
後発品 試用 ハイリスク 薬品名 一般名 薬効
〇 ０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤
〇 ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤
〇 ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸 寄生性皮膚疾患剤

〇 ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素
ナトリウム

含嗽剤

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素 洗眼殺菌剤
〇 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 デカリニウム塩化物 口腔用剤

アイオピジンＵＤ点眼液１％ アプラクロニジン塩酸塩 レーザー術後眼圧上昇防止剤
〇 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 亜鉛華 収斂・消炎・保護剤

亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 亜鉛華デンプン 収斂・消炎・保護剤
アクトシン軟膏３％ ブクラデシンナトリウム 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
アズノール軟膏０．０３３％ ジメチルイソプロピルアズレン 炎症性皮膚疾患治療剤

〇
アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ
「ＴＹＫ」

アセトアミノフェン 小児用解熱鎮痛剤

〇 アネトカインゼリー２％ リドカイン塩酸塩 粘滑・表面麻酔剤
アラセナ－Ａ軟膏３％ ビダラビン 抗ウイルス剤
アルスロマチック関節手術用灌流液 乳酸リンゲル液 関節手術用灌流・洗浄液
アロンアルフアＡ「三共」 シアノアクリレート 外科用接着剤
アンテベート軟膏０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤
アンペック坐剤１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤

〇 イソジンシュガーパスタ軟膏 精製白糖・ポビドンヨード 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

☆ イムノブラダー膀注用８０ｍｇ 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） 抗悪性腫瘍剤
〇 インドメタシン外用液１％「日医工」 インドメタシン 経皮鎮痛消炎剤
〇 ウリモックスクリーム１０％ 尿素 角化症治療剤

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ Ｄ－ソルビトール 泌尿器科用灌流液
エイゾプト懸濁性点眼液１％ ブリンゾラミド 眼圧下降剤
エイベリス点眼液０．００２％ オミデネパグ　イソプロピル 緑内障・高眼圧症治療剤
エキザルベ 混合死菌製剤 皮膚疾患治療剤
液状フェノール「東豊」 フェノール 殺菌消毒剤
エクラーローション０．３％ デプロドンプロピオン酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤

〇 エネマスター注腸散 硫酸バリウム 注腸用Ｘ線造影剤
エムラクリーム リドカイン・プロピトカイン配合剤 局所麻酔剤
塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム 調剤用薬（食塩）
オイラックスクリーム１０％ クロタミトン 鎮痒剤
オキシドール「ヤクハン」 オキシドール 殺菌消毒剤
オクソラレンローション１％ メトキサレン 尋常性白斑治療剤
オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥ
Ｏ」

オフロキサシン ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
オフロキシン眼軟膏０．３％ オフロキサシン 広範囲抗菌製剤
オリブ油＊（丸石） オリブ油 軟膏基剤
オルセノン軟膏０．２５％ トレチノイン　トコフェリル 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ インダカテロールマレイン酸塩 長時間作用性吸入気管支拡張剤
カデックス軟膏０．９％ ヨウ素 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

〇 カリーユニ点眼液０．００５％ ピレノキシン 老人性白内障治療剤
試 カロナール坐剤４００ アセトアミノフェン 小児用解熱鎮痛剤

キシロカイン液「４％」 リドカイン塩酸塩 表面麻酔剤
キシロカイン点眼液４％ リドカイン塩酸塩 表面麻酔剤

〇 キシロカインポンプスプレー８％ リドカイン 表面麻酔剤
クラビット点眼液１．５％ レボフロキサシン水和物 広範囲抗菌点眼剤
グリセリン「ヨシダ」 グリセリン 調剤用基剤
グリセリンＢＣ液「ヨシダ」 グリセリン 滅菌剤

〇
クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％
「サワイ」

クリンダマイシンリン酸エステル 抗生物質製剤

〇 クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「科研」 クロモグリク酸ナトリウム アレルギー性鼻炎治療剤
〇 ケトコナゾールクリーム２％「ＮＲ」 ケトコナゾール 抗真菌剤
〇 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」 ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤

ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 外用感染治療剤
〇 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン 便秘治療剤

〇
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイ
ヨー」

ゲンタマイシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質

サイプレジン１％点眼液 シクロペントラート塩酸塩 屈折能検査点眼剤
酢酸「ニッコー」 酢酸 皮膚軟化剤

〇
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッ
トニューニット15.2cm×22.9cm

酸化セルロース 創腔充填止血剤

〇
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッ
トニューニット2.5cm×2.5cm

酸化セルロース 創腔充填止血剤

〇
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッ
ト綿型5.1cm×2.5cm

酸化セルロース 創腔充填止血剤

サリチル酸「ケンエー」 サリチル酸 寄生性皮膚疾患用剤
酸化亜鉛「ヨシダ」 酸化亜鉛 収斂・消炎・保護剤

〇 サンドールＰ点眼液 トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 検査用散瞳点眼剤
サンピロ点眼液２％ ピロカルピン塩酸塩 緑内障治療剤

〇 シアノコバラミン点眼液0.02％「日点」 シアノコバラミン 調節機能改善点眼剤

〇 シェルガン０．５眼粘弾剤
精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫
酸エステルナトリウム

眼科手術補助剤

〇
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳
科用液５％「ＣＥＯ」

ジオクチルソジウムスルホサクシネート 耳垢除去剤

〇
ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ
「日医工」

ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤

〇
ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ
「日医工」

ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤

〇
ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ
「ＮＰ」

ジクロフェナクナトリウム 経皮鎮痛消炎剤

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 ドライパウダー吸入式喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤

〇
硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

硝酸イソソルビド 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

院内外用（名称順）
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硝酸銀「ホエイ」 硝酸銀 眼科用殺菌剤
消毒用エタノール「ケンエー」 エタノール 殺菌消毒剤

〇 消毒用エタプロコール エタノール 殺菌消毒剤
人工涙液マイティア点眼液 ホウ酸・無機塩類配合剤 点眼液
親水クリーム「ニッコー」 親水クリーム 軟膏基剤

新レシカルボン坐剤
炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウ
ム

便秘治療剤

スチックゼノールＡ サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤 鎮痛・消炎剤

スピオルトレスピマット６０吸入
チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩
酸塩

ＣＯＰＤ治療配合剤

〇 スピラゾンローション０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 チオトロピウム臭化物水和物 長時間作用性吸入気管支拡張剤

〇 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン 全身吸入麻酔剤
ゼルフォーム ゼラチン 滅菌吸収性ゼラチンスポンジ
ゾビラックス眼軟膏３％ アシクロビル ヘルペス性角膜炎化学療法剤
ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ フラジオマイシン硫酸塩 化膿性疾患用剤
ソフラチュール貼付剤３０ｃｍ フラジオマイシン硫酸塩 化膿性疾患用剤
タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤 生物学的組織接着・閉鎖剤
タルク原末「マルイシ」 タルク 賦形剤
チモプトールＸＥ点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩 持続性緑内障・高眼圧症治療剤

〇 ツロブテロールテープ２ｍｇ「日医工」 ツロブテロール 経皮吸収型・気管支拡張剤
〇 ティアバランス点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 角結膜上皮障害治療剤
〇

デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「Ｎ
Ｋ」

デキサメタゾン 口腔粘膜疾患治療剤
デスモプレシン・スプレー２．５協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 中枢性尿崩症用剤

デルモゾールＧ軟膏
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫
酸塩

副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

デルモベートスカルプローション0.05％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤
デルモベート軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤
テレミンソフト坐薬１０ｍｇ ビサコジル 排便機能促進剤

点眼・点鼻用リンデロンＡ液
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジ
オマイシン硫酸塩

合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

トブラシン点眼液０．３％ トブラマイシン 眼科用抗生物質
〇 トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 トラニラスト アレルギー性結膜炎治療剤
〇 トロピカミド点眼液０．４％「日点」 トロピカミド 散瞳・調節麻痺剤

トロンビン液モチダソフトボトル１万 トロンビン 止血剤
ナウゼリン坐剤６０ ドンペリドン 消化管運動改善剤
日点アトロピン点眼液１％ アトロピン硫酸塩水和物 散瞳・調節麻痺剤

ニュープロパッチ４．５ｍｇ ロチゴチン
ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレ
スレッグス症候群治療剤

〇 尿素クリーム１０％「日医工」 尿素 角化症治療剤
ネオシネジンコーワ５％点眼液 フェニレフリン塩酸塩 散瞳剤

〇 ネオヨジンスクラブ７．５％ ポビドンヨード 殺菌消毒剤
〇 ハイジール消毒用液１０％ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 殺菌消毒剤
〇 ハイポアルコール液２％「ヤクハン」 チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール 外皮用殺菌消毒剤

白色ワセリン＊（日興製薬） 白色ワセリン 軟膏基剤
バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ムピロシンカルシウム水和物 鼻腔内ＭＲＳＡ除菌剤
ハッカ油「東海」 ハッカ油 矯味・矯臭剤
パッチテストパネル（Ｓ） パッチテスト用 アレルギー性皮膚疾患検査薬
パルミコート２００μｇタービュヘイラー
１１２吸入

ブデソニド ドライパウダー吸入式ステロイド剤

〇 ヒアルロン酸Ｎａ0.85眼粘弾剤1％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 眼科手術補助剤

ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０
１８４％

オキシグルタチオン オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液

☆ ビソノテープ２ｍｇ ビソプロロール 経皮吸収型・β１遮断剤
☆ ビソノテープ４ｍｇ ビソプロロール 経皮吸収型・β１遮断剤

〇 ビーソフテンクリーム０．３％ ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤
〇 ビーソフテンローション０．３％ ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

フィブラストスプレー５００ トラフェルミン（遺伝子組換え） 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
フェノール・亜鉛華リニメント「ニッ
コー」

フェノール・亜鉛華リニメント 鎮痒・収斂・消炎剤

〇
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍ
ｇ「第一三共」

フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤

〇
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍ
ｇ「第一三共」

フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤

〇
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍ
ｇ「第一三共」

フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤

フェントステープ０．５ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 複方ヨード・グリセリン 口腔用殺菌消毒剤
プリビナ液０．０５％ ナファゾリン硝酸塩 点鼻用局所血管収縮剤

〇 フルオロメトロン点眼液０．１％「日点」 フルオロメトロン 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤
プレドニン眼軟膏 プレドニゾロン酢酸エステル 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
プロスタンディン軟膏０．００３％ アルプロスタジル　アルファデクス 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
プロトピック軟膏０．１％ タクロリムス水和物 アトピー性皮膚炎治療剤
ブロナック点眼液０．１％ ブロムフェナクナトリウム水和物 非ステロイド抗炎症点眼剤
プロペト 白色ワセリン 軟膏基剤

〇
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タ
イヨー」

ブロムヘキシン塩酸塩 気道粘液溶解剤

ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイ
ドルフ）

ブロメライン 壊死組織除去剤

ベストロン点眼用０．５％ セフメノキシム塩酸塩 セフェム系抗生物質

〇
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ
ステルクリーム０．０５％「ＭＹＫ」

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤

〇
ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼
耳鼻科用液０．１％「日点」

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 眼・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン剤

ベナパスタ軟膏４％ ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩 抗ヒスタミン剤
ベノキシール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩酸塩 眼科用表面麻酔剤
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〇
ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％
「日医工」

ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

〇 ヘモポリゾン軟膏 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 痔疾治療剤
ペンレステープ１８ｍｇ リドカイン 貼付用局所麻酔剤
ボアラクリーム０．１２％ デキサメタゾン吉草酸エステル 合成副腎皮質ホルモン外用剤
ボアラ軟膏０．１２％ デキサメタゾン吉草酸エステル 合成副腎皮質ホルモン外用剤
ボスミン外用液０．１％ アドレナリン アドレナリン液

〇 ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ポビドンヨード 殺菌消毒剤
〇 ポピヨード液１０％ ポビドンヨード 殺菌消毒剤
〇 ポピロンガーグル７％ ポビドンヨード 含嗽剤

ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤
ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤
マイザー軟膏０．０５％ ジフルプレドナート 外用合成副腎皮質ホルモン剤

〇
マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タ
カタ」

マキサカルシトール 角化症治療剤

マクロゴール軟膏 マクロゴール 軟膏基剤

〇
マスキンＷ・エタノール液（０．５ｗ／
ｖ％）

クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤

ミオコールスプレー０．３ｍｇ ニトログリセリン ニトログリセリン舌下スプレー剤
無水エタノール「マルイシ」 無水エタノール 殺菌消毒剤
メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 プロカテロール塩酸塩水和物 定量噴霧式気管支拡張剤
メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 気管支拡張剤

〇
モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴
霧用

モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤
ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 ヨウ素 殺菌消毒剤

〇
ラタノプロスト点眼液０．００５％「わか
もと」

ラタノプロスト 緑内障・高眼圧症治療剤

〇 ラノコナゾール外用液１％「イワキ」 ラノコナゾール 抗真菌剤
〇 リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 リドカイン 貼付用局所麻酔剤

リュウアト１％眼軟膏 アトロピン硫酸塩水和物 散瞳・調節麻痺剤
ルリコンクリーム１％ ルリコナゾール 抗真菌剤

〇 ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＪＧ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
ロコアテープ エスフルルビプロフェン・ハッカ油 経皮吸収型鎮痛消炎剤
ロコイドクリーム０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤
ロコイド軟膏０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤
硫酸アルミニウムカリウム水和物 硫酸アルミニウムカリウム水和物 収斂剤


