
先発品名

1 【般】 アテノロール錠２５ｍｇ テノーミン錠25mg

2 【般】 アナストロゾール錠1mg アリミデックス錠1mg

3 【般】 アマンタジン塩酸塩錠50mg シンメトレル錠50mg

4 【般】 アムロジピン 口腔崩壊錠5mg アムロジンＯＤ錠5ｍｇ

5 【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg リズミック錠10mg

6 【般】 アルファカルシドールカプセル0.25μg アルファロールカプセル0.25µg

7 【般】 アルファカルシドールカプセル1.0μg アルファロールカプセル1.0µg

8 【般】 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ ソラナックス錠0.4mg

9 【般】 アレンドロン酸ナトリウム水和物錠35mg フォサマック錠35mg

10 【般】 アロプリノール錠100mg ザイロリック錠100mg

11 【般】 アンブロキソール塩酸塩錠15mg ムコソルバン錠15mg

12 【般】 イソソルビド経口液70％1ｍL イソバイドシロップ70％

13 【般】 イトラコナゾール錠50mg イトリゾールカプセル50ｍｇ

14 【般】 イフェンプロジル酒石酸塩錠20ｍｇ セロクラール錠20mg

15 【般】 ウルソデオキシコール酸錠100mg ウルソ錠100mg

16 【般】 エチゾラム錠0.5mg デパス錠0.5mg

17 【般】 エトドラク錠200mg ハイペン錠200mg

18 【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ レニベース錠2.5ｍｇ

19 【般】 エバスチン 口腔内崩壊錠10mg エバステルOD錠10mg

20 【般】 エパルレスタット錠50mg キネダック錠50mg

21 【般】 エピナスチン塩酸塩錠20mg アレジオン錠20mg

22 【般】 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ ミオナール錠50mg

23 【般】 オキシブチニン塩酸塩錠2mg ポラキス錠2

24 【般】 オメプラゾール錠20mg オメプラール錠20

25 【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ アレロックOD錠5mg

26 【般】 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ フオイパン錠100mg

27 【般】 カルベジロール錠１．２５ｍｇ アーチスト錠1.25mg

28 【般】 カルベジロール錠１０ｍｇ アーチスト錠10mg

29 【般】 カルボシステイン錠500mg ムコダイン錠500mg

30 【般】 カンデサルタン錠８ｍｇ ブロプレス錠8mg

31 【般】 クアゼパム錠15mg ドラール錠15

32 【般】 クエチアピン錠２５ｍｇ セロクエル25mg

33 【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ（鉄として） フェロミア錠50mg

34 【般】 クラリスロマイシンシロップ用10％ クラリシッド・ドライシロップ10％小児用

35 【般】 クラリスロマイシン錠200mg クラリシッド錠200mg

36 【般】 クラリスロマイシン錠50mg クラリシッド錠50mg小児用

37 【般】 グリメピリド口腔内崩壊錠１ｍｇ アマリール錠1mg

38 【般】 ジクロフェナクNa錠25mg ボルタレン錠25mg

39 【般】 ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg ボルタレンSRカプセル37.5mg

40 【般】 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ シプロキサン錠100mg

41 【般】 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg ヘルベッサーRカプセル100mg

42 【般】 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg ヘルベッサー錠30mg

43 【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg プレタールOD錠50mg

44 【般】 シンバスタチン錠5mg リポバス錠5
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45 【般】 スクラルファート経口液１０％ アルサルミン内用液10％

46 【般】 スピロノラクトン錠25mg アルダクトンA錠25mg

47 【般】 スピロノラクトン錠５０ｍｇ アルダクトンA錠50mg

48 【般】 スルピリド錠50mg ドグマチール錠50mg

49 【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10% フロモックス小児用細粒100mg

50 【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg フロモックス錠100mg

51 【般】 セフジトレンピボキシル細粒10% メイアクトMS小児用細粒10％

52 【般】 セフジトレンピボキシル錠100mg メイアクトMS錠100mg

53 【般】 セフジニル細粒10％ セフゾン細粒小児用10％

54 【般】 セフジニル錠100mg セフゾンカプセル100mg

55 【般】 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg マイスリー錠5mg

56 【般】 タムスロシン塩酸塩 口腔内崩壊錠0.1mg ハルナールD錠0.1mg

57 【般】 タモキシフェン錠20mg ノルバデックス錠20mg

58 【般】 テプレノン細粒10% セルベックス細粒10％

59 【般】 テルビナフィン錠125mg ラミシール錠125mg

60 【般】 ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg カルデナリン錠1mg

61 【般】 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg オゼックス錠150mg

62 【般】 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ レスリン錠25mg

63 【般】 トラネキサム酸カプセル250mg トランサミンカプセル250mg

64 【般】 トリクロルメチアジド錠2mg フルイトラン錠2mg

65 【般】 ドンペリドン錠１０ｍｇ ナウゼリン錠10mg

66 【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠50ｍｇ フリバスOD錠50mg

67 【般】 ニフェジピンカプセル10mg アダラートカプセル10mg

68 【般】 ニフェジピン徐放錠20mg（24時間持続） アダラートCR錠20mg

69 【般】 ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続） アダラートCR錠40mg

70 【般】 バルサルタン錠８０ｍｇ ディオバン錠80mg

71 【般】 バンコマイシン塩酸塩散500mg バンコマイシン塩酸塩500mg

72 【般】 ピオグリタゾン錠30mg アクトス錠30

73 【般】 ビカルタミド錠80mg カソデックス錠80mg

74 【般】 ピコスルファートNa経口液0.75% ラキソベロン内用液0.75％

75 【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625ｍｇ メインテート錠0.625mg

76 【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ メインテート錠2.5mg

77 【般】 ピモベンダン錠1.25mg アカルディカプセル1.25mg

78 【般】 ファモチジン 口腔崩壊錠20mg ガスターＤ錠20ｍｇ

79 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60mg アレグラOD錠60mg

80 【般】 プラバスタチンナトリウム錠10mg メバロチン錠10

81 【般】 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ ブラダロン錠200mg

82 【般】 プランルカストカプセル112.5mg オノンカプセル112.5mg

83 【般】 フルコナゾールカプセル100mg ジフルカンカプセル100mg

84 【般】 フロセミド錠20mg ラシックス錠20mg

85 【般】 フロセミド錠40mg ラシックス錠40mg

86 【般】 ブロチゾラム 口腔内崩壊錠0.25mg レンドルミンＤ錠0.25ｍｇ

87 【般】 プロピベリン塩酸塩錠10mg バップフォー錠10mg

88 【般】 ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ ベザトールSR錠200mg

89 【般】 ボグリボース 口腔内崩壊錠0.3mg ベイスンＯＤ錠0.3ｍｇ

90 【般】 ポラプレジンク口腔内崩壊錠７５ｍｇ プロマックD錠75mg
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91 【般】 メサラジン錠250mg ペンタサ錠250mg

92 【般】 メトトレキサートカプセル2mg リウマトレックスカプセル2mg

93 【般】 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ ガスモチン錠5mg

94 【般】 モサプリドクエン酸塩散１％ ガスモチン散１％

95 【般】 モンテルカスト錠１０ｍｇ シングレア錠10mg

96 【般】 ラニチジン錠150mg ザンタック錠150

97 【般】 ラベプラゾールナトリウム錠10mg パリエット錠10mg

98 【般】 ランソプラゾール 口腔内崩壊錠15mg タケプロンOD錠15

99 【般】 リスペリドン 口腔内崩壊錠1mg リスパダールOD錠1mg

100 【般】 リスペリドン経口液0.1% リスパダール内用液1mg/mL 

101 【般】 リファンピシンカプセル150mg リファジンカプセル150mg

102 【般】 リマプロストアルファデクス錠５μｇ オパルモン錠5μg

103 【般】 レバミピド 錠100mg ムコスタ錠100ｍｇ

104 【般】 レボフロキサシン錠５００ｍｇ クラビット錠500mg

105 【般】 ロキソプロフェンNa錠60mg ロキソニン錠60ｍｇ

106 【般】 ロサルタンカリウム錠50mg ニューロタン錠50mg

107 【般】 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg ロペミンカプセル1mg

108 【般】 ロペラミド塩酸塩細粒0.05％ ロペミン小児用細粒0.05％

109 【般】 ロラゼパム錠０．５ｍｇ ワイパックス錠0.5mg

110 【般】 アシクロビル軟膏５％ ゾビラックス軟膏

111 【般】 アセトアミノフェン坐剤200mg カロナール坐剤200mg

112 【般】 アダパレンクリーム0.1％ ディフェリンクリーム0.1%

113 【般】 アダパレンゲル0.1％ ディフェリンゲル0.1%

114 【般】 インドメタシンクリーム１％ ｲﾝﾃﾊﾞﾝｸﾘｰﾑ1%

115 【般】 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1% ダラシンTゲル1％

116 【般】 ケトコナゾールクリーム2%10g ニゾラールクリーム2％

117 【般】 ケトコナゾール外用液2% ニゾラールローション2％

118 【般】 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤[12.5mg] ボルタレン坐剤12.5mg

119 【般】 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤[25mg] ボルタレン坐剤25mg

120 【般】 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤[50mg] ボルタレン坐剤50mg

121 【般】 ジフルプレドナート軟膏０．０５％ マイザー軟膏0.05%

122 【般】 ツロブテロールテープ0.5mg ホクナリンテープ0.5mg

123 【般】 ツロブテロールテープ1mg ホクナリンテープ1mg

124 【般】 ツロブテロールテープ2mg ホクナリンテープ2mg
125 【般】 テルビナフィン塩酸塩クリーム1% ラミシールクリーム1%
126 【般】 テルビナフィン塩酸塩外用液1% ラミシール外用液1％
127 【般】 ナジフロキサシンクリーム１％ アクアチムローション1％
128 【般】 ナジフロキサシン外用液１％ アクアチムクリーム1％
129 【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ1㎎(1日用) フェントステープ1mg
130 【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ2㎎(1日用) フェントステープ2mg
131 【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ4㎎(1日用) フェントステープ4mg
132 【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ6㎎(1日用) フェントステープ6mg
133 【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ8㎎(1日用) フェントステープ8mg
134 【般】 ヘパリン類似物質外用液0.3% ヒルドイドローション0.3％
135 【般】 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% ヒルドイドソフト軟膏0.3％
136 【般】 ポビドンヨードゲル10％　　 イソジンゲル
137 【般】 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ（10х14cm非温感） ロキソニンテープ100mg
138 【般】 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ（7х10cm非温感） ロキソニンテープ50mg
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