
当院採用の後発医薬品覧（計292品目） 令和元年9月30日現在

区分 後発品名 一般名称 備考 先発品名 採用時期

注 （麻）フェンタニル注射液「ヤンセン」 0.1mg/2mL フェンタニルクエン酸塩注射液 （フェンタネスト） 第19回

注 （麻）フェンタニル注射液「ヤンセン」 0.25mg/5mL フェンタニルクエン酸塩注射液 （フェンタネスト） 第19回

注 （麻）フェンタニル注射液「ヤンセン」 0.5mg/10mL フェンタニルクエン酸塩注射液 （フェンタネスト） 第19回

注 （麻）レミフェンタニル静注用「第一三共」 ２ｍｇ レミフェンタニル塩酸塩注射用 アルチバ 第49回

注 ＡＴＰ注「イセイ」 ２０ｍｇ/２ｍＬ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物注射液 なし 第43回

外 ＡＺ点眼液 ０．０２％ ５ｍＬ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物液 なし 開院時

注 ＨＭＧ「テイゾー」注 １５０単位＜溶解液付＞ 下垂体性性腺刺激ホルモン注射用(1) なし 第02回

注 ＨＭＧ「テイゾー」注 ７５単位＜溶解液付＞ 下垂体性性腺刺激ホルモン注射用(1) なし 第02回

注 ＫＣＬ注キット「テルモ」 ２０ｍＥｑ/２０ｍＬ 塩化カリウム注射液キット なし 第05回

外 ＭＳ温シップ （２０ｇＸ５枚／袋） パップ剤(4-12) なし 開院時

外 ＭＳ冷シップ （４０ｇＸ５枚／袋） パップ剤(3-14) なし 開院時

外 ＳＰトローチ明治 ０．２５ｍｇ デカリニウム塩化物トローチ なし 開院時

内 アーガメイトゼリー ２０％(２５ｇ／個) ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー なし（カリメート） 第13回

内 アシクロビル錠「トーワ」 ２００ｍｇ アシクロビル錠 ゾビラックス 第41回

注 アシクロビル点滴静注液「日医工」２５０ｍｇ/１０ｍL アシクロビル注射液 ゾビラックス 第14回

外 アズノールうがい液 ４％ ５mＬ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤 なし 開院時

注 アセトキープ ３Ｇ注 ５００ｍＬ 酢酸維持液(ブドウ糖加) ヴィーン3G 第42回

内 アゾセミド錠「ＪＧ」 ６０ｍｇ アゾセミド錠 ダイアート 第40回

注 アデノシン負荷用静注ｼﾘﾝｼﾞ「FRI」 ６０ｍｇ/２０ｍL アデノシンキット なし（アデノスキャン） 第39回

内 アトルバスタチン錠「トーワ」 １０ｍｇ アトルバスタチンカルシウム水和物錠(1) リピトール 第44回

注 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mg/1mL アドレナリンキット(1) なし（ボスミン） 開院時

注 アトロピン注シリンジ「テルモ」 0.05% 0.5mg/1mL アトロピン硫酸塩水和物キット アトロピン硫酸塩 開院時

注 アミオダロン塩酸塩静注「TE」  150mg/3mL アミオダロン塩酸塩注射液 アンカロン 第49回

内 アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」 １００ｍｇ アミオダロン塩酸塩錠 アンカロン 第43回

内 アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」 ５０ｍｇ アミオダロン塩酸塩錠 アンカロン 第19回
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内 アムロジピンＯＤ錠「トーワ」 ５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩錠(2) ノルバスク 第23回

注 アルガトロバン注射液「サワイ」 １０ｍｇ/２０ｍＬ アルガトロバン水和物注射液 なし（スロンノン） 第14回

注 アルプロスタジルｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ注射用20μg 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 第48回

注 アルプロスタジルｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ注射用500μｇ 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 第48回

内 アロプリノール錠「サワイ」 １００ｍｇ アロプリノール100mg錠 ザイロリック 第32回

内 アンブロキソール塩酸塩錠「サワイ」 １５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩錠 ムコソルバン 第38回

内 イトラコナゾール内用液1%「ﾌｧｲｻﾞｰ」（10mg/mL） イトラコナゾール液 イトリゾール 第48回

注 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg イリノテカン塩酸塩水和物注射液 トポテシン/カンプト 第50回

注 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 40mg イリノテカン塩酸塩水和物注射液 トポテシン/カンプト 第50回

内 イルベサルタン錠 100mg「DSPB」 イルベサルタン錠(1) アバプロ/イルベタン 第46回

内 インクレミンシロップ ５％ 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ なし 開院時

注 インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット(1) ランタス 第39回

注 イントラリポス輸液２０％ １００ｍＬ ダイズ油注射液 なし 第34回

注 インフリキシマブBS点滴静注用「NK」 100mg/20mL インフリキシマブ(遺伝子組換え)静注用(1) レミケード 第49回

内 ウルソデオキシコール酸錠｢ﾄｰﾜ｣ 50mg ウルソデオキシコール酸錠 ウルソ 第39回

内 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」 ウルソデオキシコール酸錠 ウルソ 第36回

内 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ ２０ｍｇ テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤錠(1) ティーエスワン 第45回

内 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ ２５ｍｇ テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤錠(1) ティーエスワン 第45回

注 エダラボン点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ「日医工」 30㎎/100mL エダラボンキット ラジカット 第34回

注 エトポシド点滴静注液 １００ｍｇ/５ｍＬ エトポシド注射液 ラステット 第19回

外 エネマスター注腸散 ９８．１％ 硫酸バリウム注腸剤 なし 開院時

注 エピルビシン塩酸塩注｢NK｣ １０ｍｇ エピルビシン塩酸塩注射用 ファルモルビシンRTU 第14回

注 エピルビシン塩酸塩注｢NK｣ ５０ｍｇ エピルビシン塩酸塩注射用 ファルモルビシンRTU 第14回

注 オイパロミン３００注 ６１．２４％１００ｍＬ イオパミドール注射液 イオパミロン 第14回

注 オイパロミン３００注 ６１．２４％２０ｍＬ イオパミドール注射液 イオパミロン 第15回
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注 オイパロミン３００注 ６１．２４％５０ｍＬ イオパミドール注射液 イオパミロン 第15回

注 オイパロミン300注シリンジ ６１．２４％１００ｍＬ イオパミドールキット イオパミロン 第14回

注 オイパロミン３７０注 ７５．５２％１００ｍＬ イオパミドール注射液 イオパミロン 第14回

注 オイパロミン３７０注 ７５．５２％５０ｍＬ イオパミドール注射液 イオパミロン 第15回

注 オイパロミン370注シリンジ ７５．５２％１００ｍＬ イオパミドールキット イオパミロン 第16回

注 オーラ注⻭科用カートリッジ １．０ｍＬ リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩注射液 なし 開院時

注 オーラ注⻭科用カートリッジ １．８ｍＬ リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩注射液 なし 開院時

注 オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ/１ｍＬ「ｻﾝﾄﾞ」 オクトレオチド酢酸塩注射液 サンドスタチン 第45回

注 オザペン注 ８０ｍｇ/５ｍＬ オザグレルナトリウム注射液 なし（カタクロット） 開院時

内 オセルタミビルDS「サワイ」 ３％（30ｍｇ/ｇ） オセルタミビルリン酸塩シロップ用 タミフル 第50回

内 オセルタミビルカプセル「サワイ」 75mg オセルタミビルリン酸塩カプセル タミフル 第50回

外 オフサロン点眼液 ５ｍＬ クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム液 なし 開院時

外 オペガンハイ眼粘弾剤１％ ０．８５ｍＬ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 ヒーロン 開院時

注 オメプラゾール注用「NP」２０ｍｇ オメプラゾールナトリウム注射用 オメプラール 第23回

内 オルメサルタンＯＤ錠「DSEP｣ ２０ｍｇ オルメサルタン メドキソミル錠(2) オルメテック 第45回

内 オロパタジン塩酸塩OD錠「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ５ｍｇ オロパタジン塩酸塩錠(2) アレロック 第40回

注 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 ガベキサートメシル酸塩注射用 エフオーワイ 第48回

注 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 ガベキサートメシル酸塩注射用 エフオーワイ 第48回

内 カモスタットメシル酸塩錠「トーワ」 １００ｍｇ カモスタットメシル酸塩100mg錠 フオイパン 第42回

外 カリーユニ点眼液 ０．００５％ ５ｍＬ ピレノキシン液 なし 開院時

内 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠「日医工」 10mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠 アドナ 第41回

内 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠「日医工」 30mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠 アドナ 第41回

内 カルベジロール錠「サワイ」 １０ｍｇ カルベジロール錠 アーチスト 第44回

内 カルベジロール錠「サワイ」 ２．５ｍｇ カルベジロール錠 アーチスト 第44回

内 カルボシステインＤＳ５０％「ﾀｶﾀ」(500mg/g) L-カルボシステインシロップ用 ムコダイン 第42回
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内 カルボシステインｼﾛｯﾌﾟ小児用「ﾃﾊﾞ」5%(50mg/mL) L-カルボシステインシロップ ムコダイン 第38回

内 カルボシステイン錠「テバ」 ２５０ｍｇ L-カルボシステイン錠 ムコダイン 第33回

注 カルボプラチン点滴静注液｢NK｣ 150ｍｇ/15ｍＬ カルボプラチン注射液 パラプラチン 第14回

注 カルボプラチン点滴静注液｢NK｣ 450ｍｇ/45ｍＬ カルボプラチン注射液 パラプラチン 第14回

注 カルボプラチン点滴静注液｢NK｣ ５０ｍｇ/５ｍＬ カルボプラチン注射液 パラプラチン 第14回

内 カロナール細粒 ２０％（２００ｍｇ／ｇ） アセトアミノフェン細粒 なし 開院時

内 カロナール錠 ２００ｍｇ アセトアミノフェン錠 なし 開院時

内 カロナール錠 ３００ｍｇ アセトアミノフェン錠 なし 第23回

内 カンデサルタン錠「あすか」 ８ｍｇ カンデサルタン シレキセチル錠(1) プロプレス 第37回

外 キシロカインポンプスプレー ８％ ８０ｇ リドカイン噴霧剤 なし 開院時

内 クエン酸第一鉄Ｎａ錠「サワイ」 ５０ｍｇ クエン酸第一鉄ナトリウム錠 フェロミア 第33回

注 グラニセトロン静注液シリンジ｢NK｣ ３ｍｇ/３ｍＬ グラニセトロン塩酸塩キット なし（カイトリル） 第14回

注 グラニセトロン点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ｢NK｣ ３ｍｇ/100mL グラニセトロン塩酸塩キット カイトリル 第14回

内 クラリスロマイシン錠「サワイ」 ２００ｍｇ クラリスロマイシン錠 クラリシッド/クラリス 第44回

注 グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」２００ｍＬ 濃グリセリン・果糖注射液 グリセオール 第19回

外 グリセリン浣腸 ５０％ ３０ｍＬ グリセリン浣腸 なし 開院時

外 グリセリン浣腸 ５０％ ６０ｍＬ グリセリン浣腸 なし 開院時

注 グルアセト ３５注 ５００ｍＬ 維持液(ブドウ糖加)(2) なし 第42回

内 クロピドグレル錠「ＳＡＮＩＫ」 ２５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩錠 プラビックス 第43回

内 クロピドグレル錠「ＳＡＮＩＫ」 ７５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩錠 プラビックス 第43回

外 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」 （７枚/袋） ケトプロフェン貼付剤(2) モーラス 第32回

注 ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」 １ｇ ゲムシタビン塩酸塩注射用 ジェムザール 第34回

注 ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」 ２００ｍｇ ゲムシタビン塩酸塩注射用 ジェムザール 第34回

外 サージセルニューニット15．2ｃｍ×22．9ｃｍ×10 酸化セルロース貼付剤 なし 開院時

外 サージセル吸収性ヘモスタット 10.2x20.3cm2 酸化セルロース貼付剤 なし 開院時
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外 サージセル吸収性ヘモスタット ５．１cm×７．６cm 酸化セルロース貼付剤 なし 開院時

外 サージセル吸収性ヘモスタット綿型シート 5.1x2.5cm2 酸化セルロース貼付剤 なし 開院時

注 サブパック血液ろ過用補充液-Ｂｉ 2020mL 人工透析液(3-4)キット なし（サブラッド） 第22回

内 サリパラ液３．３％ （３３ｍｇ/ｍＬ） 桜皮エキス液 ブロチン 第40回

外 シェルガン０．５眼粘弾剤 ０．５ｍＬ 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(1)液 なし 第42回

注 シスプラチン点滴静注｢マルコ｣ １０ｍｇ/２０ｍＬ シスプラチン注射液 ランダ 第14回

注 シスプラチン点滴静注｢マルコ｣ ２５ｍｇ/５０ｍＬ シスプラチン注射液 ランダ 第14回

注 シスプラチン点滴静注｢マルコ｣ ５０ｍｇ/１００ｍＬ シスプラチン注射液 ランダ 第14回

注 シタラビン点滴静注液「テバ」 １０００ｍｇ/５０ｍＬ シタラビン注射液 キロサイドN 第41回

注 シタラビン点滴静注液「テバ」 ４００ｍｇ/２０ｍＬ シタラビン注射液 キロサイドN 第41回

注 シプロフロキサシン点滴静注「明治」300mg/150mL シプロフロキサシン注射液 シプロキサン 第19回

内 シルニジピン錠「サワイ」１０ｍｇ シルニジピン錠 アテレック 第38回

内 シロスタゾールＯＤ錠「サワイ」 １００ｍｇ シロスタゾール錠(2) プレタール 第38回

内 スクラルファート内用液１０％「日医工」（10mL/包） スクラルファート水和物液 アルサルミン 第33回

内 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 スピロノラクトン25mg錠 アルダクトンA 第36回

注 スルバシリン静注用 ０．７５ｇ アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用 ユナシン‐S 第21回

注 スルバシリン静注用 １．５ｇ アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用 ユナシン‐S 第21回

内 セパミット細粒 １％(１０ｍｇ/ｇ) ニフェジピン細粒 なし（アダラート） 第09回

注 セファゾリンNa注射用「ＮＰ」 ０．２５ｇ セファゾリンナトリウム注射用 セファメジンα 第26回

注 セファゾリンNa注射用「ＮＰ」 １ｇ セファゾリンナトリウム注射用 セファメジンα 第19回

注 セフォチアム塩酸塩静注用「ＮＰ」 ０．５ｇ セフォチアム塩酸塩静注用 パンスポリン 第16回

注 セフォチアム塩酸塩静注用「ＮＰ」 １ｇ セフォチアム塩酸塩静注用 パンスポリン 第14回

内 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」（100ｍｇ/ｇ） セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物細粒 フロモックス 第41回

内 セフカペンピボキシル塩酸塩錠「サワイ」 １００ｍｇ セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠 フロモックス 第41回

注 セフトリアキソンナトリウム静注用「日医工」 １ｇ セフトリアキソンナトリウム水和物静注用 ロセフィン 第19回
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当院採用の後発医薬品覧（計292品目） 令和元年9月30日現在

区分 後発品名 一般名称 備考 先発品名 採用時期

注 セフメタゾールNa静注用「NP」 ０．５ｇ セフメタゾールナトリウム静注用 セフメタゾン 第19回

注 セフメタゾールＮａ静注用｢ＮＰ｣１ｇ セフメタゾールナトリウム静注用 セフメタゾン 第14回

外 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」２５０ｍＬ セボフルラン吸入剤 セボフレン 第33回

内 センノシド錠「セイコー」 １２ｍｇ センノシド錠 プルゼニド 第23回

注 ソリューゲンＦ注 ５００ｍＬ 酢酸リンゲル液 ヴィーンF 第38回

注 ソル・メルコート注 １０００ｍｇ ＜溶解液付＞ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用 ソル・メドロール 第14回

注 ソル・メルコート注 １２５ｍｇ ＜溶解液付＞ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用 ソル・メドロール 第14回

注 ソル・メルコート注 ５００ｍｇ ＜溶解液付＞ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用 ソル・メドロール 第14回

注 ソルデム １ 輸液 ２００ｍＬ 開始液(1) なし（ソリタ‐T1号） 第21回

注 ソルデム １ 輸液 ５００ｍＬ 開始液(1) なし（ソリタ‐T1号） 第21回

注 ソルデム ２ 輸液 ５００ｍＬ 脱水補給液(1) なし（ソリタ‐T2号） 第03回

注 ソルデム ３Ａ 輸液 ２００ｍＬ 維持液(3) なし（ソリタ‐T3号） 第21回

注 ソルデム ３Ａ 輸液 ５００ｍＬ 維持液(3) なし（ソリタ‐T3号） 開院時

注 ソルデム ３ＡＧ 輸液 ５００ｍＬ 維持液(4) なし（ソリタ‐T3号G） 開院時

内 ゾルピデム酒石酸ＯＤ錠「ＥＥ」 ５ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩錠(2) なし（マイスリー） 第38回

注 ゾレドロン酸点滴静注バッグ「ニプロ」  4mg/100mL ゾレドロン酸水和物注射液(1) ゾメタ 第49回

注 タゾピペ配合静注用「明治」 ２．２５ｇ タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用 ゾシン 第41回

注 タゾピペ配合静注用「明治」 ４．５ｇ タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用 ゾシン 第41回

注 ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット(4) ネスプ 第50回

注 ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット(4) ネスプ 第50回

注 ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット(4) ネスプ 第50回

注 ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット(4) ネスプ 第50回

外 チモレート点眼液 ０．５％ ５mＬ チモロールマレイン酸塩液(1) チモプトール 開院時

注 テイコプラニン点滴静注用「F」 400mg テイコプラニン注射用 なし（タゴシッド） 第19回

注 デキサート注 １．６５ｍｇ/０．５ｍL デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 なし（デカドロン） 開院時
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当院採用の後発医薬品覧（計292品目） 令和元年9月30日現在

区分 後発品名 一般名称 備考 先発品名 採用時期

注 デキサート注 ６．６ｍｇ/２ｍＬ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 なし（デカドロン） 開院時

内 デキサメサゾンエリキシル0.01%「ﾆｯｼﾝ｣ (0.1mg/mL) デキサメタゾン液 デカドロンエリキシル 第39回

注 デクスメデトミジン静注液ｼﾘﾝｼﾞ「ﾆﾌﾟﾛ」 200μg/50mL デクスメデトミジン塩酸塩キット プレセデックス 第50回

内 テルミサルタン錠「DSEP」 ４０ｍｇ テルミサルタン錠(1) ミカルディス 第44回

内 ドキサゾシン錠「日医工」 １ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩錠(1) カルデナリン 第33回

注 ドキソルビシン塩酸塩注射液「サンド」 10mg/5mL ドキソルビシン塩酸塩注射液 なし（アドリアシン） 第36回

注 ドキソルビシン塩酸塩注射液「サンド」 50mg/25mL ドキソルビシン塩酸塩注射液 なし（アドリアシン） 第36回

注 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 ２０ｍｇ/１ｍＬ ドセタキセル注射液 ワンタキソテール 第39回

注 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 ８０ｍｇ/４ｍＬ ドセタキセル注射液 ワンタキソテール 第39回

注 ドパミン塩酸塩点滴静注液ｷｯﾄ「ﾌｧｲｻﾞｰ」 200mg/200mL  ドパミン塩酸塩キット なし（イノバン） 開院時

注 ドパミン塩酸塩点滴静注液ｷｯﾄ「ﾌｧｲｻﾞｰ」 600mg/200mL ドパミン塩酸塩キット なし（イノバン） 開院時

注 ドブポン０．３％注シリンジ １５０ｍｇ/５０ｍＬ ドブタミン塩酸塩キット なし（ドブトレックス） 第01回

内 トラセミドOD錠「TE」 ４ｍｇ トラセミド錠(2) ルプラック 第49回

内 トラネキサム酸カプセル「トーワ」 ２５０ｍｇ トラネキサム酸カプセル なし（トランサミン） 第43回

内 ドンペリドン錠「ＥＭＥＣ」 １０ｍｇ ドンペリドン錠(1) ナウゼリン 第39回

注 ナファモスタット注｢MEEK｣ １０ｍｇ ナファモスタットメシル酸塩注射用 フサン 第14回

注 ナファモスタット注｢MEEK｣ ５０ｍｇ ナファモスタットメシル酸塩注射用 フサン 第14回

注 ニカルジピン塩酸塩注射液「ｻﾜｲ」 １０ｍｇ/１０ｍＬ ニカルジピン塩酸塩注射液 ペルジピン 第14回

注 ニカルジピン塩酸塩注射液「サワイ」 ２ｍｇ/２ｍＬ ニカルジピン塩酸塩注射液 ペルジピン 第14回

内 ニコランジル錠「日医工」 ５ｍｇ ニコランジル錠 シグマート 第32回

注 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」 ニコランジル注射用 シグマート 第45回

注 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」 ニコランジル注射用 シグマート 第45回

注 ニトログリセリン静注「ＴＥ」 ５ｍｇ/１０ｍＬ ニトログリセリン注射液 ミリスロール 第49回

注 ニトログリセリン点滴静注「ＴＥ」 50ｍｇ/100ｍＬ ニトログリセリン注射液 ミリスロール 第49回

内 ニトロペン舌下錠 ０．３ｍｇ ニトログリセリン錠 なし 開院時
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当院採用の後発医薬品覧（計292品目） 令和元年9月30日現在

区分 後発品名 一般名称 備考 先発品名 採用時期

内 ニフェジピンＣＲ錠「サワイ」 ２０ｍｇ ニフェジピン徐放錠(2) アダラートCR 第48回

内 ニフェジピンＬ錠「トーワ」 １０ｍｇ ニフェジピン徐放錠(1)  アダラートL 第48回

内 ニルバジピン錠「日医工」 ２ｍｇ ニルバジピン錠 ニバジール 第28回

注 ネオファーゲン静注２０ｍL グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤注射液 なし（強力ネオミノファーゲンシー） 第23回

内 バイアスピリン錠 １００ｍｇ アスピリン腸溶錠 なし（アスピリン） 開院時

外 ハイポアルコール液 ２％｢ヤクハン｣ ５００ｍＬ チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール液 なし 開院時

注 パクリタキセル注 １００ｍｇ/１６．７ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル注射液 タキソール 第29回

注 パクリタキセル注 ３０ｍｇ/５ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル注射液 タキソール 第29回

内 バラシクロビル錠５００ｍｇ バラシクロビル塩酸塩錠(1) バルトレックス 第41回

内 バラシクロビル顆粒５０％「ｱｽﾍﾟﾝ」（５００ｍｇ/ｇ） バラシクロビル塩酸塩顆粒 バルトレックス 第42回

内 バリトゲン消泡内用液 ２％ ジメチコンシロップ ガスコンドロップ 第33回

内 バルサルタン錠「サンド」 ８０ｍｇ バルサルタン錠(1) ディオパン 第37回

内 バルプロ酸Ｎａシロップ５％｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣ （50mg/mL） バルプロ酸ナトリウムシロップ デパケンシロップ 第39回

内 バンコマイシン塩酸塩散「ＭＥＥＫ」 ０．５ｇ バンコマイシン塩酸塩散 塩酸バンコマイシン 第08回

注 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「ＭＥＥＫ」 ０．５ｇ バンコマイシン塩酸塩注射用 塩酸バンコマイシン 第08回

注 パンテチン注１０％ パンテチン注射液 なし（パントシン） 第36回

注 パンテニール注１００ｍｇ パンテノール注射液 なし（パントシン） 第36回

内 ビオフェルミンＲ錠 耐性乳酸菌製剤錠(2) なし 開院時

内 ビオフェルミン錠 ビフィズス菌製剤錠 なし 第19回

内 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%「CHOS」 １０ｍＬ ピコスルファートナトリウム水和物液 ラキソベロン 第38回

内 ビソプロロールフマル酸塩錠「トーワ」 0.625mg ビソプロロールフマル酸塩錠 メインテート 第44回

内 ビソプロロールフマル酸塩錠「トーワ」 5ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩錠 メインテート 第44回

注 ビタジェクト注キット 高カロリー輸液用総合ビタミン剤(7)キット なし 開院時

注 ピペラシリンナトリウム注射用 １ｇ「日医工」 ピペラシリンナトリウム注射用 ペントシリン 第19回

注 ピペラシリンナトリウム注射用「日医工」 ２ｇ ピペラシリンナトリウム注射用 ペントシリン 第18回
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内 ピモベンダン錠 １．２５ｍｇ ピモベンダン錠 アカルディ 第14回

内 ファモチジンＤ錠「ＥＭＥＣ」 １０ｍｇ ファモチジン錠(2) ガスター 第34回

内 ファモチジンＤ錠「ＥＭＥＣ」 ２０ｍｇ ファモチジン錠(2) ガスター 第34回

注 ファモチジン静注「日新」 ２０ｍｇ/２０ｍＬ ファモチジン注射液 ガスター 第43回

注 フィルグラスチムBS注ｼﾘﾝｼﾞ「ﾓﾁﾀﾞ」 300μg /0.7mL フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1) グラン 第49回

注 フィルグラスチムＢＳ注ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 75μg/0.3mL フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1) グラン 第39回

注 フルオレサイト静注 ５００ｍｇ/５ｍＬ フルオレセイン注射液 なし 開院時

注 フルオロウラシル注「トーワ」 １０００ｍｇ フルオロウラシル注射液 5-FU 第43回

注 フルオロウラシル注「トーワ」 ２５０ｍｇ フルオロウラシル注射液 5-FU 第43回

外 フルオロメトロン点眼液0.02% フルオロメトロン液 フルメトロン 第49回

外 フルオロメトロン点眼液0.1% フルオロメトロン液 フルメトロン 第49回

内 フルコナゾールカプセル｢サンド｣１００ｍｇ フルコナゾールカプセル ジフルカン 第26回

内 フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 フルニトラゼパム錠 サイレース 第46回

外 プレドネマ注腸 ２０ｍｇ プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤 なし 第25回

内 フロセミド細粒「ＥＭＥＣ」 ４％（４０ｍｇ/ｇ） フロセミド細粒 ラシックス 第28回

内 フロセミド錠「武田テバ」 ２０ｍｇ フロセミド錠 ラシックス 第28回

内 フロセミド錠「武田テバ」 ４０ｍｇ フロセミド錠 ラシックス 第28回

注 フロセミド注射液「日医工」 ２０ｍｇ/２ｍＬ フロセミド注射液 なし（ラシックス） 第36回

内 ブロチゾラムＯＤ錠「サワイ」 ０．２５ｍｇ ブロチゾラム錠(2) レンドルミン 第38回

注 プロポフォール注 １％100mL （10mg/mL） プロポフォール注射液 ディプリバン 開院時

注 プロポフォール注 １％２０ｍＬ （10mg/mL） プロポフォール注射液 ディプリバン 開院時

注 プロポフォール注 １％50mL （10mg/mL） プロポフォール注射液 ディプリバン 開院時

外 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％「タイヨー」45ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩吸入剤 ビソルボン 第33回

内 ブロムヘキシン塩酸塩錠「日医工」 ４ｍｇ ブロムヘキシン塩酸塩錠 ビソルボン 第33回

注 ブロムヘキシン塩酸塩注射液「タイヨー」 4㎎/2mL ブロムヘキシン塩酸塩注射液 ビソルボン 第33回
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外 ヘキザック水Ｗ ０．０５％ ２５０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩液 なし（ヒビテン） 開院時

注 ベクロニウム静注用「Ｆ」 １０ｍｇ ベクロニウム臭化物静注用 なし（マスキュラックス） 第19回

注 ベクロニウム静注用「Ｆ」 ４ｍｇ ＜溶解液付＞ ベクロニウム臭化物静注用 なし（マスキュラックス） 第19回

内 ベタヒスチンメシル酸塩錠「ＪＤ」 ６ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩錠 メリスロン 第40回

注 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」 10mL ヘパリンナトリウムキット なし 第36回

注 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」 10mL ヘパリンナトリウムキット なし 第36回

内 ベラパミル塩酸塩錠「ＪＧ」 ４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩錠 ワソラン 第39回

⻭ ペリオフィール⻭科用軟膏 ２％ ０．５ｇ ミノサイクリン塩酸塩軟膏 ペリオクリン 開院時

内 ボグリボースＯＤ錠「トーワ」 0.2mg「糖尿病用薬」 ボグリボース錠(2) ベイスン 第45回

内 ボグリボースＯＤ錠「トーワ」 0.3mg「糖尿病用薬」 ボグリボース錠(2) ベイスン 第45回

外 ポピヨドンゲル １０％ ９０ｇ ポビドンヨードゲル イソジン 第28回

外 ポピヨドンスクラブ ７．５％ ５００ｍＬ ポビドンヨード液 イソジン 第37回

外 ポピヨドン液 １０％ ２５０ｍＬ ポビドンヨード液 イソジン 第21回

内 ポラプレジンクＯＤ錠「サワイ」 ７５ｍｇ ポラプレジンク錠 プロマック 第38回

注 ボルビックス注 ２ｍＬ 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤注射液(1) ミネラリン 第40回

内 マーロックス懸濁用配合顆粒（１．２ｇ／包） 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウムシロップ用 なし 開院時

内 マルファ配合内服液 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム液(1) なし 開院時

注 ミダゾラム注１０ｍｇ/２ｍL ミダゾラム注射液 ドルミカム 第23回

内 ミノサイクリン塩酸塩カプセル「日医工」 １００ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩カプセル ミノマイシン 第14回

内 ミノサイクリン塩酸塩錠「日医工」 ５０ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩錠 ミノマイシン 第43回

注 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用｢ﾀｲﾖｰ｣１００ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩静注用 ミノマイシン 第14回

注 ミルリノン注｢タカタ｣ １０ｍｇ/１０ｍＬ ミルリノン注射液 ミルリーラ 第14回

内 ムコサールドライシロップ １．５％（１５ｍｇ／ｇ） アンブロキソール塩酸塩シロップ用 ムコソルバン 開院時

注 メコバラミン注「ＮＰ」 ０．５ｍｇ/1mL メコバラミン注射液 メチコバール 第42回

内 メチコバール錠 ５００μｇ メコバラミン錠 なし 開院時
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当院採用の後発医薬品覧（計292品目） 令和元年9月30日現在

区分 後発品名 一般名称 備考 先発品名 採用時期

注 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注｢F｣ 0.2ｍｇ/1mL メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注射液 なし 開院時

内 メトクロプラミド錠「テバ」 5mg メトクロプラミド錠 プリンペラン 第41回

注 メトクロプラミド注「テバ」 １０ｍｇ/２ｍＬ 塩酸メトクロプラミド注射液 プリンペラン 第43回

注 メロペネム点滴静注用「ファイザー」 ２５０ｍｇ メロペネム水和物注射用 メロペン 第34回

注 メロペネム点滴静注用「ファイザー」 ５００ｍｇ メロペネム水和物注射用 メロペン 第34回

内 モサプリドクエン酸塩錠「ＥＥ」 ５ｍｇ モサプリドクエン酸塩水和物錠 ガスモチン 第43回

注 モベンゾシン静注用 １ｇ セフタジジム水和物静注用 モダシン 第14回

内 モンテルカスト錠「ＫＭ」 １０ｍｇ モンテルカストナトリウム錠(1) キプレス/シングレア 第42回

内 ラグノスNF経口ゼリー分包 12g/包 ラクツロースゼリー なし（ラクツロース） 第49回

内 ラベプラゾールＮａ錠「トーワ」 １０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム錠 パリエット 第48回

内 ランソプラゾールOD錠１５ｍｇ「サワイ」 ランソプラゾール腸溶錠 タケプロン 第36回

内 ランソプラゾールOD錠３０ｍｇ「サワイ」 ランソプラゾール腸溶錠 タケプロン 第36回

注 リツキシマブBS点滴静注「KHK」100mg/10ｍL リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(1) リツキサン 第47回

注 リツキシマブBS点滴静注「KHK」500mg/50ｍL リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(1) リツキサン 第47回

外 リドカインテープ「ＹＰ」 １８ｍｇ リドカイン貼付剤 ペンレス 第45回

注 リドカイン塩酸塩注１％「日新」 リドカイン塩酸塩注射液 なし（キシロカイン） 第36回

注 リドカイン静注用シリンジ「テルモ」 2% 100mg/5mL リドカインキット なし（キシロカイン） 開院時

内 リネゾリド錠「サワイ」 600mg リネゾリド錠 ザイボックス 第50回

注 リネゾリド注射液「サワイ」 600mg/300ｍL リネゾリド注射液 ザイボックス 第50回

内 リマプロストアルファデクス錠「日医工」 ５μｇ リマプロスト アルファデクス錠 オパルモン 第32回

内 レバミピド錠「ＥＭＥＣ」 １００ｍｇ レバミピド錠(1) ムコスタ 第34回

内 レバミピド顆粒２０％「日医工」（０．５ｇ／包） レバミピド顆粒 ムコスタ 第34回

内 レボフロキサシン錠「DSEP」 ５００ｍｇ レボフロキサシン水和物錠(2) クラビット 第37回

注 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ「DSEP」 500mg/100mL レボフロキサシン水和物キット クラビット 第48回

注 レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 １００ｍｇ レボホリナートカルシウム注射用 アイソボリン 第34回
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注 レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 ２５ｍｇ レボホリナートカルシウム注射用 アイソボリン 第34回

外 ロキソプロフェンＮａテープ100mg「科研」（7枚/袋） ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2) ロキソニン 第38回

内 ロキソプロフェンナトリウム錠「日医工」 ６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物錠 ロキソニン 第34回

注 ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「マルイシ」 ロクロニウム臭化物注射液 エスラックス 第47回

内 ロスバスタチン錠「ＤＳＥＰ」 ２．５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム錠(1) クレストール 第45回

注 ロゼウス静注液 １０ｍｇ/１ｍＬ ビノレルビン酒石酸塩注射液 ナベルビン 第29回

注 ロゼウス静注液 ４０ｍｇ/４ｍＬ ビノレルビン酒石酸塩注射液 ナベルビン 第29回

内 ロペラミド錠「ＥＭＥＣ」 １ｍｇ 塩酸ロペラミド1mg錠 ロペミン 第48回

注 ワイスタール配合静注用 １ｇ セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用 スルペラゾン 第18回

内 ワイドシリン細粒 ２０％(２００ｍｇ/ｇ） アモキシシリン水和物細粒 サワシリン/パセトシン 第23回

内 一硝酸イソソルビド錠「サワイ」 ２０ｍｇ 一硝酸イソソルビド錠 アイトロール 第33回

内 球形吸着炭細粒「マイラン」 2g/包 球形吸着炭細粒 クレメジン 第46回

内 酸化マグネシウム錠「ケンエー」 ２５０ｍｇ 酸化マグネシウム錠 なし 第39回

外 消毒用イソプロピルアルコール液 ７０％ ５００ｍＬ イソプロパノール液 なし 開院時

注 生食注シリンジ「オーツカ」 １０ｍＬ 生理食塩液キット(5) なし 第14回

注 生食溶解液キットＨ １００ｍＬ 生理食塩液キット(2) なし 第03回

内 沈降炭酸カルシウム錠「三和」 ５００ｍｇ 沈降炭酸カルシウム錠(1) カルタン 第41回
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