細粒0.1％ 1mg/g 中外
リボトリール錠0.5㎎ 0.5㎎/T 中外
リマチル錠100㎎ 100㎎/T 参天
リュープリン注射用3.75 3.75㎎/V（懸濁用液付） 武田
リリカカプセル７５mg 75mg/cap ファイザー
リレンザ ５㎎/ブリスター グラクソ・スミスクライン
リンデロン－VGローション ５mL 塩野義
リンデロン錠0.5㎎ 0.5㎎/T 塩野義
リンデロン注２㎎（0.4％） ２㎎/A 塩野義
リン酸コデイン散１％「ヒシヤマ」 10ｍｇ/g ニプロファーマ
ルジオミール錠10㎎ 10㎎/T ノバルティス
ルジオミール錠25㎎ 25㎎/T ノバルティス
ルプラック錠４㎎ ４㎎/T 大正富山
ルボックス錠25 25㎎/T アステラス
レキソタン錠2mg 2mg/T 中外 症例限定
レキソタン錠5ｍｇ 5mg/T 中外 症例限定
レキップ錠0.25mg 0.25mg/T グラクソ・スミスクライン 症例限定
レコルク錠 後 プロスタール錠25 25㎎/T 日医工
レスタミンコーワ錠10㎎ 10㎎/T 興和
レスリン錠25 25㎎/T MSD
レタメックス点滴静注液100㎎ 後 ドブトレックス注射液100㎎ 100㎎/A アルフレッサ
レドルパー錠0.25㎎ 後 レンドルミン錠0.25㎎ 0.25㎎/T 大原薬品
レニベーゼ錠2.5 後 レニベース錠2.5 2.5㎎/T 日医工
レニベーゼ錠５ 後 レニベース錠５ ５㎎/T 日医工
レバミピド100mg「NP」 後 ムコスタ錠100ｍｇ 100㎎/T ニプロファーマ
レペタン坐剤0.2㎎ 0.2㎎/個 大塚
レペタン坐剤0.4㎎ 0.4㎎/個 大塚
レペタン注0.2㎎ 0.2㎎/A 大塚
レベトールカプセル200㎎ 200㎎/cap MSD
レベニン散 後 - １g/包 わかもと
レベミル注フレックスペン 300単位３ｍL/キット ノボ・ノルディスク
レベルボン錠４㎎ 後 ビソルボン錠４㎎ ４㎎/T 東和薬品
レボフロキサシン錠１００ｍｇ「オーハラ」 後 クラビット錠100ｍｇ 100㎎/T 大原薬品
レボホリナート点滴静注用100㎎「サワイ」 後 アイソボリン点滴静注用100㎎ 100㎎/V 沢井
レボホリナート点滴静注用25㎎「サワイ」 後 アイソボリン点滴静注用25㎎ 25㎎/V 沢井
レミケード点滴静注用100 100㎎/V 田辺三菱
レンドルミンD錠0.25ｍｇ 0.25mg/T 日本ベーリンガー 症例限定
ロイコボリン錠25㎎ 25㎎/T ワイス
ロイコボリン錠５㎎ ５㎎/T ワイス
ローコール錠20ｍｇ 20mg/T ノバルティス 症例限定
ローコール錠30ｍｇ 30mg/T ノバルティス 医師限定
ロコイド軟膏0.1％ 0.1％５g 鳥居薬品
ロドピン錠25㎎ 25㎎/T アステラス
ロドピン錠50㎎ 50㎎/T アステラス
ロナセン錠8mg 8mg/T 大日本住友 症例限定



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
ロナセン錠2mg 2mg/T 大日本住友 症例限定
ロピオン静注50ｍｇ 50mg/A 科研 症例限定
ロブ錠60㎎ 後 ロキソニン錠 60㎎/T 大原薬品
ロミカシン注射液200㎎ 後 ビクリン注射液 200㎎/A 富士製薬
ワーファリン錠１㎎ １㎎/T エーザイ
ワーファリン錠５㎎ ５㎎/T エーザイ
ワイドシリン細粒200 後 サワシリン細粒10%100mg 200㎎/g 明治製菓
ワカデニン注射液10㎎ 10㎎/A わかもと
ワゴスチグミン注0.5㎎ 0.5ｍｇ１mL/A 塩野義
ワシュライト20W/V％液 20％500mL ポーラ
ワソラン錠40㎎ 40㎎/T エーザイ
ワソラン静注５㎎ 5ｍｇ２mL/A エーザイ
ワルファリンカリウム錠0.5㎎「HD」 0.5㎎/T ニプロファーマ
ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40㎎ 40ｍｇ１mL/A 大日本住友
亜鉛華軟膏「ニッコー」 500g 丸石
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）１人用 （一般診断用・１人用）0.25μg/V（溶解液付）日本ビーシージー
塩化リゾチーム錠30㎎「トーワ」 後 レフトーゼ錠（30㎎） 30㎎/T 東和薬品
塩酸タムスロシンカプセル0.1「OHARA」 後 ハルナールD錠0.1mg 0.1㎎/cap 大原薬品
塩酸タムスロシンカプセル0.2「OHARA」 後 ハルナールD錠0.2mg 0.2㎎/cap 大原薬品
塩酸ナロキソン注射液「三共」 0.2㎎１mL/A 第一三共
塩酸バンコマイシン散0.5g「マイラン」 後 塩酸バンコマイシン散0.5g（シオノギ） 500㎎/V マイラン
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」 後 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g（シオノギ）0.5g/V マイラン
塩酸ミノサイクリンカプセル100「マルコ」 後 ミノマイシンカプセル100㎎ 100㎎/cap 日医工
塩酸モルヒネ注射液「タケダ」10㎎ 10ｍｇ１mL/A 武田
塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg 50mg50mL/A 武田
逆性石鹸液10％「NP」 10％500mL ニプロファーマ
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL 20mL/A ミノファーゲン
強力ポステリザン（軟膏） ２g/本 マルホ
献血アルブミン20－ニチヤク 20％50mL/V 日本製薬＝武田
献血ヴェノグロブリン－IHヨシトミ 2.5g50mL/V 田辺三菱
重質カマグG「ヒシヤマ」 500ｇ ニプロファーマ
重曹「ホエイ」 500g マイラン
新レシカルボン坐剤 １個 ゼリア新薬
水溶性プレドニン10㎎ 10㎎/A 塩野義
水溶性プレドニン20㎎ 20㎎/A 塩野義
生食液NS 20mL/A マイラン
生食注シリンジ「NP」 後 20mL/筒 ニプロファーマ
生食溶解液キットH 後 100mL１キット ニプロファーマ
生理食塩液PL「フソー」 500mL/本 扶桑薬品
精製水 500mL 安藤
静注用キシロカイン２％ ２％５mL/A アストラゼネカ
静注用ヘブスブリン－IH 1,000単位５mL/V 田辺三菱
静注用マグネゾール20mL 20mL/A 東亜薬工＝鳥居薬品
大塚食塩注10％ 10％20mL/A 大塚製薬工場
大塚生食注 50mL/本 大塚製薬工場
大塚生食注 100mL/本 大塚製薬工場
大塚生食注（細口） 500mL/本 大塚製薬工場
大塚糖液50％ 50％200mL/袋 大塚製薬工場
大塚糖液70％ 70％350mL/袋 大塚製薬工場
単シロップ（山善） 10mL 山善
炭酸水素Na静注７％PL「フソー」 ７％20mL/A 扶桑薬品
注射用エラスポール100 100㎎/V 小野
注射用エリスロシン 500㎎/V アボット
注射用オノアクト50 50mg/V 小野薬品
注射用ソル・メルコート1,000 後 ソル・メドロール静注用1000㎎ １g/V（溶解液付） 富士製薬
注射用ソル・メルコート125 後 ソル・メドロール静注用125㎎ 125㎎/V（溶解液付） 富士製薬
注射用ソル・メルコート500 後 ソル・メドロール静注用500㎎ 500㎎/V（溶解液付） 富士製薬
注射用ナファタット10 後 注射用フサン10 10㎎/V 日医工
注射用ナファタット50 後 注射用フサン50 50㎎/V 日医工
注射用ビクシリン １g/V 明治製菓
注射用プロビトール100㎎ 後 注射用エフオーワイ100 100㎎/V 日医工
注射用プロビトール500 後 注射用エフオーワイ500 500㎎/V 日医工



商品名 後発品 先発品 規格 メーカー 採用分類 備考
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 100万単位/V 明治製菓
注射用水 20mL/A フジフィルム
注射用水PL「フソー」 100mL/本 扶桑薬品
注射用水PL「フソー」 500mL/本 扶桑薬品
沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 0.5mL/筒 武田
低分子デキストラン糖注（大塚製薬工場） 後 - 500mL/袋 大塚製薬工場
乳酸カルシウム「ケンエー」 500ｇ 健栄
乳糖「ホエイ」 500ｇ マイラン
白色ワセリン（日興製薬） 500g 丸石
滅菌精製水（日興製薬） 500mL 丸石
薬用炭 250g 日医工
硫酸カナマイシン注射液1000㎎「明治」 １g/A 明治製菓
膵外分泌機能検査用PFD内服液 ５％10mL/A エーザイ


