
後発医薬品採用リスト 2021.8月時点

後発品50音順

天理よろづ相談所病院　白川分院

No. 薬効分類名 成分名 先発医薬品名 後発医薬品名 製薬ﾒｰｶｰ名

1 その他の外皮用殺菌消毒剤 クロルヘキシジングルコン酸塩 - ０．０２Ｗ／Ｖ％マスキン水 丸石製薬

2 その他の外皮用殺菌消毒剤 クロルヘキシジングルコン酸塩 - ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 丸石製薬

3 その他の外皮用殺菌消毒剤 クロルヘキシジングルコン酸塩 - ０．１Ｗ／Ｖ％マスキン水 丸石製薬

4 その他の外皮用殺菌消毒剤 クロルヘキシジングルコン酸塩 - ０．５Ｗ／Ｖ％マスキン水 丸石製薬

5 外用サリチル酸系製剤 サリチル酸 - 10%ｻﾘﾁﾙ酸ﾜｾﾘﾝ軟膏東豊 吉田製薬

6 外用サリチル酸系製剤 サリチル酸 - ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 吉田製薬

7 その他の血液代用剤 塩化カリウム - KCL注20mEqｷｯﾄ｢ﾃﾙﾓ｣ テルモ

8 その他の消化器官用薬 デカリニウム塩化物 - ＳＰトローチ0.25%［明治］ Meiji Seikaファルマ

9 その他の抗ウイルス剤 アシクロビル ゾビラックス点滴静注用２５０ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ点滴静注用250mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬

10 その他の含嗽剤 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 - アズノールうがい液４％ 日本新薬

11 その他の無機質製剤 Ｌ－アスパラギン酸カリウム - ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ｢ﾃﾙﾓ｣ テルモ

12 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 アデノシン - ｱﾃﾞﾉｼﾝ負荷用静注60mgｼﾘﾝｼﾞ｢FRI｣ 富士フィルム富山化学

13 エピネフリン製剤 アドレナリン - ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ注0.1%ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ テルモ

14 アトロピン系製剤 アトロピン硫酸塩水和物 - ｱﾄﾛﾋﾟﾝ注0.05%ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ テルモ

15 鎮吐剤 アプレピタント イメンドカプセル１２５ｍｇ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ125mg｢NK｣ 日本化薬

16 鎮吐剤 アプレピタント イメンドカプセル８０ｍｇ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ80mg｢NK｣ 日本化薬

17 その他の不整脈用剤 アミオダロン塩酸塩 アンカロン注１５０ ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩静注150mg｢TE｣ ｱｽﾃﾗｽ製薬

18 その他の不整脈用剤 アミオダロン塩酸塩 アンカロン錠１００ｍｇ ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠100mg｢TE｣ ｱｽﾃﾗｽ製薬

19 その他の不整脈用剤 アミオダロン塩酸塩 - ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠50mg｢TE｣ ｱｽﾃﾗｽ製薬

20 その他の循環器官用薬 アルプロスタジル　アルファデクス 注射用プロスタンディン２０ ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ注射用20μg｢ 高田製薬

21 その他の循環器官用薬 アルプロスタジル パルクス注１０μｇ（シン） ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ注10μg｢武田ﾃﾊﾞ｣ 武田テバ

22 アロプリノール製剤 アロプリノール - アロプリノール錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ニプロESファーマ

23 その他の去たん剤 アンブロキソール塩酸塩 ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放OD錠45mg｢ｻﾜ 沢井製薬

24 その他のＸ線造影剤 イオヘキソール (緊)オムニパーク３００注100ml ｲｵﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ100mL 富士製工－造

25 その他のＸ線造影剤 イオヘキソール オムニパーク350注シリンジ ｲｵﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ100mL 富士製工－造

26 その他のＸ線造影剤 イオパミドール イオパミロン注３００ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ300注100ml｢F｣ 富士製工－造

27 その他のＸ線造影剤 イオパミドール イオパミロン注３００ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ300注20ml｢F｣ 富士製工－造

28 その他のＸ線造影剤 イオパミドール イオパミロン注３００ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ300注50ml｢F｣ 富士製工－造

29 その他のＸ線造影剤 イオパミドール イオパミロン注３００シリンジ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ300注ｼﾘﾝｼﾞ100ml｢F｣ 富士製工－造

30 その他のＸ線造影剤 イオパミドール イオパミロン注３７０ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注100ml｢F] 富士製工－造

31 その他のＸ線造影剤 イオパミドール - ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注20ml｢F] 富士製工－造

32 その他のＸ線造影剤 イオパミドール イオパミロン注３７０ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注50ml｢F] 富士製工－造

33 その他のＸ線造影剤 イオパミドール イオパミロン注３７０シリンジ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注ｼﾘﾝｼﾞ100ml｢F｣ 富士製工－造

34 その他のＸ線造影剤 イオパミドール イオパミロン注３７０シリンジ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注ｼﾘﾝｼﾞ80ml｢F｣ 富士製工－造

35 その他の利尿剤 イソソルビド - ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ内服ｾﾞﾘｰ70%分包30G 日医工

36 その他の化学療法剤 イトラコナゾール イトリゾール内服液１％ ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ内用液1%｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

37 その他の抗悪性腫瘍用剤 イマチニブメシル酸塩 グリベック錠１００ｍｇ ｲﾏﾁﾆﾌﾞ錠100mg｢DSEP｣ 第一三共

38 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） 溶性ピロリン酸第二鉄 - インクレミンシロップ５％ アルフレッサファーマ

39 すい臓ホルモン剤 インスリングラルギン（遺伝子組換え）［インスリングラルギン後続１］ - ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注ｶｰﾄ｢ﾘﾘｰ｣ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ

40 すい臓ホルモン剤 インスリングラルギン（遺伝子組換え）［インスリングラルギン後続２］ ランタス注ソロスター３００ ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注ｷｯﾄ｢FFP｣ 富士フィルム富山化学

41 その他の消化器官用薬 インフリキシマブ（遺伝子組換え）［インフリキシマブ後続１］ レミケード点滴静注用１００ ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注用100mg｢NK｣ 日本化薬

42 その他の抗悪性腫瘍用剤 エキセメスタン アロマシン錠２５ｍｇ ｴｷｾﾒｽﾀﾝ錠25mg｢ﾃﾊﾞ｣ 武田薬品

43 その他の健胃消化剤 サナクターゼ配合剤 - エクセラーゼ配合錠 Meiji Seikaファルマ

44 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 エスゾピクロン ルネスタ錠１ｍｇ エスゾピクロン錠１ｍｇ「明治」 Meiji Seikaファルマ

45 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 エスゾピクロン ルネスタ錠２ｍｇ エスゾピクロン錠２ｍｇ「明治」 Meiji Seikaファルマ

46 その他の代謝性医薬品 エタネルセプト（遺伝子組換え）［エタネルセプト後続１］ ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgﾍﾟﾝ0.5mL ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注25mgﾍﾟﾝ0.5mL｢M あゆみ製薬

47 その他の代謝性医薬品 エタネルセプト（遺伝子組換え）［エタネルセプト後続１］ エンブレル皮下注50mgペン ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注50mgﾍﾟﾝ1.0mL｢M あゆみ製薬

48 その他の中枢神経系用薬 エダラボン ﾗｼﾞｶｯﾄ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ30mg ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ点滴静注30mgﾊﾞｯｸﾞ｢DSEP｣ 第一三共

49 その他の中枢神経系用薬 エダラボン ﾗｼﾞｶｯﾄ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ30mg ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ30mg 日医工

50 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 エトポシド ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注100mg｢ﾀｲﾖｰ｣ 武田テバ

51 バリウム塩製剤 硫酸バリウム - エネマスター注腸散 伏見製薬

52 アントラサイクリン系抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩 ファルモルビシンRTU注射液10mg ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液10mg/5mL｢N 日本化薬

53 アントラサイクリン系抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩 ファルモルビシンRTU注射液50mg ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液50mg/25mL｢ 日本化薬

54 アントラサイクリン系抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用10mg｢NK｣ 日本化薬

55 アントラサイクリン系抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩 ファルモルビシン注射用５０ｍｇ ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用50mg｢NK｣ 日本化薬

56 その他の抗悪性腫瘍用剤 オキサリプラチン ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注液100mg ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液100mg｢NK｣ 日本化薬

57 その他のホルモン剤 オクトレオチド酢酸塩 サンドスタチン注射液１００μｇ ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩皮下注100μg｢ｻﾝﾄ サンド

58 その他のホルモン剤 オクトレオチド酢酸塩 サンドスタチン注射液５０μｇ ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩皮下注50μg｢ｻﾝﾄﾞ サンド

59 その他の消化性潰瘍用剤 オメプラゾールナトリウム オメプラール注用２０ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ注射用20mg｢日医工｣ 日医工

60 その他のアレルギー用薬 オロパタジン塩酸塩 アレロック錠５ ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢YD｣ 陽進堂

61 その他の抗悪性腫瘍用剤 カルボプラチン パラプラチン注射液 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液150mg｢NK｣ 日本化薬

62 その他の抗悪性腫瘍用剤 カルボプラチン パラプラチン注射液４５０ｍｇ ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液450mg｢NK｣ 日本化薬

63 その他の抗悪性腫瘍用剤 カルボプラチン パラプラチン注射液５０ｍｇ ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液50mg｢NK｣ 日本化薬

64 アニリン系製剤 アセトアミノフェン - カロナールシロップ２％ あゆみ製薬

65 アニリン系製剤 アセトアミノフェン - カロナール錠２００ あゆみ製薬
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66 アニリン系製剤 アセトアミノフェン - カロナール錠５００ あゆみ製薬

67 キシリジン系製剤 リドカイン塩酸塩 - キシロカイン注シリンジ１％ アスペンジャパン

68 その他の精神神経用剤 クエチアピンフマル酸塩 セロクエル１００ｍｇ錠 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

69 その他の精神神経用剤 クエチアピンフマル酸塩 セロクエル２５ｍｇ錠 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

70 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） クエン酸第一鉄ナトリウム フェロミア錠50mg（B) ｸｴﾝ酸第一鉄Na錠50mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬

71 鎮吐剤 グラニセトロン塩酸塩 ｶｲﾄﾘﾙ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL｢ 光製薬

72 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 クラリスロマイシン ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ･ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10%小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝDS10%小児用｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬

73 その他の循環器官用薬 濃グリセリン・果糖 グリセオール注 ｸﾞﾘｾﾘﾝ・果糖配合点滴静注｢HK｣ 光製薬

74 外用抗生物質製剤 クリンダマイシンリン酸エステル ダラシンＴゲル１％ ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝｹﾞﾙ1%｢ｸﾗｼｴ｣ クラシエ製薬

75 その他の血液代用剤 維持液（ブドウ糖加） フィジオ３５輸液 グルアセト３５注 共和クリティケア

76 その他の血液・体液用薬 クロピドグレル硫酸塩 - ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠50mg｢EE｣ 日医工

77 その他の眼科用剤 クロモグリク酸ナトリウム インタール吸入液１％ ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸Na点眼液2%｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

78 その他の抗悪性腫瘍用剤 ゲフィチニブ イレッサ錠２５０ ｹﾞﾌｨﾁﾆﾌﾞ錠250mg｢DSEP｣ 第一三共

79 セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む） 酸化セルロース - ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ Ｊ＆Ｊ

80 セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む） 酸化セルロース - ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ Ｊ＆Ｊ

81 セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む） 酸化セルロース - ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ(綿型) Ｊ＆Ｊ

82 その他の眼科用剤 シアノコバラミン サンコバ点眼液０．０２％ ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ点眼液0.02%｢日点｣ 日本点眼薬研究所

83 その他の眼科用剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム - シェルガン０．５眼粘弾剤 参天製薬

84 その他の耳鼻科用剤 ジオクチルソジウムスルホサクシネート - ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用液5% セオリアファーマ

85 その他の代謝性医薬品 シクロスポリン - ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ細粒17%｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

86 その他の抗悪性腫瘍用剤 シスプラチン ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液10mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

87 その他の抗悪性腫瘍用剤 シスプラチン - ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液25mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

88 その他の抗悪性腫瘍用剤 シスプラチン - ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液50mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

89 シトシン系製剤 シタラビン キロサイドＮ注１ｇ ｼﾀﾗﾋﾞﾝ点滴静注液1g｢ﾃﾊﾞ｣ 武田テバ

90 シトシン系製剤 シタラビン キロサイドＮ注４００ｍｇ ｼﾀﾗﾋﾞﾝ点滴静注液400mg｢ﾃﾊﾞ｣ 武田テバ

91 冠血管拡張剤 ジピリダモール - ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ散12.5%｢JG｣ 日本ジェネリック

92 ピリドンカルボン酸系製剤 シプロフロキサシン シプロキサン注４００ｍｇ ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注液400mg｢ﾆﾌﾟﾛ ニプロファーマ

93 その他の代謝性医薬品 シベレスタットナトリウム水和物 注射用エラスポール１００ ｼﾍﾞﾚｽﾀｯﾄNa点滴静注用100mg｢ﾃﾊﾞ｣ 武田テバ

94 その他の消化性潰瘍用剤 スクラルファート水和物 アルサルミン内服液１０％ ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ内用液10%｢ﾀｲﾖｰ｣ 武田テバ

95 抗アルドステロン製剤 スピロノラクトン アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾃﾊﾞ｣ 武田テバ

96 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ スルバシリン静注用１．５ｇ Meiji Seikaファルマ

97 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム - スルバシリン静注用３ｇ Meiji Seikaファルマ

98 冠血管拡張剤 ニフェジピン - セパミット細粒 日本ジェネリック

99 セフェム系抗生物質製剤 セファゾリンナトリウム セファメジンα注射用１ｇ ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa注射用1g｢ﾀｲﾖｰ｣ 武田テバ

100 セフェム系抗生物質製剤 セファゾリンナトリウム セファメジンα点滴用キット1ｇ ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂ 大塚製薬

101 セフェム系抗生物質製剤 セフェピム塩酸塩水和物 注射用マキシピーム１ｇ ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩静注用1g｢CMX｣ ケミックス

102 セフェム系抗生物質製剤 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 フロモックス錠１００ｍｇ ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢ﾄｰﾜ 東和薬品

103 セフェム系抗生物質製剤 セフタジジム水和物 モダシン静注用１ｇ ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ静注用1g｢日医工｣ 日医工

104 セフェム系抗生物質製剤 セフメタゾールナトリウム - ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa静注用1g｢NP｣ ニプロファーマ

105 セフェム系抗生物質製剤 セフメタゾールナトリウム セファメジンα点滴用キット1ｇ ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ1g ニプロファーマ

106 その他の全身麻酔剤 セボフルラン セボフレン セボフルラン吸入麻酔液｢ﾏｲﾗﾝ」 ファイザー

107 その他の解熱鎮痛消炎剤 セレコキシブ セレコックス錠１００ｍｇ ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠100mg｢YD｣ 陽進堂

108 植物性製剤 センノシド - ｾﾝﾉｼｲﾄﾞ顆粒8%｢日医工｣ 日医工

109 脳下垂体前葉ホルモン製剤 ソマトロピン（遺伝子組換え） - ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝBS皮下注10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ｼｭｱﾊﾟ サンド

110 その他の代謝性医薬品 ゾレドロン酸水和物 - ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸点滴静注4mg/100mLﾊﾞｯｸ 日本化薬

111 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム ゾシン静注用２．２５ ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用2.25｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

112 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム ゾシン静注用２．２５ ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用2.25｢明治｣ Meiji Seikaファルマ

113 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム ゾシン静注用４．５ ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5｢明治｣ Meiji Seikaファルマ

114 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム ｿﾞｼﾝ配合点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ4.5 ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ4.5｢ ファイザー

115 その他の中枢神経系用薬 タルチレリン水和物 セレジスト錠５ｍｇ タルチレリン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック

116 ヘパリン製剤 ダルテパリンナトリウム - ﾀﾞﾙﾃﾊﾟﾘﾝNa静注3000単位/12mLｼﾘﾝ ニプロ

117 その他の代謝性医薬品 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） ﾈｽﾌﾟ注射液30μgﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注30μgｼﾘﾝｼﾞ｢KKF 協和発酵キリン

118 その他の代謝性医薬品 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） ﾈｽﾌﾟ注射液60μgﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注60μgｼﾘﾝｼﾞ｢KKF 協和発酵キリン

119 その他の鎮けい剤 チザニジン塩酸塩 テルネリン錠１ｍｇ チザニジン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品

120 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの テイコプラニン 注射用タゴシッド２００ｍｇ ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ点滴静注用200mg｢NP｣ ニプロファーマ

121 キサンチン系製剤 テオフィリン - ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放DS小児用20%「ｻﾜ」 沢井製薬

122 キサンチン系製剤 テオフィリン - テオロング錠１００ｍｇ エーザイ

123 キサンチン系製剤 テオフィリン - テオロング錠２００ｍｇ エーザイ

124 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 デクスメデトミジン塩酸塩 ﾌﾟﾚｾﾃﾞｯｸｽ静注液200μg/50mLｼﾘﾝｼ ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ静注液200μg/50mLｼ ニプロファーマ

125 その他のアルキル化剤 テモゾロミド テモダールカプセル１００ｍｇ ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ錠100mg｢NK｣ 日本化薬

126 その他のアルキル化剤 テモゾロミド テモダールカプセル２０ｍｇ テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

127 その他のホルモン剤 デュタステリド アボルブカプセル0.5mg ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5mgAV｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ニプロファーマ

128 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 テリパラチド（遺伝子組換え）［テリパラチド後続１］ フォルテオ皮下注ｷｯﾄ600μg ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞBS皮下注ｷｯﾄ600μg｢ﾓﾁﾀﾞ 持田製薬

129 その他の血圧降下剤 テルミサルタン - ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠20mg｢杏林｣ 杏林製薬

130 その他の血圧降下剤 テルミサルタン ミカルディス錠４０ｍｇ ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠40mg｢杏林｣ 杏林製薬

131 その他の解熱鎮痛消炎剤 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン トラムセット配合錠 トアラセット配合錠「武田テバ」 武田テバ
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132 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル - ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注20mg/1mL｢ﾆﾌﾟﾛ｣ 日本化薬

133 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル - ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注80mg/4mL｢ﾆﾌﾟﾛ｣ 日本化薬

134 その他の抗パーキンソン剤 レボドパ・カルビドパ水和物 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L100 ドパコール配合錠Ｌ５０ 扶桑薬品

135 その他の強心剤 ドパミン塩酸塩 - ドパミン塩酸塩点滴静注液 ファイザー

136 その他の強心剤 ドブタミン塩酸塩 ドブトレックス注射液１００ｍｇ ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ点滴静注液100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

137 その他の強心剤 ドブタミン塩酸塩 - ドブポン０．３％注シリンジ 協和発酵キリン

138 その他の抗悪性腫瘍用剤 トラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続１］ ハーセプチン注射用１５０ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用150mg｢CTH セルトリオン

139 その他の利尿剤 トラセミド - トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 ｱｽﾃﾗｽ製薬

140 その他の利尿剤 トラセミド ルプラック錠８ｍｇ トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」 ｱｽﾃﾗｽ製薬

141 抗プラスミン剤 トラネキサム酸 - ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品

142 その他の代謝性医薬品 ナファモスタットメシル酸塩 - ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩注射用100mg 陽進堂

143 その他の血圧降下剤 ニカルジピン塩酸塩 - ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩注25mg｢ﾀｲﾖｰ｣ 武田テバ

144 その他の血圧降下剤 ニカルジピン塩酸塩 ペルジピン注射液２ｍｇ ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩注2mg｢ﾀｲﾖｰ｣ 武田テバ

145 腹膜透析用剤 腹膜透析液 - ニコペリック腹膜透析液 テルモ

146 腹膜透析用剤 腹膜透析液 - ニコペリック腹膜透析液 テルモ

147 腹膜透析用剤 腹膜透析液 - ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液(排液ﾊﾞｯｸﾞ付) テルモ

148 腹膜透析用剤 腹膜透析液 - ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液(排液ﾊﾞｯｸﾞ付) テルモ

149 冠血管拡張剤 ニコランジル シグマート注１２ｍｇ ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ点滴静注用12mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬

150 冠血管拡張剤 ニコランジル シグマート注４８ｍｇ ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ点滴静注用48mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬

151 冠血管拡張剤 ニトログリセリン ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍｌ ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ静注5mg/10ml｢TE｣ ｱｽﾃﾗｽ製薬

152 冠血管拡張剤 ニトログリセリン - ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ点滴静注50mg/100ml ｱｽﾃﾗｽ製薬

153 冠血管拡張剤 ニトログリセリン - ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 日本化薬

154 その他の血液・体液用薬 アスピリン - バイアスピリン錠１００ｍｇ バイエル薬品

155 その他の外皮用殺菌消毒剤 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 - ハイジール消毒用液１０％ 丸石製薬

156 その他の外皮用殺菌消毒剤 チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール - ハイポエタノール液2%「ｹﾝｴｰ」 健栄製薬

157 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル タキソール注射液100ｍｇ ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注100mg/16.7mL｢NK｣ 日本化薬

158 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル タキソール注射液30ｍｇ ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注30mg/5mL｢NK｣ 日本化薬

159 造影補助剤 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 - バロス発泡顆粒－Ｓ 堀井薬工

160 その他の精神神経用剤 ハロペリドール - ハロペリドール錠3ｍｇ｢ﾖｼﾄﾐ｣ 吉冨製薬

161 バンコマイシン製剤 バンコマイシン塩酸塩 塩酸バンコマイシン散0.5g ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩散0.5g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

162 バンコマイシン製剤 バンコマイシン塩酸塩 - ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用0.5 Meiji Seikaファルマ

163 バンコマイシン製剤 バンコマイシン塩酸塩 - ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用1.0 Meiji Seikaファルマ

164 その他の眼科用剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム - ﾋｱﾙﾛﾝ酸NA0.85眼粘弾剤1% 参天製薬

165 その他の眼科用剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム オペガン１．１眼粘弾剤１％ ﾋｱﾙﾛﾝ酸NA1.1眼粘膜弾剤1％MV 千寿製薬

166 活性生菌製剤 耐性乳酸菌 - ビオフェルミンＲ散 大正製薬

167 その他の下剤、浣腸剤 ピコスルファートナトリウム水和物 ラキソベロン内用液0.75% ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa内用液0.75%｢武田ﾃﾊﾞ 武田テバ

168 その他の眼科用剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム - ビスコート 日本アルコン

169 その他の混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤(ﾋﾞﾀﾐﾝA･D混合製剤を除く) 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 - ビタジェクト テルモ

170 ビタミンＢ６剤 ピリドキシン塩酸塩 - ビタミンＢ６錠３０ｍｇ 富士製薬工業

171 チアジド系製剤 ヒドロクロロチアジド - ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ錠２５ｍｇ 東和薬品

172 その他の強心剤 ピモベンダン アカルディカプセル１．２５ ピモベンダン錠1.25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬

173 ビタミンＢ６剤 ピリドキサールリン酸エステル水和物 - ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ注30mg｢杏林｣ 杏林製薬

174 その他の血液・体液用薬 フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続１］ グランシリンジ１５０ ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑBS注150μgｼﾘﾝｼﾞ｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 持田製薬

175 その他の血液・体液用薬 フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続１］ グランシリンジＭ３００ ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑBS注300μgｼﾘﾝｼﾞ｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 持田製薬

176 その他の血液・体液用薬 フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続１］ グランシリンジ７５ ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑBS注75μgｼﾘﾝｼﾞ｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 持田製薬

177 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 フェルビナク - ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸｽﾁｯｸ軟膏３％｢三笠｣ 三笠製薬

178 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 フェルビナク - ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ外用ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ3%三笠 三笠製薬

179 その他の合成麻薬 フェンタニルクエン酸塩 ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注射薬0.1mg「三共」0.005 ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注射液0.1mg｢ﾃﾙﾓ｣ テルモ-麻

180 その他の合成麻薬 フェンタニルクエン酸塩 - ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注射液0.5mg「ﾃﾙﾓ」 テルモ-麻

181 その他の呼吸器官用薬 ブデソニド パルミコート吸入液０．２５ｍｇ ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ吸入液0.25mg｢武田ﾃﾊﾞ｣ 武田テバ

182 その他の呼吸器官用薬 ブデソニド パルミコート吸入液０．５ｍｇ ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ吸入液0.5mg｢武田ﾃﾊﾞ｣ 武田テバ

183 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール ルナベル配合錠LD フリウェル配合錠ＬＤ｢モチダ｣ 持田製薬

184 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール ルナベル配合錠LD ﾌﾘｳｪﾙ配合錠ULD｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 持田製薬

185 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く) フルオレセイン - フルオレサイト静注５００ｍｇ ノバルティスＰ

186 その他の化学療法剤 フルコナゾール ジフルカンカプセル１００ｍｇ ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬

187 その他の耳鼻科用剤 フルチカゾンプロピオン酸エステル - ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ点鼻液50μ 大日本住友製薬

188 その他の呼吸促進剤 フルマゼニル アネキセート注射液０．５ｍｇ ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ静注液0.5mg｢ﾃﾊﾞ｣ 武田テバ

189 プレドニゾロン系製剤 プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム - プレドネマ注腸２０ｍｇ 杏林製薬

190 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く) フルオレセイン - フローレス試験紙 あゆみ製薬

191 その他の毛髪用剤 カルプロニウム塩化物 - フロジン外用液5% 第一三共

192 その他の利尿剤 フロセミド - フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 日医工

193 その他の利尿剤 フロセミド - フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ

194 その他の血圧降下剤 プロプラノロール塩酸塩 - ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ60mg｢ 沢井製薬

195 その他の全身麻酔剤 プロポフォール １％ディプリバン注 ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ静注1%20ml｢ﾏﾙｲｼ｣ 丸石製薬

196 その他の全身麻酔剤 プロポフォール - ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ静注2%50ml｢ﾏﾙｲｼ｣ 丸石製薬

197 その他の眼科用剤 ブロムフェナクナトリウム水和物 ブロナック点眼液0.1% ﾌﾞﾛﾑﾌｪﾅｸNa点眼液0.1%｢ﾆｯﾄｰ｣ 日東メディック
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198 ブロムヘキシン製剤 ブロムヘキシン塩酸塩 ビソルボン吸入液０．２％ ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩吸入液0.2%｢ﾀｲﾖｰ｣ 武田テバ

199 その他の精神神経用剤 ブロムペリドール - ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠1mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬

200 その他の精神神経用剤 ブロムペリドール - ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬

201 冠血管拡張剤 ベニジピン塩酸塩 コニール錠４ ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢YD｣ 陽進堂

202 その他の抗悪性腫瘍用剤 ベバシズマブ（遺伝子組換え）［ベバシズマブ後続１］ アバスチン点滴静注用100mg/4ml ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注100mg｢ﾌｧｲｻ ファイザー

203 その他の抗悪性腫瘍用剤 ベバシズマブ（遺伝子組換え）［ベバシズマブ後続１］ アバスチン点滴静注用400mg/16ml ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注400mg｢ﾌｧｲｻ ファイザー

204 ヘパリン製剤 ヘパリンナトリウム - ﾍﾊﾟﾌｨﾙﾄﾞ透析用250単位/mLｼﾘﾝｼﾞ2 ジェイエムエス

205 ヘパリン製剤 ヘパリンカルシウム - ﾍﾊﾟﾘﾝCa皮下注1万単位/0.4mL 沢井製薬

206 ヘパリン製剤 ヘパリンカルシウム - ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2mLｼ 持田製薬

207 その他の血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質 - ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用ｽﾌﾟﾚｰ0.3%｢日 日医工

208 その他の血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質 - ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用泡状ｽﾌﾟﾚｰ0.3% サンファーマ

209 その他の代謝拮抗剤 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 アリムタ注射用１００ｍｇ ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液100mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品

210 その他の代謝拮抗剤 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 アリムタ注射用５００ｍｇ ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液500mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品

211 その他の循環器官用薬 ボセンタン水和物 トラクリア錠６２．５ｍｇ ﾎﾞｾﾝﾀﾝ錠62.5mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬

212 その他の含嗽剤 ポビドンヨード イソジンガーグル液７％ ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｶﾞｰｸﾞﾙ液7%｢明治｣ Meiji Seikaファルマ

213 ヨウ素化合物 ポビドンヨード イソジンゲル10％ ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｹﾞﾙ10%｢明治｣ Meiji Seikaファルマ

214 ヨウ素化合物 ポビドンヨード イソジンスクラブ液７．５％ ポビドンヨードスクラブ液7.5% 健栄製薬

215 ヨウ素化合物 ポビドンヨード イソジン液１０％ ポビドンヨード消毒液10％｢ｹﾝｴｰ｣ 健栄製薬

216 配合剤 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム - マーロックス懸濁用配合顆粒 サノフィ

217 無機塩製剤 酸化マグネシウム - マグミット錠３３０ｍｇ 日本新薬

218 その他の主としてカビに作用するもの ミカファンギンナトリウム ファンガード点滴用50ｍｇ ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝNa点滴静注用50mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ニプロファーマ

219 ベンゾジアゼピン系製剤 ミダゾラム ドルミカム注 ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ注射液10mg｢ﾃﾊﾞ｣ 武田テバ

220 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ミノサイクリン塩酸塩 - ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100｢日医工｣ 日医工

221 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ミノサイクリン塩酸塩 ミノマイシン錠５０ｍｇ ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢日医工｣ 日医工

222 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ミノサイクリン塩酸塩 - ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静注用100mg 日医工

223 その他の精神神経用剤 ミルタザピン - ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」 Meiji Seikaファルマ

224 その他の強心剤 ミルリノン ミルリーラ注射液１０ｍｇ ﾐﾙﾘﾉﾝ静注液10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ 武田テバ

225 ビタミンＢ１２剤 メコバラミン - メチコバール錠５００μｇ エーザイ

226 バッカク類製剤 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 - ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ注0.2mg｢あすか｣ あすか製薬

227 ジギタリス製剤 メチルジゴキシン ラニラピッド錠０．１ｍｇ ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.1mg｢ﾀｲﾖｰ｣ 武田テバ

228 その他の代謝性医薬品 メトトレキサート リウマトレックスカプセル２ｍｇ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢日医工｣ 日医工

229 その他の無機質製剤 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 エレメンミック注 メドレニック注 武田テバ

230 その他の中枢神経系用薬 メマンチン塩酸塩 メマリー錠２０ｍｇ ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩OD錠20mg｢明治｣ Meiji Seikaファルマ

231 その他の中枢神経系用薬 メマンチン塩酸塩 メマリー錠５ｍｇ ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩OD錠5mg｢明治｣ Meiji Seikaファルマ

232 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの メロペネム水和物 メロペン点滴用バイアル０．５ｇ ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用0.5g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

233 モルヒネ系製剤 モルヒネ硫酸塩水和物 - モルペス細粒２％ 藤本製薬－麻

234 モルヒネ系製剤 モルヒネ硫酸塩水和物 - モルペス細粒６％ 藤本製薬－麻

235 植物性製剤 センナエキス - ヨーデルＳ糖衣錠－８０ 藤本製薬

236 その他の代謝性医薬品 ラクツロース モニラック・シロップ６５％ ラクツロースシロップ65%「ﾀｶﾀ」 日本化薬

237 その他の消化性潰瘍用剤 ランソプラゾール タケプロンＯＤ錠１５ ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢武田ﾃﾊﾞ｣ 武田テバ

238 その他の精神神経用剤 リスペリドン リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL｢ﾀｶﾀ｣ 高田製薬

239 その他の抗悪性腫瘍用剤 リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続１］ リツキサン点滴静注100ｍｇ ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注100mg｢KHK｣ 協和発酵キリン

240 その他の抗悪性腫瘍用剤 リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続１］ リツキサン点滴静注500ｍｇ ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注500mg｢KHK｣ 協和発酵キリン

241 キシリジン系製剤 リドカイン ペンレステープ18mg ﾘﾄﾞｶｲﾝﾃｰﾌﾟ18mg｢YP｣ メディキット

242 その他の不整脈用剤 リドカイン塩酸塩 - ﾘﾄﾞｶｲﾝ静注用2%ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ テルモ

243 キシリジン系製剤 リドカイン - リドカイン点滴静注液1％｢ﾀｶﾀ」 高田製薬

244 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 リトドリン塩酸塩 ウテメリン注５０ｍｇ ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ塩酸塩点滴静注液50mg｢日 日医工

245 その他の合成抗菌剤 リネゾリド ザイボックス錠６００ｍｇ リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 Meiji Seikaファルマ

246 その他の合成抗菌剤 リネゾリド (緊)ザイボックス注射液600mg ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ点滴静注液600mg｢日医工｣ 日医工

247 リファンピシン製剤 リファンピシン - ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ サンド

248 その他のホルモン剤 リュープロレリン酢酸塩 ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ注射用ｷｯﾄ1.88 ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用ｷｯﾄ1.88 ニプロファーマ

249 その他のホルモン剤 リュープロレリン酢酸塩 ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ注射用ｷｯﾄ3.75mg ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用ｷｯﾄ3.75 ニプロファーマ

250 その他の中枢神経系用薬 リルゾール リルテック錠５０ リルゾール錠50mg「ﾀﾅﾍﾞ」 ニプロESファーマ

251 その他の消化性潰瘍用剤 レバミピド ムコスタ錠１００MG ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣ 大塚製薬

252 その他のアレルギー用薬 レボセチリジン塩酸塩 ザイザル錠５ｍｇ ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢YD｣ 陽進堂

253 ピリドンカルボン酸系製剤 レボフロキサシン水和物 - ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝOD錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品

254 ピリドンカルボン酸系製剤 レボフロキサシン水和物 クラビット錠５００ｍｇ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品

255 ピリドンカルボン酸系製剤 レボフロキサシン水和物 クラビット点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ500mg/1 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ500mg/10 第一三共

256 その他の解毒剤 レボホリナートカルシウム アイソボリン点滴静注１００ｍｇ ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用100mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品

257 その他の解毒剤 レボホリナートカルシウム アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用25mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品

258 その他の合成麻薬 レミフェンタニル塩酸塩 (限)アルチバ静注用５ｍｇ ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ静注用5mg｢第一三共｣ 第一三共-麻

259 その他の解熱鎮痛消炎剤 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニン錠６０ｍｇ ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢武田ﾃﾊﾞ｣ 武田テバ

260 その他の骨格筋弛緩剤 ロクロニウム臭化物 ｴｽﾗｯｸｽ静注50mg/5.0mL ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物静注液50mg/5.0mL｢ﾏ 丸石製薬

261 その他の高脂血症用剤 ロスバスタチンカルシウム クレストール錠２．５ｍｇ ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝOD錠2.5mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬

262 その他の高脂血症用剤 ロスバスタチンカルシウム クレストール錠５ｍｇ ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝOD錠5mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬

263 ベンゾジアゼピン系製剤 ロラゼパム ワイパックス錠０．５ｍｇ ロラゼパム錠０．５ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬
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後発品50音順

No. 薬効分類名 成分名 先発医薬品名 後発医薬品名 製薬ﾒｰｶｰ名

264 ベンゾジアゼピン系製剤 ロラゼパム ワイパックス錠１．０ｍｇ ロラゼパム錠１ｍｇ｢サワイ｣ 沢井製薬

265 その他のアレルギー用薬 ロラタジン クラリチン錠１０ｍｇ ロラタジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬

266 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム ｽﾙﾍﾟﾗｿﾞﾝｷｯﾄ静注用1g ﾜｲｽﾀｰﾙ配合点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ ニプロファーマ

267 無機塩製剤 酸化マグネシウム - 酸化マグネシウム錠250mg｢ﾖｼﾀﾞ｣ 吉田製薬

268 生理食塩液類 生理食塩液 - 生食注ｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL 大塚製薬

269 生理食塩液類 生理食塩液 - 生食注シリンジ「テルモ」５ｍＬ テルモ

270 生理食塩液類 生理食塩液 - 大塚生食注２ポート１００ｍｌ 大塚製薬

271 その他の循環器官用薬 沈降炭酸カルシウム カルタン錠５００ 沈降炭酸カルシウム錠「三和」 三和化学
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