
先発名 後発名
アアアア アーチスト錠2.5mg カルベジロール錠2.5mg「サワイ」

アーチスト錠10mg カルベジロール錠10mg「サワイ」

アーチスト錠20mg カルベジロール錠20mg「サワイ」

アイトロール錠１０ｍｇ 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「サワイ」

アイトロール錠２０ｍｇ 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」

アクトス錠１５ｍｇ ピオグリタゾン１５ｍｇ「サンド」

アクトス錠３０ｍｇ ピオグリタゾン３０ｍｇ「EE」
アクトネル錠１７．５ｍｇ リセドロン酸Na錠１７．５ｍｇ「日医工」

アザルフィジンEN錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」

アシノン錠１５０ｍｇ ニザチジン１５０ｍｇ「YD」
アダラートCR錠１０mg ニフェジピンCR錠１０mg「日医工」

アダラートCR錠２０mg ニフェジピンCR錠２０mg「日医工」

アダラートCR錠４０mg ニフェジピンCR錠40mg「日医工」

アダラートL錠１０ｍｇ ニフェジピンL錠１０ｍｇ「トーワ」

アダラートL錠２０ｍｇ ニフェジピンL錠２０ｍｇ「トーワ」

アテレック錠５mg シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」

アテレック錠10mg シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」

アドナ錠３０ｍｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」

アプレース錠１００ｍｇ トロキシピド錠１００ｍｇ「トーワ」

アマリール錠０．５ｍｇ グリメピリド錠０．５ｍｇ「日医工」

アマリール錠１ｍｇ グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」

アマリール錠３ｍｇ グリメピリド錠３ｍｇ「日医工」

アムロジン（OD）錠2.5mg アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」

アムロジン（OD）錠5mg アムロジピンOD錠5mg「EMEC」

アムロジン（OD）錠１０ｍｇ アムロジピンＯＤ錠１０mg「EMEC」

アモバン錠７.５ｍｇ ゾピクロン錠７.５ｍｇ「トーワ」

アリセプト（Ｄ）錠３ｍｇ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サワイ」

アリセプト（Ｄ）錠５ｍｇ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」

アリセプト（Ｄ）錠１０ｍｇ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」

アルダクトンA錠２５ｍｇ スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」

アルタットカプセル７５ｍｇ ロキセタートカプセル７５ｍｇ
アルファロールカプセル0.２5μg アルファカルシドールカプセル0.２5μg「サワイ」

アルファロールカプセル0.5μg アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」

アルファロールカプセル1μg アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」

アレグラ錠６０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」

アレジオン錠20mg エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「CHOS」

アレロック（OD）錠2.５ｍｇ オロパタジン塩酸塩OD錠2.5ｇ「日医工」

アレロック（OD）錠５ｍｇ オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」

アロシトール錠１００mg アロプリノール錠10０ｍｇ「ショーワ」

アンプラーグ錠１００ｍｇ サルポグラレート塩酸塩錠１００ｍｇ「サンド」

インデラル錠１０ｍｇ プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」

ウラリット配合錠 ウリンメット配合錠
ウルソ錠５０mg ウルソデオキシコール酸錠５０mg「トーワ」

ウルソ錠100mg ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」



エバステル（OD）錠１０ｍｇ エバスチンOD錠１０ｍｇ「日医工」

エパデールＳ６００ イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「日医工」

エパデールＳ９００ イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」

オイグルコン錠1.25mg グリベンクラミド錠1.25ｍｇ「サワイ」

オイグルコン錠2.5mg グリベンクラミド錠2.5ｍｇ「サワイ」

オノンカプセル１１２．５ｍｇ プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「マイラン」

オパルモン錠5μg リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」

オメプラール錠10mg オメプラゾール錠１0mg「日医工」

オメプラール錠20mg オメプラゾール錠20mg「日医工」

カカカカ ガスター（Ｄ）錠１０ｍｇ ガスリックＤ10ｍｇ
ガスター（Ｄ）錠２０ｍｇ ガスリックＤ20ｍｇ
ガスモチン錠５ｍｇ モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」

ガスロンN（OD）錠２ｍｇ イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」

カソデックス錠８０ｍｇ ビカルタミド錠８０ｍｇ「日医工」

カルスロット錠１０ｍｇ マニカロット錠１０ｍｇ
カルデナリン錠１ｍｇ ドキサゾシンM錠１「EMEC」
カルデナリン錠２ｍｇ ドキサゾシンM錠２「EMEC」
カルデナリン錠４ｍｇ ドキサゾシン錠４「トーワ」
カルブロック錠8ｍｇ アゼルニジピン錠8ｍｇ「日医工」

カルブロック錠16ｍｇ アゼルニジピン錠16ｍｇ「日医工」

キネダック錠50mg エパルレスタット錠50mg「日医工」

グラケーカプセル１５ｍｇ メナテトレンカプセル１５ｍｇ「日医工」

グラマリール錠２５ｍｇ チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」

クラリシッド錠200mg クラリスロマイシン錠200mg「日医工」

クラリス錠200mg クラリスロマイシン錠200mg「日医工」

クラリチン錠10mg ロラタジンOD錠10mg「日医工」

グリミクロン錠40mg グリクラジド錠40mg「サワイ」

グルコバイ錠５０ｍｇ アカルボース錠５０ｍｇ「日医工」

グルコバイ錠100ｍｇ アカルボース錠１００ｍｇ「日医工」

クレメジン細粒分包２ｇ 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」

ケタスカプセル ピナトスカプセル
ケフラールカプセル２５０ｍｇ セファクロルカプセル250mg「日医工」

ケルロング錠10ｍｇ タルロング錠１０ｍｇ
コニール錠２ｍｇ ベニジピン塩酸塩錠２mg「日医工」

コニール錠4mg ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」

コニール錠８mg ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「OME」

コンスタン錠０.４ｍｇ アルプラゾラム錠０.４ｍｇ「トーワ」

ササササ サアミオン錠５ｍｇ ニセルゴリン錠５ｍｇ「日医工」

サイレース錠１ｍｇ フルニトラゼパム１ｍｇ「アメル」

サイレース錠２ｍｇ フルニトラゼパム２ｍｇ「アメル」

ザイロリック錠50mg アロプリノール錠50ｍｇ「ショーワ」

ザイロリック錠100mg アロプリノール錠100ｍｇ「ショーワ」

ザジテンカプセル１ｍｇ ケトチフェンカプセル１ｍｇ「タイヨー」

サロベール錠10０mg アロプリノール錠1００ｍｇ「ショーワ」

サワシリンカプセル２５０ｍｇ アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」



サンリズムカプセル５０ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日医工」

シグマート錠5mg ニコランジル錠5mg「サワイ」
ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「日医工」

ジルテック錠１０ｍｇ セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「マイラン」

シンメトレル錠１００ｍｇ アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」

スターシス錠30ｍｇ ナテグリニド錠30ｍｇ「日医工」

スターシス錠９０ｍｇ ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」

ゼスラン錠３ｍｇ メキタジン錠３ｍｇ「日医工」
セディール錠１０ｍｇ タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」

セフゾンカプセル１００ｍｇ セフジニルカプセル１００ｍｇ「マイラン」

セルシン錠２ｍｇ ジアゼパム錠２ｍｇ「サワイ」
セルベックスカプセル50mg テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」

セレネース錠１.５ｍｇ ハロペリドール錠１.５ｍｇ「アメル」

ソラナックス錠０.４ｍｇ アルプラゾラム錠０.４ｍｇ「トーワ」

タ ダオニール錠2.5mg オペアミン錠2.5mg
タガメット錠２００ｍｇ シメチジン錠２００ｍｇ「日医工」

タケプロンOD錠15mg ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」

タケプロンOD錠30mg ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」

タケプロンカプセル15ｍｇ ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」

タケプロンカプセル30ｍｇ ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」

タナトリル５ｍｇ イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」

タナトリル１０ｍｇ イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」

チアトンカプセル１０ｍｇ チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「トーワ」

ディオバン錠４０ｍｇ バルサルタン錠４０ｍｇ「アメル」

ディオバン錠８０ｍｇ バルサルタン錠８０ｍｇ「アメル」

テオドール錠１００ｍｇ テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」

テオドール錠２００ｍｇ テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」

テオロング１００ｍｇ テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」

テオロング２００ｍｇ テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」

デジレル錠２５ｍｇ アンデプレ錠２５ｍｇ
デジレル錠５０ｍｇ アンデプレ錠５０ｍｇ
テノーミン錠２５ｍｇ アテノロール錠２５ｍｇ「サワイ」

テノーミン錠50ｍｇ アテノロール錠50ｍｇ「サワイ」

デパス錠０.２５ｍｇ エチゾラム錠０.２５ｍｇ「ＮＰ」

デパス錠0.5mg エチゾラム錠0.5mg「アメル」
デパス錠１ｍg エチゾラム錠１mg「アメル」
デプロメール２５ｍｇ フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「日医工」

デプロメール５０ｍｇ フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「日医工」

テルネリン錠１ｍｇ チザニジン錠１ｍｇ「日医工」
ドグマチール錠５０ｍｇ スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」

トランサミンカプセル250mg トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」

トランサミン錠250mg トラネキサム酸カプセル25０mg「トーワ」

トランデート錠５０ｍｇ ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」



ドルナー錠２０μｇ プロルナー錠２０μｇ
ナナナナ ナウゼリン（ＯＤ）錠５ｍｇ ドンペリドン錠５ｍｇ「日医工」

ナウゼリン（ＯＤ）錠１０ｍｇ ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」

ニトロールRカプセル２０ｍｇ イソコロナールRカプセル２０ｍｇ

ニフラン点眼液 プロラノン点眼液
ニューロタン錠２５ｍｇ ロサルタンカリウム２５ｍｇ「日医工」

ニューロタン錠５０ｍｇ ロサルタンカリウム５０ｍｇ「日医工」

ネオーラル２５ｍｇカプセル シクポラールカプセル２５
ネオドパストン配合錠L１００ ドパコール配合錠１００
ノルバスク錠2.5mg アムロジピンＯＤ錠2.5mg「EMEC」

ノルバスク錠5mg アムロジピンOD錠5mg「EMEC」

ノルバスク錠10mg アムロジピンOD錠10mg「EMEC」

ノルバデックス錠２０ｍｇ タモキシフェン錠２０ｍｇ「日医工」

ハ パキシル錠１０ｍｇ パロキセチン錠１０ｍｇ「サワイ」

パナルジン錠100mg ニチステート錠100mg
パリエット錠１０ｍｇ ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」

パリエット錠２０ｍｇ ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「トーワ」

ハルシオン錠0.125mg トリアゾラム錠0.125mg「日医工」

ハルシオン錠0.25mg トリアゾラム錠0.25mg「日医工」

ハルナールＤ錠０.２ｍｇ タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０.２ｍｇ「明治」

ＰＬ配合顆粒 トーワチーム配合顆粒
ヒアレイン点眼液0.1% ティアバランス点眼液0.1％
ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」

ヒルドイドクリーム０．３％ ビーソフテンクリーム０．３％
ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ビーソフテン油性クリーム０．３％

ヒルドイドローション０．３％ ビーソフテンローション０．３％

ファスティック錠30ｍｇ ナテグリニド錠30ｍｇ「日医工」

ファスティック錠９０ｍｇ ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」

フェロミア錠50ｍｇ クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」鉄50mg

フォサマック錠５ｍｇ アレンドロン酸錠５ｍｇ「日医工」

フォサマック錠３５ｍｇ アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」

フオイパン錠100mg カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」

ブスコパン錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「YD」

プリンペラン錠５ｍｇ メトプロクラミド錠５ｍｇ
フルイトラン錠１ｍｇ トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「NP」

フルイトラン錠２ｍｇ トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「NP」

プルゼニド錠12mg センノシド錠12mg「サワイ」
フルナーゼ点鼻液５０μｇ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ「日医工」

フルメトロン点眼液０.１％ オドメール点眼液０.1％
プレタールＯＤ錠50ｍｇ シロスタゾール50ｍｇ「日医工」

プレタールＯＤ錠100ｍｇ シロスタゾール100ｍｇ「日医工」

ブレディニン錠５０ｍｇ ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」

プレミネント配合錠LD ロサルヒド配合錠LD「FFP」
プロサイリン錠２０ ２０μｇ プロルナー錠２０μｇ
プロテカジン錠１０ｍｇ ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」



プロマックD錠７５ｍｇ ポラプレジングOD錠７５ｍｇ「サワイ」

プロマック顆粒１５％ ポラプレジング顆粒１５％「マイラン」

フロモックス錠100mg セフカペンピボキシル錠100mg「トーワ｣

ベイスン(OD)錠0.２mg ボグリボースＯＤ錠0.２mg「日医工」

ベイスン(OD)錠0.3mg ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」

ペオン錠80mg ペレトン錠80ｍｇ
べザトールSR錠１00mg ベザフィブラートSR錠１00mg「サワイ」

べザトールSR錠200mg ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」

ベネット錠１７．５ｍｇ リセドロン酸Na錠１７．５ｍｇ「日医工」

ペルサンチン錠２５ｍｇ ジピリダモール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」

ペルサンチン錠１００ｍｇ ジピリダモール塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」

へルベッサーRカプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」

ベンザリン錠５ ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」

ベンザリン錠１０ ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」

ペンタサ錠２５０ｍｇ メサラジン錠２５０ｍｇ「AKP」

ペンタサ錠５００ｍｇ メサラジン錠５００ｍｇ「AKP」

ホクナリンテープ１ｍｇ ツロブテロールテープ１ｍｇ「HMT」

ホクナリンテープ２ｍｇ ツロブテロールテープ２ｍｇ「HMT」

ホスミシン錠５００ｍｇ ホスホマイシンカルシウムカプセル５００ｍｇ「日医工」

ボナロン錠３５ｍｇ アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」

ボルタレン錠２５ｍｇ ブレシン錠２５ｍｇ「サワイ」
ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」

ポンタールカプセル２５０ｍｇ マイカサールカプセル２５０ｍｇ
マ マイスリー錠5ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩錠5ｍｇ「日医工」

マイスリー錠10ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩錠10ｍｇ「日医工」

マーロックス懸濁用配合顆粒 マックメット懸濁用配合DS
ミオナール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」

ミケラン錠５ｍｇ カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」

ムコスタ錠100mg レバミピド錠100mg「サワイ」

ムコソルバン錠１５ｍｇ ポノフェン錠１５ｍｇ
ムコソルバンＬカプセル４５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ｍｇ「サワイ」

ムコダイン錠250mg カルボシステイン錠２５０mg「トーワ」

ムコダイン錠500mg カルボシステイン錠500mg「トーワ」

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「トーワ」

メイラックス錠２ｍｇ ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」

メインテート錠０.６２５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」

メインテート錠2.5mg ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」

メインテート錠5mg ビソプロロールフマル酸塩錠５mg「日医工」

メネシット配合錠 ドパコール配合錠１００
メバロチン錠５ｍｇ プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「日医工」

メバロチン錠１０ｍｇ プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」

メリスロン錠６ｍｇ ベタヒスチンメシル６ｍｇ「日医工」

モーバー錠１００ｍｇ アクタリット錠１００ｍｇ「サワイ」

ヤヤヤヤ ユーロジン錠1ｍｇ エスタゾラム錠1ｍｇ「アメル」

ユーロジン錠２ｍｇ エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」



ユニフィルLA錠１００ｍｇ テオフィリン徐放U錠１００ｍｇ「トーワ」

ユニフィルLA錠２００ｍｇ テオフィリン徐放U錠２００ｍｇ「トーワ」

ユニフィルLA錠４００ｍｇ テオフィリン徐放U錠４００ｍｇ「トーワ」

ユベラNカプセル１００ｍｇ バナールNカプセル１００ｍｇ
ユベラNソフトカプセル２００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」

ユリノーム錠２５mg ベンズブロマロン２５ｍｇ「日医工」

ユリノーム錠５０mg ベンズマロン錠５０ｍｇ
ララララ ラキソベロン錠２．５ｍｇ ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」

ラキソベロン内用液０.７５％ ファレスタック液0.75％
ラシックス錠10mg フロセミド錠10mg「NP」
ラシックス錠20mg フロセミド錠20mg「タイヨー」

ラシックス錠４０ｍｇ フロセミド錠40mg「タイヨー」

ラミシール錠１２５ｍｇ テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サンド」

リウマトレックスカプセル２ｍｇ メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サワイ」

リザベンカプセル１００ｍｇ トラニラストカプセル１００ｍｇ「タイヨー」

リスミー錠２ｍｇ 塩酸リルマザホン錠２「MEEK」

リスモダンカプセル５０ｍｇ ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「トーワ」

リバロ錠１ｍｇ ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「日医工」

リバロ錠２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「日医工」

リバロ錠４ｍｇ ピタバスタチンCa錠４ｍｇ「トーワ」

リピトール錠5ｍｇ アトルバスタチン錠5ｍｇ「サンド」

リピトール錠10ｍｇ アトルバスタチン錠10ｍｇ「サンド」

リポバス錠5mg シンバスタチン錠５ｍｇ「MED」

リポバス錠１０mg シンバスタチン錠１０mg「日医工」

リマチル錠１００ｍｇ ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％ サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1％

ルボックス錠２５ｍｇ フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「日医工」

ルボックス錠５０ｍｇ フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「日医工」

レスリン錠２５ アンデプレ錠２５ｍｇ
レスリン錠５０ アンデプレ錠５０ｍｇ
レニベース錠5ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」

レンドルミン(Ｄ)錠０.２５ｍｇ ブロチゾラムＭ錠０.２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」

ロキソニン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンNa錠６０ｍｇ「サワイ」

先発品無し ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」

ローコール錠２０ｍｇ フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワイ」

ロヒプノール錠１ｍｇ フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」

ロヒプノール錠２ｍｇ フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」

ロペミンカプセル１ｍｇ ミロピンカプセル１ｍｇ
ロンゲス錠１０ｍｇ リシノプリル錠１０ｍｇ「日医工」

ワワワワ ワイパックス錠０.５ｍｇ ロラゼパム錠０.５ｍｇ「サワイ」

ワイパックス錠１ｍｇ ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」
ワソラン錠４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」

ワンアルファ錠0.２５ｍｇ アルファカルシドールカプセル0.２5μｇ「サワイ」

ワンアルファ錠0.5ｍｇ アルファカルシドールカプセル0.5μｇ「サワイ」

ワンアルファ錠1ｍｇ アルファカルシドールカプセル１μｇ「サワイ」


