ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用品目リスト

■病院名：光晴会病院
ＪＡＮ

番
号

剤型名

令和 元年 11月 30日現在

薬価基準

薬効分類名

一般名称

規格単位

ポリスチレンスルホン酸カルシウム
２０％２５ｇ１個
ゼリー
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
１ｇ
物・Ｌ－グルタミン細粒

商品名

メーカ

先発医薬品名

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ

アステラス製薬

カリメート経口液２０％

アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」

日医工

マーズレンＳ配合顆粒

アテノロール錠２５ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック

テノーミン錠２５

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」

日医工

リピトール錠１０ｍｇ

アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＥＥ」

日医工

リピトール錠５ｍｇ

4987233102915

1 内用薬

2190016Q2026

その他の循環器官用薬

4987376900010

2 内用薬

2329122C1052

その他の消化性潰瘍用剤

4987792289010

3 内用薬

2123011F1015

β －遮断剤

4987376923729

4 内用薬

2189015F2038

その他の高脂血症用剤

4987376923620

5 内用薬

2189015F1031

その他の高脂血症用剤

4987170008295

6 内用薬

4291010F1090

その他の抗悪性腫瘍用剤

アナストロゾール錠

１ｍｇ１錠

アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」

日本化薬

アリミデックス錠１ｍｇ

4987080000914

7 内用薬

1161001F1131

アマンタジン製剤

アマンタジン塩酸塩錠

５０ｍｇ１錠

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

シンメトレル錠５０ｍｇ

4987233002086

8 内用薬

2129010F1065

その他の不整脈用剤

アミオダロン塩酸塩錠

１００ｍｇ１錠

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」

アステラス製薬

アンカロン錠１００

4987222700535

9 内用薬

2171022F3234

冠血管拡張剤

２．５ｍｇ１錠

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」

4987222701112

10 内用薬

2171022F4230

冠血管拡張剤

５ｍｇ１錠

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」

4987080002819

11 内用薬

2190022F1237

その他の循環器官用薬

アメジニウムメチル硫酸塩錠

１０ｍｇ１錠

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬

リズミック錠１０ｍｇ

4987436114036

12 内用薬

1129007F1034

その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

ゾピクロン錠

７．５ｍｇ１錠

アモバンテス錠７．５

小林化工

アモバン錠７．５

4987080152217

13 内用薬

1179045F1015

その他の精神神経用剤

アリピプラゾール錠

３ｍｇ１錠

アリピプラゾール錠３ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

エビリファイ錠３ｍｇ

4987197170265

14 内用薬

3112001M1267

合成ビタミンＤ製剤

アルファカルシドールカプセル

０．２５μ ｇ１カプセル

4987197170289

15 内用薬

3112001M2018

合成ビタミンＤ製剤

アルファカルシドールカプセル

０．５μ ｇ１カプセル

4987080100218

16 内用薬

1124023F1118

ベンゾジアゼピン系製剤

アルプラゾラム錠

０．４ｍｇ１錠

4987114617606

17 内用薬

3999018F2176

その他代謝性医薬品

4987123400732

18 内用薬

2123014F2236

4987080396017

19 内用薬

4987080395010

アテノロール錠

２５ｍｇ１錠

アトルバスタチンカルシウム水和物
１０ｍｇ１錠
錠
アトルバスタチンカルシウム水和物
５ｍｇ１錠
錠

アムロジピンベシル酸塩口腔内崩
壊錠
アムロジピンベシル酸塩口腔内崩
壊錠

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ
ル
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ
ル

アルファカルシドールカプセル０．２５μ ｇ
扶桑薬品工業
「フソー」
アルファカルシドールカプセル０．５μ ｇ「フ
扶桑薬品工業
ソー」

アルファロールカプセル０．２５μ ｇ
アルファロールカプセル０．５μ ｇ

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

コンスタン０．４ｍｇ錠

アレンドロン酸ナトリウム水和物錠 ３５ｍｇ１錠

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」

ファイザー

フォサマック錠３５ｍｇ

β －遮断剤

アロチノロール塩酸塩錠

１０ｍｇ１錠

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」

武田薬品工業

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｄ
ＳＰ」

3943001F1012

アロプリノール製剤

アロプリノール錠

１００ｍｇ１錠

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

ザイロリック錠１００

20 内用薬

3943001F2248

アロプリノール製剤

アロプリノール錠

５０ｍｇ１錠

アロプリノール錠５０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

ザイロリック錠５０

4987080737421

21 内用薬

3399004M4068

その他の血液・体液用薬

イコサペント酸エチルカプセル

９００ｍｇ１包

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍ
沢井製薬
ｇ「サワイ」

エパデールＳ９００

4987080002918

22 内用薬

6290004M1070

その他の化学療法剤

イトラコナゾールカプセル

５０ｍｇ１カプセル

イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」

沢井製薬

イトリゾールカプセル５０

4987080103813

23 内用薬

2190005F2213

その他の循環器官用薬

イフェンプロジル酒石酸塩錠

２０ｍｇ１錠

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬

セロクラール錠２０ｍｇ

4987123409452

24 内用薬

2144008F2206

アンジオテンシン変換酵素阻害剤

イミダプリル塩酸塩錠

５ｍｇ１錠

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」

武田薬品工業

タナトリル錠５

4987080302612

25 内用薬

2329020F1132

その他の消化性潰瘍用剤

イルソグラジンマレイン酸塩錠

２ｍｇ１錠

沢井製薬

ガスロンＮ錠２ｍｇ

4987155121100

26 内用薬

2362001F2220

胆汁酸製剤

ウルソデオキシコール酸錠

１００ｍｇ１錠

東和薬品

ウルソ錠１００ｍｇ
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イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「サワ
イ」
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トー
ワ」

ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用品目リスト

■病院名：光晴会病院
ＪＡＮ

番
号

剤型名

令和 元年 11月 30日現在

薬価基準

薬効分類名

一般名称

規格単位

商品名

メーカ

先発医薬品名

エキセメスタン錠

２５ｍｇ１錠

エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」

日本化薬

アロマシン錠２５ｍｇ

テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤口腔内崩壊錠
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤口腔内崩壊錠

２０ｍｇ１錠（テガフー
エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０
ル相当量）
２５ｍｇ１錠（テガフー
エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５
ル相当量）

大鵬薬品工業

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０

大鵬薬品工業

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５

4987170008219

27 内用薬

4291012F1030

その他の抗悪性腫瘍用剤

4987117170030

28 内用薬

4229101F1050

その他の代謝拮抗剤

4987117170061

29 内用薬

4229101F2057

その他の代謝拮抗剤

4987080190035

30 内用薬

1179025F1239

その他の精神神経用剤

エチゾラム錠

０．５ｍｇ１錠

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」

沢井製薬

デパス錠０．５ｍｇ

4987080192015

31 内用薬

1179025F2197

その他の精神神経用剤

エチゾラム錠

１ｍｇ１錠

エチゾラム錠１ｍｇ「ＳＷ」

沢井製薬

デパス錠１ｍｇ

4987123411011

32 内用薬

1149032F1043

その他の解熱鎮痛消炎剤

エトドラク錠

１００ｍｇ１錠

エトドラク錠１００ｍｇ「タイヨー」

武田薬品工業

ハイペン錠１００ｍｇ

4987080100812

33 内用薬

1149032F2171

その他の解熱鎮痛消炎剤

エトドラク錠

２００ｍｇ１錠

エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」

沢井製薬

ハイペン錠２００ｍｇ

4987114526106

34 内用薬

4490019F2172

その他のアレルギー用薬

エバスチン錠

１０ｍｇ１錠

エバスチン錠１０ｍｇ「ファイザー」

ファイザー

エバステル錠１０ｍｇ

4987114577603

35 内用薬

3999013F1010

その他代謝性医薬品

エパルレスタット錠

５０ｍｇ１錠

エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」

ファイザー

キネダック錠５０ｍｇ

4987058005033

36 内用薬

1169014F1056

その他の抗パーキンソン剤

エンタカポン錠

１００ｍｇ１錠

エンタカポン錠１００ｍｇ「アメル」

共和薬品工業

コムタン錠１００ｍｇ

4987376919104

37 内用薬

6250029F1016

その他の抗ウイルス剤

エンテカビル水和物錠

０．５ｍｇ１錠

エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」

日医工

バラクルード錠０．５ｍｇ

4987792454258

38 内用薬

4490005F1018

その他のアレルギー用薬

オキサトミド錠

３０ｍｇ１錠

オキサトミド錠３０ｍｇ「ＣＨ」

日本ジェネリック

セルテクト錠３０

4987081519354

39 内用薬

8119002G2039

その他のあへんアルカロイド系麻薬 オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠

１０ｍｇ１錠

オキシコドン徐放錠１０ｍｇ「第一三共」

第一三共

オキシコンチン錠１０ｍｇ

4987081519552

40 内用薬

8119002G4031

その他のあへんアルカロイド系麻薬 オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠

４０ｍｇ１錠

オキシコドン徐放錠４０ｍｇ「第一三共」

第一三共

オキシコンチン錠４０ｍｇ

4987081519255

41 内用薬

8119002G1032

その他のあへんアルカロイド系麻薬 オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠

５ｍｇ１錠

オキシコドン徐放錠５ｍｇ「第一三共」

第一三共

オキシコンチン錠５ｍｇ

4987080267461

42 内用薬

6250021M1035

その他の抗ウイルス剤

オセルタミビルリン酸塩カプセル

７５ｍｇ１カプセル

オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

タミフルカプセル７５

4987222669955

43 内用薬

1179044F6128

その他の精神神経用剤

オランザピン口腔内崩壊錠

２．５ｍｇ１錠

オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ
ル

4987081185542

44 内用薬

1179044F4010

その他の精神神経用剤

オランザピン口腔内崩壊錠

５ｍｇ１錠

オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」

第一三共

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ

4987376920209

45 内用薬

2149044F6018

その他の血圧降下剤

オルメサルタン メドキソミル口腔内
２０ｍｇ１錠
崩壊錠

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＥＥ」

日医工

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ

4987222616324

46 内用薬

4490025F1279

その他のアレルギー用薬

オロパタジン塩酸塩錠

２．５ｍｇ１錠

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
アレロック錠２．５
ル

4987080231110

47 内用薬

2144001F1224

アンジオテンシン変換酵素阻害剤

カプトプリル錠

１２．５ｍｇ１錠

カプトプリル錠１２．５「ＳＷ」

沢井製薬

カプトリル錠１２．５ｍｇ

4987431198840

48 内用薬

1169011F1036

その他の抗パーキンソン剤

カベルゴリン錠

０．２５ｍｇ１錠

カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業

カバサール錠０．２５ｍｇ

4987190009401

49 内用薬

3999003F1017

その他代謝性医薬品

カモスタットメシル酸塩錠

１００ｍｇ１錠

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ

フオイパン錠１００ｍｇ

4987123406543

50 内用薬

2491001F6214

循環ホルモン剤

カリジノゲナーゼ腸溶錠

５０単位１錠

カリジノゲナーゼ錠５０単位「テバ」

武田薬品工業

カルナクリン錠５０

4987123400954

51 内用薬

3112004M1180

合成ビタミンＤ製剤

カルシトリオールカプセル

０．２５μ ｇ１カプセル カルシトリオールカプセル０．２５μ ｇ「テバ」 武田薬品工業

ロカルトロールカプセル０．２５

4987123400978

52 内用薬

3112004M2208

合成ビタミンＤ製剤

カルシトリオールカプセル

０．５μ ｇ１カプセル

ロカルトロールカプセル０．５
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カルシトリオールカプセル０．５μ ｇ「テバ」

武田薬品工業

ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用品目リスト

■病院名：光晴会病院
ＪＡＮ

番
号

剤型名

令和 元年 11月 30日現在

薬価基準

薬効分類名

一般名称

規格単位

商品名

メーカ

先発医薬品名

4987080781011

53 内用薬

2149032F1099

その他の血圧降下剤

カルベジロール錠

１０ｍｇ１錠

カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

アーチスト錠１０ｍｇ

4987080680017

54 内用薬

2149032F4039

その他の血圧降下剤

カルベジロール錠

２．５ｍｇ１錠

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

アーチスト錠２．５ｍｇ

4987123409513

55 内用薬

2233002F2120

システイン系製剤

Ｌ－カルボシステイン錠

５００ｍｇ１錠

カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」

武田薬品工業

ムコダイン錠５００ｍｇ

4987123157575

56 内用薬

2149040F3037

その他の血圧降下剤

カンデサルタン シレキセチル錠

８ｍｇ１錠

カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」

武田薬品工業

ブロプレス錠８

4987058195031

57 内用薬

1179042F2018

その他の精神神経用剤

クエチアピンフマル酸塩錠

１００ｍｇ１錠

クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」

共和薬品工業

セロクエル１００ｍｇ錠

4987081182817

58 内用薬

1179042F1046

その他の精神神経用剤

クエチアピンフマル酸塩錠

２５ｍｇ１錠

クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」

第一三共

セロクエル２５ｍｇ錠

4987080100133

59 内用薬

3222013F1157

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錠

鉄５０ｍｇ１錠

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

フェロミア錠５０ｍｇ

4987171342107

60 内用薬

2391002Q2022

鎮吐剤

２ｍｇ１包

グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」

日本ケミファ

カイトリル錠２ｍｇ

4987080549314

61 内用薬

6149003F2100

その他の主としてグラム陽性菌、マ
クラリスロマイシン錠
イコプラ

２００ｍｇ１錠

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

クラリシッド錠２００ｍｇ

4987376906203

62 内用薬

3961008F1063

スルフォニル尿素系製剤

グリメピリド錠

１ｍｇ１錠

グリメピリド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」

日医工

アマリール１ｍｇ錠

4987376906302

63 内用薬

3961008F2060

スルフォニル尿素系製剤

グリメピリド錠

３ｍｇ１錠

グリメピリド錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」

日医工

アマリール３ｍｇ錠

4987080030317

64 内用薬

1179012F1169

その他の精神神経用剤

クロチアゼパム錠

５ｍｇ１錠

クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

リーゼ錠５ｍｇ

4987123411738

65 内用薬

3399008F1017

その他の血液・体液用薬

クロピドグレル硫酸塩錠

２５ｍｇ１錠

クロピドグレル錠２５ｍｇ「テバ」

武田薬品工業

プラビックス錠２５ｍｇ

4987123411776

66 内用薬

3399008F2250

その他の血液・体液用薬

クロピドグレル硫酸塩錠

７５ｍｇ１錠

クロピドグレル錠７５ｍｇ「テバ」

武田薬品工業

プラビックス錠７５ｍｇ

4987211306335

67 内用薬

2241003S1020

植物性製剤

桜皮エキス液

１０ｍＬ

サリパラ液

丸石製薬

ブロチンシロップ３．３％

4987114538604

68 内用薬

3399006F2278

その他の血液・体液用薬

サルポグレラート塩酸塩錠

１００ｍｇ１錠

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイ
ファイザー
ザー」

アンプラーグ錠１００ｍｇ

4987114131904

69 内用薬

2129002M1167

その他の不整脈用剤

ジソピラミドカプセル

５０ｍｇ１カプセル

ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」

ファイザー

リスモダンカプセル５０ｍｇ

4987080130215

70 内用薬

6241008F2178

ピリドンカルボン酸系製剤

シプロフロキサシン塩酸塩錠

２００ｍｇ１錠

シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「ＳＷ」

沢井製薬

シプロキサン錠２００ｍｇ

4987080106012

71 内用薬

2149037F2055

その他の血圧降下剤

シルニジピン錠

１０ｍｇ１錠

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

アテレック錠１０

4987080278016

72 内用薬

3399002F4035

その他の血液・体液用薬

シロスタゾール口腔内崩壊錠

１００ｍｇ１錠

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

プレタールＯＤ錠１００ｍｇ

4987081187836

73 内用薬

2590010F4030

その他の泌尿生殖器官及び肛門用
シロドシン口腔内崩壊錠
薬

４ｍｇ１錠

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」

第一三共

ユリーフＯＤ錠４ｍｇ

4987376907101

74 内用薬

2189011F1254

その他の高脂血症用剤

シンバスタチン錠

５ｍｇ１錠

シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」

日医工

リポバス錠５

4987155092080

75 内用薬

2133001F1018

抗アルドステロン製剤

スピロノラクトン錠

２５ｍｇ１錠

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」

東和薬品

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ

4987058210284

76 内用薬

2329009F1152

その他の消化性潰瘍用剤

スルピリド錠

５０ｍｇ１錠

スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」

共和薬品工業

ドグマチール錠５０ｍｇ

4987114111500

77 内用薬

6132016F2100

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
１００ｍｇ１錠
物錠

ファイザー

フロモックス錠１００ｍｇ

4987080546313

78 内用薬

6132015F1053

セフェム系抗生物質製剤

セフジトレン ピボキシル錠

沢井製薬

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ

グラニセトロン塩酸塩ゼリー

１００ｍｇ１錠
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セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
「ファイザー」
セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サワ
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4987114057907

79 内用薬

2459100F1154

その他の副腎ホルモン剤

ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミン
１錠
マレイン酸塩錠

セレスターナ配合錠

ファイザー

セレスタミン配合錠

4987197422258

80 内用薬

2354003F2340

植物性製剤

センノシド錠

１２ｍｇ１錠

センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」

扶桑薬品工業

プルゼニド錠１２ｍｇ

4987222600361

81 内用薬

1129009F1335

その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

ゾルピデム酒石酸塩錠

５ｍｇ１錠

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
マイスリー錠５ｍｇ
ル

4987114529909

82 内用薬

2590008F2014

その他の泌尿生殖器官及び肛門用 タムスロシン塩酸塩徐放性口腔内
薬
崩壊錠

０．２ｍｇ１錠

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ

4987058334140

83 内用薬

1190014F2056

その他の中枢神経系用薬

タルチレリン水和物口腔内崩壊錠

５ｍｇ１錠

タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」

共和薬品工業

セレジストＯＤ錠５ｍｇ

4987123406581

84 内用薬

1190004F1161

その他の中枢神経系用薬

チアプリド塩酸塩錠

２５ｍｇ１錠

チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」

武田薬品工業

グラマリール錠２５ｍｇ

4987080329015

85 内用薬

3399001F1015

その他の血液・体液用薬

チクロピジン塩酸塩錠

１００ｍｇ１錠

チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

パナルジン錠１００ｍｇ

4987155196139

86 内用薬

2329012C1271

その他の消化性潰瘍用剤

テプレノン細粒

１０％１ｇ

テプレノン細粒１０％「トーワ」

東和薬品

セルベックス細粒１０％

4987376908306

87 内用薬

2149117F1041

その他の血圧降下剤

テラムロ配合錠ＡＰ「ＥＥ」

日医工

ミカムロ配合錠ＡＰ

4987080682219

88 内用薬

2149113F2040

その他の血圧降下剤

テルチア配合錠ＢＰ「サワイ」

沢井製薬

ミコンビ配合錠ＢＰ

4987376908511

89 内用薬

2149042F1017

その他の血圧降下剤

テルミサルタン錠

２０ｍｇ１錠

テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＥＥ」

日医工

ミカルディス錠２０ｍｇ

4987376908610

90 内用薬

2149042F2013

その他の血圧降下剤

テルミサルタン錠

４０ｍｇ１錠

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＥＥ」

日医工

ミカルディス錠４０ｍｇ

4987058337035

91 内用薬

2149026F3010

その他の血圧降下剤

ドキサゾシンメシル酸塩錠

２ｍｇ１錠

ドキサゾシン錠２ｍｇ「アメル」

共和薬品工業

カルデナリン錠２ｍｇ

4987080038115

92 内用薬

2190006M2225

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カ
２００ｍｇ１カプセル
プセル

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
沢井製薬
２００ｍｇ「サワイ」

ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ

4987116010207

93 内用薬

1190012F3037

その他の中枢神経系用薬

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠

３ｍｇ１錠

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＰ」

大日本住友製薬

アリセプトＤ錠３ｍｇ

4987116010252

94 内用薬

1190012F4033

その他の中枢神経系用薬

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠

５ｍｇ１錠

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＰ」

大日本住友製薬

アリセプトＤ錠５ｍｇ

4987233105114

95 内用薬

2139009F3029

その他の利尿剤

トラセミド口腔内崩壊錠

４ｍｇ１錠

トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」

アステラス製薬

ルプラック錠４ｍｇ

4987376371117

96 内用薬

1124007F2239

ベンゾジアゼピン系製剤

トリアゾラム錠

０．２５ｍｇ１錠

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」

日医工

ハルシオン０．２５ｍｇ錠

4987080302810

97 内用薬

2399006F1579

その他の消化器官用薬

トリメブチンマレイン酸塩錠

１００ｍｇ１錠

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬

セレキノン錠１００ｍｇ

4987376910019

98 内用薬

2399005F2260

その他の消化器官用薬

ドンペリドン錠

１０ｍｇ１錠

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」

日医工

ナウゼリン錠１０

4987114109101

99 内用薬

2590009F4011

その他の泌尿生殖器官及び肛門用
ナフトピジル口腔内崩壊錠
薬

５０ｍｇ１錠

ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ファイザー」

ファイザー

フリバスＯＤ錠５０ｍｇ

4987051466145 100 内用薬

1190015M1070

その他の中枢神経系用薬

ナルフラフィン塩酸塩カプセル

２．５μ ｇ１カプセル

ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５μ ｇ
「キッセイ」

キッセイ薬品工業 レミッチカプセル２．５μ ｇ

4987155108101 101 内用薬

2171017F2172

冠血管拡張剤

ニコランジル錠

５ｍｇ１錠

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」

東和薬品

シグマート錠５ｍｇ

4987155765045 102 内用薬

2325005M1200

Ｈ２遮断剤

ニザチジンカプセル

１５０ｍｇ１カプセル

ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「トーワ」

東和薬品

アシノン錠１５０ｍｇ

4987155764048 103 内用薬

2325005M2169

Ｈ２遮断剤

ニザチジンカプセル

７５ｍｇ１カプセル

ニザチジンカプセル７５ｍｇ「トーワ」

東和薬品

アシノン錠７５ｍｇ

4987123411196 104 内用薬

1124003F2290

ベンゾジアゼピン系製剤

ニトラゼパム錠

５ｍｇ１錠

ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」

武田薬品工業

ベンザリン錠５

テルミサルタン・アムロジピンベシル
１錠
酸塩配合剤錠
テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド
１錠
配合剤錠
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4987080553182 105 内用薬

2171014G4061

冠血管拡張剤

ニフェジピン徐放錠

２０ｍｇ１錠

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ

4987080556183 106 内用薬

2171014G5068

冠血管拡張剤

ニフェジピン徐放錠

４０ｍｇ１錠

ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

アダラートＣＲ錠４０ｍｇ

4987080220015 107 内用薬

2171014G1232

冠血管拡張剤

ニフェジピン徐放錠

１０ｍｇ１錠

ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

アダラートＬ錠１０ｍｇ

4987080003618 108 内用薬

6250019F1233

その他の抗ウイルス剤

バラシクロビル塩酸塩錠

５００ｍｇ１錠

バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

バルトレックス錠５００

4987916000255 109 内用薬

2149041F2361

その他の血圧降下剤

バルサルタン錠

４０ｍｇ１錠

バルサルタン錠４０ｍｇ「Ｍｅ」

Ｍｅファルマ

ディオバン錠４０ｍｇ

4987916000309 110 内用薬

2149041F3368

その他の血圧降下剤

バルサルタン錠

８０ｍｇ１錠

バルサルタン錠８０ｍｇ「Ｍｅ」

Ｍｅファルマ

ディオバン錠８０ｍｇ

4987376911504 111 内用薬

1139004C2070

その他の抗てんかん剤

バルプロ酸ナトリウム細粒

４０％１ｇ

バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 日医工

4987222662079 112 内用薬

6113001B1127

バンコマイシン製剤

バンコマイシン塩酸塩散

５００ｍｇ１瓶

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
塩酸バンコマイシン散０．５ｇ
ル

4987170006475 113 内用薬

3999001Q2066

その他代謝性医薬品

ラクツロースシロップ

６５％１ｍＬ

ピアーレシロップ６５％

日本化薬

モニラック・シロップ６５％

4987081181452 114 内用薬

3969007F1032

その他の糖尿病用剤

ピオグリタゾン塩酸塩錠

１５ｍｇ１錠

ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」

第一三共

アクトス錠１５

4987114577306 115 内用薬

4291009F1241

その他の抗悪性腫瘍用剤

ビカルタミド錠

８０ｍｇ１錠

ビカルタミド錠８０ｍｇ「ファイザー」

ファイザー

カソデックス錠８０ｍｇ

4987436786929 116 内用薬

2359005S1321

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液 ０．７５％１ｍＬ

4987123406413 117 内用薬

2123016F3070

β －遮断剤

ビソプロロールフマル酸塩錠

０．６２５ｍｇ１錠

4987123404235 118 内用薬

2123016F1166

β －遮断剤

ビソプロロールフマル酸塩錠

２．５ｍｇ１錠

4987222659635 119 内用薬

2189016F4051

その他の高脂血症用剤

ピタバスタチンカルシウム口腔内崩
１ｍｇ１錠
壊錠

ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
リバロＯＤ錠１ｍｇ
ル

4987233001348 120 内用薬

2119006F1020

その他の強心剤

ピモベンダン錠

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」

アステラス製薬

4987080255017 121 内用薬

2129008M1113

その他の不整脈用剤

4987080254010 122 内用薬

2129008M2128

その他の不整脈用剤

4987080537182 123 内用薬

2325003F3124

4987080538189 124 内用薬

１．２５ｍｇ１錠

ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「ＫＮ」 小林化工
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「テバ」
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「テ
バ」

デパケン細粒４０％

ラキソベロン内用液０．７５％

武田薬品工業

メインテート錠０．６２５ｍｇ

武田薬品工業

メインテート錠２．５ｍｇ

アカルディカプセル１．２５

ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセ
２５ｍｇ１カプセル
ル
ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセ
５０ｍｇ１カプセル
ル

ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サワ
沢井製薬
イ」
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワ
沢井製薬
イ」

Ｈ２遮断剤

ファモチジン口腔内崩壊錠

１０ｍｇ１錠

ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

ガスターＤ錠１０ｍｇ

2325003F4147

Ｈ２遮断剤

ファモチジン口腔内崩壊錠

２０ｍｇ１錠

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

ガスターＤ錠２０ｍｇ

4987080003328 125 内用薬

4490023F3108

その他のアレルギー用薬

フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩
６０ｍｇ１錠
壊錠

4987080301813 126 内用薬

2590002F1517

その他の泌尿生殖器官及び肛門用
フラボキサート塩酸塩錠
薬

4987376922302 127 内用薬

4490017F2025

その他のアレルギー用薬

4987114618900 128 内用薬

4291005F1073

4987058565117 129 内用薬
4987058566039 130 内用薬

サンリズムカプセル２５ｍｇ
サンリズムカプセル５０ｍｇ

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「サ
沢井製薬
ワイ」

アレグラＯＤ錠６０ｍｇ

２００ｍｇ１錠

フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

ブラダロン錠２００ｍｇ

プランルカスト水和物錠

２２５ｍｇ１錠

プランルカスト錠２２５「ＥＫ」

日医工

オノンカプセル１１２．５ｍｇ

その他の抗悪性腫瘍用剤

フルタミド錠

１２５ｍｇ１錠

フルタミド錠１２５ｍｇ「ファイザー」

ファイザー

オダイン錠１２５ｍｇ

1124008F1067

ベンゾジアゼピン系製剤

フルニトラゼパム錠

１ｍｇ１錠

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」

共和薬品工業

サイレース錠１ｍｇ

1124008F2047

ベンゾジアゼピン系製剤

フルニトラゼパム錠

２ｍｇ１錠

フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」

共和薬品工業

サイレース錠２ｍｇ
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ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用品目リスト

■病院名：光晴会病院
ＪＡＮ

番
号

剤型名

令和 元年 11月 30日現在

薬価基準

薬効分類名

一般名称

規格単位

商品名

メーカ

先発医薬品名

4987086621250 131 内用薬

2189012F3049

その他の高脂血症用剤

フルバスタチンナトリウム錠

３０ｍｇ１錠

フルバスタチン錠３０ｍｇ「三和」

三和化学研究所

ローコール錠３０ｍｇ

4987376913300 132 内用薬

1179039F1052

その他の精神神経用剤

フルボキサミンマレイン酸塩錠

２５ｍｇ１錠

フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＥＭ
日医工
ＥＣ」

ルボックス錠２５

4987123416207 133 内用薬

2139005F1109

その他の利尿剤

フロセミド錠

２０ｍｇ１錠

フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」

武田薬品工業

ラシックス錠２０ｍｇ

4987123416238 134 内用薬

2139005F2466

その他の利尿剤

フロセミド錠

４０ｍｇ１錠

フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」

武田薬品工業

ラシックス錠４０ｍｇ

4987123410052 135 内用薬

1124009F2092

ベンゾジアゼピン系製剤

ブロチゾラム口腔内崩壊錠

０．２５ｍｇ１錠

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「テバ」

武田薬品工業

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ

4987058830284 136 内用薬

1179028F2131

その他の精神神経用剤

ブロムペリドール錠

３ｍｇ１錠

ブロムペリドール錠３ｍｇ「アメル」

共和薬品工業

インプロメン錠３ｍｇ

4987080394013 137 内用薬

2183005G1285

クロフィブラート系製剤

ベザフィブラート徐放錠

２００ｍｇ１錠

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ

4987080575313 138 内用薬

2171021F1113

冠血管拡張剤

ベニジピン塩酸塩錠

２ｍｇ１錠

ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

コニール錠２

4987080576310 139 内用薬

2171021F2152

冠血管拡張剤

ベニジピン塩酸塩錠

４ｍｇ１錠

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

コニール錠４

4987376372206 140 内用薬

3399005F1293

その他の血液・体液用薬

ベラプロストナトリウム錠

２０μ ｇ１錠

ベラプロストナトリウム錠２０μ ｇ「日医工」

日医工

ドルナー錠２０μ ｇ

4987123415934 141 内用薬

3969004F1330

その他の糖尿病用剤

ボグリボース錠

０．２ｍｇ１錠

ボグリボース錠０．２ｍｇ「武田テバ」

武田薬品工業

ベイスン錠０．２

4987080681014 142 内用薬

2329027F1037

その他の消化性潰瘍用剤

ポラプレジンク口腔内崩壊錠

７５ｍｇ１錠

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

プロマックＤ錠７５

4987792611347 143 内用薬

6179001F1040

その他の主としてカビに作用するも
ボリコナゾール錠
の

５０ｍｇ１錠

ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック

ブイフェンド錠５０ｍｇ

4987155360011 144 内用薬

3969009F2038

その他の糖尿病用剤

ミグリトール錠

５０ｍｇ１錠

ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」

東和薬品

セイブル錠５０ｍｇ

4987086651578 145 内用薬

3969008F4060

その他の糖尿病用剤

ミチグリニドカルシウム水和物口腔
１０ｍｇ１錠
内崩壊錠

ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「三和」

三和化学研究所

グルファストＯＤ錠１０ｍｇ

4987376351508 146 内用薬

6152005M2090

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カプセル

１００ｍｇ１カプセル

ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日
医工」

日医工

ミノマイシンカプセル１００ｍｇ

4987222000017 147 内用薬

1179051F1207

その他の精神神経用剤

ミルタザピン錠

１５ｍｇ１錠

ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
レメロン錠１５ｍｇ
ル

4987376910316 148 内用薬

2239001F1335

その他の去たん剤

アンブロキソール塩酸塩錠

１５ｍｇ１錠

ムコブリン錠１５ｍｇ

日医工

4987080033912 149 内用薬

2129003M2192

その他の不整脈用剤

メキシレチン塩酸塩カプセル

１００ｍｇ１カプセル

4987080033813 150 内用薬

2129003M1188

その他の不整脈用剤

メキシレチン塩酸塩カプセル

５０ｍｇ１カプセル

4987080791010 151 内用薬

2399009F2072

その他の消化器官用薬

メサラジン徐放錠

５００ｍｇ１錠

メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

ペンタサ錠５００ｍｇ

4987128031160 152 内用薬

3999016F1030

その他代謝性医薬品

メトトレキサート錠

２ｍｇ１錠

メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」

田辺三菱製薬

リウマトレックスカプセル２ｍｇ

4987222623056 153 内用薬

2399010F2270

その他の消化器官用薬

モサプリドクエン酸塩水和物錠

５ｍｇ１錠

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
ガスモチン錠５ｍｇ
ル

4987086420723 154 内用薬

4490026F2016

その他のアレルギー用薬

モンテルカストナトリウム錠

１０ｍｇ１錠

モンテルカスト錠１０ｍｇ「三和」

三和化学研究所

4987222705158 155 内用薬

2329028F1155

その他の消化性潰瘍用剤

ラベプラゾールナトリウム腸溶錠

１０ｍｇ１錠

ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」

4987222705332 156 内用薬

2329028F2151

その他の消化性潰瘍用剤

ラベプラゾールナトリウム腸溶錠

２０ｍｇ１錠

ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ「明治」
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メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワ
沢井製薬
イ」
メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワ
沢井製薬
イ」

ムコソルバン錠１５ｍｇ
メキシチールカプセル１００ｍｇ
メキシチールカプセル５０ｍｇ

シングレア錠１０ｍｇ

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
パリエット錠１０ｍｇ
ル
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
パリエット錠２０ｍｇ
ル

ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用品目リスト

■病院名：光晴会病院
ＪＡＮ

番
号

剤型名

令和 元年 11月 30日現在

薬価基準

薬効分類名

一般名称

規格単位

商品名

4987123415897 157 内用薬

2329023F1144

その他の消化性潰瘍用剤

ランソプラゾール腸溶性口腔内崩
壊錠

１５ｍｇ１錠

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」 武田薬品工業

タケプロンＯＤ錠１５

4987058861035 158 内用薬

1179038F1074

その他の精神神経用剤

リスペリドン錠

１ｍｇ１錠

リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」

リスパダール錠１ｍｇ

4987222705417 159 内用薬

1179038S1080

その他の精神神経用剤

リスペリドン液

０．１％１ｍＬ

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」

4987222663342 160 内用薬

6249002F1032

その他の合成抗菌剤

リネゾリド錠

６００ｍｇ１錠

リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」

4987614235041 161 内用薬

6164001M1186

リファンピシン製剤

リファンピシンカプセル

１５０ｍｇ１カプセル

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」

サンド

リファジンカプセル１５０ｍｇ

4987376320238 162 内用薬

3399003F1111

その他の血液・体液用薬

リマプロスト アルファデクス錠

５μ ｇ１錠

リマプロストアルファデクス錠５μ ｇ「日医
工」

日医工

プロレナール錠５μ ｇ

4987170009551 163 内用薬

4291015F1018

その他の抗悪性腫瘍用剤

レトロゾール錠

２．５ｍｇ１錠

レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」

日本化薬

フェマーラ錠２．５ｍｇ

4987376915229 164 内用薬

2329021F1030

その他の消化性潰瘍用剤

レバミピド錠

１００ｍｇ１錠

レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」

日医工

ムコスタ錠１００ｍｇ

4987081183586 165 内用薬

6241013F3051

ピリドンカルボン酸系製剤

レボフロキサシン水和物錠

５００ｍｇ１錠（レボフ
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ロキサシンとして）

第一三共

クラビット錠５００ｍｇ

4987376915311 166 内用薬

1149019F1480

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
錠

６０ｍｇ１錠

ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」

日医工

ロキソニン錠６０ｍｇ

4987081182664 167 内用薬

2149039F1040

その他の血圧降下剤

ロサルタンカリウム錠

２５ｍｇ１錠

ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」

第一三共

ニューロタン錠２５ｍｇ

4987081182718 168 内用薬

2149039F2046

その他の血圧降下剤

ロサルタンカリウム錠

５０ｍｇ１錠

ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」

第一三共

ニューロタン錠５０ｍｇ

4987376916318 169 内用薬

2189017F3017

その他の高脂血症用剤

ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＥ」

日医工

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ

4987376916400 170 内用薬

2189017F4013

その他の高脂血症用剤

ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」

日医工

クレストールＯＤ錠５ｍｇ

4987058801314 171 内用薬

1169013F4026

その他の抗パーキンソン剤

ロピニロール塩酸塩口腔内崩壊錠 ０．２５ｍｇ１錠

ロピニロールＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」

共和薬品工業

レキップ錠０．２５ｍｇ

4987376916509 172 内用薬

2319001F1010

その他の止しゃ剤、整腸剤

塩酸ロペラミド錠

１ｍｇ１錠

ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」

日医工

ロペミンカプセル１ｍｇ

4987376916714 173 内用薬

4490027F2053

その他のアレルギー用薬

ロラタジン口腔内崩壊錠

１０ｍｇ１錠

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」

日医工

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ

4987123404778 174 内用薬

2171023F2119

冠血管拡張剤

一硝酸イソソルビド錠

２０ｍｇ１錠

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「タイヨー」

武田薬品工業

アイトロール錠２０ｍｇ

4987197408122 175 内用薬

2190029D2072

その他の循環器官用薬

炭酸ランタン水和物顆粒

５００ｍｇ１包

炭酸ランタン顆粒分包５００ｍｇ「フソー」

扶桑薬品工業

ホスレノール顆粒分包５００ｍｇ

4987081104499 176 内用薬

1179017F1072

その他の精神神経用剤

炭酸リチウム錠

１００ｍｇ１錠

炭酸リチウム錠１００ｍｇ「フジナガ」

第一三共

リーマス錠１００

4987211710101 177 注射薬

1119402A1030

その他の全身麻酔剤

プロポフォール注射液

２００ｍｇ２０ｍＬ１管

１％プロポフォール注「マルイシ」

丸石製薬

１％ディプリバン注

4987211710118 178 注射薬

1119402A2037

その他の全身麻酔剤

プロポフォール注射液

５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶

１％プロポフォール注「マルイシ」

丸石製薬

１％ディプリバン注

4987350027931 179 注射薬

3319402G4024

その他の血液代用剤

塩化カリウム注射液キット

１モル２０ｍＬ１キット ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」

テルモ

ＫＣＬ補正液キット２０ｍＥｑ

4987080613039 180 注射薬

6250401F1015

その他の抗ウイルス剤

アシクロビル注射用

２５０ｍｇ１瓶

アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

ゾビラックス点滴静注用２５０

4987350027979 181 注射薬

3229401G1021

その他の無機質製剤

Ｌ－アスパラギン酸カリウムキット

１７．１２％１０ｍＬ１
キット

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット
「テルモ」

テルモ

アスパラカリウム注１０ｍＥｑ

4987431298823 182 注射薬

2190402D2076

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

５００μ ｇ１瓶

アピスタンディン注射用５００μ ｇ

富士製薬工業

プロスタンディン点滴静注用５００μ
ｇ

ロスバスタチンカルシウム口腔内崩
２．５ｍｇ１錠
壊錠
ロスバスタチンカルシウム口腔内崩
５ｍｇ１錠
壊錠
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メーカ

共和薬品工業

先発医薬品名

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ
ル
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
ザイボックス錠６００ｍｇ
ル

ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用品目リスト

■病院名：光晴会病院
ＪＡＮ

番
号

剤型名

令和 元年 11月 30日現在

薬価基準

薬効分類名

一般名称

規格単位

商品名

メーカ

先発医薬品名

4987233105107 183 注射薬

2129410A1036

その他の不整脈用剤

アミオダロン塩酸塩注射液

１５０ｍｇ３ｍＬ１管

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」

アステラス製薬

アンカロン注１５０

4987120219801 184 注射薬

2190402D3080

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

２０μ ｇ１瓶

4987155012057 185 注射薬

2190406G2070

その他の循環器官用薬

アルプロスタジルキット

4987186168112 186 注射薬

3999419G1040

その他代謝性医薬品

アレンドロン酸ナトリウム水和物
キット

4987118253107 187 注射薬

7219415G3133

その他のＸ線造影剤

イオヘキソールキット

4987118236551 188 注射薬

7219415H5077

その他のＸ線造影剤

イオヘキソール注射液

4987118236452 189 注射薬

7219415H4070

その他のＸ線造影剤

イオヘキソール注射液

4987118253206 190 注射薬

7219415G5080

その他のＸ線造影剤

イオヘキソールキット

4987117130034 191 注射薬

4240404A2080

その他の抗腫瘍性植物成分製剤

4987117130010 192 注射薬

4240404A1083

その他の抗腫瘍性植物成分製剤

4987428771100 193 注射薬

2492420G1024

すい臓ホルモン剤

4987222714327 194 注射薬

1190401A1147

その他の中枢神経系用薬

4987170007243 195 注射薬

4235404D1063

4987170007250 196 注射薬

アルプロスタジルアルファデクス注射用２０
高田製薬
μ ｇ「タカタ」
アルプロスタジル注１０μ ｇシリンジ「トー
１０μ ｇ２ｍＬ１筒
東和薬品
ワ」
アレンドロン酸点滴静注バッグ９００μ ｇ「Ｈ
９００μ ｇ１００ｍＬ１袋
光製薬
Ｋ」
６４．７１％１００ｍＬ１
イオベリン３００注シリンジ１００ｍＬ
武田テバファーマ
筒
７５．４９％１００ｍＬ１
イオベリン３５０注１００ｍＬ
武田テバファーマ
瓶
７５．４９％５０ｍＬ１瓶 イオベリン３５０注５０ｍＬ

７５．４９％１００ｍＬ１
イオベリン３５０注シリンジ１００ｍＬ
筒
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タ
イリノテカン塩酸塩水和物注射液 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶
イホウ」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「タイ
イリノテカン塩酸塩水和物注射液 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
ホウ」
インスリン グラルギン（遺伝子組換
インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リ
３００単位１キット
え）キット
リー」

プロスタンディン注射用２０μ ｇ
パルクス注ディスポ１０μ ｇ
ボナロン点滴静注バッグ９００μ ｇ
オムニパーク３００注シリンジ１００
ｍＬ
オムニパーク３５０注１００ｍＬ

武田テバファーマ オムニパーク３５０注５０ｍＬ
武田テバファーマ

オムニパーク３５０注シリンジ１００
ｍＬ

大鵬薬品工業

カンプト点滴静注１００ｍｇ

大鵬薬品工業

カンプト点滴静注４０ｍｇ

日本イーライリリー ランタス注ソロスター

３０ｍｇ２０ｍＬ１管

エダラボン点滴静注３０ｍｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
ラジカット注３０ｍｇ
ル

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注射用

１０ｍｇ１瓶

エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」

日本化薬

ファルモルビシン注射用１０ｍｇ

4235404D2060

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注射用

５０ｍｇ１瓶

エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」

日本化薬

ファルモルビシン注射用５０ｍｇ

4987051086213 197 注射薬

3999427G2025

その他代謝性医薬品

4987051086411 198 注射薬

3999427G3021

その他代謝性医薬品

4987051086015 199 注射薬

3999427G1029

その他代謝性医薬品

4987170009346 200 注射薬

4291410A2092

その他の抗悪性腫瘍用剤

オキサリプラチン注射液

１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶

4987170009339 201 注射薬

4291410A1096

その他の抗悪性腫瘍用剤

オキサリプラチン注射液

５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬

エルプラット点滴静注液５０ｍｇ

4987614407516 202 注射薬

2499403A2068

その他のホルモン剤

オクトレオチド酢酸塩注射液

１００μ ｇ１ｍＬ１管

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μ ｇ「サン
サンド
ド」

サンドスタチン皮下注用１００μ ｇ

4987376215718 203 注射薬

2329403D1068

その他の消化性潰瘍用剤

オメプラゾールナトリウム注射用

２０ｍｇ１瓶

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」

日医工

オメプラール注用２０

4987123146340 204 注射薬

2119402A1019

その他の強心剤

ドパミン塩酸塩注射液

１００ｍｇ５ｍＬ１管

カコージン注１００ｍｇ

武田薬品工業

イノバン注１００ｍｇ

4987274114823 205 注射薬

3999403D2112

その他代謝性医薬品

ガベキサートメシル酸塩注射用

５００ｍｇ１瓶

ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「Ａ アルフレッサファー
注射用エフオーワイ５００
ＦＰ」
マ

4987376505611 206 注射薬

4291403A2122

その他の抗悪性腫瘍用剤

カルボプラチン注射液

１５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶

カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」

日医工

パラプラチン注射液１５０ｍｇ

4987376505710 207 注射薬

4291403A3129

その他の抗悪性腫瘍用剤

カルボプラチン注射液

４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶

カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」

日医工

パラプラチン注射液４５０ｍｇ

4987376505512 208 注射薬

4291403A1126

その他の抗悪性腫瘍用剤

カルボプラチン注射液

５０ｍｇ５ｍＬ１瓶

カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」

日医工

パラプラチン注射液５０ｍｇ

エダラボン注射液

エポエチン カッパ（遺伝子組換え） １，５００国際単位１ｍ
キット
Ｌ１筒
エポエチン カッパ（遺伝子組換え） ３，０００国際単位２ｍ
キット
Ｌ１筒
エポエチン カッパ（遺伝子組換え） ７５０国際単位０．５ｍ
キット
Ｌ１筒
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エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「Ｊ
ＣＲ」
エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「Ｊ
ＣＲ」
エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣ
Ｒ」
オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

キッセイ薬品工業 エポジン注シリンジ１５００
キッセイ薬品工業 エポジン注シリンジ３０００
キッセイ薬品工業 エポジン注シリンジ７５０
日本化薬

エルプラット点滴静注液１００ｍｇ

ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用品目リスト

■病院名：光晴会病院
ＪＡＮ

番
号

剤型名

令和 元年 11月 30日現在

薬価基準

薬効分類名

一般名称

規格単位

商品名

4987170008257 209 注射薬

2391400G1164

鎮吐剤

グラニセトロン塩酸塩キット

３ｍｇ１００ｍＬ１袋

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００
日本化薬
ｍＬ「ＮＫ」

カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ

4987350003591 210 注射薬

2190501A4114

その他の循環器官用薬

濃グリセリン・果糖注射液

２００ｍＬ１袋

グリセレブ配合点滴静注

テルモ

グリセオール注

4987190108418 211 注射薬

3319560A3026

その他の血液代用剤

維持液（ブドウ糖加）

５００ｍＬ１瓶

グルアセト３５注

ニプロ

フィジオ３５輸液

4987424681816 212 注射薬

4224403D2061

シトシン系製剤

ゲムシタビン塩酸塩注射用

１ｇ１瓶

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」

ヤクルト本社

ジェムザール注射用１ｇ

4987424681717 213 注射薬

4224403D1065

シトシン系製剤

ゲムシタビン塩酸塩注射用

２００ｍｇ１瓶

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクル
ト」

ヤクルト本社

ジェムザール注射用２００ｍｇ

4987123401043 214 注射薬

2452400D6078

コルチゾン系製剤

ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ

2452400D1092

コルチゾン系製剤

５００ｍｇ１瓶（溶解液
サクシゾン静注用５００ｍｇ
付）
１００ｍｇ１瓶（溶解液
サクシゾン注射用１００ｍｇ
付）

武田薬品工業

4987123401050 215 注射薬

ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
ナトリウム注射用
ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
ナトリウム注射用

武田薬品工業

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ

4987376231916 216 注射薬

4291401A1070

その他の抗悪性腫瘍用剤

シスプラチン注射液

１０ｍｇ２０ｍＬ１瓶

シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」

日医工

ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ

4987376232012 217 注射薬

4291401A2069

その他の抗悪性腫瘍用剤

シスプラチン注射液

２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶

シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」

日医工

ランダ注２５ｍｇ／５０ｍＬ

4987376232111 218 注射薬

4291401A3073

その他の抗悪性腫瘍用剤

シスプラチン注射液

５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶

シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」

日医工

ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ

4987222664738 219 注射薬

6139504F2088

スルバシリン静注用１．５ｇ

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ
ル

4987123404877 220 注射薬

6132401D3188

セファゾリンＮａ注射用１ｇ「タイヨー」

武田薬品工業

セファメジンα 注射用１ｇ

4987123404884 221 注射薬

6132401D4176

セファゾリンＮａ注射用２ｇ「タイヨー」

武田薬品工業

セファメジンα 注射用２ｇ

4987123400091 222 注射薬

6132400F3141

セフェム系抗生物質製剤

セフォチアム塩酸塩静注用

１ｇ１瓶

セファピコール静注用１ｇ

武田薬品工業

パンスポリン静注用１ｇ

4987605000863 223 注射薬

6132425D2047

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

１ｇ１瓶

セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」

ケミックス

注射用マキシピーム１ｇ

4987376230612 224 注射薬

6139500F2063

その他の主としてグラム陽性・陰性 セフォペラゾンナトリウム・スルバク
（１ｇ）１瓶
菌に作用
タムナトリウム静注用

セフォン静注用１ｇ

日医工

スルペラゾン静注用１ｇ

4987114033109 225 注射薬

6132418F2129

セフェム系抗生物質製剤

セフタジジム水和物静注用

セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」

ファイザー

モダシン静注用１ｇ

4987080641117 226 注射薬

6132419F2131

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静
１ｇ１瓶
注用

セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サワイ」

沢井製薬

ロセフィン静注用１ｇ

4987190043726 227 注射薬

6132408F3130

セフェム系抗生物質製剤

セフメタゾールナトリウム静注用

１ｇ１瓶

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」

ニプロ

セフメタゾン静注用１ｇ

4987170009117 228 注射薬

3999423A3020

その他代謝性医薬品

ゾレドロン酸水和物注射液

４ｍｇ１００ｍＬ１袋

4987222652520 229 注射薬

6139505F4123

4987057642154 230 注射薬

3999425S5036

4987057642161 231 注射薬

3999425S6032

4987057642178 232 注射薬

3999425S7039

4987057642192 233 注射薬

3999425S8035

4987057642222 234 注射薬

3999425S9031

その他の主としてグラム陽性・陰性 アンピシリンナトリウム・スルバクタ
（１．５ｇ）１瓶
菌に作用
ムナトリウム静注用
セファゾリンナトリウム水和物注射
セフェム系抗生物質製剤
１ｇ１瓶
用
セファゾリンナトリウム水和物注射
セフェム系抗生物質製剤
２ｇ１瓶
用

１ｇ１瓶

その他の主としてグラム陽性・陰性 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリ
菌に作用
ンナトリウム静注用
ダルベポエチン アルファ（遺伝子
その他代謝性医薬品
組換え）キット
ダルベポエチン アルファ（遺伝子
その他代謝性医薬品
組換え）キット
ダルベポエチン アルファ（遺伝子
その他代謝性医薬品
組換え）キット
ダルベポエチン アルファ（遺伝子
その他代謝性医薬品
組換え）キット
ダルベポエチン アルファ（遺伝子
その他代謝性医薬品
組換え）キット

（４．５ｇ）１瓶
１０μ ｇ０．５ｍＬ１筒
１５μ ｇ０．５ｍＬ１筒
２０μ ｇ０．５ｍＬ１筒
３０μ ｇ０．５ｍＬ１筒
４０μ ｇ０．５ｍＬ１筒
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メーカ

先発医薬品名

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッ
日本化薬
ゾメタ点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬ
グ「ＮＫ」
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
タゾピペ配合静注用４．５「明治」
ゾシン静注用４．５
ル
ダルベポエチン アルファ注１０μ ｇシリンジ
協和キリン
ネスプ注射液１０μ ｇプラシリンジ
「ＫＫＦ」
ダルベポエチン アルファ注１５μ ｇシリンジ
協和キリン
ネスプ注射液１５μ ｇプラシリンジ
「ＫＫＦ」
ダルベポエチン アルファ注２０μ ｇシリンジ
協和キリン
ネスプ注射液２０μ ｇプラシリンジ
「ＫＫＦ」
ダルベポエチン アルファ注３０μ ｇシリンジ
協和キリン
ネスプ注射液３０μ ｇプラシリンジ
「ＫＫＦ」
ダルベポエチン アルファ注４０μ ｇシリンジ
協和キリン
ネスプ注射液４０μ ｇプラシリンジ
「ＫＫＦ」

ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用品目リスト

■病院名：光晴会病院
ＪＡＮ

番
号

剤型名

令和 元年 11月 30日現在

薬価基準

薬効分類名

4987057642239 235 注射薬

3999425U1031

その他代謝性医薬品

4987171152218 236 注射薬

6139501D2083

4987476160406 237 注射薬

一般名称

規格単位

商品名

メーカ

先発医薬品名

ダルベポエチン アルファ（遺伝子
６０μ ｇ０．５ｍＬ１筒
組換え）キット
その他の主としてグラム陽性・陰性 イミペネム水和物・シラスタチンナト
５００ｍｇ１瓶
菌に作用
リウム注射用

ダルベポエチン アルファ注６０μ ｇシリンジ
協和キリン
「ＫＫＦ」

ネスプ注射液６０μ ｇプラシリンジ

チエペネム点滴静注用０．５ｇ

日本ケミファ

チエナム点滴静注用０．５ｇ

3259518G1059

その他のたん白アミノ酸製剤

アミノ酸・糖・電解質キット

５００ｍＬ１キット

ツインパル輸液

陽進堂

アミノフリード輸液

4987222624572 238 注射薬

6119401D2058

その他の主としてグラム陽性菌に
作用するも

テイコプラニン注射用

４００ｍｇ１瓶

テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「明治」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
注射用タゴシッド２００ｍｇ
ル

4987431204145 239 注射薬

2454405H1032

フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

4987431204183 240 注射薬

2454405H5038

フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

4987190112903 241 注射薬

1129400G1049

その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

4987424694212 242 注射薬

4240405A3129

その他の抗腫瘍性植物成分製剤

4987424694311 243 注射薬

4240405A4125

その他の抗腫瘍性植物成分製剤

4987123417204 244 注射薬

2119402P1100

その他の強心剤

4987057514482 245 注射薬

2119404G6039

その他の強心剤

ドブタミン塩酸塩キット

０．３％５０ｍＬ１筒

4987190045027 246 注射薬

3327401A4266

抗プラスミン剤

トラネキサム酸注射液

4987080320012 247 注射薬

2149400A2155

その他の血圧降下剤

4987080321019 248 注射薬

2149400A1132

4987080694014 249 注射薬

デキサメタゾンリン酸エステルナトリ １．６５ｍｇ０．５ｍＬ１
デキサート注射液１．６５ｍｇ
ウム注射液
管
デキサメタゾンリン酸エステルナトリ
６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶
デキサート注射液６．６ｍｇ
ウム注射液
デクスメデトミジン静注液２００μ ｇ／５０ｍＬ
デクスメデトミジン塩酸塩キット
２００μ ｇ５０ｍＬ１筒
シリンジ「ニプロ」
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ヤク
ドセタキセル注射液
２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ルト」
ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ヤク
ドセタキセル注射液
８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ルト」
ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇバッグ
ドパミン塩酸塩キット
０．１％２００ｍＬ１袋
「武田テバ」

富士製薬工業

デカドロン注射液１．６５ｍｇ

富士製薬工業

デカドロン注射液６．６ｍｇ

ニプロ
ヤクルト本社
ヤクルト本社

プレセデックス静注液２００μ ｇ／５
０ｍＬシリンジ「ファイザー」
ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ
／１ｍＬ
ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ
／４ｍＬ

武田薬品工業

イノバン注０．１％シリンジ

ドブポン注０．３％シリンジ

協和キリン

ドブトレックスキット点滴静注用６００
ｍｇ

１０％１０ｍＬ１管

トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」

ニプロ

トランサミン注１０％

ニカルジピン塩酸塩注射液

１０ｍｇ１０ｍＬ１管

ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬

ペルジピン注射液１０ｍｇ

その他の血圧降下剤

ニカルジピン塩酸塩注射液

２ｍｇ２ｍＬ１管

ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

ペルジピン注射液２ｍｇ

2171406D1030

冠血管拡張剤

ニコランジル注射用

２ｍｇ１瓶

ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

シグマート注２ｍｇ

4987080696018 250 注射薬

2171406D3032

冠血管拡張剤

ニコランジル注射用

４８ｍｇ１瓶

ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」

沢井製薬

シグマート注４８ｍｇ

4987233105985 251 注射薬

2171403A7062

冠血管拡張剤

ニトログリセリン注射液

５０ｍｇ１００ｍＬ１袋

ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ／１００ｍ
アステラス製薬
Ｌ「ＴＥ」

4987117574074 252 注射薬

3919502A1376

その他の肝臓疾患用剤

4987118256306 253 注射薬

7219412A6110

その他のＸ線造影剤

4987118256504 254 注射薬

7219412A5105

その他のＸ線造影剤

イオパミドール注射液

７５．５２％５０ｍＬ１瓶 バイステージ３７０注５０ｍＬ

武田テバファーマ イオパミロン注３７０

4987170006222 255 注射薬

4240406A2046

その他の抗腫瘍性植物成分製剤

パクリタキセル注射液

１００ｍｇ１６．７ｍＬ１ パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「Ｎ
瓶
Ｋ」

日本化薬

タキソール注射液１００ｍｇ

4987170006239 256 注射薬

4240406A1040

その他の抗腫瘍性植物成分製剤

パクリタキセル注射液

３０ｍｇ５ｍＬ１瓶

パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」

日本化薬

タキソール注射液３０ｍｇ

4987222661850 257 注射薬

6113400A1189

バンコマイシン製剤

バンコマイシン塩酸塩注射用

０．５ｇ１瓶

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ
「ＭＥＥＫ」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．
ル
５ｇ

4987186717518 258 注射薬

3253404A4043

混合アミノ酸製剤

肝不全用アミノ酸製剤注射液

５００ｍＬ１袋

ヒカリレバン注

光製薬

アミノレバン点滴静注

4987376505819 259 注射薬

6131403D1217

ペニシリン系抗生物質製剤

ピペラシリンナトリウム注射用

１ｇ１瓶

ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 日医工

ペントシリン注射用１ｇ

4987376505918 260 注射薬

6131403D2213

ペニシリン系抗生物質製剤

ピペラシリンナトリウム注射用

２ｇ１瓶

ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 日医工

ペントシリン注射用２ｇ

グリチルリチン・グリシン・システイン
２０ｍＬ１管
ネオファーゲン静注２０ｍＬ
配合剤注射液
７５．５２％１００ｍＬ１
イオパミドール注射液
バイステージ３７０注１００ｍＬ
瓶
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大鵬薬品工業

ミリスロール注５０ｍｇ／１００ｍＬ
強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２
０ｍＬ

武田テバファーマ イオパミロン注３７０

ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用品目リスト

■病院名：光晴会病院
ＪＡＮ

番
号

剤型名

令和 元年 11月 30日現在

薬価基準

薬効分類名

一般名称

規格単位

商品名

メーカ

先発医薬品名

4987123408103 261 注射薬

2325401D1124

Ｈ２遮断剤

ファモチジン注射用

２０ｍｇ１管

ファモチジン注射用２０ｍｇ「テバ」

武田薬品工業

ガスター注射液２０ｍｇ

4987224105321 262 注射薬

3399408G1031

その他の血液・体液用薬

フィルグラスチム（遺伝子組換え）
キット

７５μ ｇ０．３ｍＬ１筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μ ｇシリンジ「モ
チダ」

持田製薬

グランシリンジ７５

4987672854307 263 注射薬

8219400A1055

その他の合成麻薬

フェンタニルクエン酸塩注射液

０．００５％２ｍＬ１管

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」

ヤンセンファーマ

4987672854314 264 注射薬

8219400A2043

その他の合成麻薬

フェンタニルクエン酸塩注射液

０．００５％５ｍＬ１管

フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「ヤンセン」

ヤンセンファーマ

4987190043528 265 注射薬

1242401A1366

アトロピン系製剤

ブチルスコポラミン臭化物注射液

２％１ｍＬ１管

ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ

ブスコパン注２０ｍｇ

4987155226133 266 注射薬

4223401A3030

フルオロウラシル系製剤

フルオロウラシル注射液

１，０００ｍｇ１瓶

フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」

東和薬品

５－ＦＵ注１０００ｍｇ

4987155225112 267 注射薬

4223401A4037

フルオロウラシル系製剤

フルオロウラシル注射液

２５０ｍｇ１瓶

フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」

東和薬品

５－ＦＵ注２５０ｍｇ

4987114069504 268 注射薬

2219403A1078

その他の呼吸促進剤

フルマゼニル注射液

０．５ｍｇ５ｍＬ１管

フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「マイラン」

ファイザー

アネキセート注射液０．５ｍｇ

4987155721034 269 注射薬

2139401A2161

その他の利尿剤

フロセミド注射液

２０ｍｇ１管

フロセミド注２０ｍｇ「トーワ」

東和薬品

ラシックス注２０ｍｇ

4987211760601 270 注射薬

1229403F1050

その他の骨格筋弛緩剤

ベクロニウム臭化物静注用

４ｍｇ１管（溶解液付） ベクロニウム静注用４ｍｇ「Ｆ」

丸石製薬

マスキュラックス静注用４ｍｇ

4987035192619 271 注射薬

3334402G4071

ヘパリン製剤

ヘパリンナトリウムキット

１，０００単位１０ｍＬ１ ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリン
大塚製薬
筒
ジ「オーツカ」１０ｍＬ

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬ
シリンジ１０ｍＬ「ニプロ」

4987614243022 272 注射薬

1124401A1060

ベンゾジアゼピン系製剤

ミダゾラム注射液

１０ｍｇ２ｍＬ１管

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」

サンド

ドルミカム注射液１０ｍｇ

4987376454520 273 注射薬

6152401F1090

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静注用

１００ｍｇ１瓶

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ
「日医工」

日医工

ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ

4987190047021 274 注射薬

3136403A1221

ビタミンＢ１２剤

メコバラミン注射液

０．５ｍｇ１管

メコバラミン注５００μ ｇ「ＮＰ」

ニプロ

メチコバール注射液５００μ ｇ

4987123407410 275 注射薬

3229501A1060

その他の無機質製剤

塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配
合剤注射液

２ｍＬ１管

メドレニック注

武田薬品工業

ミネラリン注

4987222693455 276 注射薬

6139400D1114

２５０ｍｇ１瓶

メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「明治」

4987222693684 277 注射薬

6139400D2110

５００ｍｇ１瓶

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」

4987222661027 278 注射薬

6249401A1033

その他の合成抗菌剤

リネゾリド注射液

６００ｍｇ３００ｍＬ１袋 リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」

4987197921294 279 注射薬

3319500A5051

その他の血液代用剤

開始液

２００ｍＬ１袋

リプラス１号輸液

扶桑薬品工業

ソリタ－Ｔ１号輸液

4987197921317 280 注射薬

3319500A3059

その他の血液代用剤

開始液

５００ｍＬ１袋

リプラス１号輸液

扶桑薬品工業

ソリタ－Ｔ１号輸液

4987155706017 281 注射薬

3179504A1175

その他の混合ビタミン剤

リメファー３Ｂ注射液

東和薬品

ネオラミン・スリービー液（静注用）

4987376232906 282 注射薬

6241402G1083

ピリドンカルボン酸系製剤

4987424293118 283 注射薬

3929407D2060

その他の解毒剤

レボホリナートカルシウム注射用

１００ｍｇ１瓶

4987424293019 284 注射薬

3929407D1136

その他の解毒剤

レボホリナートカルシウム注射用

２５ｍｇ１瓶

4987081521005 285 注射薬

8219401D1030

その他の合成麻薬

レミフェンタニル塩酸塩注射用

4987211760908 286 注射薬

1229405A2040

その他の骨格筋弛緩剤

ロクロニウム臭化物注射液

その他の主としてグラム陽性・陰性
メロペネム水和物注射用
菌に作用
その他の主としてグラム陽性・陰性
メロペネム水和物注射用
菌に作用

チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合
１０ｍＬ１管
剤注射液
５００ｍｇ１００ｍＬ１
レボフロキサシン水和物キット
キット

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一
三共」
フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「第一
三共」

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
メロペン点滴用バイアル０．２５ｇ
ル
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
メロペン点滴用バイアル０．５ｇ
ル
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
ザイボックス注射液６００ｍｇ
ル

レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ
日医工
「日医工Ｐ」
レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクル
ヤクルト本社
ト」
レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクル
ヤクルト本社
ト」

クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ
／１００ｍＬ

２ｍｇ１瓶

レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」

第一三共

アルチバ静注用２ｍｇ

５０ｍｇ５ｍＬ１瓶

ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０
ｍＬ「マルイシ」

丸石製薬

エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ
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アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ
アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ

ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用品目リスト

■病院名：光晴会病院
ＪＡＮ

番
号

剤型名

令和 元年 11月 30日現在

薬価基準

薬効分類名

一般名称

規格単位

商品名

メーカ

先発医薬品名

4987224017044 287 注射薬

2119402P2069

その他の強心剤

ドパミン塩酸塩キット

０．３％２００ｍＬ１袋

塩酸ドパミン注キット６００

持田製薬

イノバン注０．３％シリンジ

4987197638376 288 注射薬

3311402G5049

生理食塩液類

生理食塩液キット

１００ｍＬ１キット

生食注キット「フソー」

扶桑薬品工業

大塚生食注ＴＮ

4987431207603 289 注射薬

2456400D4066

プレドニゾロン系製剤

１ｇ１瓶（溶解液付）

注射用ソル・メルコート１，０００

富士製薬工業

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ

4987431207580 290 注射薬

2456400D2071

プレドニゾロン系製剤

富士製薬工業

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ

4987431207573 291 注射薬

2456400D1059

プレドニゾロン系製剤

富士製薬工業

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ

4987431207597 292 注射薬

2456400D3078

プレドニゾロン系製剤

富士製薬工業

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ

4987222634540 293 注射薬

3999407D1050

その他代謝性医薬品

ナファモスタットメシル酸塩注射用

１０ｍｇ１瓶

注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥＫ」

4987222634625 294 注射薬

3999407D2056

その他代謝性医薬品

ナファモスタットメシル酸塩注射用

５０ｍｇ１瓶

注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥＫ」

4987211160302 295 外用薬

2619702Q6045

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液

０．０５％１０ｍＬ

０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水

丸石製薬

５％ヒビテン液

4987211160418 296 外用薬

2619702Q1159

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液

０．５％１０ｍＬ

０．５ｗ／ｖ％マスキン水

丸石製薬

５％ヒビテン液

4987297204884 297 外用薬

2619700Q1214

その他の外皮用殺菌消毒剤

アクリノール水和物液

０．１％１０ｍＬ

アクリノール消毒液０．１％「タイセイ」

大成薬品工業

アクリノール０．１％液「ヨシダ」

4987123409193 298 外用薬

2649734Q1042

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ゲル

１％１ｇ

アデフロニックゲル１％

武田薬品工業

ボルタレンゲル１％

4987087041996 299 外用薬

2699801V1114

その他の外皮用薬

精製白糖・ポビドンヨード軟膏

１ｇ

イソジンシュガーパスタ軟膏

塩野義製薬

ユーパスタコーワ軟膏

4987084112354 300 外用薬

1319706Q3035

その他の眼科用剤

ピレノキシン液

０．００５％５ｍＬ１瓶

カリーユニ点眼液０．００５％

参天製薬

カタリン点眼用０．００５％

4987211123703 301 外用薬

2357701K3132

グリセリン製剤

グリセリン浣腸

５０％３０ｍＬ１個

グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍＬ

丸石製薬

グリセリン浣腸液５０％「東豊」

4987211123710 302 外用薬

2357701K6220

グリセリン製剤

グリセリン浣腸

５０％６０ｍＬ１個

グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍＬ

丸石製薬

グリセリン浣腸液５０％「東豊」

4987497265319 303 外用薬

1319726Q1129

その他の眼科用剤

ジクロフェナクナトリウム液

０．１％１ｍＬ

ジクロフェナック点眼液０．１％

日東メディック

ジクロード点眼液０．１％

4987123401210 304 外用薬

2259701G1047

その他の気管支拡張剤

クロモグリク酸ナトリウム吸入剤

１％２ｍＬ１管

ステリ・ネブ クロモリン吸入液１％

武田薬品工業

インタール吸入液１％

4987211700027 305 外用薬

1119702G1070

その他の全身麻酔剤

セボフルラン吸入剤

１ｍＬ

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」

丸石製薬

セボフレン吸入麻酔液

4987170007526 306 外用薬

2399706M1109

その他の消化器官用薬

デキサメタゾン軟膏

０．１％１ｇ

デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ

日本化薬

アフタゾロン口腔用軟膏０．１％

4987243319808 307 外用薬

1319740Q1102

その他の眼科用剤

ニプラジロール液

０．２５％１ｍＬ

ニプラジロール点眼液０．２５％「わかもと」 わかもと製薬

ニプラノール点眼液０．２５％

4987328145483 308 外用薬

2559814J1062

その他の痔疾用剤

ネリザ坐剤

ジェイドルフ製薬

ネリプロクト坐剤

4987328145452 309 外用薬

2559814M1042

その他の痔疾用剤

ネリザ軟膏

ジェイドルフ製薬

ネリプロクト軟膏

4987155404029 310 外用薬

1319720Q3183

その他の眼科用剤

4987376913034 311 外用薬

2649731S1178

その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 フェルビナク貼付剤

１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」

4987123409353 312 外用薬

2234700G1043

ブロムヘキシン製剤

０．２％１ｍＬ

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
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
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
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

１２５ｍｇ１瓶（溶解液
注射用ソル・メルコート１２５
付）
４０ｍｇ１瓶（溶解液
注射用ソル・メルコート４０
付）
５００ｍｇ１瓶（溶解液
注射用ソル・メルコート５００
付）

ジフルコルトロン吉草酸エステル・リ
１個
ドカイン坐剤
ジフルコルトロン吉草酸エステル・リ
１ｇ
ドカイン軟膏
精製ヒアルロン酸ナトリウム液

ブロムヘキシン塩酸塩吸入剤

０．１％５ｍＬ１瓶
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Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
注射用フサン１０
ル
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
注射用フサン５０
ル

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「トー
東和薬品
ワ」
日医工

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイ
武田薬品工業
ヨー」

ヒアレイン点眼液０．１％
セルタッチパップ７０
ビソルボン吸入液０．２％

ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用品目リスト

■病院名：光晴会病院
ＪＡＮ

番
号

剤型名

令和 元年 11月 30日現在

薬価基準

薬効分類名

一般名称

規格単位

商品名

4987058551806 313 外用薬

3339950M1170

その他の血液凝固阻止剤

ヘパリン類似物質軟膏

１ｇ

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ア
共和薬品工業
メル」

ヒルドイドソフト軟膏０．３％

4987328145728 314 外用薬

2559808M1039

その他の痔疾用剤

大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏

１ｇ

ヘモポリゾン軟膏

ジェイドルフ製薬

強力ポステリザン（軟膏）

4987328101236 315 外用薬

2559806M1030

その他の痔疾用剤

ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン
配合剤軟膏

１ｇ

ヘモレックス軟膏

ジェイドルフ製薬

プロクトセディル軟膏

4987222671422 316 外用薬

2260701F1409

その他の含嗽剤

ポビドンヨード含嗽剤

７％１ｍＬ

ポビドンヨードガーグル液７％「明治」

4987222671750 317 外用薬

2612701Q2133

ヨウ素化合物

ポビドンヨードゲル

１０％１０ｇ

ポビドンヨードゲル１０％「明治」

4987222671675 318 外用薬

2612701Q3466

ヨウ素化合物

ポビドンヨード液

１０％１０ｍＬ

ポビドンヨード外用液１０％「明治」

4987235013080 319 外用薬

1214701S1086

キシリジン系製剤

リドカイン貼付剤

4987235012571 320 外用薬

2649735S3209

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
貼付剤

（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ
リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」
祐徳薬品工業
×５０．０ｍｍ１枚
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユート
１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
祐徳薬品工業
ク」

4987286200156 321 外用薬

2615705Q1056

アルコール製剤

消毒用エタノール

１０ｍＬ
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消毒用エタノールＢ液ＩＰ

メーカ

先発医薬品名

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
イソジンガーグル液７％
ル
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
イソジンゲル１０％
ル
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
イソジン液１０％
ル

健栄製薬

ペンレステープ１８ｍｇ
ロキソニンテープ１００ｍｇ
消毒用エタノールＢ液「ケンエー」

