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《内用剤・外用剤》 

商品名 メーカー名 変更薬品 変更メーカー 

アーチスト錠１０㎎ 第一三共 カルベジロール錠 10mg「サワイ」 沢井製薬 

アイトロール錠２０㎎ トーアエイヨー 一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」 沢井製薬 

アクトス錠１５ 武田薬品工業 ピオグリタゾン錠 15mg「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ 

アシノン錠１５０㎎ ゼリア新薬工業 ニザチジン錠 150mg「YD」 陽進堂 

アダラートＣＲ錠２０㎎ バイエル薬品 ニフェジピン CR 錠 20mg「サワイ」 沢井製薬 

アダラートＣＲ錠４０㎎ バイエル薬品 ニフェジピン CR 錠 40mg「サワイ」 沢井製薬 

アダラートＬ錠１０㎎ バイエル薬品 ニフェジピン L 錠 10mg「サワイ」 沢井製薬 

アダラートＬ錠２０㎎ バイエル薬品 ニフェジピン L 錠 20mg「サワイ」 沢井製薬 

アダラートカプセル１０㎎ バイエル薬品 ニフェジピンカプセル 10mg「サワイ」 沢井製薬 

アダラートカプセル５㎎ バイエル薬品 ニフェジピンカプセル 5mg「サワイ」 沢井製薬 

アテレック錠１０ 味の素製薬 シルニジピン錠 10mg「サワイ」 沢井製薬 

アマリール１㎎錠 サノフィ グリメピリド OD 錠 1mg ｴﾙﾒｯﾄｴｰｻﾞｲ 

アマリール錠０．５㎎ サノフィ グリメピリド OD 錠 0.5mg「EMEC」 ｴﾙﾒｯﾄｴｰｻﾞｲ 

アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」 大日本住友製薬 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 

アンプラーグ錠１００㎎ 田辺三菱製薬 サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「ファイザー」 ファイザー 

エパデールＳ９００ 持田製薬 ソルミラン顆粒カプセル 900mg 帝人ﾌｧｰﾏ 

オノンカプセル１１２．５㎎ 小野薬品工業 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「科研」 科研製薬 

ガスモチン錠５㎎ 大日本住友製薬 モサプリドクエン酸塩錠 5mg「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ 

カルタン錠５００ マイラン製薬 沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」 三和化学 

カルデナリン錠１㎎ ファイザー ドキサゾシン M 錠 1「EMEC」（湿製錠） ｴﾙﾒｯﾄｴｰｻﾞｲ 

キネダック錠５０㎎ 小野薬品工業 エパルレスタット錠 50mg「ファイザー」 ファイザー 

クラリシッド錠２００㎎ アボットジャパン クラリスロマイシン錠 200mg「EMEC」 ｴﾙﾒｯﾄｴｰｻﾞｲ 

クラリシッド錠 50mg 小児用 アボットジャパン クラリスロマイシン錠 50mg 小児用「EMEC」 ｴﾙﾒｯﾄｴｰｻﾞｲ 

グルコバイ錠１００㎎ バイエル薬品 アカルボース OD 錠 100mg「ファイザー」 ファイザー 

クレメジン細粒分包２ｇ クレハ 球形吸着炭細粒「マイラン」 ファイザー 

ケタスカプセル１０㎎ 杏林製薬 ピナトスカプセル 10mg 日本化薬 

コニール錠４ 協和発酵キリン ベニジピン塩酸塩錠 4mg「タナベ」 田辺-田辺三菱 

シグマート錠５㎎ 中外製薬 ニコランジル錠 5mg「日医工」 日医工 

セディール錠５㎎ 大日本住友製薬 タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg「サワイ」 沢井製薬 

セフゾンカプセル１００㎎ アステラス製薬 セフジニル錠 100mg「サワイ」 沢井製薬 

セルベックスカプセル５０㎎ エーザイ テプレノンカプセル 50mg「日医工」 日医工 

セロクラール錠２０㎎ サノフィ イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「日医工」 日医工 

ダイアート錠６０㎎ 三和化学研究所 ダイタリック錠６０ｍｇ 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 

タケプロンＯＤ錠１５㎎ 武田薬品工業 ランソプラゾール OD 錠 15mg「サワイ」 沢井製薬 

タケプロンＯＤ錠３０㎎ 武田薬品工業 ランソプラゾール OD 錠 30mg「サワイ」 沢井製薬 

タナトリル錠５ ５㎎ 田辺三菱製薬 イミダプリル塩酸塩錠 5mg「ファイザー」 ファイザー 

テノーミン錠５０ アストラゼネカ アテノロール錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 

デパケンシロップ５％ 協和発酵キリン バレリンシロップ 5％ 大日本住友 

デパス細粒１％ 田辺三菱製薬 セデコパン細粒１％ 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 

デパス錠０．５㎎ 田辺三菱製薬 セデコパン錠０．５ｍｇ 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 

デパス錠１㎎ 田辺三菱製薬 セデコパン錠１ｍｇ 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 

ドルナー錠２０μｇ 東レ ベラプロスト Na 錠 20μg「サワイ」 沢井製薬 

ナウゼリンＯＤ錠１０㎎ 協和発酵キリン ドンペリドン錠 10mg「EMEC」（湿製錠） ｴﾙﾒｯﾄｴｰｻﾞｲ 

パナルジン錠１００㎎ サノフィ チクロピジン塩酸塩錠 100mg「サワイ」 沢井製薬 

パリエット錠１０㎎ エーザイ ラベプラゾール Na 塩錠 10mg「明治」 Meiji 

ハルナールＤ錠０．２㎎ アステラス製薬 タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.2mg「ファイザー」 ファイザー 

ビソルボン吸入液０．２％ 日本ベーリンガー ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2％「タイヨー」 テバ 
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商品名 メーカー名 変更薬品 変更メーカー 

フェロミア錠５０㎎ サンノーバ クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 

プルゼニド錠１２㎎ ノバルティス センノシド錠 12mg「トーワ」 東和薬品 

プレタールＯＤ錠１００㎎ 大塚製薬 シロスタゾール OD 錠 100mg「サワイ」 沢井製薬 

プログラフカプセル１㎎ アステラス製薬 タクロリムスカプセル 1mg ファイザー 

フロモックス錠１００㎎ 塩野義製薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ 日医工 

プロレナール錠５μｇ 大日本住友製薬 リマルモン錠 5μg 沢井製薬 

ヘルベッサーＲカプセル 100 田辺三菱製薬 ジルチアゼム塩酸塩 Rカプセル 100mg「サワイ」 沢井製薬 

ホクナリンテープ０．５㎎ マルホ ツロブテロールテープ 0.5mg「ファイザー」 ファイザー 

ホクナリンテープ１㎎ マルホ ツロブテロールテープ 1mg「ファイザー」 ファイザー 

ホクナリンテープ２㎎ マルホ ツロブテロールテープ 2mg「ファイザー」 ファイザー 

マイスリー錠５㎎ アステラス製薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５mg「DSP」 大日本住友 

ミオナール錠５０㎎ エーザイ エペリゾン塩酸塩錠 50mg「日医工」 日医工 

ミノマイシン錠５０㎎ ファイザー ミノサイクリン錠５０ｍｇ 日医工 

ムコスタ錠１００㎎ 大塚製薬 レバミピド錠 100mg「あすか」 あすか製薬 

ムコソルバン錠１５㎎ 帝人ファーマ アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「日医工」 日医工 

ムコダイン錠２５０㎎ 杏林製薬 カルボシステイン錠 250mg「トーワ」 東和薬品 

メインテート錠５㎎ 田辺三菱製薬 ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「トーワ」 東和薬品 

メバロチン錠１０ 第一三共 プラバスタチン Na 錠 10mg「EE」 ｴﾙﾒｯﾄｴｰｻﾞｲ 

メリスロン錠６㎎ エーザイ ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」 東和薬品 

モーラステープＬ４０㎎  久光製薬 ケトプロフェンテープ 40mg「日医工」 日医工 

ラキソベロン内用液 0.75% 帝人ファーマ ピコスルファートナトリウム内用液 0.75％

「CHOS」 
ファイザー 

ラシックス錠２０㎎ サノフィ フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 

ラシックス錠４０㎎ サノフィ フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 

リーバクト配合顆粒 4.15g 味の素製薬 アミノマイラン配合顆粒 4.74g ファイザー 

リバロＯＤ錠２㎎ 興和 ピタバスタチン Ca・OD 錠 2mg「トーワ」 東和薬品 

リピトール錠１０㎎ アステラス製薬 アトルバスタチン錠 10mg「DSEP」 第一三共ｴｽﾌｧ 

リポバス錠５ ＭＳＤ シンバスタチン錠 5mg「EMEC」（湿製錠） ｴﾙﾒｯﾄｴｰｻﾞｲ 

レニベース錠５ ５㎎ ＭＳＤ エナラプリル M 錠 5「EMEC」（湿製錠） ｴﾙﾒｯﾄｴｰｻﾞｲ 

ロキソニン錠６０㎎ 第一三共 ロキソプロフェン錠 60mg「EMEC」 ｴﾙﾒｯﾄｴｰｻﾞｲ 

《注射剤》 
   

商品名 メーカー名 変更薬品 変更メーカー 

ヴィーン３Ｇ輸液  興和 アセテート維持液 3G「HK」 光製薬 

ヴィーン３Ｇ輸液  興和 アセテート維持液 3G「HK」 光製薬 

ヴィーンＦ輸液  興和 ソルアセト F 輸液 テルモ 

メロペン点滴用バイアル 0.5 大日本住友製薬 メロペネム点滴静注用 0.5g「NP」 ニプロ 

 


