
採用後発医薬品リスト（薬効分類順） 2021年9月現在

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 その他の全身麻酔剤 プロポフォール １％ディプリバン注 プロポフォール５００ｍｇ５０ｍＬ注射液 丸石

2 ベンゾジアゼピン系製剤 トリアゾラム ハルシオン０．２５ｍｇ錠 トリアゾラム０．２５ｍｇ錠 辰巳

3 ベンゾジアゼピン系製剤 フルニトラゼパム サイレース錠２ｍｇ フルニトラゼパム２ｍｇ錠 共和薬工

4 ベンゾジアゼピン系製剤 ブロチゾラム レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム０．２５ｍｇ口腔内崩壊錠 武田テバ

5 ベンゾジアゼピン系製剤 ブロマゼパム レキソタン錠２ ブロマゼパム２ｍｇ錠 日本ジェネリック

6 ベンゾジアゼピン系製剤 ミダゾラム ドルミカム注射液１０ｍｇ ミダゾラム１０ｍｇ２ｍＬ注射液 サンド

7 ベンゾジアゼピン系製剤 ロラゼパム ワイパックス錠０．５ ロラゼパム０．５ｍｇ錠 沢井製薬

8 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 ゾピクロン アモバン錠１０ ゾピクロン１０ｍｇ錠 東和薬品

9 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 ゾルピデム酒石酸塩 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

10 その他の抗てんかん剤 ゾニサミド エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド１００ｍｇ錠 共和薬品

11 その他の抗てんかん剤 バルプロ酸ナトリウム デパケンシロップ５％ バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」 第一三共

12 その他の抗てんかん剤 バルプロ酸ナトリウム デパケンＲ錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム１００ｍｇ徐放錠 東和薬品

13 その他の抗てんかん剤 バルプロ酸ナトリウム デパケン細粒２０％ バルプロ酸ナトリウム２０％細粒 エルメッドエーザイ

14 その他の抗てんかん剤 バルプロ酸ナトリウム セレニカＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム２００ｍｇ徐放錠 東和薬品

15 アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 アセトアミノフェン アルピニー坐剤２００ アセトアミノフェン２００ｍｇ坐剤 日本ジェネリック

16 アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 アセトアミノフェン カロナール細粒２０％ あゆみ製薬

17 アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 アセトアミノフェン カロナール錠２００ あゆみ製薬

18 アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 アセトアミノフェン カロナール錠５００ あゆみ製薬

19 フェニル酢酸系製剤 ジクロフェナクナトリウム ボルタレンサポ１２．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム１２．５ｍｇ坐剤 日本ジェネリック

20 フェニル酢酸系製剤 ジクロフェナクナトリウム ボルタレンサポ２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム２５ｍｇ坐剤 日本ジェネリック

21 フェニル酢酸系製剤 ジクロフェナクナトリウム ボルタレン錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム２５ｍｇ錠 沢井製薬

22 フェニル酢酸系製剤 ジクロフェナクナトリウム ボルタレンサポ５０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム５０ｍｇ坐剤 日本ジェネリック

23 その他の解熱鎮痛消炎剤 エトドラク オステラック錠２００ エトドラク２００ｍｇ錠 日本ジェネリック

24 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 セレコキシブ１００ｍｇ錠 第一三共エスファ

25 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「トーワ」 東和薬品

26 その他の解熱鎮痛消炎剤 メロキシカム モービック錠１０ｍｇ メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ

27 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 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

28 アマンタジン製剤 アマンタジン塩酸塩 シンメトレル錠５０ｍｇ アマンタジン塩酸塩５０ｍｇ錠 沢井製薬

29 その他の抗パーキンソン剤 ドロキシドパ ドロキシドパ１００ｍｇカプセル 日医工

30 その他の抗パーキンソン剤 プラミペキソール塩酸塩水和物 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品

31 その他の抗パーキンソン剤 プラミペキソール塩酸塩水和物 プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品

32 その他の抗パーキンソン剤 レボドパ・カルビドパ水和物 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ レボドパ・カルビドパＬ１００錠 扶桑薬品

33 その他の精神神経用剤 エチゾラム デパス錠０．５ｍｇ エチゾラム０．５ｍｇ錠 共和薬工

34 その他の精神神経用剤 オランザピン ジプレキサザイディス錠５ｍｇ オランザピン５ｍｇ口腔内崩壊錠 第一三共エスファ

35 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 クエチアピン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工

36 その他の精神神経用剤 クロチアゼパム リーゼ錠５ｍｇ クロチアゼパム５ｍｇ錠 日医工

37 その他の精神神経用剤 トラゾドン塩酸塩 デジレル錠２５ トラゾドン塩酸塩２５ｍｇ錠 共和薬品

38 その他の精神神経用剤 パロキセチン塩酸塩水和物 パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品

39 その他の精神神経用剤 ハロペリドール セレネース錠０．７５ｍｇ ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱

40 その他の精神神経用剤 ミルタザピン ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ

41 その他の精神神経用剤 リスペリドン リスペリドン０．１％０．５ｍＬ液 日医工

42 その他の精神神経用剤 リスペリドン リスペリドン０．１％１ｍＬ液 日医工

43 総合感冒剤 非ピリン系感冒剤 ＰＬ配合顆粒 セラピナ配合顆粒 ファイザー

44 その他の中枢神経系用薬 エダラボン ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「明治」 MeijiSeika

45 その他の中枢神経系用薬 ガランタミン臭化水素酸塩 レミニールＯＤ錠１２ｍｇ ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品

46 その他の中枢神経系用薬 ガランタミン臭化水素酸塩 レミニールＯＤ錠４ｍｇ ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品

47 その他の中枢神経系用薬 ガランタミン臭化水素酸塩 レミニールＯＤ錠８ｍｇ ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品

48 その他の中枢神経系用薬 ドネペジル塩酸塩 アリセプトＤ錠３ｍｇ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タナベ」 田辺販売

49 その他の中枢神経系用薬 ドネペジル塩酸塩 アリセプトＤ錠５ｍｇ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」 田辺販売

50 その他の中枢神経系用薬 ナルフラフィン塩酸塩 レミッチＯＤ錠２．５μｇ ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「サワイ」 沢井

51 その他の中枢神経系用薬 プレガバリン リリカＯＤ錠１５０ｍｇ プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ

52 その他の中枢神経系用薬 プレガバリン リリカＯＤ錠２５ｍｇ プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ

53 その他の中枢神経系用薬 プレガバリン リリカＯＤ錠７５ｍｇ プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ

54 その他の中枢神経系用薬 メマンチン塩酸塩 メマリーＯＤ錠１０ｍｇ メマンチン塩酸塩１０ｍｇ口腔内崩壊錠 日医工

55 その他の中枢神経系用薬 リバスチグミン イクセロンパッチ１３．５ｍｇ リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「久光」 久光

56 その他の中枢神経系用薬 リバスチグミン イクセロンパッチ１８ｍｇ リバスチグミンテープ１８ｍｇ「久光」 久光

57 その他の中枢神経系用薬 リバスチグミン イクセロンパッチ４．５ｍｇ リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「久光」 久光

58 その他の中枢神経系用薬 リバスチグミン イクセロンパッチ９ｍｇ リバスチグミンテープ９ｍｇ「久光」 久光

59 キシリジン系製剤 リドカイン キシロカインポンプスプレー８％ サンド

60 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％ サンド

61 キシリジン系製剤 リドカイン ペンレステープ１８ｍｇ リドカイン（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ貼付剤 ニプロ

62 その他の局所麻酔剤 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠１００ｍｇ「日医工」 日医工

1/7



採用後発医薬品リスト（薬効分類順） 2021年9月現在

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

63 その他の鎮痙剤 エペリゾン塩酸塩 ミオナール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩５０ｍｇ錠 ニプロ

64 その他の鎮痙剤 チザニジン塩酸塩 テルネリン錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩１ｍｇ錠 日医工

65 眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム サンテゾーン点眼液（０．１％） Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．１％「ニットー」 日東メディック

66 眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 フルオロメトロン フルオロメトロン０．０５％１ｍＬ点眼液 日本点眼薬

67 その他の眼科用剤 アズレン アズレン点眼液０．０２％「ニットー」 日東メディック

68 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％ シアノコバラミン点眼液０．０２％「日点」 日本点眼薬研究所

69 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

70 その他の眼科用剤 チモロールマレイン酸塩 チモプトール点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩０．５％１ｍＬ点眼液 日本点眼薬研究所

71 その他の眼科用剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８５ｍＬ ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「生化学」 参天

72 その他の眼科用剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム ヒアレイン点眼液０．１％ ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「科研」 科研

73 その他の眼科用剤 ピレノキシン ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」 参天

74 その他の眼科用剤 レボフロキサシン水和物 クラビット点眼液１．５％ レボフロキサシン１．５％１ｍＬ点眼液 わかもと

75 その他の眼科用剤 レボフロキサシン水和物 クラビット点眼液０．５％ レボフロキサシン点眼液０．５％「わかもと」 わかもと

76 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 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 セオリア

77 その他の鎮暈剤 ジフェニドール塩酸塩 セファドール錠２５ｍｇ ジフェニドール塩酸塩２５ｍｇ錠 東和薬品

78 その他の鎮暈剤 ベタヒスチンメシル酸塩 メリスロン錠６ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩６ｍｇ錠 日本ジェネリック

79 ジギタリス製剤 メチルジゴキシン ラニラピッド錠０．１ｍｇ メチルジゴキシン０．１ｍｇ錠 日医工

80 その他の強心剤 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩０．３％２００ｍＬキット 共和クリティケア

81 その他の強心剤 ドパミン塩酸塩 イノバン注１００ｍｇ ドパミン塩酸塩１００ｍｇ５ｍＬ注射液 ファイザー

82 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 ドブタミン塩酸塩１００ｍｇ注射液 ファイザー

83 その他の強心剤 ピモベンダン ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー

84 その他の強心剤 ユビデカレノン ノイキノン錠１０ｍｇ ユビデカレノン１０ｍｇ錠 沢井製薬

85 β−遮断剤 アテノロール テノーミン錠５０ アテノロール５０ｍｇ錠 沢井製薬

86 β−遮断剤 ビソプロロールフマル酸塩 メインテート錠０．６２５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩０．６２５ｍｇ錠 東和薬品

87 β−遮断剤 ビソプロロールフマル酸塩 メインテート錠２．５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩２．５ｍｇ錠 東和薬品

88 その他の不整脈用剤 アミオダロン塩酸塩 アンカロン錠１００ アミオダロン塩酸塩１００ｍｇ錠 沢井製薬

89 その他の不整脈用剤 アミオダロン塩酸塩 アミオダロン塩酸塩５０ｍｇ錠 トーアエイヨー

90 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 アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー

91 その他の不整脈用剤 メキシレチン塩酸塩 メキシチールカプセル１００ｍｇ メキシレチン塩酸塩１００ｍｇカプセル 沢井製薬

92 その他の不整脈用剤 リン酸ジソピラミド リスモダンＲ錠１５０ｍｇ リン酸ジソピラミド１５０ｍｇ徐放錠 日医工

93 チアジド系製剤 トリクロルメチアジド フルイトラン錠２ｍｇ トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック

94 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等 カンレノ酸カリウム カンレノ酸カリウム２００ｍｇ注射用 沢井製薬

95 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等 スピロノラクトン アルダクトンＡ錠２５ｍｇ スピロノラクトン２５ｍｇ錠 武田テバファーマ

96 その他の利尿剤 イソソルビド イソソルビド７０％３０ｇゼリー エルメッドエーザイ

97 その他の利尿剤 フロセミド ラシックス錠２０ｍｇ フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 日医工

98 その他の利尿剤 フロセミド ラシックス錠４０ｍｇ フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ

99 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 エナラプリルマレイン酸塩 レニベース錠５ エナラプリルマレイン酸塩５ｍｇ錠 東和薬品

100 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 リシノプリル水和物 ゼストリル錠１０ リシノプリル錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

101 その他の血圧降下剤 アゼルニジピン カルブロック錠１６ｍｇ アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 東和薬品

102 その他の血圧降下剤 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 エックスフォージ配合錠 アムバロ配合錠「科研」 科研

103 その他の血圧降下剤 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 アイミクス配合錠ＨＤ イルアミクス配合錠ＨＤ「トーワ」 東和薬品

104 その他の血圧降下剤 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 アイミクス配合錠ＬＤ イルアミクス配合錠ＬＤ「トーワ」 東和薬品

105 その他の血圧降下剤 オルメサルタンメドキソミル オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ

106 その他の血圧降下剤 カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド エカード配合錠ＨＤ カデチア配合錠ＨＤ「あすか」 あすか製薬

107 その他の血圧降下剤 カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド エカード配合錠ＬＤ カデチア配合錠ＬＤ「あすか」 あすか製薬

108 その他の血圧降下剤 カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩 ユニシア配合錠ＨＤ カムシア配合錠ＨＤ「あすか」 あすか製薬

109 その他の血圧降下剤 カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩 ユニシア配合錠ＬＤ カムシア配合錠ＬＤ「あすか」 あすか製薬

110 その他の血圧降下剤 カルベジロール アーチスト錠２．５ｍｇ カルベジロール２．５ｍｇ錠 沢井製薬

111 その他の血圧降下剤 シルニジピン アテレック錠１０ シルニジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 日医工

112 その他の血圧降下剤 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 ミカムロ配合錠ＡＰ テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩ＡＰ錠 ニプロ

113 その他の血圧降下剤 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 ミカムロ配合錠ＢＰ テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩ＢＰ錠 ニプロ

114 その他の血圧降下剤 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド ミコンビ配合錠ＡＰ テルミサルタン・ヒドロクロロチアジドＡＰ錠 日医工

115 その他の血圧降下剤 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド ミコンビ配合錠ＢＰ テルミサルタン・ヒドロクロロチアジドＢＰ錠 日医工

116 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４０ｍｇ錠 田辺販売

117 その他の血圧降下剤 ドキサゾシンメシル酸塩 カルデナリン錠１ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩１ｍｇ錠 田辺販売

118 その他の血圧降下剤 ニカルジピン塩酸塩 ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩４０ｍｇ徐放カプセル 日医工

119 その他の血圧降下剤 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド プレミネント配合錠ＨＤ ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジドＨＤ錠 ニプロ

120 その他の血圧降下剤 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド プレミネント配合錠ＬＤ ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジドＬＤ錠 ニプロ

121 冠血管拡張剤 アムロジピンベシル酸塩 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＣＨ」 日本ジェネリック

122 冠血管拡張剤 ジピリダモール ペルサンチン錠２５ｍｇ ジピリダモール２５ｍｇ錠 日本ジェネリック

123 冠血管拡張剤 ジピリダモール ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 日本ジェネリック

124 冠血管拡張剤 ジラゼプ塩酸塩水和物 コメリアンコーワ錠５０ ジラゼプ塩酸塩５０ｍｇ錠 沢井製薬
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125 冠血管拡張剤 ジルチアゼム塩酸塩 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩１００ｍｇ徐放カプセル 沢井製薬

126 冠血管拡張剤 ニコランジル シグマート錠５ｍｇ ニコランジル５ｍｇ錠 沢井製薬

127 冠血管拡張剤 ニトログリセリン ニトログリセリン注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「テルモ」 テルモ

128 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

129 冠血管拡張剤 ニフェジピン ニフェジピン１０ｍｇカプセル 沢井製薬

130 冠血管拡張剤 ニフェジピン アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ニフェジピン２０ｍｇ徐放ＣＲ錠 沢井製薬

131 冠血管拡張剤 ベニジピン塩酸塩 コニール錠４ ベニジピン塩酸塩４ｍｇ錠 科研

132 冠血管拡張剤 ベラパミル塩酸塩 ワソラン錠４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」 日医工

133 冠血管拡張剤 一硝酸イソソルビド アイトロール錠２０ｍｇ 一硝酸イソソルビド２０ｍｇ錠 沢井製薬

134 冠血管拡張剤 硝酸イソソルビド フランドルテープ４０ｍｇ 硝酸イソソルビド（４０ｍｇ）貼付剤 エルメッドエーザイ

135 クロフィブラート系製剤 フェノフィブラート トライコア錠８０ｍｇ フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 武田テバ

136 クロフィブラート系製剤 ベザフィブラート ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ベザフィブラート２００ｍｇ徐放錠 沢井

137 その他の高脂血症用剤 ポリエンホスファチジルコリン ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ アルフレッサファーマ

138 その他の高脂血症用剤 アトルバスタチンカルシウム水和物 リピトール錠１０ｍｇ アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｍｅ」 Meファルマ

139 その他の高脂血症用剤 エゼチミブ ゼチーア錠１０ｍｇ エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ

140 その他の高脂血症用剤 ピタバスタチンカルシウム リバロＯＤ錠２ｍｇ ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品

141 その他の高脂血症用剤 プラバスタチンナトリウム メバロチン錠１０ プラバスタチンナトリウム１０ｍｇ錠 田辺販売

142 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ＯＤ錠２．５ｍｇ ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ

143 その他の循環器官用薬 アメジニウムメチル硫酸塩 リズミック錠１０ｍｇ アメジニウムメチル硫酸塩１０ｍｇ錠 沢井製薬

144 その他の循環器官用薬 アルプロスタジル パルクス注ディスポ１０μｇ アルプロスタジル１０μｇ２ｍＬキット 東和薬品

145 その他の循環器官用薬 イフェンプロジル酒石酸塩 セロクラール錠２０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩２０ｍｇ錠 沢井製薬

146 その他の循環器官用薬 トコフェロールニコチン酸エステル ユベラＮカプセル１００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品

147 その他の循環器官用薬 ニセルゴリン サアミオン錠５ｍｇ ニセルゴリン５ｍｇ錠 ニプロ

148 その他の循環器官用薬 ポリスチレンスルホン酸カルシウム ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分包２５ｇ「三和」 アステラス

149 その他の循環器官用薬 炭酸ランタン水和物 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 扶桑

150 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５００ｍｇ「三和」 三和化学

151 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 濃グリセリン・果糖２００ｍＬ注射液 テルモ

152 その他の呼吸促進剤 フルマゼニル フルマゼニル静注０．５ｍｇシリンジ「テルモ」 テルモ

153 その他の鎮咳剤 ジメモルファンリン酸塩 アストミン錠１０ｍｇ ジメモルファンリン酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳

154 システイン系製剤 Ｌ−カルボシステイン ムコダインシロップ５％ カルボシステインシロップ小児用５％「テバ」 日医工

155 システイン系製剤 Ｌ−カルボシステイン ムコダイン錠５００ｍｇ カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

156 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％ ブロムヘキシン塩酸塩０．２％吸入液 武田テバ

157 ブロムヘキシン製剤 ブロムヘキシン塩酸塩 ビソルボン錠４ｍｇ ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

158 その他の去痰剤 アンブロキソール塩酸塩 ムコソルバン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩１５ｍｇ錠 共和薬工

159 その他の去痰剤 アンブロキソール塩酸塩 アンブロキソール塩酸塩４５ｍｇ徐放性口腔内崩壊錠 沢井製薬

160 植物性製剤 オウヒエキス サリパラ液 丸石

161 キサンチン系製剤 テオフィリン テオドール錠１００ｍｇ テオフィリン１００ｍｇ徐放錠 沢井製薬

162 キサンチン系製剤 テオフィリン ユニコン錠２００ テオフィリン２００ｍｇ徐放Ｕ錠 東和薬品

163 キサンチン系製剤 テオフィリン テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％「サワイ」 沢井

164 その他の気管支拡張剤 クロモグリク酸ナトリウム インタール吸入液１％ クロモグリク酸ナトリウム１％２ｍＬ吸入液 沢井製薬

165 その他の気管支拡張剤 ツロブテロール ホクナリンテープ０．５ｍｇ ツロブテロール（０．５ｍｇ）貼付剤 ニプロ

166 その他の気管支拡張剤 ツロブテロール ホクナリンテープ１ｍｇ ツロブテロール（１ｍｇ）貼付剤 ニプロ

167 その他の気管支拡張剤 ツロブテロール ホクナリンテープ２ｍｇ ツロブテロール（２ｍｇ）貼付剤 ニプロ

168 含嗽剤 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 ニプロ

169 含嗽剤 ポビドンヨード イソジンガーグル液７％ ポビドンヨードガーグル液７％「明治」 MeijiSeika

170 その他の呼吸器官用薬 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＭＹＬ」 マイランEPD

171 活性生菌製剤 ビフィズス菌 ビオフェルミン錠剤 大正製薬

172 ジメチコン製剤 ジメチコン ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂

173 ジメチコン製剤 ジメチコン ガスコンドロップ内用液２％ ジメチコン内用液２％「ＦＳＫ」 伏見

174 Ｈ２遮断剤 ファモチジン ガスター散２％ ファモチジン２％散 沢井製薬

175 Ｈ２遮断剤 ファモチジン ファモチジン２０ｍｇ２０ｍＬ注射液 日新製薬

176 Ｈ２遮断剤 ファモチジン ガスターＤ錠２０ｍｇ ファモチジン２０ｍｇ口腔内崩壊錠 沢井製薬

177 Ｈ２遮断剤 ラフチジン プロテカジン錠１０ ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

178 その他の消化性潰瘍用剤 アルジオキサ アルジオキサ錠１００ｍｇ「あすか」 あすか製薬

179 その他の消化性潰瘍用剤 エカベトナトリウム水和物 ガストローム顆粒６６．７％ エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＹＤ」 陽進堂

180 その他の消化性潰瘍用剤 スルピリド ドグマチール錠５０ｍｇ スルピリド５０ｍｇ錠 共和薬工

181 その他の消化性潰瘍用剤 テプレノン セルベックスカプセル５０ｍｇ テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品

182 その他の消化性潰瘍用剤 トロキシピド アプレース錠１００ｍｇ トロキシピド１００ｍｇ錠 ファイザー

183 その他の消化性潰瘍用剤 ポラプレジンク プロマックＤ錠７５ ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

184 その他の消化性潰瘍用剤 ラベプラゾールナトリウム パリエット錠１０ｍｇ ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー

185 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 ランソプラゾール１５ｍｇ腸溶性口腔内崩壊錠 東和薬品

186 その他の消化性潰瘍用剤 レバミピド ムコスタ錠１００ｍｇ レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エーザイ
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187 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 MeijiSeika

188 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等 酸化マグネシウム マグミット錠５００ｍｇ 日本新薬

189 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等 酸化マグネシウム 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「モチダ」 持田

190 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等 酸化マグネシウム 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「モチダ」 持田

191 植物性製剤；センナ等 センノシド プルゼニド錠１２ｍｇ センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 扶桑薬品

192 植物性製剤；センナ等 センナエキス ヨーデルＳ糖衣錠−８０ 藤本

193 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％ ピコスルファートナトリウム０．７５％液 日本ジェネリック

194 胆汁酸製剤 ウルソデオキシコール酸 ウルソ錠１００ｍｇ ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」 日医工

195 鎮吐剤 アプレピタント イメンドカプセル１２５ｍｇ アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

196 鎮吐剤 アプレピタント イメンドカプセル８０ｍｇ アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

197 鎮吐剤 アプレピタント イメンドカプセルセット アプレピタントカプセルセット「ＮＫ」 日本化薬

198 鎮吐剤 グラニセトロン塩酸塩 カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＨＫ」 光

199 鎮吐剤 パロノセトロン塩酸塩 アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ パロノセトロン点滴静注バッグ０．７５ｍｇ／５０ｍＬ「タイホウ」 岡山大鵬

200 他に分類されない消化器官用薬 デカリニウム塩化物 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 MeijiSeika

201 他に分類されない消化器官用薬 デキサメタゾン アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 日本化薬

202 他に分類されない消化器官用薬 トリメブチンマレイン酸塩 セレキノン錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩１００ｍｇ錠 日医工

203 他に分類されない消化器官用薬 ドンペリドン ナウゼリン錠１０ ドンペリドン１０ｍｇ錠 沢井製薬

204 他に分類されない消化器官用薬 メトクロプラミド プリンペラン錠５ メトクロプラミド錠５ｍｇ「あすか」 あすか製薬

205 他に分類されない消化器官用薬 メトクロプラミド メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 日医工

206 他に分類されない消化器官用薬 モサプリドクエン酸塩水和物 ガスモチン錠５ｍｇ モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬

207 性腺刺激ホルモン製剤 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ＨＭＧ筋注用１５０単位「あすか」 あすか製薬

208 エピネフリン製剤 アドレナリン アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 テルモ

209 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム ステロネマ注腸３ｍｇ 日医工

210 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム デキサート注射液１．６５ｍｇ 富士製薬

211 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム デキサート注射液３．３ｍｇ 富士製薬

212 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム デキサート注射液６．６ｍｇ 富士製薬

213 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 デキサメタゾン デカドロンエリキシル０．０１％ デキサメタゾンエリキシル０．０１％「日新」 日新製薬

214 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ベタメタゾン リンデロン錠０．５ｍｇ ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

215 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

216 循環ホルモン剤 カリジノゲナーゼ カルナクリン錠２５ カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 東和薬品

217 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　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 リリー

218 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） オクトレオチド酢酸塩 サンドスタチン皮下注用１００μｇ オクトレオチド皮下注１００μｇ「あすか」 あすか製薬

219 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） ジエノゲスト ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「モチダ」 持田販売

220 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） デュタステリド デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ

221 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） リュープロレリン酢酸塩 リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」 あすか製薬

222 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） リュープロレリン酢酸塩 リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」 あすか製薬

223 その他の痔疾用剤 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 強力ポステリザン（軟膏） ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ

224 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 シロドシン ユリーフＯＤ錠４ｍｇ シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ

225 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 タムスロシン塩酸塩 ハルナールＤ錠０．１ｍｇ タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

226 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 プロピベリン塩酸塩 バップフォー錠１０ プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「あすか」 あすか製薬

227 ヨウ素化合物；ヨードチンキ等 ポビドンヨード イソジンスクラブ液７．５％ ポピヨドンスクラブ７．５％ 吉田製薬

228 ヨウ素化合物；ヨードチンキ等 ポビドンヨード イソジン液１０％ ポピヨドン液１０％ 吉田製薬

229 アルコール製剤 エタノール 消毒用エタノールＢ液「ケンエー」 消毒用エタプロコール 丸石

230 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 ステリクロンＲ液０．０５ 健栄製薬

231 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 ステリクロンＲ液０．５ 健栄製薬

232 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 ステリクロンＷ液０．０２ 健栄製薬

233 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 ステリクロンＷ液０．０５ 健栄製薬

234 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 ５％ヒビテン液 ステリクロン液５ 健栄製薬

235 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

236 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 パップ剤 ＭＳ温シップ「タイホウ」 大鵬薬品

237 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 パップ剤 ＭＳ冷シップ「タカミツ」 三和化学

238 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ケトプロフェン ミルタックスパップ３０ｍｇ ケトプロフェン（３０ｍｇ）１０ｃｍ×１４ｃｍ貼付剤 日医工

239 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ケトプロフェン モーラステープＬ４０ｍｇ ケトプロフェン（４０ｍｇ）１０ｃｍ×１４ｃｍ貼付剤 日本ジェネリック

240 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 亜鉛華 サトウザルベ軟膏１０％ 佐藤製薬

241 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ジクロフェナクナトリウム ナボールゲル１％ ジクロフェナクナトリウム１％ゲル 日本臓器

242 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニンテープ５０ｍｇ ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 科研

243 その他の皮膚軟化剤（腐食剤を含む） 尿素 ウレパールクリーム１０％ 尿素１０％クリーム 日医工

244 その他の毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤） カルプロニウム塩化物 フロジン外用液５％ 第一三共

245 他に分類されない外皮用薬 精製白糖・ポビドンヨード ソアナース軟膏 精製白糖・ポビドンヨード軟膏 塩野義

246 合成ビタミンＤ製剤 アルファカルシドール アルファロールカプセル０．２５μｇ アルファカルシドール０．２５μｇカプセル 沢井製薬

247 合成ビタミンＤ製剤 アルファカルシドール アルファロールカプセル１μｇ アルファカルシドール１μｇカプセル 沢井製薬

248 合成ビタミンＤ製剤 マキサカルシトール オキサロール注２．５μｇ マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「日医工」 日医工

4/7



採用後発医薬品リスト（薬効分類順） 2021年9月現在

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

249 合成ビタミンＤ製剤 マキサカルシトール オキサロール注５μｇ マキサカルシトール静注透析用５μｇ「日医工」 日医工

250 ビタミンＢ１誘導体製剤 フルスルチアミン ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品

251 ビタミンＢ１誘導体製剤 フルスルチアミン塩酸塩 フルスルチアミン注５０ｍｇ「日新」 日新製薬

252 パントテン酸系製剤 パンテチン パントシン錠１００ パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂

253 パントテン酸系製剤 パンテチン パンテチン注２００ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア

254 ビタミンＢ１２剤 メコバラミン メコバラミン錠５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ

255 ビタミンＢ１２剤 メコバラミン メチコバール錠５００μｇ エーザイ

256 ビタミンＥ剤 トコフェロール酢酸エステル トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品

257 その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く） ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 ビタメジン配合カプセルＢ２５ シグマビタン配合カプセルＢ２５ 東和薬品

258 その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く） チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 ノルニチカミン注 日新製薬

259 その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く） 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 ビタジェクト注キット テルモ

260 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

261 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 クエン酸第一鉄ナトリウム鉄５０ｍｇ錠 沢井製薬

262 その他の無機質製剤 Ｌ−アスパラギン酸カリウム Ｌ−アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ「アメル」 共和薬品

263 その他の無機質製剤 Ｌ−アスパラギン酸カリウム アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ

264 その他の無機質製剤 塩化カリウム 塩化カリウム６００ｍｇ徐放錠 アルフレッサファーマ

265 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 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合２ｍＬキット テルモ

266 混合アミノ酸製剤 イソロイシン・ロイシン・バリン イソロイシン・ロイシン・バリン４．５ｇ顆粒 ケミファ

267 生理食塩液類 生理食塩液 生食注キット「フソー」 扶桑薬品

268 生理食塩液類 生理食塩液 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 大塚製薬工場

269 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

270 その他の血液代用剤 維持液（ブドウ糖加） グルアセト３５注 ニプロ

271 カルバゾクロム系製剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 アドナ錠３０ｍｇ カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「あすか」 あすか製薬

272 カルバゾクロム系製剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医工」 日医工

273 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 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン

274 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 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン

275 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 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン

276 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 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン

277 抗プラスミン剤 トラネキサム酸 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ

278 抗プラスミン剤 トラネキサム酸 トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」 日新製薬

279 抗プラスミン剤 トラネキサム酸 トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」 日新製薬

280 ヘパリン製剤 ヘパリンナトリウム ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ１６ｍＬ「ニプロ」 ニプロ

281 その他の血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質 ヒルドイドローション０．３％ ヘパリン類似物質ローション０．３％「日医工」 日医工

282 その他の血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質 ヒルドイドフォーム０．３％ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 持田

283 その他の血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質 ヒルドイドフォーム０．３％ ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」 日本臓器

284 その他の血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質 ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 日医工

285 他に分類されない血液・体液用薬 イコサペント酸エチル エパデールＳ６００ イコサペント酸エチル６００ｍｇ粒状カプセル 沢井製薬

286 他に分類されない血液・体液用薬 クロピドグレル硫酸塩 プラビックス錠２５ｍｇ クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 日医工

287 他に分類されない血液・体液用薬 クロピドグレル硫酸塩 プラビックス錠７５ｍｇ クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 日医工

288 他に分類されない血液・体液用薬 シロスタゾール プレタールＯＤ錠５０ｍｇ シロスタゾール５０ｍｇ口腔内崩壊錠 沢井製薬

289 他に分類されない血液・体液用薬 チクロピジン塩酸塩 パナルジン錠１００ｍｇ チクロピジン塩酸塩１００ｍｇ錠 沢井製薬

290 他に分類されない血液・体液用薬 アスピリン バイアスピリン錠１００ｍｇ バイエル

291 他に分類されない血液・体液用薬 アスピリン・ダイアルミネート バファリン配合錠Ａ８１ エーザイ

292 他に分類されない血液・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］ フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチダ」 持田製薬

293 他に分類されない血液・体液用薬 ベラプロストナトリウム ドルナー錠２０μｇ ベラプロストナトリウム２０μｇ錠 沢井製薬

294 他に分類されない血液・体液用薬 リマプロスト　アルファデクス オパルモン錠５μｇ リマプロスト　アルファデクス５μｇ錠 沢井製薬

295 その他の肝臓疾患用剤 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 ネオファーゲン静注２０ｍＬ 大塚製薬工場

296 その他の解毒剤 デフェラシロクス ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ デフェラシロクス顆粒分包３６０ｍｇ「サンド」 サンド

297 その他の解毒剤 デフェラシロクス ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」 サンド

298 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１００ｍｇ レボホリナートカルシウム１００ｍｇ注射用 ヤクルト

299 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 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 ヤクルト

300 その他の解毒剤 球形吸着炭 クレメジン細粒分包２ｇ 球形吸着炭細粒 日医工

301 アロプリノール製剤 アロプリノール ザイロリック錠１００ アロプリノール１００ｍｇ錠 沢井製薬

302 スルフォニル尿素系製剤 グリクラジド グリミクロン錠４０ｍｇ グリクラジド４０ｍｇ錠 沢井製薬

303 スルフォニル尿素系製剤 グリベンクラミド オイグルコン錠２．５ｍｇ グリベンクラミド２．５ｍｇ錠 東和薬品

304 スルフォニル尿素系製剤 グリメピリド アマリールＯＤ錠３ｍｇ グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 日医工

305 スルフォニル尿素系製剤 グリメピリド アマリール１ｍｇ錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック

306 ビグアナイド系製剤 メトホルミン塩酸塩 メトグルコ錠２５０ｍｇ メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＴＥ」 トーアエイヨー

307 その他の糖尿病用剤 ピオグリタゾン塩酸塩 アクトス錠１５ ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タナベ」 田辺販売

308 その他の糖尿病用剤 ボグリボース ベイスン錠０．２ ボグリボース０．２ｍｇ錠 武田テバファーマ

309 その他の糖尿病用剤 ボグリボース ベイスンＯＤ錠０．３ ボグリボース０．３ｍｇ口腔内崩壊錠 武田テバファーマ

310 他に分類されないその他の代謝性医薬品 アレンドロン酸ナトリウム水和物 フォサマック錠３５ｍｇ アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」 日医工

5/7



採用後発医薬品リスト（薬効分類順） 2021年9月現在

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

311 他に分類されないその他の代謝性医薬品 エパルレスタット キネダック錠５０ｍｇ エパルレスタット５０ｍｇ錠 ニプロ

312 他に分類されないその他の代謝性医薬品 エポエチンカッパ（遺伝子組換え）［エポエチンアルファ後続１］ エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「ＪＣＲ」 キッセイ

313 他に分類されないその他の代謝性医薬品 エポエチンカッパ（遺伝子組換え）［エポエチンアルファ後続１］ エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「ＪＣＲ」 キッセイ

314 他に分類されないその他の代謝性医薬品 エルカトニン エルシトニン注４０単位 エルカトニン４０エルカトニン単位１ｍＬ注射液 ビオメディクス

315 他に分類されないその他の代謝性医薬品 オザグレルナトリウム オザグレルナトリウム８０ｍｇ４ｍＬ注射液 高田

316 他に分類されないその他の代謝性医薬品 ガベキサートメシル酸塩 注射用エフオーワイ１００ ガベキサートメシル酸塩１００ｍｇ注射用 高田製薬

317 他に分類されないその他の代謝性医薬品 カモスタットメシル酸塩 フオイパン錠１００ｍｇ カモスタットメシル酸塩１００ｍｇ錠 沢井製薬

318 他に分類されないその他の代謝性医薬品 シクロスポリン ネオーラル１０ｍｇカプセル シクロスポリン１０ｍｇカプセル 東和薬品

319 他に分類されないその他の代謝性医薬品 シクロスポリン ネオーラル２５ｍｇカプセル シクロスポリン２５ｍｇカプセル 東和薬品

320 他に分類されないその他の代謝性医薬品 シクロスポリン ネオーラル５０ｍｇカプセル シクロスポリン５０ｍｇカプセル 東和薬品

321 他に分類されない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 シベレスタットナトリウム１００ｍｇ注射用 ニプロ

322 他に分類されないその他の代謝性医薬品 ゾレドロン酸水和物 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「トーワ」 東和薬品

323 他に分類されない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） ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ ダルベポエチン　アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 協和キリン

324 他に分類されない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） ネスプ注射液１５μｇプラシリンジ ダルベポエチン　アルファ注１５μｇシリンジ「ＫＫＦ」 協和キリン

325 他に分類されない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） ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ ダルベポエチン　アルファ注１８０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 協和キリン

326 他に分類されない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） ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ ダルベポエチン　アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 協和キリン

327 他に分類されない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） ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ ダルベポエチン　アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 協和キリン

328 他に分類されない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） ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ ダルベポエチン　アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 協和キリン

329 他に分類されない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） ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ ダルベポエチン　アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 協和キリン

330 他に分類されない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１００ｍｇ注射用 MeijiSeika

331 他に分類されないその他の代謝性医薬品 ナファモスタットメシル酸塩 注射用フサン１０ ナファモスタットメシル酸塩１０ｍｇ注射用 MeijiSeika

332 他に分類されないその他の代謝性医薬品 ナファモスタットメシル酸塩 注射用フサン５０ ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 MeijiSeika

333 他に分類されないその他の代謝性医薬品 精製ヒアルロン酸ナトリウム アルツディスポ関節注２５ｍｇ ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「明治」 MeijiSeika

334 他に分類されないその他の代謝性医薬品 メトトレキサート メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 田辺三菱

335 他に分類されないその他の代謝性医薬品 ラクツロース ラクツロース５４．１６７％１２ｇゼリー 三和化学

336 他に分類されない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６５％シロップ 日本化薬

337 他に分類されないその他の代謝性医薬品 レボカルニチン塩化物 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「フソー」 扶桑薬品

338 フルオロウラシル系製剤 カペシタビン ゼローダ錠３００ カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

339 フルオロウラシル系製剤 フルオロウラシル ５−ＦＵ注１０００ｍｇ フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 東和薬品

340 フルオロウラシル系製剤 フルオロウラシル ５−ＦＵ注２５０ｍｇ フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品

341 シトシン系製剤 ゲムシタビン塩酸塩 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２６．３ｍＬ「ホスピーラ」 ファイザー

342 シトシン系製剤 ゲムシタビン塩酸塩 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５．３ｍＬ「ホスピーラ」 ファイザー

343 その他の代謝拮抗剤 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ 岡山大鵬

344 その他の代謝拮抗剤 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ 岡山大鵬

345 その他の代謝拮抗剤 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ エヌケーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 日本化薬

346 その他の代謝拮抗剤 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ エヌケーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 日本化薬

347 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 エピルビシン塩酸塩１０ｍｇ注射用 日本化薬

348 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 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

349 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ドキソルビシン塩酸塩 アドリアシン注用１０ ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

350 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ドキソルビシン塩酸塩 アドリアシン注用５０ ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

351 抗腫瘍性植物成分製剤 イリノテカン塩酸塩水和物 カンプト点滴静注１００ｍｇ イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品

352 抗腫瘍性植物成分製剤 イリノテカン塩酸塩水和物 カンプト点滴静注４０ｍｇ イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品

353 抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ

354 抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ

355 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 パクリタキセル１００ｍｇ１６．７ｍＬ注射液 ファイザー

356 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 パクリタキセル３０ｍｇ５ｍＬ注射液 ファイザー

357 抗腫瘍性植物成分製剤 ビノレルビン酒石酸塩 ナベルビン注１０ ロゼウス静注液１０ｍｇ 日本化薬

358 抗腫瘍性植物成分製剤 ビノレルビン酒石酸塩 ナベルビン注４０ ロゼウス静注液４０ｍｇ 日本化薬

359 その他の抗悪性腫瘍用剤 アナストロゾール アリミデックス錠１ｍｇ アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

360 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 イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 ヤクルト

361 その他の抗悪性腫瘍用剤 イマチニブメシル酸塩 イマチニブ錠２００ｍｇ「ヤクルト」 ヤクルト

362 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「テバ」 日医工

363 その他の抗悪性腫瘍用剤 オキサリプラチン エルプラット点滴静注液１００ｍｇ オキサリプラチン１００ｍｇ２０ｍＬ注射液 日本化薬

364 その他の抗悪性腫瘍用剤 オキサリプラチン エルプラット点滴静注液２００ｍｇ オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

365 その他の抗悪性腫瘍用剤 オキサリプラチン エルプラット点滴静注液５０ｍｇ オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

366 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 カルボプラチン５０ｍｇ５ｍＬ注射液 日本化薬

367 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１５０ｍｇ カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

368 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 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

369 その他の抗悪性腫瘍用剤 ゲフィチニブ イレッサ錠２５０ ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ

370 その他の抗悪性腫瘍用剤 シスプラチン ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ シスプラチン１０ｍｇ２０ｍＬ注射液 ヤクルト

371 その他の抗悪性腫瘍用剤 シスプラチン ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ シスプラチン５０ｍｇ１００ｍＬ注射液 ヤクルト

372 その他の抗悪性腫瘍用剤 タモキシフェンクエン酸塩 ノルバデックス錠１０ｍｇ タモキシフェンクエン酸塩１０ｍｇ錠 沢井製薬
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373 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］ トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

374 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］ トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

375 その他の抗悪性腫瘍用剤 ビカルタミド カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ

376 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］ ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー

377 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］ ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー

378 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］ リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 協和キリン

379 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］ リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 協和キリン

380 その他の抗悪性腫瘍用剤 レトロゾール フェマーラ錠２．５ｍｇ レトロゾール２．５ｍｇ錠 日本化薬

381 その他の抗ヒスタミン剤 クレマスチンフマル酸塩 クレマスチンＤＳ０．１％「タカタ」 高田

382 その他のアレルギー用薬 エバスチン エバステルＯＤ錠１０ｍｇ エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ

383 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 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック

384 その他のアレルギー用薬 プランルカスト水和物 オノンカプセル１１２．５ｍｇ プランルカスト１１２．５ｍｇカプセル 沢井製薬

385 その他のアレルギー用薬 ベポタスチンベシル酸塩 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロ

386 その他のアレルギー用薬 モンテルカストナトリウム キプレス錠１０ｍｇ モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 キョーリンリメディオ

387 その他のアレルギー用薬 レボセチリジン塩酸塩 ザイザルシロップ０．０５％ レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「アメル」 共和薬品

388 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 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品

389 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点滴静注用０．５ｇ（ＯＫ） バンコマイシン塩酸塩０．５ｇ静注用 MeijiSeika

390 バンコマイシン製剤 バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン塩酸塩１ｇ静注用 MeijiSeika

391 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（ＯＫ） バンコマイシン塩酸塩５００ｍｇ散 MeijiSeika

392 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 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品

393 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン アモキシシリン水和物 サワシリン細粒１０％ アモキシシリン１００ｍｇ細粒 辰巳

394 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン アモキシシリン水和物 サワシリンカプセル２５０ アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品

395 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン ピペラシリンナトリウム ペントシリン注射用１ｇ ピペラシリンナトリウム１ｇ注射用 日医工

396 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン ピペラシリンナトリウム ペントシリン注射用２ｇ ピペラシリンナトリウム２ｇ注射用 日医工

397 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 セファゾリンナトリウム１ｇ注射用 ニプロ

398 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０．５ｇ セファゾリンナトリウム５００ｍｇ注射用 ニプロ

399 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 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 サンド

400 セフェム系抗生物質製剤 セフォチアム塩酸塩 パンスポリン静注用１ｇ セフォチアム塩酸塩１ｇ静注用 ニプロ

401 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 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工

402 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 セフタジジム静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ

403 セフェム系抗生物質製剤 セフトリアキソンナトリウム水和物 ロセフィン静注用１ｇ セフトリアキソンナトリウム１ｇ静注用 ファイザー

404 セフェム系抗生物質製剤 セフメタゾールナトリウム セフメタゾン静注用１ｇ セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ

405 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 MeijiSeika

406 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３ｇ スルバシリン静注用３ｇ MeijiSeika

407 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 スルペラゾン静注用１ｇ セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム１ｇ静注用 ニプロ

408 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 タゾピペ配合静注用４．５「明治」 MeijiSeika

409 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 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 MeijiSeika

410 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 メロペネム点滴静注用１ｇ「明治」 MeijiSeika

411 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの クラリスロマイシン クラリシッド錠２００ｍｇ クラリスロマイシン２００ｍｇ錠 田辺販売

412 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 ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩１００ｍｇ静注用 日医工

413 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５０ｍｇ錠 沢井製薬

414 リファンピシン製剤 リファンピシン リファジンカプセル１５０ｍｇ リファンピシン１５０ｍｇカプセル サンド

415 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 ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

416 ピリドンカルボン酸系製剤 トスフロキサシントシル酸塩水和物 オゼックス細粒小児用１５％ トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％「トーワ」 東和薬品

417 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 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ

418 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バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ

419 抗ウイルス剤 アシクロビル アシクロビル２５０ｍｇ注射液 東和薬品

420 抗ウイルス剤 アシクロビル ゾビラックス顆粒４０％ アシクロビル４０％顆粒 沢井製薬

421 抗ウイルス剤 エンテカビル水和物 バラクルード錠０．５ｍｇ エンテカビル０．５ｍｇ錠 東和薬品

422 抗ウイルス剤 オセルタミビルリン酸塩 タミフルカプセル７５ オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

423 その他の化学療法剤 イトラコナゾール イトリゾール内用液１％ イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 ファイザー

424 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 フルコナゾール１００ｍｇカプセル 日医工

425 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 イオパミドール（３００）１００ｍＬキット 富士製薬

426 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 イオパミドール（３７０）１００ｍＬキット 富士製薬

427 その他のＸ線造影剤 イオプロミド プロスコープ３７０注シリンジ１００ｍＬ イオプロミド３７０注シリンジ１００ｍＬ「ＢＹＬ」 バイエル

428 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

429 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 アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 富士フイルム富山化学

430 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ナトリウム・カリウム配合剤 ムーベン配合内用液 日本製薬

431 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０．１ｍｇ「第一三共」 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 テルモ

432 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「第一三共」 フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」 テルモ
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