
当院採用の後発医薬品一覧　「経口薬」 2021年9月現在

                                    薬剤名 製薬会社 薬効分類名 先発品名

1 アシクロビル錠　200mg　「CH」 長生堂 抗ヘルペスウィルス薬 ゾビラックス

2 アスピリン腸溶錠　100mg　「ZE」 全星薬品 抗血小板薬

3 アゾセミド錠　30mg　「ＪＧ」 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ループ利尿薬 ダイアート

4 アゾセミド錠　60mg　「ＪＧ」 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ループ利尿薬 ダイアート

5 アトルバスタチン錠　10mg「ｻﾜｲ」 沢井製薬 脂質異常症（高脂血症）治療薬 リピトール

6 アマンタジン塩酸塩錠　50mg　「日医工」 日医工 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療薬 シンメトレル

7 アムロジピンＯＤ錠　2.5mg　「NP」 ニプロ 持続性Ｃａ拮抗薬 アムロジン

8 アムロジピンＯＤ錠　5mg　「NP」 ニプロ 持続性Ｃａ拮抗薬 アムロジン

9 アメジニウムメチル硫酸塩錠　10mg 「ﾄｰﾜ」 東和薬品 昇圧薬 リズミック

10 アモキシシリンｃａｐ　250mg 日医工 広範囲ペニシリン系抗菌薬 サワシリン

11 アルプラゾラム錠　0.4mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 抗不安薬　中間型 ソラナックス

12 アレンドロン酸錠　35mg　「ﾃﾊﾞ」 武田ﾃﾊﾞ 骨粗鬆症治療薬 フォサマック

13 アロプリノール錠　100mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 高尿酸血症治療薬 ザイロリック

14
ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放OD錠　45mg
「ｻﾜｲ」

沢井製薬 鎮咳・去痰薬 ムコソルバンL

15 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 ＥＰＡ製剤 エパデール

16 イソコロナールR　Ｃａｐ　20mg 日医工 抗狭心症薬 ニトロールR

17 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠　50mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 消化管運動賦活薬 ガナトン

18 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ内用液　1％　「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー 抗真菌薬（トリアゾール系） イトリゾール

19 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠　200mg 沢井製薬 抗真菌薬（トリアゾール系） イトリゾール

20 イミダフェナシンOD錠　0.1mg「ｻﾜｲ」 沢井製薬 頻尿・過活動膀胱治療薬 ウリトス

21 イミダプリル塩酸塩錠　5mg　「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー ＡＣＥ阻害降圧薬 タナトリル

22 イルベサルタン錠　50mg　「DSPB」 DSファーマ 降圧薬　長時間作用型ARB イルベタン

23 イルベサルタン錠　100mg　「DSPB」 DSファーマ 降圧薬　長時間作用型ARB イルベタン

24
ウルソデオキシコール酸錠　50mg
「ﾃﾊﾞ」

武田ﾃﾊﾞ 胆道疾患治療薬 ウルソ

25
ウルソデオキシコール酸錠　100mg
「ｻﾜｲ」

沢井製薬 胆道疾患治療薬 ウルソ

26 エスゾピクロン錠　1mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 催眠・鎮静薬　　超短期作用型 ルネスタ

27 エスタゾラム錠　2mg　「ｱﾒﾙ」 共和薬品 抗不安薬（ベンゾジアゼピン系）【中間型】 ユーロジン

28 エゼチミブ錠　10mg　「日新」 日新製薬 脂質異常症（高脂血症）治療薬 ゼチーア
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29 エチゾラム錠　0.5mg　「SW」 沢井製薬
抗不安薬（ベンゾジアゼピン系）
【短時間型】

デパス

30
エナラプリルマレイン塩酸塩錠　2.5mg「ｻﾜ
ｲ」

沢井製薬 ＡＣＥ阻害降圧薬 レニベース

31
エナラプリルマレイン塩酸塩錠　5mg　「ｻﾜ
ｲ」

沢井製薬 ＡＣＥ阻害降圧薬 レニベース

32 エパルレスタット錠　50mg　「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー 糖尿病薬 キネダック

33 エペゾリン塩酸塩錠　50mg　「ﾃﾊﾞ」 武田ﾃﾊﾞ 筋弛緩薬 ミオナール

34 L-アスパラギン酸Ｃａ錠　200mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 カルシウム製剤 アスパラ-CA

35
エルデカルシトールカプセル　0.5㎍　「ﾄｰ
ﾜ」

東和薬品 活性型ビタミンD3製剤 エディロール

36
エルデカルシトールカプセル　0.75㎍　「ﾄｰ
ﾜ」

東和薬品 活性型ビタミンD3製剤 エディロール

37 塩酸プロピベリン錠　10mg ダイト 頻尿・過活動膀胱治療薬 バップフォー

38 エンテカビル錠　0.5mg　「YD」 陽進堂 抗ウイルス化学療法薬 バラクルード

39 オセルタミビルCap　75　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 抗インフルエンザウイルス薬 タミフル

40 オルメサルタンOD錠　20mg　「ﾆﾌﾟﾛ」 ニプロ 降圧薬　長時間作用型ARB オルメテック

41 オロパタジン塩酸塩錠　5mg　「日医工」 日医工 アレルギー性疾患治療薬 アレロック

42 カモスタットメシル錠　100mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 膵疾患治療薬　　蛋白分解酵素阻害薬 フオイパン

43 ガランタミンOD錠　8mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬
抗認知症治療薬　コリンエステラーゼ阻
害薬

レミニール

44 ｶﾙｼﾄﾘｵ-ﾙｶﾌﾟｾﾙ　0.25μg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 骨粗鬆症治療薬 ロカルトロール

45 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸Na錠　10mg　「日医工」 日医工 止血薬 アドナ

46 カルバマゼピン錠　200mg　「ｱﾒﾙ」 共和薬品 抗てんかん薬 テグレトール

47 カルベジロール錠　1.25mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 β遮断薬 アーチスト

48 カルベジロール錠　10mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 β遮断薬 アーチスト

49 カルボシステイン錠　250mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 去痰薬　粘液修復薬 ムコダイン

50 カロナール細粒　50% あゆみ製薬 解熱・鎮痛・抗炎症薬

51 カロナール錠　300mg あゆみ製薬 解熱・鎮痛・抗炎症薬

52 カンデサルタン錠　2mg あすか製薬 持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 ブロプレス

53 球形吸着炭細粒分包　2g　「マイラン」 マイラン 慢性腎不全用薬 クレメジン

54 クアゼパム錠　15mg　「ｻﾜｲ 沢井製薬 催眠・鎮静薬　　長時間型 ドラール

55 クエチアピン錠　25mg　「日新」 日新製薬 抗精神病薬 セロクエル

56 クエチアピン錠　100mg　「日新」 日新製薬 抗精神病薬 セロクエル
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57 クエン酸第一鉄Ｎａ錠　50mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 有機酸鉄 フェロミア

58 クエンメット配合錠 日本薬品工業 酸性尿改善薬 ウラリット

59 クラリスロマイシン錠　200mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 マクロライド系抗生物質製剤 クラリス

60 グリメピリド錠　0.5mg　「日新」 日新製薬 糖尿病薬 アマリール

61 クロチアゼパム錠　5mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬
抗不安薬（ベンゾジアゼピン系）
【短時間型】

リーゼ

62 クロピドグレル錠　25mg　「明治」
Meiji　Seika

ﾌｧﾙﾏ
抗血小板剤 プラビックス

63 クロピドグレル錠　75mg　「日新」 日新製薬 抗血小板剤 プラビックス

64 ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠　25mg　「MEEK」 小林化工 前立腺肥大症治療薬 プロスタール

65
サラゾスルファピリジン腸溶錠　500mg
「CH」

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
長生堂

免疫調整薬 サラゾピリン

66 ジアゼパム錠　2mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬
抗不安薬（ベンゾジアゼピン系）
【長時間型】

セルシン

67 シクロスポリンカプセル　25mg　「ﾄｰﾜ」 東和薬品 免疫抑制薬 ネオーラル

68 ジソピラミドカプセル　100mg　「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー 抗不整脈薬 リスモダン

69 ジピリダモール錠　25mg　「ﾂﾙﾊﾗ」 鶴原製薬 狭心症治療薬 ペルサンチン

70 ジフェニドール塩酸塩錠　25mg　「ﾀｲﾖｰ」 武田ﾃﾊﾞ 抗めまい薬 セファドール

71 シベンゾリンコハク酸塩錠　100mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 Ｎａチャンネル遮断薬 シベノール

72 ジメチコン錠　40mg　「YD」 陽進堂 消化管ガス駆除薬 ガスコン

73 硝酸イソソルビドCap　20mg　「Sｔ」 共和薬品 狭心症治療薬 ニトロール

74 シルジニピン錠　10mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 Ｃａ拮抗薬（ジヒドロピリジン系） アテレック

75 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠　30mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 Ｃａ拮抗薬（ベンゾチアゼピン系） ヘルベッサー

76 ジルムロ配合錠HD　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 ARB・Ca拮抗薬配合剤 ザクラス

77 シロスタゾールＯＤ錠　50mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 抗血小板剤薬 プレタール

78 シロドシンOD錠　4mg　「ｵｰﾊﾗ」 大原薬品工業 排尿障害治療薬 ユリーフ

79 スピロノラクトン錠　25mg　「ﾃﾊﾞ」 武田テバ Ｋ保持性利尿薬 アルダクトンA

80 スルピリド錠　50mg　「ｱﾒﾙ」 共和薬品 抗精神病薬（ベンザミド系） ドグマチール

81 セファレキシンカプセル　250mg　「ﾄｰﾜ」 東和薬品 セフェム系抗生物質 ケフレックス

82 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠　100mg　「SW」 沢井製薬 セフェム系抗生物質 フロモックス

83
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩細粒小児用　10%
「CH」

長生堂 セフェム系抗生物質 フロモックス

84 セルトラリン錠　25mg　「ﾆﾌﾟﾛ」 ニプロ 抗うつ薬 ジェイゾロフト
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85 セレコキシブ錠　100mg　「日新」 日新製薬 解熱・鎮痛・抗炎症薬 セレコックス

86 センノシド錠　12mg　「ｾｲｺｰ」 生晃栄養薬品 大腸刺激性下剤 プルゼニド

87 ゾニサミド錠　100mg　「ｱﾒﾙ」 共和薬品 抗てんかん薬 エクセグラン

88 ゾピクロン錠　7.5mg　「ﾄｰﾜ」 東和薬品
睡眠薬（非ベンゾジアゼピン系）
【超短時間型】

アモバン

89 ゾルピデム酒石酸塩錠　5mg　「日新」 日新製薬 催眠・鎮静薬　　超短期作用型 マイスリー

90 ゾルピデム酒石酸塩錠　10mg　「日新」 日新製薬 催眠・鎮静薬　　超短期作用型 マイスリー

91 ダイフェン配合錠 鶴原製薬 抗菌薬 バクタ

92 タクロリムスカプセル　0.5mg　「ﾆﾌﾟﾛ」 ニプロ 免疫抑制薬 プログラフ

93 タムスロシン塩酸塩OD錠　0.1mg　「日新」 日新製薬 排尿障害治療薬 ハルナール

94 タムスロシン塩酸塩OD錠　0.2mg　「日新」 日新製薬 排尿障害治療薬 ハルナール

95 炭酸ランタンOD錠　250mg　「ﾌｿｰ」 扶桑薬品 高リン血症治療薬 ホスレノール

96 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠　10mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 セロトニン１Ａ部分作動薬 セディール

97 チアプリド錠　25mg　「日医工」 日医工 抗精神病薬（ベンザミド系） グラマリール

98 チザニジン錠　1mg　「ﾃﾊﾞ」 武田テバ 筋弛緩薬 テルネリン

99 デュタステリドCap　0.5mgAV　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 排尿障害治療薬　ホルモン アボルブ

100 テルビナフィン錠　125mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 アリルアミン系抗真菌剤 ラミシール

101 テルミサルタンＯＤ錠　20mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 降圧薬　ＡＲＢ ミカルディス

102 トアラセット配合錠　「日新」 日新製薬 非麻薬　　　　その他のオピオイド トラムセット

103 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ酸塩錠　1mg　「ﾀﾅﾍﾞ」 ニプロ α遮断降圧薬 カルデナリン

104
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ　200mg
「ｻﾜｲ」

沢井製薬 微小循環系賦活薬 ユベラN

105 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠　5mg　「ＮＰ」 ニプロ 認知症治療薬 アリセプト

106 トラセミドOD錠　4mg　「TE」
ﾄｰｱｲｴｲﾖｰ

ｱｽﾃﾗｽ
ループ利尿薬 ルプラック

107 トラゾドン塩酸塩錠　25mg　「ｱﾒﾙ」 共和薬品 抗精神病薬 レスリン

108 トラネキサム酸錠　250mg　「ＹＤ」 陽進堂 止血剤 トランサミン

109 トリアゾラム錠　0.25mg　「ﾃﾊﾞ」 武田ﾃﾊﾞ
睡眠薬（ベンゾジアゼピン系）
【超短時間型】

ハルシオン

110 トリクロルメチアジド錠　2mg　「日医工」 日医工 チアジド系降圧利尿薬 フルイトラン

111 ドロキシドパＣａｐ　100mg　「ﾏｲﾗﾝ」 ﾏｲﾗﾝ製薬 パーキンソン病治療薬 ドプス

112 ドンペリドン錠　10mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 健胃・消化薬　制吐薬 ナウゼリン
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113 ナフトピジルＯＤ錠　25mg　「日新」 日新製薬
泌尿器用薬　前立腺肥大症に伴う
排尿障害治療薬

フリバス

114 ニコランジル錠　5mg　「ﾄｰﾜ」 東和薬品 抗狭心症薬 シグマート

115 ニセルゴリン錠　5mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 脳循環・代謝改善薬 サアミオン

116 ニトロペン舌下錠　0.3mg 日本化薬 狭心症舌下薬

117 ニフェジピン細粒　１％　「ﾂﾙﾊﾗ」 鶴原製薬 Ｃａ拮抗薬 アダラート

118 ニフェジピンCR錠　10mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 Ｃａ拮抗薬 アダラート

119 ニフェジピンCR錠　20mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 Ｃａ拮抗薬 アダラート

120 バゼドキシフェン錠　20mg「ｻﾜｲ」 沢井製薬 骨粗鬆症薬（閉経後） ビビアント

121 バラシクロビル錠　500mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 抗ヘルペスウイルス薬 バルトレックス

122
バルプロ酸Ｎａ徐放錠A　100mg
「ﾄｰﾜ」

東和薬品 抗てんかん薬 デパケン

123 バルプロ酸Ｎａシロップ　5%　「ﾌｼﾞﾅｶﾞ」 藤永製薬 抗てんかん薬 デパケン

124 ハロペリドール錠　0.75mg　「ｱﾒﾙ」 共和薬品 抗精神病薬　　ブチロフェノン系誘導体 セレネース

125 ハロペリドール錠　3mg　「ｱﾒﾙ」 共和薬品 抗精神病薬　　ブチロフェノン系誘導体 セレネース

126 バンコマイシン塩酸塩散　0.5g　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 グリコペプチド系抗生物質 塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ

127 パンテチン錠　100mg　「YD」 陽進堂 パンテチン製剤 パントシン

128 ピオグリタゾン錠　15mg　「ＮＰ」 ニプロ 糖尿病用薬 アクトス

129 ビオフェルミン錠剤 武田薬品 活性生菌製剤 ラックビー

130 ピコスルファートＮａ錠　2.5mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 大腸刺激性下剤
 ラキソベロン

131
ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液　0.75％
「ﾂﾙﾊﾗ」

鶴原製薬 大腸刺激性下剤
 ラキソベロン

132
ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠　0.625mg
「ﾄｰﾜ」

東和薬品 β遮断降圧薬 メインテート

133
ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠　2.5mg
「日医工」

日医工 β遮断降圧薬 メインテート

134 ピタバスタチンＣａ錠　1mg　「日新」 日新製薬 脂質異常症（高脂血症）治療薬 リバロ

135 ビペリデン塩酸塩錠　1mg　「ｱﾒﾙ」 共和薬品 パーキンソン病治療薬 アキネトン

136 ピモベンダン錠　2.5mg　「ＴＥ」 ﾄｰｱｲｴｲﾖｰ 心不全治療薬 アカルディ

137 ピリドキサール錠　10mg　「ｲｾｲ」 ｺｰｱｲｾｲ ビタミン製剤　　ビタミンＢ6 ピドキサール

138
ピルシカイニド塩酸塩カプセル　25mg
「CH」

長生堂 抗不整脈薬 サンリズム

139 ファモチジンD錠　10mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 消化性潰瘍治療薬　　Ｈ2受容体拮抗薬 ガスター

140 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠　30mg　「日新」 日新製薬 アレルギー性疾患治療薬 アレグラ
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当院採用の後発医薬品一覧　「経口薬」 2021年9月現在

                                    薬剤名 製薬会社 薬効分類名 先発品名

141 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠　60mg　「日新」 日新製薬 アレルギー性疾患治療薬 アレグラ

142 ブシラミン錠　50mg　「ﾄｰﾜ」 東和薬品 免疫抑制剤 リマチル

143 プラバスタチンＮａ錠　10mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 脂質異常症（高脂血症）治療薬 メバロチン

144 フラボキサート塩酸塩錠　200mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 過活動膀胱治療薬 ブラダロン

145
プラミペキソール塩酸塩錠　0.5mg
「MEEK」

小林化工 ドパミン受容体刺激薬（作動） ビ・シフロール

146 フルコナゾールカプセル　100mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 深在性抗菌薬（トリアゾール系） ジフルカン

147 フルニトラゼパム錠　１mg　「TCK」 辰巳化学 睡眠薬（ベンゾジアゼピン系）　中間型 ロヒプノール

148 プレガバリンOD錠　25mg　「明治」 日新製薬 神経障害性疼痛緩和薬 リリカ

149 プレガバリンOD錠　25mg　「明治」 日新製薬 神経障害性疼痛緩和薬 リリカ

150 プレドニゾロン錠　1mg　「旭化成」 旭化成 副腎皮質ホルモン製剤 プレドニン

151 プレドニゾロン錠　5mg　「旭化成」 旭化成 副腎皮質ホルモン製剤 プレドニン

152 フロセミド錠　10mg　「ＮＰ」 ニプロ 利尿剤　　ループ利尿剤 ラシックス

153 フロセミド錠　20mg　「ＮＰ」 ニプロ 利尿剤　　ループ利尿剤 ラシックス

154 ブロチゾラム錠　0.25mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 睡眠薬（ベンゾジアゼピン系）【短時間型】 レンドルミン

155
ブロムヘキシン塩酸塩錠　4ｍｇ
「日医工」

日医工 気道粘液溶解薬 ビソルボン

156 ブロモクリプチン錠　2.5mg　「Ｆ」 富士製薬 パーキンソン病治療薬 パーロデル

157 ベザフィブラートＳＲ錠　100mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 脂質異常症治療薬 ベザトール

158
ベタヒスチンメシル酸塩錠　6mg
「THU」

鶴原製薬 抗めまい薬 メリスロン

159 ベニジピン塩酸塩錠　4mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 Ｃａ拮抗薬 コニール

160 ベポタスチンベシルOD錠　10mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 抗アレルギー薬 タリオン

161 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠　40mg　「ＪＧ」 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ Ｃａ拮抗薬 ワソラン

162 ベラプロストＮａ錠　20μg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 抗血小板薬 ドルナー

163 ペロスピロン塩酸塩錠　4mg　「ｱﾒﾙ」 共和薬品 抗精神病薬 ルーラン

164 ボグリボースＯＤ錠　0.3mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 糖尿病薬 ベイスン

165 ポラプレジンクＯＤ錠75mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 亜鉛含有胃潰瘍治療薬 プロマック

166 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20％「 高Ｋ血症治療薬 カリメート

167 マグミット錠　330mg 協和化学 塩類下剤 酸化マグネシウム

168 マックメット懸濁用配合DS 沢井製薬 消化性潰瘍・胃炎治療薬
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当院採用の後発医薬品一覧　「経口薬」 2021年9月現在

                                    薬剤名 製薬会社 薬効分類名 先発品名

169 ミゾリビン錠　50mg　「ﾏｲﾗﾝ」 ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制薬 プレディニン

170 ミチグリニドCa・OD錠　5mg　「ﾌｿｰ」 扶桑薬品 速攻型インスリン分泌促進薬 グルファスト

171 ミドドリン塩酸塩錠　2mg　「ﾃﾊﾞ」 武田テバ 低血圧治療薬 メトリジン

172 ミノサイクリン塩酸塩錠　100mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 テトラサイクリン系抗生物質 ミノマイシン

173 ミルタザピン錠　15mg　「日新」 日新製薬 抗うつ薬 レメロン

174 メチコバール錠　500μg エーザイ 末梢性神経障害治療薬

175 メチルジゴキシン錠　0.05mg　「ﾀｲﾖｰ」 武田ﾃﾊﾞ ジギタリス製剤 ラニラピッド

176
メトトレキサレートカプセル　２mg
「ｻﾜｲ」

沢井製薬 抗リウマチ薬 リウマトレックス

177 メトホルミン塩酸塩錠　250mgMT　「NP」 ニプロ ビグアナイド系経口血糖降下剤 メトグルコ

178 メナテトレノンカプセル　15mg　「ＹＤ」 陽進堂 ビタミンＫ2製剤 グラケー

179 メマンチン塩酸塩OD錠　10mg　「ｵｰﾊﾗ」 大原薬品工業
抗認知症治療薬　ＮＭＤＡ受容体ｱﾝﾀｺﾞﾆ
ｽﾄ

メマリー

180 メロキシカム錠　10mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 鎮痛・抗炎症薬 モービック

181 モサプリドクエン酸塩錠　5mg　「日医工」 日医工 セロトニン受容体作動薬 ガスモチン

182
モサプリドクエン酸塩散　1%　10mg/g
「日医工」

日医工 セロトニン受容体作動薬 ガスモチン

183 モンテルカストOD錠　10mg　「ﾀｶﾀ」 高田製薬 抗アレルギー薬 キプレス

184 ユビデカレノン錠　10mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 心不全治療薬 ノイキノン

185 ランソプラゾールOD錠　15mg　「武田ﾃﾊﾞ」 武田ﾃﾊﾞ 消化性潰瘍治療薬 タケプロン

186 リスペリドン錠　1mg　「ＭＥＥＫ」 小林化工 抗精神病薬（ＳＤＡ） リスパダール

187
リスペリドン内用液1mg/mL　0.5mL　「ﾖｼﾄ
ﾐ」

同仁医療化工 抗精神病薬（ＳＤＡ） リスパダール

188 リックル配合顆粒 沢井製薬 肝不全治療薬 リーバクト

189 リファンピシンカプセル　150mg　「ｻﾝﾄﾞ」 サンド 結核薬　　ＲＦＰ リファジン

190 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠　5μｇ　「日医工」 日医工 血管拡張薬 オパルモン

191 レトロゾール錠　2.5mg　「明治」 小林化工 抗悪性腫瘍薬　　閉経後乳がん フェマーラ

192 レプリントン配合錠Ｌ　100mg 富士ﾌｨﾙﾑﾌｧｰﾏ パーキンソン病治療薬 ネオドパストン

193 レボセチリジン塩酸塩OD錠　5mg　「日新」 日新製薬
抗アレルギー薬　H1受容体拮抗薬（第二世
代）

ザイザル

194 レボフロキサシン細粒　10％　「ＤＳＥＰ」 第一三共 ニューキノロン系化学療法薬
 クラビット

195 レボフロキサシン錠　250mg　「ﾆﾌﾟﾛ」 ニプロ ニューキノロン系化学療法薬
 クラビット

196 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠　60mg　「YD」 陽進堂 解熱・鎮痛・抗炎症薬 ロキソニン
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当院採用の後発医薬品一覧　「経口薬」 2021年9月現在

                                    薬剤名 製薬会社 薬効分類名 先発品名

197 ロスバスタチン錠　2.5mg　「ＹＤ」 陽進堂 抗コレステロール治療薬 クレストール

198 ロピニロール錠　1mg　「JG」 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ドパミンD２受容体系作動薬 レキップ

199 ロフラゼプ酸エチル錠　1mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 抗不安薬　　超長期作用型 メイラックス

200 ロペラミド塩酸塩Ｃａｐ　1mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 止痢・整腸薬 ロペミン

201 ロラタジンOD錠　10mg　「ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー アレルギー性疾患治療薬 クラリチン

医療法人 高幡会 8/13



当院採用の後発医薬品一覧　「注射剤」 2021年9月現在

                                    薬剤名 販売会社 薬効分類名 先発品名

1 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ点滴静注液　250mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 抗ウィルス化学療法薬 ゾビラックス

2 ｱﾐｶｼﾝ硫酸塩注射液　100mg 　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 アミノグリコシド系抗生物質 硫酸アミカシン

3 ｱﾐｶｼﾝ硫酸塩注射液　200mg 　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 アミノグリコシド系抗生物質 硫酸アミカシン

4 ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ注10µgｼﾘﾝｼﾞ　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 閉塞性動脈疾患治療薬 プロスタンディン

5 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸点滴静注ﾊﾞｯｸ900μg　「DK」 陽進堂 骨粗粗鬆治療薬 ボナロン

6 ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ　「ﾘﾘｰ」 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 持効型溶解インスリンアナログ製剤 ランタス

7 ｲﾝﾄﾗﾘﾎﾟｽ輸液　20%　100mL 大塚製薬 静注用脂肪乳剤

8 ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸ　30mg　「杏林」 杏林製薬 脳保護剤 ラジカット

9 エルカトニン筋注　10単位　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 カルシトニン製剤 エルシトニン

10 塩酸ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ注ｷｯﾄ　600mg 持田製薬 強心剤 イノバン

11 ｵｻﾞｸﾞﾚﾙNa点滴静注40mg　「ｹﾐﾌｧ」 日本ｹﾐﾌｧ 脳梗塞治療薬（抗血小板薬） カタクロット

12 ｵｻﾞﾍﾟﾝﾊﾞｯｸ注　80mg/200mL 富士薬品 脳梗塞治療薬（抗血小板薬） カタクロット

13 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ注用　20mg 　「ＮＰ」 ニプロ プロトンポンプ阻害剤 オメプラール

14
ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸ1mg/50mL
「ﾃﾊﾞ」

武田ﾃﾊﾞ ５-ＴＨ３受容体拮抗型制吐剤 カイトリル

15 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ静注液ｼﾘﾝｼﾞ3mg　「NK」 日本化薬 ５-ＴＨ３受容体拮抗型制吐剤 カイトリル

16 ｸﾞﾘﾏｯｹﾝ注　200mL ファイザー 頭蓋内圧亢進治療薬 グリセオール

17
ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液600mg
「ｻﾜｲ」

沢井製薬 リンコマイシン系抗生物質 ダラシンS

18 ジアゼパム注射液　5mg　「ﾀｲﾖｰ」 武田ﾃﾊﾞ 抗不安・抗痙攣薬 セルシン

19 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注　10mg 日医工 抗悪性腫瘍剤 ランダ

20 ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄ注射液1000μｇ　「Ｆ」 富士製薬 ＰＧＦ２　腸管蠕動亢進薬 プロスタルモンF

21 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩注射用　50mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 Ｃａ拮抗薬　　ベンゾジアゼピン系 ヘルベッサー

22 生食溶解液キットＨ　100mL ニプロ 生理食塩液キット

23 ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用1g　「日医工」 日医工 セフェム系抗生物質 セファメジン

24 ｾﾌｫｾﾌ静注用　1ｇ　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 セフェム系抗生物質 スルペラゾン

25 ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ静注用１ｇ　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 セフェム系抗生物質 モダシン

26 ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ点滴用1gﾊﾞｯｸ　「NP」 ニプロ セフェム系抗生物質 ロセフィン

27 ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa静注用1ｇ　「ﾃﾊﾞ」 武田ﾃﾊﾞ セフェム系抗生物質 セフメタゾン

28 ソルアセトF輸液　500mL テルモ 酢酸リンゲル液 ヴィーンF

29 ｿﾙﾃﾞﾑ1号輸液　200mL テルモ 輸液・栄養・電解質製剤　開始液 ソリタ1号
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当院採用の後発医薬品一覧　「注射剤」 2021年9月現在

                                    薬剤名 販売会社 薬効分類名 先発品名

30 ｿﾙﾃﾞﾑ1号輸液　500mL テルモ 輸液・栄養・電解質製剤　開始液 ソリタ1号

31 ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液　200mL テルモ 輸液・栄養・電解質製剤　維持液 ソリタT3号

32 ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液　500mL テルモ 輸液・栄養・電解質製剤　維持液 ソリタT3号

33 ｿﾙﾃﾞﾑ3AG輸液　200mL テルモ 輸液・栄養・電解質製剤　維持液 ソリタT3号G

34 ｿﾙﾃﾞﾑ3AG輸液　500mL テルモ 輸液・栄養・電解質製剤　維持液 ソリタT3号G

35 ｿﾙﾗｸﾄ輸液　250mL テルモ 輸液・栄養・電解質製剤　乳酸リンゲル液 ラクテック

36
ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸点滴静注4mg/100mLﾊﾞｯｸ
「NK」

Meiji　Seika
ﾌｧﾙﾏ

骨吸収抑制剤　ビスホスホネート ゾメタ

37 ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用　4.5「ニプロ」 ニプロ ペニシリン系合剤抗生物質 ゾシン

38 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注30µgｼﾘﾝｼﾞ「KKF」 協和キリン 持続型赤血球造血刺激因子製剤 ネスプ

39 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注60µgｼﾘﾝｼﾞ「KKF」 協和キリン 持続型赤血球造血刺激因子製剤 ネスプ

40 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注120µgｼﾘﾝｼﾞ「KKF」 協和キリン 持続型赤血球造血刺激因子製剤 ネスプ

41 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注180µgｼﾘﾝｼﾞ「KKF」 協和キリン 持続型赤血球造血刺激因子製剤 ネスプ

42 ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ点滴静注用200mg　「ﾏｲﾗﾝ」 ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ＭＲＳＡ剤 タゴシッド

43 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液　1.65mg 富士製薬 副腎皮質ホルモン製剤 デカドロン

44
ナファモスタットメシル酸塩注射用　50mg
「旭化成」

旭化成 蛋白分解酵素阻害剤 フサン

45 ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩注射液10mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 Ｃａ拮抗薬 ペルジピン

46 ﾈｵﾋﾞﾀｶｲﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ5mL 田辺三菱 鎮痛薬 ジブカルソー

47 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注　100mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 抗悪性腫瘍剤 タキソール

48 ﾊﾟﾚﾌﾟﾗｽ輸液　500mL 陽進堂 アミノ酸製剤


49 ﾊﾟﾚﾌﾟﾗｽ輸液　1000mL 陽進堂 アミノ酸製剤


50 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用0.5ｇ　「明治」 明治製薬 グリコペプチド系抗生物質 塩酸バンコマシン

51 ﾋｱﾙﾛﾝ酸Ｎａ関節注25mgｼﾘﾝｼﾞ　「ﾃﾊﾞ」 武田ﾃﾊﾞ リウマチ性疾患治療補助剤 アルツ

52 ﾋｼﾌｧｰｹﾞﾝ配合静注　20mL ニプロ 肝庇護・抗アレルギー剤 強力ﾈｵﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝ

53 ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝNa注射用　1ｇ　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 ペニシリン系抗生物質 ペントシリン

54 ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝNa注射用　2ｇ　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 ペニシリン系抗生物質 ペントシリン

55 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射用10mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 Ｈ２受容体拮抗薬 ガスター

56 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射用20mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 Ｈ２受容体拮抗薬 ガスター

57 ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑBS注　75μg　0.3mL　「ﾃﾊﾞ」 武田ﾃﾊﾞ Ｇ-ＣＳＦ製剤 グラン

58 ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物注ｼﾘﾝｼﾞ20mg　「NP」 ニプロ 自律神経系作用薬　鎮痙薬 ブスコパン
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当院採用の後発医薬品一覧　「注射剤」 2021年9月現在

                                    薬剤名 販売会社 薬効分類名 先発品名

59 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ静注液　100mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 ジフルカン

60 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注20mg　「武田ﾃﾊﾞ」 武田ﾃﾊﾞ ループ利尿剤 ラシックス

61 ﾌﾟﾛﾁﾚﾘﾝ酒石酸塩注　0.5mg　「ﾆﾌﾟﾛ」 ニプロ
下垂体機能検査
延髄小脳変性症・遷延性意識障害治療剤

ヒルトニン

62 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩静注　5mg　「ﾀｲﾖｰ」 武田ﾃﾊﾞ Ｃａ拮抗薬 ワソラン

63 ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝNa点滴静注用　50mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 キャンディン系抗真菌剤 ファンガード

64 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静注用100mg　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 テトラサイクリン系抗生物質 ミノマイシン

65 ﾒﾄﾞﾚﾆｯｸ注 武田ﾃﾊﾞ 高カロリー輸液微量元素製剤 エレメンミック

66 ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用0.5g　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 カルバペネム系抗生物質 メロペン

67 ﾕﾅｽﾋﾟﾝ静注用　1.5ｇ ケミックス ペニシリン系抗生物質 ユナシンS

68 ﾕﾅｽﾋﾟﾝ静注用　3ｇ ケミックス ペニシリン系抗生物質 ユナシンS

69 ﾘﾉﾛｻｰﾙ注射液　2mg（0.4%） わかもと製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 リンデロン
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当院採用の後発医薬品一覧　「外用剤」

                                    薬剤名 販売会社 薬効分類名 先発品名

1 ｱｽﾞﾉｰﾙうがい液　4% 日本新薬 含嗽薬（抗炎症作用）

2
アセトアミノフェン坐剤小児用　200mg
「JG」

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 解熱坐薬 アンヒバ

3 アズラビン点眼液 0.02％ 日本点眼 非ステロイドﾞ性抗炎症点眼剤

4 アネトカインゼリｰ　2% 小林化工 局所麻酔薬 キシロカイン

5 アフタゾロン口腔用軟膏　5g あゆみ製薬 口内炎治療薬 デキサルチン

6 アルピニー坐剤　100mg 久光製薬 解熱坐薬 アンヒバ

7 インテナースパップ　70mg 東光薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系消炎・鎮痛薬パップ剤 イドメシン

8 インドメタシンクリーム　1%　「日医工」 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系消炎・鎮痛薬剤 インテバン

9 ＭＳ温シップ　「タイホウ」 大鵬薬品 鎮痛・消炎温感パップ剤

10 キシロカインポンプスプレー　8％ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 定量噴霧式表面麻酔剤

11 クリンダマイシンゲル　1%　「ｸﾗｼｴ」 クラシエ ざ瘡治療薬 ダラシン

12 クロモグリク酸Ｎａ吸入液　1%　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 喘息治療薬 インタール

13 ケトコナゾールクリーム　2%　「ｲﾜｷ」 岩城製薬 抗真菌薬 ニゾラール

14 ケトチフェン点眼液　「ＳＷ」 沢井製薬 アレルギー性結膜炎治療薬 ザジテン

15 グリセリン浣腸液　30mL 健栄製薬 浣腸剤

15 グリセリン浣腸液　60mL 健栄製薬 浣腸剤

16 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏　0.1%　「ｲﾜｷ」 岩城製薬 抗生物質 ゲンタシン

17 ゲンタマイシン点眼液　0.3%　5mL　「ｲﾜｷ」 岩城製薬 抗生物質 ゲンタシン

18
ジクロフェナクナトリウム坐剤　12.5mg
「ＪＧ」

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 消炎・鎮痛坐薬 ボルタレン

19 ジフェンヒドラミンクリーム　1%　「ﾀｲﾖｰ」 武田ﾃﾊﾞﾌｧｰﾏ 抗ヒスタミン薬 レスタミン

20 ジフルプレドナート軟膏　0.05%　「ＫＮ」 小林化工 副腎皮質ホルモン剤（Ⅱ群）very　strong マイザー

21 硝酸イソソルビドテープ　40mg　「EMEC」 救急薬品工業 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤 フランドルテープ

22 スミルローション　60mL 三笠製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系消炎・鎮痛薬 ナパゲルン

23 ツロブテロールテープ　2mg　「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー 喘息治療薬 ホクナリン

24 デキサンVG軟膏　0.12% 日医工 副腎皮質ホルモン合剤 リンデロン

25
テルビナフィン塩酸塩クリーム　1%
「ｻﾜｲ」

沢井製薬 抗真菌薬 ラミシール

26 ドンペリドン坐剤　10mg 日新製薬 制吐剤 ナウゼリン

27 ドンペリドン坐剤　30mg 日新製薬 制吐剤 ナウゼリン

28 ニトログリセリンテープ　27mg　「ﾄｰﾜ」 東和薬品 経皮吸収型・心疾患治療薬 ニトロダーム

2021年9月現在
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当院採用の後発医薬品一覧　「外用剤」

                                    薬剤名 販売会社 薬効分類名 先発品名

2021年9月現在

29 尿素クリーム　20g　「SUN」 サンファーマ 尿素製剤　 ウレパール

30 ネリコルト坐剤 武田ﾃﾊﾞ 痔疾用薬 ネリプロクト

31 ネリザ軟膏　2g ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 痔疾用薬 ネリプロクト

32 ヒアルロン酸Na点眼液　0.1％　「杏林」 杏林製薬 角結膜上皮障害治療用点眼剤 ヒアレイン

33 ビダラビン軟膏　3%　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 抗ｳｲﾙｽ薬 アラセナA

34
プラノプロフェン点眼液　0.1％　5mL　「日
新」

日新製薬 非ステロイド性抗炎症点眼剤 ニフラン

35 フルオロメトロン0.1%点眼液 日本点眼 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼液 フルメトロン

36
フルルビプロフェンテープ　20mg
「ﾕｰﾄｸ」

祐徳薬品 消炎・鎮痛テープ剤 アドフィード

37 ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩吸入液　0.2%　「ﾀｲﾖ-」 武田ﾃﾊﾞ 去痰薬　気道粘膜溶解薬 ビソルボン

38 プロラノン点眼液　0.1％　　5mL わかもと 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系抗炎症薬 ニフラン

39
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙｸﾘｰﾑ0.064%
「ﾃｲｺｸ」

帝国製薬 副腎皮質ステロイド　very　strong ﾘﾝﾃﾞﾛﾝDP

40
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質油性クリーム0.3%　「日医
工」

日医工 血行促進・皮膚保潤剤 ヒルドイド

41 ポピドンヨード消毒用液　10％　「NP」 ニプロ 消毒剤 イソジン

42 ラタノプロスト点眼液0.005%　「ｻﾜｲ」 沢井製薬 緑内障治療剤 キサラタン

43 リバスチグミンテープ　18mg　「ﾋｻﾐﾂ」 久光製薬 アルツハイマー型認知症治療剤 イクセロン

44 レボフロキサシン点眼液0.5%　5mL　「TOA」 東亜薬品 眼科用抗菌薬 クラビット

45 レボフロキサシン点眼液1.5%　5mL　「ﾆﾌﾟﾛ」 ニプロ 眼科用抗菌薬 クラビット
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