
＜呉羽総合病院採用後発医薬品一覧＞

内用薬

薬効分類 商品名 一般名 規格・容量 販売会社

消炎鎮痛薬 カロナール錠200 アセトアミノフェン 200mg 昭和薬化工

ジクロフェナックNa錠25mg「トーワ」 ジクロフェナックNa 25g 東和薬品

ジクロフェナックNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」ジクロフェナックNa 37.5mg 東和薬品

ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 ロキソプロフェンNa 60mg 東和薬品

抗めまい薬 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「TYK」 ジフェニドール塩酸塩 25mg 武田テバファーマ

メニレット70%ゼリー30g イソソルビド 30g エルメッドエーザイ

血管収縮薬 ジヒデルゴット錠1mg ジヒドロエルゴタミン 1mg ノバルティス

抗アレルギー剤 エピナスチン錠20mg「サワイ」 エピナスチン 20mg サワイ

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 オロパタジン塩酸塩 5mg 日医工

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 フェキソフェナジン 30mg 日医工サノフィ

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 フェキソフェナジン 60mg 日医工サノフィ

モンテルカスト錠10mg「KM」 モンテルカスト 10mg キョーリンリメディオ

プランルカスト錠225mg「日医工」 プランルカスト 225mg 日医工

メキタジン錠3mg「タイヨー」 メキタジン 3mg 武田テバファーマ

糖尿病用薬 アカルボースOD錠100mg「タイヨー」 アカルボース 100mg テバ

ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 ボグリボース 0.2mg 東和薬品

ミグリトールOD錠50mg「トーワ」 ミグリトール 50mg 東和薬品

グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 グリベンクラミド 2.5mg 東和薬品

グリメピリド錠1mg「日医工」 グリメピリド 1mg 日医工

ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 ピオグリタゾン 15mg ファイザー

脂質異常症用薬 プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 プラバスタチンナトリウム 10mg サワイ

EPLカプセル250mg ポリエンホスファチジルコリン 250mg アルフレッサ

シンバスタチン錠5mg「マイラン」 シンバスタチン 5mg マイラン

アトルバスタチン錠10mg「EE」 アトルバスタチン 10mg エルメッドエーザイ

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 ロスバスタチン 2.5mg 第一三共ｴｽﾌｧ

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」 ピタバスタチンカルシウム 2mg 日医工

高尿酸血症用薬 アロプリノール錠100mg「サワイ」 アロプリノール 100mg サワイ

血管拡張薬 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 リマプロストアルファデクス 5μg 日医工

抗血栓薬 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 クロピドグレル 75mg 日医工サノフィ

シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 シロスタゾール 100mg 東和薬品

チクロジピン塩酸塩錠100mg「トーワ」 チクロジピン塩酸塩 100mg 東和薬品

2018年11月1日現在



降圧薬 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 ニフェジピン 20mg サワイ

ニフェジピンL錠20mg ニフェジピン 20mg サワイ

アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 アムロジピン 2.5mg 東和薬品

アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 アムロジピン 5mg 東和薬品

アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 アゼルニジピン 16mg 田辺三菱

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「Nikp」 エナラプリルマレイン酸塩 5mg 日医工ファーマ

テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」 テモカプリル塩酸塩 2mg サワイ

イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 イミダプリル 5mg 第一三共ｴｽﾌｧ

ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 ベニジピン塩酸塩 4ｍｇ サワイ

アテノロール錠25mg「サワイ」 アテノロール 25mg サワイ

ロサルタンK錠50mg「EE」 ロサルタンカリウム 50mg エルメッドエーザイ

バルサルタン錠80mg「サンド」 バルサルタン 80mg サンド

カンデサルタン錠4mg「あすか」 カンデサルタン 4mg あすか

テルミサルタン錠40mg「DSEP」 テルミサルタン 40mg 第一三共ｴｽﾌｧ

イルベサルタン錠100mg「DSPB」 イルベサルタン 100mg DSPバイオ

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 オルメサルタン 20mg 第一三共ｴｽﾌｧ

テラムロ配合錠AP「DSEP」 テルミサルタン・アムロジピン 第一三共ｴｽﾌｧ

アムバロ配合OD錠「ファイザー」 アムロジピン・バルサルタン ファイザー

カデチア配合錠HD「あすか」 カンデサルタン・ヒドロクロロチアジド あすか

カムシア配合錠HD「あすか」 カンデサルタン・アムロジピン あすか

バルヒディオ配合錠EX「サンド」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド サンド

イルアミクス配合錠HD「DSEP」 イルベサルタン・アムロジピン 第一三共エスファ

利尿薬 スピロノラクトン錠25mg「テバ」 スピロノラクトン 25mg 武田テバファーマ

アゾセミド錠60mg「JG」 アゾセミド 60mg 日本ジェネリック

フロセミド錠20mg「テバ」 フロセミド 20mg 武田テバファーマ

フロセミド錠40mg「テバ」 フロセミド 40mg 武田テバファーマ

トラセミドOD錠4mg「TE」 トラセミド 4mg トーアエイヨー

抗血栓薬 バイアスピリン錠100mg アスピリン 100mg バイエル

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 サルボグレラート塩酸塩 100mg サワイ

ベラプロストナトリウム錠20μｇ「日医工」 ベラプロストナトリウム 20μg 日医工

狭心症用薬 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド 20mg サワイ

ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン 0.3mg 日本化薬

ニコランジル錠5mg「サワイ」 ニコランジル 5mg 沢井

ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 ベラパミル塩酸塩 40mg 日本ジェネリック

ジラゼプ塩酸塩錠50mg「サワイ」 ジラゼプ塩酸塩 50mg サワイ



抗不整脈 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 シベンゾリンコハク酸 100mg 東和薬品

鎮咳去痰薬 カルボシステイン錠250mg「JG」 カルボシステイン 250mg 日本ジェネリック

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 アンブロキソール 15mg 東和薬品

アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 アンブロキソール 45mg サワイ

消化性潰瘍用薬 ファモチジンOD錠10mg「サワイ」 ファモチジン 10mg サワイ

ファモチジンOD錠20mg「サワイ」 ファモチジン 20mg サワイ

イサロン顆粒50% アルジオキサ 0.3g 武田

ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 ランソプラゾール 15mg 日医工

ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 ラベプラゾール 10mg 日医工

レバミピド錠100mg「オーツカ」 レバミピド 100mg 大塚製薬工場

エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」 エカベトナトリウム サワイ

スクラルファート内服液10%「タイヨー」 スクラルファート 10ml 武田テバ

グロリアミン配合顆粒 サンド

ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 ポラプレジンク 75mg サワイ

消化管運動機能改善剤 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 モサプリドクエン酸塩 5mg 日医工

イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 イトプリド塩酸塩 50mg 日医工

整腸剤 ビオフェルミンR錠 耐性乳酸菌 1g 武田

制酸剤 酸化マグネシウム錠250mg 酸化マグネシウム 250mg 吉田製薬

酸化マグネシウム錠330mg 酸化マグネシウム 330mg 吉田製薬

マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g サノフィ

下剤 センノシド錠12mg「トーワ」 センノシド 12mg 東和薬品

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」ピコスルファートナトリウム 10ml ファイザー

ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 ピコスルファートナトリウム 2.5mg サワイ

肝疾患用薬 ラグノスゼリー分包16.05g ラクツロース 三和化学

胆道疾患用薬 ウルソデオキシコール酸静100mg「トーワ」 ウルソデオキシコール酸 100mg 東和薬品

腸疾患用薬 メサラジン腸溶錠400mg「あすか」 メサラジン 400mg あすか

ドンペリドン錠10mg「EMEC」 ドンペリドン 10mg エルメッドエーザイ

膵疾患用薬 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 カモスタットメシル酸塩 100mg 日医工

ビタミン薬 ワークミンカプセル0.25 アルファカルシドール 0.25μg 武田

ワークミンカプセル1.0 アルファカルシドール 1.0μg 武田

メチコバール錠500μg メコバラミン 500μg エーザイ

骨粗鬆症薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「EE」 ラロキシフェン 60mg エルメッドエーザイ

抗リウマチ薬 メトトレキサート錠2mg「タナベ」 メトトレキサート 2mg 田辺三菱

抗不安薬・睡眠薬 トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 トリアゾラム 0.25mg テバ

エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 エチゾラム 0.5mg 東和薬品



ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg ゾルピデム 5mg エルメッドエーザイ

ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 ブロチゾラム 0.25mg サワイ

塩酸リルマザホン錠2「MEEK」 塩酸リルマザホン 2mg 小林化工ｰmeijiseika

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 クロチアゼパム 5mg サワイ

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 ロラゼパム 0.5mg サワイ

ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 ロフラゼプ酸エチル 1mg サワイ

自律神経用剤 トフィソパム錠50mg「サワイ」 トフィソパム 50mg サワイ

筋弛緩薬 チザニジン錠1mg「テバ」 チザニジン塩酸塩 1mg 武田テバファーマ

無機質薬 インクレミンシロップ5% 溶性ピロリン酸第二鉄 アルフレッサ

パーキンソン病用薬 アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 アマンタジン塩酸塩 50mg サワイ

脳卒中治療剤 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 ニセルゴリン 5mg 東和薬品

認知症用薬 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 ドネペジル塩酸塩 3mg 第一三共エスファ

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 ドネペジル塩酸塩 5mg 第一三共エスファ

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」 タムスロシン 0.2mg 小林化工

フラボサート塩酸塩錠200mg「フソー」 フラボサート塩酸塩 200mg 扶桑

抗菌薬 シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 シプロフロキサシン 200mg 日医工

クラリスロマイシン錠200mg「MEEK」 クラリスロマイシン 200mg 小林化工ｰmeijiseika

レボフロキサシン錠500mg「DSEP] レボフロキサシン 500μg 第一三共エスファ

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」 バンコマイシン塩酸塩 0.5g ファイザー

抗ウイルス薬 エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 エンテカビル 0.5mg 沢井

抗悪性腫瘍薬 アナストロゾール錠1mg「NK」 アナストロゾール 1mg 日本化薬

ビカルタミド錠80mg「あすか」 ビカルタミド 80mg 武田

ホリナート錠25mg「タイホウ」 ホリナート 25mg 大鵬

エスワンタイホウ配合OD錠T20 大鵬

エスワンタイホウ配合OD錠T25 大鵬

抗結核薬 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 リファンッピシン 150mg サンド

片頭痛 リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」 リザトリプタン 10mg ファイザー

検査用薬 バロス発泡顆粒-S 4.5g 堀井

麻薬 オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」 オキシコドン 5mg 第一三共

オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」 オキシコドン 20mg 第一三共

オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」 オキシコドン 40mg 第一三共

外用薬

泌尿器用薬



薬効分類 商品名 一般名 規格・容量 販売会社

眼科用薬 サンテゾーン0.05%眼軟膏 デキサメタゾン 3.5g 参天

ティアバランス点眼液0.1% ヒアルロン酸 5ml 武田

カリーユニ点眼液0.005% ピレノキシン 5ml 参天

狭心症用薬 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 硝酸イソソルビド 40mg エルメッドエーザイ

気管支拡張薬 ツロブテロールテープ2mg「日医工」 ツロブテロール 2mg 日医工

鎮咳去痰薬 ブロムヘキシジン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩 武田テバファーマ

口腔用薬 アズノールうがい薬4% アズレンスルホン酸 5ml 日本新薬

ポピヨドンガーグル7% ポピドンヨード 30ml 吉田製薬

アフタシール25μg トリアムシノロンアセトニド 25μg 大正富山

デキサルチン口腔用軟膏1mg/g デキサメタゾン 5g 日本化薬

SPトローチ0.25mg「明治」 デカリニウム 0.25mg 明治

浣腸薬 グリセリン浣腸「オヲタ」60 グリセリン 60ml 日医工

グリセリン浣腸「オヲタ」120 グリセリン 120ml 日医工

消毒薬 ポピヨドンゲル10% ポピドンヨード 90ｇ 吉田製薬

ポピヨドンスクラブ7.5% ポピドンヨード 500ml 吉田製薬

ポピヨドン液10% ポピドンヨード 250ml 吉田製薬

0.1%アクリノール液「ヤクハン」 アクリノール 500ml 日興

0.02w/v%マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸 500ml 丸石

0.05%ヘキザック水W クロルヘキシジングルコン酸 500ml 吉田製薬

消炎鎮痛薬 ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」ジクロフェナックNa 30mg 祐徳薬品

ジクロフェナックNaゲル「日本臓器」 ジクロフェナックNa 50g 日本臓器

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 ジクロフェナックNa 12.5mg 日本ジェネリック

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 ジクロフェナックNa 25mg 日本ジェネリック

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 ジクロフェナックNa 50mg 日本ジェネリック

フェルナビオンパップ70 フェルビナク 7枚 大鵬薬品

皮膚疾患用薬 サトウザルベ軟膏20% 酸化亜鉛 佐藤

ボチシート20% 酸化亜鉛 日医工

アミノ安息香酸エチル軟膏10%「マルイシ」 アミノ安息香酸エチル 丸石

5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸 東豊

フロジン外用液5% カルプロニウム塩化物 30ml 第一三共

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 ゲンタマイシン 10g 岩城

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ヘパリン類似物質 25g 日医工

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 ヘパリン類似物質 100g 日医工

イソジンシュガーパスタ軟膏 ポピドンヨード・白糖 100g 明治



麻酔剤 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン 日興

注射薬

薬効分類 商品名 一般名 規格・容量 販売会社

麻酔薬 1%プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール 20ml マルイシ

塩酸メピバカイン注シリンジ「NP」 メピバカイン塩酸塩 ニプロ

筋弛緩薬 マスキュレート静注用4mg ベクロニウム臭化物 4mg 丸石

鎮けい薬 スポラミン注20mgシリンジ ブチルスコポラミン 20mg/1ml ニプロ

循環器溶薬 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 200ml マイラン

ドブトレックスキット点滴静注用600mg ドブタミン塩酸塩 200ml 塩野義

オリベス点滴用1% リドカイン 200ml 高田

ミオコール静注5mg ニトログリセリン 5mg10ml アステラス

ミオコール点滴静注50mg ニトログリセリン 50mg/100ml アステラス

抗菌薬 ワイスタール点滴静注用1gバッグ「NP」 セフォペラゾン・スルバクタム 1g/100ml ニプロ

セファゾリンNa注射液1g「タイヨー」 セファゾリンナトリウム 1g 武田テバ

セフメタゾールNa静注1g「日医工」 セフメタゾールナトリウム 1g 日医工

セフトリアキソンNa静注用「サワイ」 セフトリアキソンナトリウム 1g 沢井

セフタジジム静注用1g「サワイ」 セフタジジム 1g 沢井

セフォチアム静注用1gバッグ「NP」 セフォチアム塩酸塩 1g/100ml ニプロ

タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」 タゾバクタム・ピペラシリン 4.5ｇ ニプロ

メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」 メロペネム水和物 0.5g ファイザー

シプロフロキサシンDU点滴静注300mg/250mL「明治」シプロフロキサシン 300mg 明治

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

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」バンコマイシン塩酸塩 0.5g ファイザー

抗ウイルス薬 アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 アシクロビル 250mg 東和薬品

抗悪性腫瘍薬 レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 レボホリナート 25mg ヤクルト

レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 レボホリナート 100mg ヤクルト

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 オキサリプラチン 100mg 日本化薬

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 オキサリプラチン 50mg 日本化薬

ドセタキセル点滴静注80mg「ヤクルト」 ドセタキセル 80mg ヤクルト

ドセタキセル点滴静注20mg「ヤクルト」 ドセタキセル 20mg ヤクルト

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「大鵬」 イリノテカン 100mg 大鵬薬品

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「大鵬」 イリノテカン 40mg 大鵬薬品



ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 ゲムシタビン 200mg ヤクルト

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン 1g ヤクルト

エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 エピルビシン塩酸塩 10mg 日本化薬

エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 エピルビシン塩酸塩 50mg 日本化薬

パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 パクリタキセル 30mg 日本化薬

パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 パクリタキセル 100mg 日本化薬

フルオロウラシル注250mg「トーワ」 フルオロウラシル 250mg 東和薬品

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル 1000mg 東和薬品

シスプラチン点滴静注液10mg「ファイザー」 シスプラチン 10mg ファイザー

シスプラチン点滴静注液25mg「ファイザー」 シスプラチン 25mg ファイザー

シスプラチン点滴静注液50mg「ファイザー」 シスプラチン 50mg ファイザー

カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 カルボプラチン 50mg 日本化薬

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 カルボプラチン 150mg 日本化薬

カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 カルボプラチン 450mg 日本化薬

制吐薬 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明治」 グラニセトロン 3mg100ml 明治

ビタミン薬 サブビタン静注 5ml アイロム

ビタジェクト注キット テルモ

輸液類 イントラリポス輸液20% ダイズ油 100ml 大塚

YDソリタ-T1号輸液500ml 500ml 陽進堂

YDソリタ-T3号輸液200ml 200ml 陽進堂

YDソリタ-T3号輸液500ml 500ml 陽進堂

YDソリタ-T3G輸液500ml 500ml 陽進堂

生食注シリンジ「オーツカ」 生理食塩水 10ml 大塚

大塚生食注2ポート 生理食塩水 100ml ニプロ

脳卒中 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 エダラボン 30mg/100ml ニプロ

オザクレルNa静注液40mg「日医工」 オザクレルNa 40mg 日医工

利尿剤 フロセミド注射液20mg「テバ」 フロセミド 20mg/2ml 武田テバ

造影剤 オイパロミン300注100ml イオパミドール 30% 100ml 富士製薬-コニカ

イオパーク300注シリンジ125ml イオヘキソール 30% 125ml 富士製薬-コニカ

イオパーク300注シリンジ150ml イオヘキソール 30% 150ml 富士製薬-コニカ

イオパーク350注シリンジ100ml イオヘキソール 35% 100ml 富士製薬-コニカ


