
メーカー名 薬品名 メーカー名 後発薬品名

1 サノフィ＝日医工 アモバン錠７．５　ＰＴＰ 小林化工＝全星＝ファイザー アモバンテス錠７．５　ＰＴＰ

2 エーザイ アリセプトＤ錠３ｍｇ　ＰＴＰ 沢井 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サワイ」　ＰＴＰ

3 エーザイ アリセプトＤ錠５ｍｇ　ＰＴＰ 沢井 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」　ＰＴＰ

4 中外 アルファロールカプセル１μｇ　ＰＴＰ 中外 エディロールカプセル０．７５μｇ　ＰＴＰ

5 サノフィ アレグラ錠６０ｍｇ　ＰＴＰ 日医工サノフィ＝日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」　ＰＴＰ

6 日本ベーリンガー アレジオン錠２０　ＰＴＰ ダイト＝あすか製薬＝武田 アルピード錠２０　ＰＴＰ

7 協和発酵キリン アレロックＯＤ錠５　ＰＴＰ ファイザー オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」　ＰＴＰ

8 アボット アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ 長生堂＝日本ジェネリック アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＪＧ」

9 持田 エパデールＳ９００ 森下仁丹＝帝人ファーマ ソルミラン顆粒状カプセル９００ｍｇ

10 小野 オノンカプセル１１２．５ｍｇ　ＰＴＰ 日医工 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」　ＰＴＰ

11 アステラス ガスターＤ錠２０ｍｇ  ＰＴＰ シオノ＝ケミファ ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」　ＰＴＰ

12 大日本住友 ガスモチン錠５ｍｇ　ＰＴＰ 日医工 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」　ＰＴＰ

13 参天 クラビット点眼液１．５％　５ｍＬ 高田 レボフロキサシン点眼液１．５％「タカタ」　５ｍＬ

14 アボット クラリシッド錠２００ｍｇ　ＰＴＰ セオリア＝武田 マインベース錠２００　ＰＴＰ

15 塩野義 ケフラール小児用細粒１００ｍｇ　１ｇ 日医工 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「日医工」　ＰＴＰ

16 ＧＳＫ ザイロリック錠１００　ＰＴＰ 大日本住友 サロベール錠１００ｍｇ　ＰＴＰ

17 わかもと ジクロード点眼液０．１％　５ｍＬ ニッテン＝日本点眼薬 ジクロスター点眼液０．１％　５ｍＬ

18 バイエル シプロキサン錠２００ｍｇ　ＰＴＰ 日医工 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」　ＰＴＰ

19 日本新薬 セファドール錠２５ｍｇ　ＰＴＰ テバ製薬 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」　ＰＴＰ

20 武田 セルシン注射液５ｍｇ テバ製薬 ジアゼパム注射液５ｍｇ「タイヨー」

21 エーザイ セルベックス細粒１０％　０．５ｇ 日医工 テプレノン細粒１０％「日医工」　０．５ｇ
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22 田辺三菱 セレジスト錠５ｍｇ　ＰＴＰ 日本ジェネリック タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」　ＰＴＰ

23 興和＝興和創薬＝田辺三菱＝吉富薬品 セレニカＲ顆粒４０％ 藤永＝第一三共 エピレナート徐放顆粒４０％

24 三和化学 ダイアート錠３０ｍｇ　ＰＴＰ 長生堂＝日本ジェネリック ダイタリック錠３０ｍｇ　ＰＴＰ

25 協和発酵キリン デパケンシロップ５％ 大日本住友 バレリンシロップ５％

26 協和発酵キリン ナウゼリン錠１０　ＰＴＰ 沢井 ドンペリン錠１０　ＰＴＰ

27 ファイザー ノルバスク錠５ｍｇ　ＰＴＰ あすか製薬＝武田 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」　ＰＴＰ

28 アステラス ハルナールＤ錠０．１ｍｇ　ＰＴＰ あすか製薬＝武田 リストリームＯＤ錠０．１ｍｇ　ＰＴＰ

29 塩野義 フロモックス小児用細粒１００ｍｇ 沢井 セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％「サワイ」

30 塩野義 フロモックス錠１００ｍｇ　ＰＴＰ 沢井 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」　ＰＴＰ

31 大日本住友 プロレナール錠５μｇ　ＰＴＰ シオノ＝ケミファ ゼフロプト錠５μｇ　ＰＴＰ

32 キッセイ ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ　ＰＴＰ 日医工 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」　ＰＴＰ

33 アボット＝マルホ ホクナリンテープ０．５ｍｇ 久光＝ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」

34 アボット＝マルホ ホクナリンテープ１ｍｇ 久光＝ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」

35 アボット＝マルホ ホクナリンテープ２ｍｇ 久光＝ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」

36 ノバルティス ボルタレンサポ１２．５ｍｇ 京都＝ゼリア ボンフェナック坐剤１２．５

37 ノバルティス ボルタレンサポ２５ｍｇ 京都＝ゼリア ボンフェナック坐剤２５

38 ノバルティス ボルタレンサポ５０ｍｇ 京都＝ゼリア ボンフェナック坐剤５０

39 アステラス マイスリー錠１０ｍｇ　ＰＴＰ ファイザー ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」　ＰＴＰ

40 バイエル ミラドールカプセル５０ｍｇ　ＰＴＰ 辰巳＝日本ジェネリック マーゲノールカプセル５０ｍｇ　ＰＴＰ

41 日本ベーリンガー ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ　ＰＴＰ 日医工＝日本薬工 コフノールＬカプセル４５　ＰＴＰ

42 大塚製薬 ムコスタ錠１００ｍｇ　ＰＴＰ 田辺三菱＝田辺販売 レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」　ＰＴＰ

43 大塚製薬 ムコスタ顆粒２０％ あすか製薬＝武田 レバミピド顆粒２０％「あすか」

44 帝人ファーマ ムコソルバン錠１５ｍｇ　ＰＴＰ テバ製薬＝三和化学 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タイヨー」　ＰＴＰ

45 杏林 ムコダイン錠２５０ｍｇ ＰＴＰ 沢井 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 ＰＴＰ45 杏林 ムコダイン錠２５０ｍｇ　ＰＴＰ 沢井 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」　ＰＴＰ

46 第一三共 メバロチン錠５　ＰＴＰ 日本薬工＝ケミファ プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」　ＰＴＰ
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47 久光＝祐徳 モーラステープ２０ｍｇ 日医工 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」

48 中外 モニラック・シロップ６５％ 大正薬品＝テバ製薬 リフォロースシロップ６５％

49 武田 ユーロジン２ｍｇ錠　ＰＴＰ 共和薬品＝日医工 エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」　ＰＴＰ

50 帝人ファーマ ラキソベロン錠２．５ｍｇ　ＰＴＰ 日医工 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」　ＰＴＰ

51 アステラス リピトール錠１０ｍｇ　ＰＴＰ 沢井 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」　ＰＴＰ

52 ＭＳＤ リポバス錠５　ＰＴＰ あすか製薬＝武田 ラミアン錠５ｍｇ　ＰＴＰ

53 サノフィ ルリッド錠１５０　ＰＴＰ ファイザー ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ファイザー」　ＰＴＰ

54 日本ベーリンガー レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ　ＰＴＰ メディサ＝沢井 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」　ＰＴＰ

55 第一三共 ロキソニン錠６０ｍｇ　ＰＴＰ 大原＝旭化成ファーマ ロブ錠６０ｍｇ　ＰＴＰ
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