
商品名 メーカー 分類 先発医薬品 採用区分
〔内用薬〕

1 バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 藤永製薬 抗てんかん剤 セレニカR顆粒40% 常用

2 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
エルメッドエーザ
イ

抗てんかん剤 デパケン細粒40% 常用

3 バレリンシロップ5% 大日本住友製薬 抗てんかん剤 デパケンシロップ5% 常用

4 バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」 東和薬品 抗てんかん剤 デパケンR錠100mg 常用

5 バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 東和薬品 抗てんかん剤 デパケンR錠200mg 常用

6 ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 東和薬品 徐放性鎮痛・抗炎症剤 ボルタレンSRカプセル37.5mg 常用

7 エトドラク錠200mg「トーワ」 東和薬品
非ステロイド性鎮痛・抗炎症
剤

ハイペン錠200mg 常用

8 クロンモリン錠10mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 ルジオミール錠10mg 常用

9 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 吉富薬品 躁病・躁状態治療剤 リーマス錠100 常用

10 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 吉富薬品 躁病・躁状態治療剤 リーマス錠200 常用

11☆ リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」
Meiji Seika ファ
ルマ

抗精神病剤 リスパダール内用液1mg/mL 常用

12☆ リスペリドン錠1「MEEK」
Meiji Seika ファ
ルマ

抗精神病剤 リスパダールOD錠1mg 常用

13 パロキセチン錠5mg「アスペン」 アスペンジャパン
選択的セロトニン再取り込
み阻害剤

パキシル錠5mg 常用

14 チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 東和薬品
キノリジジン系抗ムスカリン
剤

チアトンカプセル10mg 常用

15 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 日医工 抗めまい剤 セファドール錠25mg 常用

16 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 東和薬品 選択的β1アンタゴニスト メインテート錠0.625mg 常用

17 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 東和薬品 選択的β1アンタゴニスト メインテート錠2.5mg 常用

18 アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 ニプロ 不整脈治療剤 アスペノンカプセル20 常用

19 メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」 東和薬品
高血圧・狭心症・不整脈治
療剤

セロケン錠20mg 常用

20 ドキサゾシン錠2mg「NP」 ニプロ 血圧降下剤 カルデナリン錠2mg 常用

21 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」 日医工 Ca拮抗剤 ヘルベッサー錠30 常用

22 ジピリダモール錠25mg「トーワ」 東和薬品 冠循環改善剤・抗血小板剤 ペルサンチン錠25mg 常用

23 ジピリダモール錠100mg「トーワ」 東和薬品 冠循環改善剤・抗血小板剤 ペルサンチン錠100mg 常用

24 シンバスタチン錠5「MEEK」
Meiji Seika ファ
ルマ

HMG-CoA還元酵素阻害剤 リポバス錠5 常用

25 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 日医工
本態性・起立性・透析時低
血圧治療剤

リズミック錠10mg 常用

26 セキナリンDS小児用0.1% 東和薬品 閉塞性気道疾患用剤 ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 常用

27 スルピリド細粒50%「アメル」 共和薬品
精神情動安定剤
視床下部作用性抗潰瘍剤

ドグマチール細粒50% 常用

28☆ ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 東和薬品 プロトンポンプ・インヒビター パリエット錠10mg 常用
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29 ルテオニン錠5mg あすか製薬 切迫流・早産治療剤 ウテメリン錠5mg 常用

30 ナフトピジルOD錠25mg「EE」
エルメッドエーザ
イ

前立腺肥大症に伴う排尿障
害改善剤

フリバスOD錠25mg 常用

31 アルファカルシドールカプセル0.5μg「EE」
エルメッドエーザ
イ

活性型ビタミンD3製剤 ワンアルファ錠0.5μg 常用

32 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 日医工 5-HT2ブロッカー アンプラーグ錠100mg 常用

33 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 日医工 抗血小板剤 プラビックス錠75mg 常用

34 エパルレスタット錠50「EK」
エルメッドエーザ
イ

アルドース還元酵素阻害剤 キネダック錠50mg 常用

35 ビカルタミドOD錠80mg「NK」 日本化薬 前立腺癌治療剤 カソデックスOD錠80mg 常用

36 ブシラミン錠100mg「日医工」 日医工 抗リウマチ剤 リマチル錠100mg 常用

37 ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」
武田テバファー
マ

アレルギー性疾患治療剤 ザジテンカプセル1mg 常用

38 ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」
武田テバファー
マ

アレルギー性疾患治療剤 ザジテンドライシロップ0.1% 常用

39 エバスチンOD錠10mg「ケミファ」 日本ケミファ
持続性選択H1受容体拮抗
剤

エバステルOD錠10mg 常用

40 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 東和薬品 アレルギー性疾患治療剤 アレロック顆粒0.5% 常用

41 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 サンド 抗菌製剤 リファジンカプセル150mg 常用

42 レボフロキサシン錠250mg「DSEP」
第一三共エス
ファ

広範囲経口抗菌製剤 クラビット錠250mg 常用

43 バラシクロビル顆粒50％「アスペン」 アスペンジャパン 抗ウイルス化学療法剤 バルトレックス顆粒50% 常用

44 ダイフェン配合顆粒 鶴原製薬 合成抗菌剤 バクタ配合顆粒 常用

45 ダイフェン配合錠 鶴原製薬 合成抗菌剤 バクタ配合錠 常用

46 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 日医工 気道粘液溶解剤 ビソルボン錠4mg 常用

47 アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 東和薬品 気道潤滑去痰剤 ムコソルバンシロップ0.3% 常用

48 テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 日医工 キサンチン系気管支拡張剤 ユニフィルLA錠200㎎ 常用

49 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 日医工 消化管運動調律剤 セレキノン錠100mg 常用

50 イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 東和薬品 消化管運動賦活剤 ガナトン錠50mg 常用

51 フロセミド錠10mg「NP」 ニプロ 利尿降圧剤 ラシックス錠10mg 常用

52 フロセミド錠20mg「NP」 ニプロ 利尿降圧剤 ラシックス錠20mg 常用

53 フロセミド錠40mg「NP」 ニプロ 利尿降圧剤 ラシックス錠40mg 常用

54 フロセミド細粒4%「EMEC」
エルメッドエーザ
イ

利尿降圧剤 ラシックス細粒4% 常用
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〔外用薬〕

55 ティアバランス点眼液0.1%　5mL 千寿製薬
角結膜上皮障害治療用点
眼剤

ヒアレイン点眼液0.1%　5mL 常用

56 プロラノン点眼液0.1%　5mL 参天製薬
非ステロイド性抗炎症点眼
剤

ニフラン点眼液0.1%　5mL 常用

57 レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」　5mL ファイザー 広範囲抗菌点眼剤 クラビット点眼液1.5%　5mL 常用

58 ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」 久光製薬 経皮吸収型 気管支拡張剤 ホクナリンテープ0.5mg 常用

59 ツロブテロールテープ1mg「HMT」 久光製薬 経皮吸収型 気管支拡張剤 ホクナリンテープ1mg 常用

60 ツロブテロールテープ2mg「HMT」 久光製薬 経皮吸収型 気管支拡張剤 ホクナリンテープ2mg 常用

61 インドメタシン外用液1%「日医工」 60mL 日医工 経皮鎮痛消炎剤 インテバン外用液1% 60mL 常用

62 ジクロフェナクNaゲル1%「SN」　50g 日本ジェネリック 経皮鎮痛消炎剤 ボルタレンゲル1%　50g 常用

63 ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」　50g ニプロ 経皮鎮痛消炎剤 ロキソニンゲル1%　50g 常用

64 テルビナフィン塩酸塩外用液1%「F」　10g 富士製薬 アリルアミン系抗真菌剤 ラミシール外用液1%　10g 常用

65 塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」　10g
Meiji Seika ファ
ルマ

アリルアミン系抗真菌剤 ラミシールクリーム1%　10g 常用

66 ウリモックスクリーム10%　20g 日医工 角化症治療剤 ウレパールクリーム10%　20g 常用

67 ビダラビン軟膏3%「MEEK」　5g
Meiji Seika ファ
ルマ

抗ウイルス剤 アラセナ－Ａ軟膏3%　5g 常用

68☆ リドカインテープ18mg「ニプロ」　30.5mm×50.0mm ニプロ 貼付用局所麻酔剤
ペンレステープ18mg　30.5mm×
50.0mm

常用

上記医薬品は、該当する先発医薬品の在庫が終了次第切り替えとなります。
☆上記医薬品11、12、28、68は先発医薬品と適応症が異なるため、先発医薬品は患者限定となります。
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