
販売会社 先発薬品

Ｃ－チステン細粒50％ 日医工 なし

Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠200ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 アスパラーＣＡ錠200

アーガメイト20％ゼリー25ｇ アステラス製薬 なし

アカルボースＯＤ錠100ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ グルコバイＯＤ100ｍｇ

アストーマ配合カプセル 日医工 なし

アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ マーズレンS配合顆粒

アゼルニジピン錠16ｍｇ「タナベ」 田辺製薬販売 カルブロック錠16ｍｇ

アゾセミド錠60ｍｇ「ＪＧ」　 日本ジェネリック ダイアート錠60ｍｇ

アテノロール錠25ｍｇ「タイヨー」 テバ製薬 テノーミン錠25ｍｇ

アトルバスタチン錠10ｍｇ「EE」 エルメッドエーザイ リピトール錠10ｍｇ

アポノール錠20　20ｍｇ 武田薬品 セロクラール錠20ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠5ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ノルバスクＯＤ錠5ｍｇ

アルクレイン内用液5％　 日医工 アルロイドＧ内用液5％

アルシオドールカプセル0.5μｇ ファイザー アルファロールカプセル0.5μｇ

アレンドロン酸錠35ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ボナロン錠35ｍｇ

アロチノロール塩酸塩錠10ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 アロチノロール塩酸塩錠10ｍｇ「ＤＳＰ」

アロプリノール錠100ｍｇ「杏林」 杏林製薬 ザイロリック錠100ｍｇ

アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル45ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ムコソルバンＬカプセル45ｍｇ

イミダプリル塩酸塩錠5ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 タナトリル錠5ｍｇ

ウルソデオキシコール酸錠100ｍｇ「テバ」 テバ製薬 ウルソ錠100ｍｇ

エピナスチン塩酸塩錠20ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 アレジオン錠20ｍｇ

オメプラゾール腸溶錠10ｍｇ「マイラン」 ファイザー オメプラール錠10

オメプラゾール腸溶錠20ｍｇ「マイラン」 ファイザー オメプラール錠20

オロパタジン塩酸塩錠5ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ アレロック錠5ｍｇ

ガスオール錠40ｍｇ「陽進」 日医工 なし

カモスタットメシル酸塩錠100ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 フオイパン錠100ｍｇ
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カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30ｍｇ「日医工」 日医工 アドナ錠30ｍｇ

カルバマゼピン錠100ｍｇ「アメル」 共和薬工 テグレトール錠200ｍｇ

カルベジロール錠20ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 アーチスト錠20ｍｇ

カルボシステインシロップ小児用5％「テバ」 テバ製薬 ムコダインシロップ5％

カロナール錠200 昭和薬品化工 なし

カロナール錠500　500ｍｇ あゆみ製薬 なし

カンデサルタンＯＤ錠8ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ ブロプレス錠8ｍｇ

クエチアピン錠100ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 セロクエル錠100ｍｇ

クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3％「ツルハラ」 鶴原製薬株式会社 フェロミア顆粒8.3％

クラリスロマイシン錠200ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ クラリシッド錠200ｍｇ

グリメピリド錠1ｍｇ「ＫＮ」（糖SU） 小林化工 アマリール錠1ｍｇ

グリメピリド錠3ｍｇ「ＫＮ」（糖ＳＵ） 小林化工 アマリール錠3ｍｇ

クロチアゼパム錠5ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 リーゼ錠5ｍｇ

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ株式会社 リンラキサー錠250ｍｇ

ジソピラミドカプセル50ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ リスモダンカプセル50ｍｇ

ジルチアゼム塩酸塩錠30ｍｇ「ＣＨ」 日本ジェネリック ヘルベッサー錠30ｍｇ

シロスタゾールＯＤ錠50ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 プレタールＯＤ錠50ｍｇ

シンバスタチン錠5ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ リポバス錠5ｍｇ

シンラック錠2.5　2.5ｍｇ 岩城製薬 ラキソベロン錠2.5ｍｇ

スピロノラクトン錠25ｍｇ「テバ」 テバ製薬 アルダクトンＡ錠25ｍｇ

セレスターナ配合錠 ファイザー セレスタミン配合錠

センノサイド錠12ｍｇ テバ製薬 プルゼニド錠12ｍｇ

ゾルピデム酒石酸塩錠10ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ マイスリー錠10ｍｇ

ダイメジンスリービー配合カプセル25 日医工 ビタマジン配合カプセルＢ25

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠0.2ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ハルナールＯＤ0.2ｍｇ

テオフィリン徐放Ｕ錠200ｍｇ「トーワ」 東和薬品株式会社 テオドール錠200ｍｇ
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ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠10ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ アリセプトＤ錠10ｍｇ

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠3ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ アリセプトＤ錠3ｍｇ

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠5ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ アリセプトＤ錠5ｍｇ

トリアゾラム錠0.25ｍｇ「ＣＨ」 日本ジェネリック ハルシオン0.25ｍｇ錠

ドロキシドパカプセル100ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 なし

ナフトピジル錠25ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ フリバス錠25ｍｇ

ニコランマート錠5ｍｇ 田辺製薬販売 スグマート錠5ｍｇ

ニセルゴリン錠5ｍｇ「トーワ」 東和薬品 サアミオン錠5ｍｇ

ニトロペン舌下錠0.3ｍｇ 日本化薬 なし

ニフェランタンＣＲ錠10　10ｍｇ 全星薬品 アダラートＣＲ錠10ｍｇ

バイアスピリン錠100ｍｇ バイエル なし

バファリン配合錠Ａ81　81ｍｇ エーザイ なし

バルサルタン錠80ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ ディオバン錠80ｍｇ

バレリンシロップ5％ 大日本住友製薬 デパケンシロップ5％

パロキセチン錠10ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ パキシル錠10ｍｇ

ハロペリドール錠0.75ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック セレネース錠0.75ｍｇ

ピアーレシロップ65％ 日本化薬 モニラックシロップ65％

ビオフェルミンＲ錠 武田薬品 なし

ビカルタミド錠80ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 カソデックス錠80ｍｇ

ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「ＪＧ」 日本ジェネリック ラキソベロン内用液0.75％

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5ｍｇ「日医工」 日医工 メインテート錠2.5ｍｇ

ビタミンＢ6錠30ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 なし

ヒドロクロロチアジド錠25ｍｇ「トーワ」 東和薬品 なし

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50ｍｇ「ＣＨ」 ファイザー サンリズムカプセル50ｍｇ

ファモチジン錠10「サワイ」　10ｍｇ 沢井製薬 ガスター錠10ｍｇ

フェキソフェナジン塩酸塩錠60ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ アレグラ錠60ｍｇ
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フェルターゼ配合カプセル ジェイドルフ製薬 なし

プラバスタチンＮａ錠10ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 メバロチン錠10ｍｇ

プロカテロール塩酸塩シロップ5μｇ/ｍＬ日医工0.0005％ 日医工 メプチンシロップ5μｇ/ｍＬ

ベザレックスＳＲ錠200　200ｍｇ アルフレッサ　ファーマ ベザトールＳＲ錠200ｍｇ

ベニジピン塩酸塩錠4ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 コニール錠4ｍｇ

ボグリボースＯＤ錠0.2ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ベイスンＯＤ錠0.2

ポラプレジンクＯＤ錠75ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 プロマックＤ錠75

マグミット錠250ｍｇ 丸石製薬 なし

ミノサイクリン塩酸塩錠50ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ミノマイシン錠50ｍｇ

ムコブリン錠15ｍｇ エルメッドエーザイ ムコソルバン錠15ｍｇ

メキシレチン塩酸塩錠100ｍｇ「ＫＣＣ」 三和化学 なし

メチコバール錠　500μｇ エーザイ なし

メロキシカム錠10ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ モービック錠10ｍｇ

モサプリドクエン酸塩錠5ｍｇ「ＫＯＧ」 興和ジェネリック ガスモチン錠5ｍｇ

ラクマーゼカプセル200ｍｇ 東和薬品 ノイエルカプセル200ｍｇ

ラニチジン錠150「ＫＮ」　150ｍｇ 小林化工 ザンタック錠150ｍｇ

ラベプラゾールＮａ錠10ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 パリエット錠10ｍｇ

ランソプラゾールＯＤ錠15ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 タケプロンＯＤ錠15ｍ

リスペリドン錠1ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 リスパダール錠1ｍｇ

リックル配合顆粒4.74ｇ 沢井製薬 リーバクト顆粒4.74ｇ

リファンピシンカプセル150ｍｇ「サンド」 サンド リファジンカプセル150ｍｇ

リマプロストアルファデクス錠5μｇ「サワイ」 沢井製薬 プロレナール錠5μｇ

レバミピド錠100ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ムコスタ錠100ｍｇ

レボフロキサシン錠500ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 クラビット錠500ｍｇ

ロサルタンＫ錠50ｍｇ「ＥＥ」　 エルメッドエーザイ ニューロタン錠25ｍｇ

ロサルヒド配合錠ＬＤ「三和」 三和化学 プレミネント配合錠ＬＤ
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ロブ錠60ｍｇ 旭化成ファーマ ロキソニン錠60ｍｇ

ロペラミド錠1ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ ロペミンカプセル1ｍｇ

塩酸プロピベリン錠10ｍｇ「ＳＫＫ」 エルメッドエーザイ バップフォー錠10

球形吸着炭細粒「マイラン」 マイラン製薬 クレメジン細粒分包2ｇ

酸化マグネシウム細粒83％「ヨシダ」　 吉田製薬 なし



後発薬品 販売会社 先発薬品

ＫＣＬ注10ｍＥｑキット「テルモ」1モル10ｍｌ テルモ なし

ＹＤソリタ－Ｔ1号輸液500ｍｌ 陽進堂 なし

ＹＤソリタ－Ｔ3号輸液500ｍｌ 陽進堂 なし

アシクロビル点滴静注液250ｍｇバッグ100ｍｌ「アイロム」 アイロム製薬 なし

アミファーゲンＰ注20ｍｌ ケミックス なし

アルプロスタジル注10μｇシリンジ「サワイ」2ｍｌ 沢井製薬 リプル注10μｇ

イセパマイシン硫酸塩注射液400ｍｇ「日医工」2ｍｌ 日医工 エクサシン注射液400

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」300単位 日本イーライリリー ランタス注ソロスター

イントラリポス輸液20％100ｍｌ 大塚製薬 なし

オキサリプラチン点滴静注液100ｍｇ「テバ」20ｍｌ テバ製薬 エルプラット点滴静注液100ｍｇ

オザグレルＮａ注射液80ｍｇバッグ「サワイ」200ｍｌ 沢井製薬 なし

オリベス点滴用1％200ｍｌ 高田製薬 なし

カタボンＨｉ注600ｍｇ0.3％200ｍｌ テバ製薬 なし

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注100ｍｇ日医工0.5％20ｍｌ 日医工 アドナ注（静脈用）100ｍｇ

グラニセトロン点滴静注バッグ1ｍｇ/50ｍｌ「テバ」 テバ製薬 なし

クリンダマイシン注射液600ｍｇ「タイヨー」 テバ製薬 ダラシンＳ注射液600ｍｇ

グルアセト35注500ｍｌ ニプロ フィジオ35輸液

ゲムシタビン点滴静注用1ｇ「ＴＹＫ」 テバ製薬 ジェムザール注射用1ｇ

ゲムシタビン点滴静注用200ｍｇ「ＴＹＫ」 テバ製薬 ジェムザール注射用200ｍｇ

サクシゾン注射用100ｍｇ（溶解液付） 興和テバ なし

ザルソロイチン静注10ｍｌ 日医工 なし

シスプラチン点滴静注液10ｍｇ「ファイザー」20ｍｌ ファイザー ランダ注10ｍｇ/20ｍｌ

シスプラチン点滴静注液50ｍｇ「ファイザー」100ｍｌ ファイザー ランダ注50ｍｇ/100ｍｌ

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注300ｍｇ/250ｍｌ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ シプロキサン注300ｍｇ

セファゾリンＮａ点滴静注用1ｇバッグオーツカ 大塚製薬 セファメジンα点滴用キット1ｇ

セフォセフ静注用1ｇ 沢井製薬 スルペラゾン静注用1ｇ
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セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医工」 日医工 セフメタゾン静注用1ｇ

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」4.5ｇ ニプロ株式会社 ゾシン静注4.5

チエペネム点滴静注用0.5ｇ　500ｍｇ 日本ケミファ チエナム点滴静注用キット0.5ｇ　500ｍｇ

ドセタキセル点滴静注液20ｍｇ/2ｍｌ「ホスピーラ」 ホスピーラ・ジャパン株式会社タキソテール点滴静注用20ｍｇ

ナイロジン注10ｍＬ イセイ なし

ニカルジピン塩酸塩注射液2ｍｇ「サワイ」2ｍｌ 沢井製薬 ペルジピン注射液2ｍｇ2ｍｌ

ハイミタン注30　30ｍｇ 杏林製薬 なし

ハルトマン輸液「ＮＰ」500ｍｌ ニプロ なし

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ「ＭＥＥＫ」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5ｇ

フィルグラスチムＢＳ注75μｇシリンジ「テバ」0.3ｍｌ テバ製薬 グランシリンジ75

ブドウ糖注5％シリンジ「ＮＰ」20ｍｌ ニプロ なし

プロポフォール静注1％20ｍｌ「ＦＫ」200ｍｇ フレゼニウスカービジャパン 1％ディプリバン注

ベクロニウム静注用4ｍｇ「Ｆ」（溶解液付） 丸石製薬 なし

ヘパリンＮａロック100Ｕ/ｍｌシリンジオーツカ5ｍｌ500Ｕ 大塚製薬 なし

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ミノマイシン点滴静注用100ｍｇ

メロペネム点滴静注バッグ0.5ｇＮＰ500ｍｇ ニプロファーマ メロペン点滴用キット0.5ｇ

ユーシオン－Ｓ静注用1.5ｇ 沢井製薬 ユナシンーＳ静注用1.5ｇ

リアソフィン静注用1ｇ ケミックス ロセフィン静注用1ｇ

レボホリナート点滴静注用100ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 アイソボリン点滴静注用100ｍｇ

レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」25ｍｇ 大原薬品工業 アイソボリン点滴静注用25ｍｇ

ワカデニン注射液１０ｍｇ わかもと なし

大塚生食注2ポート100ｍｌ 大塚製薬 なし

注射用ソル・メルコート500　500ｍｇ（溶解液付） 富士製薬工業 ソル・メドロール静注用500ｍｇ
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ＭＳ温シップ「タイホウ」 大鵬薬品 なし

ＳＰトローチ0.25ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ なし

アズノールうがい液４％ 日本新薬 なし

アズレン点眼液0.02％「わかもと」5ｍＬ わかもと なし

アデフロニックゲル1％ テバ製薬 ボルタレンゲル1％

アデフロニックズポ25　25ｍｇ テバ製薬 ボルタレンサポ25ｍｇ

アデフロニックズポ50　50ｍｇ テバ製薬 ボルタレンサポ50ｍｇ

アナミドール軟膏0.05％ 岩城製薬 ダイアコート軟膏0.05％

アネトカインゼリー2％ 小林化工 キシロカインゼリー2％

アンフラベート0.05％軟膏 佐藤製薬 アンテベート軟膏0.05％

カリーユニ点眼液0.005％　5ｍＬ 参天製薬 カタリンＫ点眼用0.005％

クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05％「テイコク」 日医工 キンダベート軟膏0.05％

クロモグリク酸Ｎａ点眼液2％「ファイザー」100ｍｇ5ｍＬ ファイザー インタール点眼液2％

ケンエーＧ浣腸液50％　60ｍＬ 健栄製薬 グリセリン浣腸液50％

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「タイヨー」1ｍｇ テバ製薬 ゲンタシン軟膏0.1％

コバラム点眼液0.02％　5ｍＬ 日本点眼薬研究所 サンコバ点眼液0.02％

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型5.1×2.5ｃｍ ジョンソン・エンド・ジョンソン なし

スクロードパスタ 共和薬工 ユーパスタコーワ軟膏

スミルスチック3％ 大正富山医薬品 ナパゲルン軟膏3％

スミルローション3％ 三笠製薬 ナパゲルンローション3％

セルスポットパップ70ｍｇ10ｃｍ×14ｃｍ 大鵬薬品 セルタッチパップ70

ツロブテロールテープ2ｍｇ｢ｻﾜｲ」 沢井製薬 ホクナリンテープ2ｍｇ

ティアバランス点眼液0.1％5ｍＬ 武田薬品 ヒアレイン点眼液0.1％

デキサルチン口腔用軟膏1ｍｇ/ｇ0.1％ 日本化薬 アフタゾロン口腔用軟膏0.1％

ネオヨジン外用液10％ 岩城製薬 イソジン液10％

ネオヨジンスクラブ7.5％ 岩城製薬 イソジンスクラブ7.5％
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ハオプラ点眼液0.1％ 日本点眼薬研究所 ニフラン点眼液0.1％

ビダラビン軟膏3％「ＳＷ」 日医工 アラセナーＡ軟膏3％

フルチカゾンプロピオン酸エステル50日医工56　 日医工 フルナーゼ点鼻液50μｇ56噴霧用

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「日医工」 持田製薬株式会社 ヒルドイドソフト軟膏0.3％

ヘモレックス軟膏 ジェイドルフ製薬 プロクトセディル軟膏

ポピヨドンガーグル7％ 吉田製薬 イソジンガーグル液7％

ボンフェナック坐剤12.5 12.5ｍｇ ゼリア新薬 ボルタレンサポ12.5ｍｇ

レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025％「三和」 三和化学 リボスチン点眼液0.025％

レボフロキサシン点眼液0.5％「杏林」5ｍＬ 杏林製薬 クラビット点眼液0.5％

ロキソプロフェンＮａテープ100ｍｇ「ＥＥ」10ｃｍ×14ｃｍ エーザイ株式会社 ロキソニンテープ100ｍｇ

消毒用エタプロコール 丸石製薬 消毒用タノールＢ液「ケンエー」

硝酸イソソルビドテープ40ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ フランドルテープ40ｍｇ


