
国立成育医療研究センター 後発医薬品リスト 2019年3月

品名 販売元名 種別
アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 内用薬
アシクロビル顆粒４０％「サワイ」 沢井製薬 内用薬
アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」 高田製薬 内用薬
アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 内用薬
アムロジピン錠２．５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 内用薬
アムロジピン錠５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 内用薬
アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 日医工 内用薬
アロプリノ－ル錠１００ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ 内用薬
アンブロキソ－ル塩酸塩シロップ小児用０．３％「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
インクレミンシロップ５％ アルフレッサファーマ 内用薬
ウルソデオキシコ－ル酸錠１００ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
エナラ－ト細粒１％ 共和薬品 内用薬
エナラ－ト錠５ｍｇ 共和薬品 内用薬
エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用「日医工」 日医工 内用薬
オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「日医工」 日医工 内用薬
カリセラム－Ｎａ末 扶桑薬品 内用薬
カルデミン錠０．２５μｇ 久光製薬 内用薬
カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 高田製薬 内用薬
カルボシステインシロップ小児用５％「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
カロナ－ル細粒２０％ あゆみ製薬 内用薬
カロナ－ル錠２００ あゆみ製薬 内用薬
カンデサルタン錠２ｍｇ「あすか」 武田薬品 内用薬
クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 内用薬
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツルハラ」 鶴原製薬 内用薬
サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 内用薬
シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ファイザ－」 ファイザー 内用薬
シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ファイザ－」 ファイザー 内用薬
シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ファイザ－」 ファイザー 内用薬
シクロスポリン細粒１７％「ファイザ－」 ファイザー 内用薬
ジピリダモ－ル散１２．５％「ＪＧ」 日本ジェネリック 内用薬
シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 内用薬
セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「サワイ」 沢井製薬 内用薬
セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 内用薬
セフジニル細粒１０％小児用「ファイザ－」 ファイザー 内用薬
ゾニサミド散２０％「アメル」 共和薬品 内用薬
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 内用薬
タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 内用薬
タクロリムスカプセル１ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 内用薬
チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 内用薬
チザニジン顆粒０．２％「日医工」 日医工 内用薬
テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 内用薬
テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 内用薬
テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 内用薬
トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 アステラス製薬 内用薬
トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品 内用薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ 内用薬
ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
バファリン配合錠Ａ８１ エーザイ 内用薬
バラシクロビル錠５００ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
バラシクロビル顆粒５０％「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 内用薬
バリトゲン消泡内用液２％ 伏見製薬 内用薬
バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ 内用薬
バレリンシロップ５％ 大日本住友製薬 内用薬
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ファイザ－」 ファイザー 内用薬
ピア－レシロップ６５％ 日本化薬 内用薬
ビオフェルミンＲ散 武田薬品 内用薬
ビオフェルミンＲ錠 武田薬品 内用薬
ビオラクチス散 ヤクルト 内用薬
ピコスルファ－トナトリウム内用液０．７５％「日医工」 日医工 内用薬
ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 内用薬
ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
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ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 アステラス製薬 内用薬
ファモチジン散１０％「サワイ」 沢井製薬 内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
プランルカストＤＳ１０％「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 内用薬
フルコナゾ－ルカプセル５０ｍｇ「サンド」 サンド 内用薬
フルスルチアミン塩酸塩顆粒１０％「廣貫堂」 廣貫堂 内用薬
フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品 内用薬
ブロスタ－Ｍ錠１０ エルメッドエーザイ 内用薬
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「日医工」 日医工 内用薬
ミコフェノ－ル酸モフェチルカプセル２５０ｍｇ「ファイザ－」 ファイザー 内用薬
ミゾリビン錠５０ｍｇ「ファイザ－」 ファイザー 内用薬
ムコサ－ルドライシロップ１．５％ サノフィ 内用薬
ムコサ－ル錠１５ｍｇ サノフィ 内用薬
メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫＰ」 小林化工 内用薬
メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザ－」 ファイザー 内用薬
メサラジン顆粒５０％「ＡＫＰ」 小林化工 内用薬
メチコバ－ル細粒０．１％ エーザイ 内用薬
メチコバ－ル錠２５０μｇ エーザイ 内用薬
メトトレキサ－ト錠２ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 日医工 内用薬
モルペス細粒２％ 藤本製薬 内用薬
モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 共創未来ファーマ 内用薬
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 内用薬
モンテルカスト細粒４ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
ユビデカレノン顆粒１％「ツルハラ」 鶴原製薬 内用薬
ラベタロ－ル塩酸塩錠５０ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
ランソプラゾ－ルＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 内用薬
ランソプラゾ－ルカプセル３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 内用薬
リシノプリル錠５ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 内用薬
レバミピド錠１００ｍｇ「オ－ツカ」 大塚製薬 内用薬
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 内用薬
ワイドシリン細粒２０％ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 内用薬
酸化マグネシウム細粒８３％「ケンエ－」 健栄製薬 内用薬
酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 吉田製薬 内用薬
重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 ファイザー 内用薬
１％プロポフォ－ル注「マルイシ」 丸石製薬 注射薬
ＨＭＧ注射用７５ＩＵ「フェリング」 フェリング・ファーマ 注射薬
ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 注射薬
アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 注射薬
アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 テルモ 注射薬
アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 アステラス製薬 注射薬
アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「タカタ」 高田製薬 注射薬
アルプロスタジル注１０μｇ「サワイ」 沢井製薬 注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 注射薬
インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリ－」 日本イーライリリー 注射薬
イントラリポス輸液２０％１００ｍＬ 大塚製薬 注射薬
イントラリポス輸液２０％５０ｍＬ 大塚製薬 注射薬
インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 注射薬
エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 注射薬
エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 サンド 注射薬
エポプロステノ－ル静注用０．５ｍｇ「ＡＣＴ」 アクテリオン 注射薬
オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 サンド 注射薬
オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ「サンド」 サンド 注射薬
オメプラゾ－ル注射用２０ｍｇ「日医工」 日医工 注射薬
カコ－ジン注１００ｍｇ 武田薬品 注射薬
ガベキサ－トメシル酸塩注射用１００ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファーマ 注射薬
カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 注射薬
カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 注射薬
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カンレノ酸カリウム静注用１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 注射薬
グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 注射薬
グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 注射薬
グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 光製薬 注射薬
サクシゾン注射用１００ｍｇ 武田薬品 注射薬
サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ ニプロ 注射薬
シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 日医工 注射薬
シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 日医工 注射薬
シプロフロキサシン点滴静注２００ｍｇ／１００ｍＬ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 注射薬
スルバシリン静注用０．７５ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 注射薬
スルバシリン静注用１．５ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 注射薬
セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オ－ツカ」 大塚製薬 注射薬
セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 日医工 注射薬
セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 サンド 注射薬
セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ 注射薬
セフタジジム静注用０．５ｇ「マイラン」 ファイザー 注射薬
セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 ファイザー 注射薬
セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ「日医工」 日医工 注射薬
セフメタゾ－ルＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ 注射薬
ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」シュアパル サンド 注射薬
ソマトロピンＢＳ皮下注５ｍｇ「サンド」シュアパル サンド 注射薬
ソルアセトＦ輸液５００ｍＬ テルモ 注射薬
ソルデム１輸液５００ｍＬ テルモ 注射薬
ソルデム１輸液２００ｍＬ テルモ 注射薬
ソルデム２輸液５００ｍＬ テルモ 注射薬
ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍＬ テルモ 注射薬
ソルデム３Ａ輸液５００ｍＬ テルモ 注射薬
ソルデム３Ａ輸液２００ｍＬ テルモ 注射薬
タゾピペ配合静注用２．２５「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 注射薬
タゾピペ配合静注用４．５「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 注射薬
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 注射薬
ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サンド」 サンド 注射薬
ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「ファイザ－」 ファイザー 注射薬
ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 注射薬
パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 注射薬
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 注射薬
ビタゼックス注３０ｍｇ 東和薬品 注射薬
ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 注射薬
ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 日新製薬 注射薬
フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「Ｆ」 富士製薬工業 注射薬
フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」 ヤンセンファーマ 注射薬
フルオレサイト静注５００ｍｇ ノバルティスＰ 注射薬
フルオロウラシル注１０００ｍｇ「ト－ワ」 東和薬品 注射薬
フルコナゾ－ル静注液０．１％「Ｆ」 富士製薬工業 注射薬
フルコナゾ－ル静注液０．２％「Ｆ」 富士製薬工業 注射薬
フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「テバ」 武田薬品 注射薬
ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ１６ｍＬ「ニプロ」 ニプロ 注射薬
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」 持田製薬 注射薬
ボルビックス注 ヤクルト 注射薬
ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 サンド 注射薬
ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 注射薬
メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 武田薬品 注射薬
メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 ニプロ 注射薬
メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ト－ワ」 東和薬品 注射薬
リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「あすか」 武田薬品 注射薬
レボフロキサシン点滴静注５００ｍｇ／２０ｍＬ「ＤＳＥＰ」 第一三共 注射薬
レボホリナ－ト点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 注射薬
レボホリナ－ト点滴静注用２５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 注射薬
生食注シリンジ「オ－ツカ」１０ｍＬ 大塚製薬 注射薬
大塚生食注２ポ－ト１００ｍＬ 大塚製薬 注射薬
ＳＰトロ－チ０．２５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 外用薬
アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 外用薬
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アネトカインゼリ－２％ 小林化工 外用薬
アンソッコウチンキ 小堺製薬 外用薬
キシロカインポンプスプレ－８％ アスペンジャパン 外用薬
クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 沢井製薬 外用薬
ケンエ－Ｇ浣腸液５０％３０ｍＬ 健栄製薬 外用薬
ケンエ－Ｇ浣腸液５０％６０ｍＬ 健栄製薬 外用薬
ケンエ－Ｇ浣腸液５０％１５０ｍＬ 健栄製薬 外用薬
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「Ｆ」 富士製薬工業 外用薬
サ－ジセル・アブソ－バブル・ヘモスタット（綿型５．１ｃｍ×２．５ｃｍ） Ｊ＆Ｊ 外用薬
サ－ジセル・アブソ－バブル・ヘモスタット（ニュ－ニット７．６ｃｍ×１０．２ｃｍ） Ｊ＆Ｊ 外用薬
サトウザルベ軟膏１０％ 佐藤製薬 外用薬
サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ 参天製薬 外用薬
ジオクチルソジウムスルホサクシネ－ト耳科用液５％「ＣＥＯ」 武田薬品 外用薬
ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 外用薬
ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 外用薬
ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 外用薬
スチブロンクリ－ム０．０５％ 岩城製薬 外用薬
スチブロン軟膏０．０５％ 岩城製薬 外用薬
ステリクロンＷ液０．０２ 健栄製薬 外用薬
ステリクロンＷ液０．０５ 健栄製薬 外用薬
ステリクロンＷ液０．５ 健栄製薬 外用薬
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコ－」 丸石製薬 外用薬
デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ 日本化薬 外用薬
ニトラゼンクリ－ム２％ 岩城製薬 外用薬
ハイジ－ル消毒用液１０％ 丸石製薬 外用薬
ハイポエタノ－ル液２％「ヨシダ」 吉田製薬 外用薬
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ニッテン」 日本点眼薬研究所 外用薬
プレドネマ注腸２０ｍｇ 杏林製薬 外用薬
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨ－」 武田薬品 外用薬
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％「ト－ワ」 東和薬品 外用薬
ヘパリン類似物質外用泡状スプレ－０．３％「ニット－」 日東メディック 外用薬
ヘパリン類似物質油性クリ－ム０．３％「日医工」 日医工 外用薬
ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ製薬 外用薬
ポビドンヨ－ドガ－グル液７％「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 外用薬
ポビドンヨ－ドゲル１０％「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 外用薬
ポピヨドンスクラブ７．５％ 吉田製薬 外用薬
ポピヨドン液１０％ 吉田製薬 外用薬
マスキンＷ・エタノ－ル液（０．５ｗ／ｖ％） 丸石製薬 外用薬
メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 外用薬
ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＳＥＣ」 参天製薬 外用薬
リドカインテ－プ１８ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 外用薬
レボフロキサシン点眼液０．５％「ファイザ－」 ファイザー 外用薬
レボフロキサシン点眼液１．５％「テバ」 武田薬品 外用薬
消毒用エタプロコ－ル 丸石製薬 外用薬
アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ Ｘ線造影薬
イオパ－ク３００注シリンジ１５０ｍＬ 富士製薬工業 Ｘ線造影薬
イオパ－ク３００注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 Ｘ線造影薬
オイパロミン３００注１００ｍＬ 富士製薬工業 Ｘ線造影薬
オイパロミン３００注２０ｍＬ 富士製薬工業 Ｘ線造影薬
オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 Ｘ線造影薬
オイパロミン３７０注１００ｍＬ 富士製薬工業 Ｘ線造影薬
オイパロミン３７０注２０ｍＬ 富士製薬工業 Ｘ線造影薬
オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 Ｘ線造影薬
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