
2019年7月現在

ジェネリック医薬品 先発医薬品

ア行 アイドロチン1%点眼液 -

アクチオス点滴静注用250mg ゾビラックス

アシクロビル錠４００ｍｇ「サワイ」 ゾビラックス

アズノールうがい液4% -

アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 ヴィーン3G

アゾセミド錠３０ｍｇ・60mg「ＪＧ」 ダイアート

アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 アデノスキャン

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 リピトール

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 -

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 -

アマンタジン塩酸塩錠50mg・100mg「サワイ」 シンメトレル

アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ・100mg「ＴＥ」 アンカロン

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ノルバスク

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 リズミック

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 サワシリン

アリピプラゾール散１％「明治」 エビリファイ

アリピプラゾール錠6mg・１２ｍｇ「明治」 エビリファイ

アリピプラゾール内用液分包３ｍｇ・6mg「明治」 エビリファイ

アルガトロバン注シリンジ１０ｍｇ「ＮＰ」 スロンノン

アルファカルシドールカプセル0.25μg・1μg「サワイ」 アルファロール

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「アメル」 ソラナックス

アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「タカタ」 プロスタンディン

アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μｇ「タカタ」 プロスタンディン

アルプロスタジル注５μｇ「武田テバ」 リプル

アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「科研」 リプル

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「アメル」 ボナロン

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 ザイロリック

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 ムコソルバン

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」 エパデールＳ

イソジンシュガーパスタ軟膏 ユーパスタコーワ

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「タイヨー」 アイトロール

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 セロクラール

後発医薬品 一覧表
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イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 グリベック

インクレミンシロップ5% -

インスリングラルギンＢＳ注カート「リリー」 ランタス

インテバンSP25 インフリーS

イントラリポス輸液20% -

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サワイ」 ウルソ

AZ点眼液0.02% -

エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 ユーロジン

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 -

エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「ＭＡ」 エンブレル

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」 ラジカット

エチゾラム錠0.5mg・1mg「EMEC」 デパス

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 ラステット

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 レニベース

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 アレジオン

エピルビシン塩酸塩注射液10mg・50mg「NK」 ファルモルビシン

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 ミオナール

ＭＳ冷シップ「タイホウ」 -

エルエイジー１０液 -

大塚生食注２ポート１００ｍＬ -

オザグレルＮａ静注液４０ｍｇ「日医工」 カタクロット

オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 タミフル

オメプラゾール錠「トーワ」１０ｍｇ オメプラール

オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 オメプラール

オリベス点滴用1% -

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 オルメテック

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 アレロック

カ行 カタボンLow注200mg・Hi注600mg イノバン

カムシア配合錠ＨＤ「ニプロ」 ユニシア

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 フオイパン

カリーユニ点眼液0.005% カタリン

カルベジロール錠1.25mg・2.5mg・10mg｢トーワ｣ アーチスト

カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 ムコダイン
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カルボシステイン錠500mg ムコダイン

カルボプラチン点滴静注液50mg・150mg・450mg｢サンド｣ パラプラチン

カロナールシロップ2% -

カロナール細粒20% -

カロナール錠200・500 -

カンデサルタン錠８ｍｇ「ＥＥ」 ブロプレス

キシロカインポンプスプレー８％

キシロカイン注シリンジ1% -

球形吸着炭細粒(2g/包)・カプセル200mg｢マイラン｣ クレメジン

クエチアピン錠25mg・100mg・200mg｢明治｣ セロクエル

クエチアピン細粒50%｢明治｣ セロクエル

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 フェロミア

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タカタ」 クラリス

グリセリン浣腸「オヲタ」６０ -

グリメピリド錠0.5mg・1mg｢EMEC｣ アマリール

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg ダラシンS

グルカゴン注射用1単位｢F｣ グルカゴンG・ノボ

クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 リーゼ

クロピドグレル錠25mg・75mg｢SANIK｣ プラビックス

KCL注20mEqキット｢テルモ｣ -

ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「日医工」 ミルタックス

ゲムシタビン点滴静注用200mg・1g｢ヤクルト｣ ジェムザール

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢タイヨー｣ ゲンタシン

サ行 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット -

サヴィオゾール輸液 -

5%サリチル酸ワセリン軟膏 -

サリパラ液 -

サリンヘス輸液6% -

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハラ」 アンプラーグ

ジアゼパム錠５「トーワ」 セルシン

シクロスポリンカプセル25mg・50mg｢ファイザー｣ ネオーラル

シスプラチン点滴静注10mg・25mg・50mg｢マルコ｣ ブリプラチン

シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL｢明治｣ シプロキサン

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 ヘルベッサーR
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ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 ヘルベッサー

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg・250mg｢サワイ｣ ヘルベッサー

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 アテレック

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 プレタールOD

硝酸イソソルビド注5mg/10mL・100mg/100mL｢タカタ｣ ニトロール

硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 フランドル

スクラルファート内用液１０％「タイヨー」 アルサルミン

ステリクロンＷ液０．０５ -

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 アルダクトンA

スルピリド錠50mg・100mg（TYK） アビリット

生食注シリンジ「ＮＰ」　２０ｍＬ１筒 -

生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 -

セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 セファメジンα

セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「日医工」 パンスポリン

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 フロモックス

セフタジジム静注用１ｇ「サワイ」 モダシン

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「ＮＰ」 ロセフィン

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 セフメタゾン

セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 セボフレン

セルトラリンOD錠25mg・50mg｢アメル｣ ジェイゾロフト

センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 プルゼニド

ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 エクセグラン

YDソリタ－T3号輸液200mL ソリタ－T3号

ソルデム3A輸液 -

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg・10mg｢トーワ｣ マイスリー

タ行 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 ゾシン

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファイザー」 ハルナール

タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 セレジスト

ダルテパリンＮａ静注３０００単位／１２ｍＬシリンジ「ニプロ」 フラグミン

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「サワイ」 フラグミン

炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 リーマス

チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 パナルジン

チザニジン錠１ｍｇ「アメル」 テルネリン
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沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 カルタン

ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」 ホクナリンテープ

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６ｍｇ「武田テバ」 -

テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「Ｆ」 タゴシッド

デクスメデトミジン注射液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 プレセデックス

テモゾロミド錠２０ｍｇ・100mg「ＮＫ」 テモダール

テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 ミカムロ

テルフィス点滴静注200mL・500mL アミノレバン

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ミカルディス

トアラセット配合錠「オーハラ」 トラムセット

ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 カルデナリン

ドブタミン点滴静注液200mg・600mgキット｢ファイザー｣ ドブトレックス

トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 デジレル

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 ハルシオン

トロキシピド錠１００ｍｇ「オーハラ」 アプレース

ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」 ナウゼリン

ナ行 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ・50mg「日医工」 フサン

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg・10mg｢サワイ｣ ペルジピン

ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 シグマート

ニコランジル点滴静注用2mg・48mg｢F｣ シグマート

ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 サアミオン

ニトログリセリン注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「テルモ」 ミリスロール

ニトロペン舌下錠0.3mg -

ニフェジピンＣＲ錠10mg・40mg「サワイ」 アダラートCR

ネオファーゲン静注20mL -

ネオマレルミンTR錠6mg -

ハ行 バイアスピリン錠100mg -

ハイポアルコール液２％ -

パクリタキセル点滴静注液30mg・100mg｢サンド｣ タキソール

バルサルタン錠８０ｍｇ「ニプロ」 ディオバン

バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 デパケン

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 デパケン

パロキセチン錠１０ｍｇ「アスペン」 パキシル
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バロス消泡内用液２％ -

バロス発泡顆粒－Ｓ -

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 塩酸バンコマイシン

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 塩酸バンコマイシン

ピーマーゲン配合散 -

ビーマス配合錠 -

ピアーレシロップ65% モ二ラック

ピオグリタゾン錠15mg・30mg｢DSEP｣ アクトス

ビオフェルミンR錠 -

ビカルタミド錠８０ｍｇ「サンド」 カソデックス

ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ「サワイ」 ラキソベロン

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」 ラキソベロン

ヒシセオール液200mL・500mL グリセオール

ピシリバクタ静注用1.5g ユナシン-S

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg・5mg｢トーワ」 メインテート

ビタジェクト注キット -

ビダラビン軟膏３％「Ｆ」 アラセナ－A

ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 ペントシリン

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 アカルディ

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg・50mg｢サワイ｣ サンリズム

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ガスター

ファモチジン注射用２０ｍｇ「サワイ」 ガスター

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 アレグラ

フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤンセン」 フェンタニル

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 メバロチン

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇ・1.5mgＭＩ「アメル」 ミラペックスLA

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「Ｆ」 ジフルカン

フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 ロヒプノール

フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 デプロメール

フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「テバ」 アネキセート

プレドネマ注腸20mg -

フロジン外用液5% -

フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ラシックス
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フロセミド注２０ｍｇ「テバ」 ラシックス

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 レンドルミン

プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ「サワイ」 ヒルトニン

プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 バップフォー

プロブコール錠２５０ｍｇ「トーワ」 シンレスタール

1%プロポフォール注20mL・100mL｢マルイシ｣ ディプリバン

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 ビソルボン

ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」 マスキュラックス

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 ベザトールSR

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 コニール

ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ -

ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」 -

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」 ヒルドイド

ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」 ワソラン

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「オーハラ」 ドルナー

ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワイ」 コバシル

ペロスピロン塩酸塩錠4mg・8mg｢アメル｣ ルーラン

ボグリボースOD錠0.2mg・0.3mg｢日医工」 ベイスン

ポビドンヨードゲル１０％「明治」 イソジン

ポピヨドンガーグル7% イソジン

ポピヨドンゲル10% イソジン

ポピヨドンスクラブ７．５％ イソジン

ポピヨドンフィールド１０％ イソジン

ポピヨドン液１０％ イソジン

ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ブイフェンド

マ行 マーロックス懸濁用配合顆粒 -

マキサカルシトール静注透析用2.5μg・5μg・10μg｢ニプロ｣ オキサロール

マグミット錠250mg・330mg -

マスキンＲ・エタノール液（０．５Ｗ／Ｖ％） -

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 ドルミカム

ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 メトリジン

ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 ミノマイシン

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 ミノマイシン
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ミルタザピン錠１５ｍｇ「杏林」 リフレックス

ミルリノン注２２．５ｍｇバッグ「タカタ」 ミルリーラ

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg・100mg｢サワイ｣ メキシチール

メチコバール錠500μg -

メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 リウマトレックス

メドレニック注 エレメンミック

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ＮＰ」 メロペン

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ガスモチン

モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 シングレア

ラ行 ラグノスゼリー分包16.05g モ二ラック

ラモセトロン塩酸塩注射液０．３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ナゼア

ランソプラゾールOD錠15mg・30mg｢トーワ｣ タケプロンOD

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「タカタ」 リスパダール

リスペリドン細粒１％「タカタ」 リスパダール

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」 リスパダール

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 -

リドカインテープ１８ｍｇ「ＮＰ」 ペンレス

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 リファジン

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 プロレナール

レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ムコスタ

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 クラビット

レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」 クラビット

レボホリナート点滴静注用25mg・100mg｢トーワ｣ アイソボリン

レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 アルチバ

ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ロキソニン

ロサルタンK錠25mg・50mg｢DSEP｣ ニューロタン

ロスバスタチン錠２．５ｍｇ・5mg「ＤＳＥＰ」 クレストール

ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ワイパックス

ワ行 ワイスタール配合静注用1g スルペラゾン


