
滋賀県内の病院における後発医薬品採用リスト（外用薬） （平成２３年１０月現在）

品名 メーカー 品名 メーカー

111 吸入麻酔剤 セボフルラン セボフレン 丸石製薬 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 マイラン製薬 1

セボフレン吸入麻酔液 丸石製薬

114 解熱鎮痛消炎剤 アセトアミノフェン アルピニー坐剤 久光製薬 アニルーメ坐剤小児用１００ｍｇ 長生堂製薬 1

アンヒバ坐剤 アボットジャパン アフロギス坐剤２００ 日新製薬（山形） 1

カロナール坐剤 昭和薬品化工

114 解熱鎮痛消炎剤 ジクロフェナクナトリウム ボルタレンサポ ノバルティス ファーマ アデフロニックズポ１２．５ 大洋薬品工業 1

ボナフェック坐剤１２．５ 日新製薬（山形） 2

アデフロニックズポ２５ 大洋薬品工業 1

アナバン坐剤２５ 富士化学工業 1

ボナフェック坐剤２５ 日新製薬（山形） 2

ボルマゲン坐剤２５ｍｇ 大正薬品工業 4

アデフロニックズポ５０ 大洋薬品工業 1

ボナフェック坐剤５０ 日新製薬（山形） 2

ボルマゲン坐剤５０ｍｇ 大正薬品工業 4

114 解熱鎮痛消炎剤 ケトプロフェン アネオール坐剤 岩城製薬 レイナノン坐剤７５ シオノケミカル 1

エパテック坐剤 ビオメディクス

121 局所麻酔剤 塩酸リドカイン キシロカイン液 アストラゼネカ アネトカインゼリー２％ 小林化工 4

キシロカインゼリー アストラゼネカ

キシロカイン点眼液 アストラゼネカ

121 局所麻酔剤 リドカイン ペンレステープ 日東電工 キシロカインポンプスプレー８％ アストラゼネカ 24

ユーパッチテープ１８ｍｇ 祐徳薬品工業 9

131 眼科用剤 トロピカミド ミドリンＭ点眼液 参天製薬 サンドールＭＹ点眼液０．４％ 日本点眼薬研究所 1

131 眼科用剤 アトロピン硫酸塩水和物 日点アトロピン点眼液１％ 日本点眼薬研究所 16

131 眼科用剤 デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム 日点・ＤＭゾロン・２点眼液 日本点眼薬研究所 ビジュアリン眼科耳鼻科用液０．１％ 千寿製薬 1

サンテゾーン点眼液 参天製薬

ＤＭゾロン点眼液「日点」 日本点眼薬研究所
コンドロンデキサ点眼・点耳・点鼻液 科研製薬

131 眼科用剤 フルオロメトロン フルメトロン点眼液 参天製薬 ピトス点眼液０．０２％ わかもと製薬 1

フルオロメトロン０．０２％点眼液Ｔ 日東メディック 1

オドメール点眼液０．０２％ 千寿製薬 4

フルオロメトロン０．１％点眼液Ｔ 日東メディック 2

オドメール点眼液０．１％ 千寿製薬 6

131 眼科用剤 プレドニゾロン酢酸エステル プレドニン眼軟膏 塩野義製薬 酢酸プレドニゾロン０．２５％眼軟膏Ｔ 日東メディック 1

131 眼科用剤 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム リンデロン点眼液 塩野義製薬 リノロサール眼科耳鼻科用液０．１％ わかもと製薬 2

132 耳鼻科用剤 リンデロン点眼・点耳・点鼻液 塩野義製薬

131 眼科用剤 カルテオロール塩酸塩 ミケラン点眼液 大塚製薬 ブロキレートＰＦ点眼液１％ 日本点眼薬研究所 1

ミケランＬＡ点眼液 大塚製薬

131 眼科用剤 チモロールマレイン酸 チモプトール点眼液 ＭＳＤ リズモン点眼液０．５％ わかもと製薬 1

チモプトールＸＥ点眼液 ＭＳＤ ファルチモ点眼液０．５ キョーリンリメディオ 1

リズモンＴＧ点眼液 わかもと製薬 チアブート点眼液０．５％ 日新製薬（山形） 1

チモロール点眼液Ｔ０．５％ 東亜薬品 1

チモロール点眼液０．５％「テイカ」 テイカ製薬 1

チモレートＰＦ点眼液０．５％ 日本点眼薬研究所 1

131 眼科用剤 アズレン アズレン点眼液０．０２％「わかもと」 わかもと製薬 2

ＡＺ点眼液０．０２％ ゼリア新薬工業 5

131 眼科用剤 ピレノキシン カタリン点眼用 千寿製薬 カリーユニ点眼液０．００５％ 参天製薬 25

カタリンＫ点眼用 千寿製薬

131 眼科用剤 シアノコバラミン サンコバ点眼液 参天製薬 ファルコバ点眼液０．０２％ キョーリンリメディオ 3

131 眼科用剤 フラビンアデニンジヌクレオチド フラビタン眼軟膏 トーアエイヨー ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテン」 参天製薬 2

日点ＦＡ点眼液 日本点眼薬研究所

131 眼科用剤 硫酸亜鉛水和物 サンチンク点眼液０．２％ 参天製薬 1

131 眼科用剤 クロモグリク酸ナトリウム インタール点眼液 サノフィ・アベンティス クモロールＰＦ点眼液２％ 日本点眼薬研究所 1

インタール点眼液ＵＤ アステラス製薬 クールウェイ点眼液２％ 高田製薬 1

131 眼科用剤 アシクロビル ゾビラックス眼軟膏 グラクソ・スミスクライン ビルレクス眼軟膏３％ 日本点眼薬研究所 1

131 眼科用剤 ヒアルロン酸ナトリウム ヒーロン エイエムオー・ジャパン ヒアール点眼液０．１ キョーリンリメディオ 3

ヒーロン眼粘弾剤 エイエムオー・ジャパン アイケア点眼液０．１％ 科研製薬 2

ヒーロンＶ エイエムオー・ジャパン ティアバランス点眼液０．１％ 千寿製薬 3

ヒーロンＶ眼粘弾剤 エイエムオー・ジャパン オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％ 生化学工業 15

ヒアレイン点眼液 参天製薬 オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ 資生堂 2

ヒアレインミニ点眼液 参天製薬 オペリード１．１眼粘弾剤１％ 資生堂 1

オペガン眼粘弾剤 生化学工業

131 眼科用剤 オフロキサシン タリビッド眼軟膏 参天製薬 オフロキシン眼軟膏０．３％ 東亜薬品 1

タリビッド点眼液 参天製薬 ファルキサシン点眼液０．３％ キョーリンリメディオ 1

タリキサシン点眼液０．３％ 日新製薬（山形） 1

タリザート点眼液０．３％ 大正薬品工業 2

オフテクター点眼液０．３％ 富士薬品 1

131 眼科用剤 プラノプロフェン ニフラン点眼液 千寿製薬 ルポック点眼液０．１％ キョーリンリメディオ 1

プロラノン点眼液０．１％ 参天製薬 3

バルライザー点眼液０．１％ 日新製薬（山形） 1

131 眼科用剤 ジクロフェナクナトリウム ジクロード点眼液 わかもと製薬 ボナフェック点眼液０．１％ 日新製薬（山形） 1

ノルフロキサシン ノフロ点眼液 日医工 ノフロキサン点眼液０．３％ 日医工ファーマ 2

バクシダール点眼液 杏林製薬 ビスコレット点眼液０．３％ 富士薬品 1

131 眼科用剤 ケトチフェンフマル酸塩 ザジテン点眼液 ノバルティス ファーマ フマルフェン点眼液０．０５％ 日医工 2

ザジテン点眼液ＵＤ ノバルティス ファーマ ケトチフェン点眼液０．０５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 1

ケトテン点眼液０．０５％ 沢井製薬 1

131 眼科用剤 オキシグルタチオン ビーエスエスプラス眼灌流液 日本アルコン オペガードネオキット眼灌流液０．０１８４％ 千寿製薬 12

131 眼科用剤 ラタノプロスト キサラタン点眼液 ファイザー ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＳ」 テイカ製薬 2

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ケミファ」 日本ケミファ 1

ラタノプロスト点眼液０．００５％「コーワ」 興和 1

ラタノプロスト点眼液０．００５％「三和」 三和化学研究所 1

ラタノプロスト点眼液０．００５％「センジュ」 千寿製薬 1
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ラタノプロスト点眼液０．００５％「トーワ」 東和薬品 1

131 眼科用剤 エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム エコリシン眼軟膏 参天製薬 点眼用エリコリＴ 日東メディック 1

エコリシン点眼液 参天製薬

131 眼科用剤 クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム オフサロン点眼液 わかもと製薬 4

131 眼科用剤 トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 ミドリンＰ点眼液 参天製薬 サンドールＰ点眼液 日本点眼薬研究所 1

131 眼科用剤 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 ディスコビスク眼粘弾剤 日本アルコン ビスコート０．５眼粘弾剤 日本アルコン 12

132 耳鼻科用剤 クロモグリク酸ナトリウム インタール点鼻液 サノフィ・アベンティス ノスラン点鼻液２％ 科研製薬 1

132 耳鼻科用剤 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル リノコートカプセル外用 帝人ファーマ アルデシンＡＱネーザル５０μｇ ＭＳＤ 4

リノコートカプセル鼻用 帝人ファーマ アルロイヤー点鼻液５０μｇ 大正薬品工業 1
リノコートパウダースプレー鼻用 帝人ファーマ ナナドラＡＱネーザル５０μｇ 日本化薬 1

132 耳鼻科用剤 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルナーゼ点鼻液 グラクソ・スミスクライン スカイロン点鼻液５０μｇ２８噴霧用 東興薬品工業 1

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「タイヨー」２８噴霧用 大洋薬品工業 2

フロラーズ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 日本臓器製薬 1

217 血管拡張剤 硝酸イソソルビド ニトロールスプレー エーザイ 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 救急薬品工業 11

フランドルテープ トーアエイヨー アンタップテープ４０ｍｇ 帝人ファーマ 1

サワドールテープ４０ｍｇ 沢井製薬 5

リファタックテープ４０ｍｇ メディサ新薬 1

217 血管拡張剤 ニトログリセリン ミオコールスプレー トーアエイヨー ジドレンテープ２７ｍｇ 東和薬品 5

ニトロダームＴＴＳ ノバルティス ファーマ

ミリステープ 日本化薬

バソレーターテープ 三和化学研究所

メディトランステープ 積水メディカル

ミニトロテープ キョーリンリメディオ

223 去たん剤 ブロムヘキシン塩酸塩 ビソルボン吸入液 日本ベーリンガーインゲルハイム ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 大洋薬品工業 6

225 気管支拡張剤 クロモグリク酸ナトリウム インタールカプセル外用 サノフィ・アベンティス リノジェット吸入液 共和薬品工業 1

インタール吸入液 アステラス製薬 ステリ・ネブ クロモリン吸入液１％ 大正薬品工業 1

インタールエアロゾル サノフィ・アベンティス

225 気管支拡張剤 ツロブテロール ホクナリンテープ アボットジャパン ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 3

ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1

セキナリンテープ１ｍｇ ジェイドルフ製薬 1

ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 2

ツロブテロールテープ１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 2

ツロブテロールテープ１ｍｇ「日医工」 日医工 1

ツロブテロールテープ１「オーハラ」 大原薬品工業 1

ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 6

ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1

ツロブテロールテープ２ｍｇ「日医工」 日医工 3

ツロブテンテープ２ｍｇ 祐徳薬品工業 1

ツロブテロールテープ２「オーハラ」 大原薬品工業 1

ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 3

226 含嗽剤 アズレンスルホン酸ナトリウム アズノール・ガーグル顆粒 日本新薬 アズレン散含嗽用０．４％（大正薬品） 大正薬品工業 1

アズノールうがい液４％ 日本点眼薬研究所 25

アズレンガーグル４％「マイラン」 マイラン製薬 1

226 含嗽剤 ポビドンヨード イソジンガーグル液 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ ネグミンガーグル７％ マイラン製薬 4

ネオヨジンガーグル７％ 岩城製薬 5

ＪＤガーグル７％ ジェイドルフ製薬 1

ポピヨードガーグル液７％ ヤクハン製薬 1

ポピヨドンガーグル７％ 吉田製薬 2

235 浣腸剤 グリセリン グリセリン ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 1

グリセリン浣腸液東豊 東豊薬品 グリセリン浣腸「ムネ」３０ ムネ製薬 7

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ 日医工ファーマ 13

ケンエーＧ浣腸 健栄製薬 1

ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 3

ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 1

グリセリン浣腸「ムネ」６０ ムネ製薬 11

グリセリン浣腸「オヲタ」６０ 日医工ファーマ 16

ケンエーＧ浣腸 健栄製薬 1

グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 明治薬品 1

ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 7

グリセリン浣腸「ムネ」１２０ ムネ製薬 1

グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ 日医工ファーマ 13

ケンエーＧ浣腸 健栄製薬 1

ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 2

235 浣腸剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム 新レシカルボン坐剤 京都薬品工業 インカルボン坐剤 大洋薬品工業 1

245 副腎ホルモン剤 デキサメタゾン アフタゾロン口腔用軟膏 昭和薬品化工 デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ 日本化薬 15

デルゾン口腔用軟膏０．１％ 池田薬品工業 1

245 副腎ホルモン剤 トリアムシノロンアセトニド アフタッチ 帝人ファーマ ワプロン口腔用貼付剤２５μｇ 救急薬品工業 2

アフタッチ口腔用貼付剤 帝人ファーマ

ケナログ口腔用軟膏 ブリストル・マイヤーズ

239 その他の消化器官用薬 塩化デカリニウム ノードマントローチ０．２５ｍｇ 大洋薬品工業 1

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 34

239 その他の消化器官用薬 アズレンスルホン酸ナトリウム アズノールＳＴ錠口腔用 日本新薬 アズレミック錠口腔用５ｍｇ 東洋製薬化成 1

245 副腎ホルモン剤 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム ステロネマ注腸３ｍｇ 日医工ファーマ 9

245 副腎ホルモン剤 プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム プレドネマ注腸２０ｍｇ 杏林製薬 7

252 生殖器官用剤 クロラムフェニコール クロマイ腟錠 第一三共 ハイセチン腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 1

252 生殖器官用剤 エストリオール エストリール腟錠 持田製薬 エストリオール腟錠０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 1

ホーリンＶ腟用錠 あすか製薬

252 生殖器官用剤 クロトリマゾール エンペシド腟錠 バイエル薬品 エルシド腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 1

252 生殖器官用剤 チニダゾール なし ハイシジン腟錠２００ｍｇ 富士製薬工業 2

252 生殖器官用剤 イソコナゾール硝酸塩 アデスタンＧ バイエル薬品 バリナスチン腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 1

アデスタン腟錠 バイエル薬品

252 生殖器官用剤 オキシコナゾール硝酸塩 オキナゾール腟錠 田辺三菱製薬 オキコナール腟錠６００ｍｇ 富士製薬工業 1
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255 痔疾用剤 ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 プロクトセディル坐薬 味の素製薬 ヘモレックス軟膏 ジェイドルフ製薬 4

プロクトセディル軟膏 味の素製薬

255 痔疾用剤 トリベノシド・リドカイン ボラザＧ坐剤 天藤製薬 ヘモリサット坐剤 大洋薬品工業 1

ボラザＧ軟膏 天藤製薬

261 外皮用殺菌消毒剤 次亜塩素酸ナトリウム テキサント消毒液 シオエ製薬 次亜塩６％「ヨシダ」 吉田製薬 1

ハイポライト１０ サンケミファ 1

261 外皮用殺菌消毒剤 ポビドンヨード 産婦人科用イソジンクリーム Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ ネオヨジンスクラブ７．５％ 岩城製薬 1

イソジンスクラブ液 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ ポピヨドンスクラブ７．５％ 吉田製薬 3

イソジンゲル Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ ポビドンヨードスクラブ液７．５％（ＪＪＫＫ） ジョンソン・エンド・ジョンソン 5

イソジン液 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ ネグミンゲル１０％ マイラン製薬 3

イソジンフィールド液 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ ネオヨジンゲル１０％ 岩城製薬 2

ポピヨドンゲル１０％ 吉田製薬 2

ヒポジン液 シオエ製薬 1

ネグミン液１０％ マイラン製薬 5

ネオヨジン外用液１０％ 岩城製薬 3

ボンゴール消毒液１０％ テイカ製薬 1

ポピヨドン液１０％ 吉田製薬 4

ヒシヨード消毒液１０％ ニプロファーマ 8

ポリヨードン消毒液１０％「カネイチ」 兼一薬品工業 3

261 外皮用殺菌消毒剤 イソプロパノール イソプロパノール ５０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 日興製薬 2
イソプロピルアルコール（丸石） 丸石製薬 イソプロ消毒液５０％「ＮＰ」 ニプロファーマ 1

東豊消毒アルコール 東豊薬品 ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・７０ 健栄製薬 4

イソプロ－消毒液「シオエ」 シオエ製薬 消毒用イソプロアルコール．７０（日医工ファーマ） 日医工ファーマ 2
イソプロパノール消毒液「ヨシダ」 吉田製薬 ７０％イソプロ消アル「ヤマゼン」 山善製薬 1

イソプロ－７０％消毒液「シオエ」 シオエ製薬 1

261 外皮用殺菌消毒剤 エタノール エタノール 消毒用エタプロコール 日興製薬 2

オー消エタ外用液 日医工ファーマ 1

261 外皮用殺菌消毒剤 ベンザルコニウム塩化物 なし プリビーシー液０．０２％ 大塚製薬工場 2

261 外皮用殺菌消毒剤 アクリノール水和物 アクリノール液「ヨシダ」 吉田製薬 ケンエーアクリノール液０．１ 健栄製薬 7

アクリノール液「シオエ」 シオエ製薬 ケンエーアクリノール液０．２ 健栄製薬 1
アクリノール消毒用液「マルイシ」 丸石製薬 アクリノール外用液０．２％「ヤマゼン」 山善製薬 2

アクリノール消毒液「東豊」 東豊薬品

アクリノール消毒液「ＮＰ」 ニプロファーマ

261 外皮用殺菌消毒剤 クロルヘキシジングルコン酸塩 ヒビテン液 大日本住友製薬 マスキンＷ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） 丸石製薬 3

ヒビディール消毒液 大日本住友製薬 ０．５％ヘキザックアルコール液 吉田製薬 6
クロルヘキシジングルコン酸塩液 ０．５％ラポテックアルコール液 日興製薬 1

０．５ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 1

０．５％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 2

ステリクロンＲエタノール液０．５ 健栄製薬 1

マスキンＲ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） 丸石製薬 3

ステリクロンＲ液０．５ 健栄製薬 1

「エビス」クリゲン液 兼一薬品工業 1

５％ヘキザック液 吉田製薬 3

マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 丸石製薬 6

５％グルコン酸クロルヘキシジン液・ＯＹ 日医工ファーマ 2

ステリクロンＲ液０．０５ 健栄製薬 1

０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 日興製薬 2

０．０５％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 2

０．１％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 1

ステリクロンＷ液０．０２ 健栄製薬 2

０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 2

０．０２％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 3

０．１％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 1

０．１ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 1

０．０５％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 3

261 外皮用殺菌消毒剤 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン テゴー５１消毒液 アルフレッサファーマ エルエイジー１０液 吉田製薬 4

コンクノール液１０％ マイラン製薬 2

ハイジール消毒用液１０％ 丸石製薬 4

サテニジン液０．２ 健栄製薬 1

261 外皮用殺菌消毒剤 チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール ２％ハイポエタノール「ニッコー」 日興製薬 1

ハイポアルコール液２％「ヤクハン」 ヤクハン製薬 2

ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 吉田製薬 1

ハイポエタノール液２％「ケンエー」 健栄製薬 2

ハイポエタノール液２％「ニッコー」 日興製薬 1

263 化膿性疾患用剤 ゲンタマイシン硫酸塩 ゲンタシン軟膏 ＭＳＤ ゲルナート軟膏０．１％ 岩城製薬 2

ゲンタシンクリーム ＭＳＤ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 大洋薬品工業 1

エルタシン軟膏０．１％ 富士製薬工業 3

263 化膿性疾患用剤 ナジフロキサシン アクアチム軟膏 大塚製薬 ナジフロクリーム１％ ポーラファルマ 1

アクアチムクリーム 大塚製薬

アクアチムローション 大塚製薬

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 カンフル カンフル精（東洋製薬） 東洋製薬化成 カンフル精（山善） 山善製薬 1

東豊カンフルチンキ 東豊薬品

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル テクスメテン軟膏 佐藤製薬 ユートロン軟膏０．１％ 辰巳化学 1
テクスメテンユニバーサルクリーム 佐藤製薬 ユートロンユニバーサルクリーム０．１％ 辰巳化学 1

ネリゾナ軟膏 バイエル薬品 アフゾナローション０．１％ 前田薬品工業 1
ネリゾナユニバーサルクリーム バイエル薬品

ネリゾナソリューション バイエル薬品

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 ベタメタゾン吉草酸エステル ベトネベート軟膏 グラクソ・スミスクライン ノルコットクリーム０．１２％ 辰巳化学 1

ベトネベートクリーム グラクソ・スミスクライン ケリグロールクリーム０．１２％ 摩耶堂製薬 1

リンデロン－Ｖ軟膏 塩野義製薬

リンデロン－Ｖローション 塩野義製薬

トクダームテープ ニチバン
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264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 ベタメタゾンジプロピオン酸エステル リンデロン－ＤＰ軟膏 塩野義製薬 デルモゾールＤＰ軟膏０．０６４％ 岩城製薬 1

リンデロン－ＤＰクリーム 塩野義製薬

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 デキサメタゾン デキサメタゾン軟膏 オイラゾンクリーム０．１％ ノバルティス ファーマ 1

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 クロベタゾールプロピオン酸エステル デルモベート軟膏 グラクソ・スミスクライン マイアロン軟膏０．０５％ 前田薬品工業 1

デルモベートクリーム グラクソ・スミスクライン マハディ軟膏０．０５％ 協和新薬 1
デルモベートスカルプローション グラクソ・スミスクライン マハディ外用液０．０５％ 協和新薬 1

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル リドメックスコーワ軟膏 興和 スピラゾン軟膏０．３％ 岩城製薬 1

リドメックスコーワクリーム 興和 スピラゾンクリーム０．３％ 岩城製薬 1

リドメックスコーワローション 興和 スピラゾンローション０．３％ 岩城製薬 1

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 クロベタゾン酪酸エステル キンダベート軟膏 グラクソ・スミスクライン パルデス軟膏０．０５％ 岩城製薬 1

キンダロン軟膏０．０５％ 前田薬品工業 1

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 ジフルプレドナート マイザー軟膏 田辺三菱製薬 スチブロン軟膏０．０５％ 岩城製薬 3

マイザークリーム 田辺三菱製薬

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル アンテベート軟膏 鳥居薬品 サレックスクリーム０．０５％ 岩城製薬 1

アンテベートクリーム 鳥居薬品

アンテベートローション 鳥居薬品

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 リンデロン－ＶＧ軟膏 塩野義製薬 デルモゾールＧ軟膏 岩城製薬 5

リンデロン－ＶＧクリーム 塩野義製薬 ルリクールＶＧ軟膏０．１２％ 東和薬品 1

リンデロン－ＶＧローション 塩野義製薬 デルモゾールＧクリーム 岩城製薬 3

デルモゾールＧローション 岩城製薬 2

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 亜鉛華 サトウザルベ軟膏２０％ 佐藤製薬 4

亜鉛華（１０％）単軟膏シオエ シオエ製薬 1

亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 日興製薬 4

亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」 マイラン製薬 2

亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 吉田製薬 2

サトウザルベ軟膏１０％ 佐藤製薬 2

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 ジメチルイソプロピルアズレン アズノール軟膏 日本新薬 ハスレン軟膏０．０３３％ 大洋薬品工業 2

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 インドメタシン イドメシンコーワゲル 興和 インドノールクリーム１％ 祐徳薬品工業 2

イドメシンコーワクリーム 興和 インドメタシンクリーム１％「サワイ」 沢井製薬 1

イドメシンコーワゾル 興和 インナミットクリーム１％ 日医工 1

イドメシンコーワパップ 興和 インナミット外用液１％ 日医工 1

インテバン軟膏 大日本住友製薬 インドメタシンパップ７０ｍｇ「日医工」 日医工 1

インテバンクリーム 大日本住友製薬 セラスターテープ７０ 救急薬品工業 2

インテバン外用液 大日本住友製薬 インドメタシンパップ７０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 1

カトレップパップ 帝國製薬

カトレップテープ 帝國製薬

コリフメシン 東和製薬：和歌山

コリフメシンパップ 東和製薬：和歌山

アコニップパップ テイカ製薬

ラクティオンパップ テイカ製薬

インサイドパップ 久光製薬

インテナースパップ 東光薬品工業

ゼムパックパップ 救急薬品工業

ハップスターＩＤ 大石膏盛堂

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 ベンダザック ジルダザック軟膏 佐藤製薬 イワザック軟膏３％ 岩城製薬 1

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 ケトプロフェン セクタークリーム 久光製薬 ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 1

セクターゲル 久光製薬 タッチロンパップ３０ 救急薬品工業 3

セクターローション 久光製薬 レイナノンテープ シオノケミカル 1

エパテッククリーム ゼリア新薬工業 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 1

エパテックゲル ゼリア新薬工業 タッチロンテープ２０ 救急薬品工業 1

エパテックローション ゼリア新薬工業 パテルテープ２０ 大石膏盛堂 2

モーラスパップ 久光製薬 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ラクール」 三友薬品 1

モーラステープＬ 久光製薬 レイナノンテープ２０ｍｇ シオノケミカル 1

ミルタックスパップ ニプロパッチ ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「東光」 東光薬品工業 2

レイナノンテープＬ シオノケミカル 1

レイナノンテープ４０ｍｇ シオノケミカル 1

フレストルテープ４０ｍｇ 東和薬品 1

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 フェルビナク ナパゲルン軟膏 ファイザー スミルスチック 三笠製薬 1

ナパゲルンローション ファイザー スミルスチック３％ 三笠製薬 9

セルタッチパップ 帝國製薬 スミルローション３％ 三笠製薬 1

セルタッチテープ 帝國製薬 フレックステープ７０ｍｇ 久光製薬 1

フェルビスパップ７０ｍｇ 東光薬品工業 2

フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 救急薬品工業 2

マルチネスパップ７０ｍｇ 大石膏盛堂 1

セルスポットパップ７０ｍｇ 大原薬品工業 1

スミルテープ３５ｍｇ 三笠製薬 2

フェルナビオンテープ３５ 岡山大鵬薬品 1

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 フルルビプロフェン アドフィードパップ リードケミカル ファルケンテープ４０ｍｇ 祐徳薬品工業 2

ステイバンパップ トクホン

ゼポラスパップ 三笠製薬

フルルバンパップ 大協薬品工業

ヤクバン トクホン

ゼポラステープ 三笠製薬

ヤクバンテープ トクホン

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 ジクロフェナクナトリウム ナボールゲル 久光製薬 ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「ユートク」 祐徳薬品工業 1

ボルタレンゲル 同仁医薬化工

ボルタレンローション 同仁医薬化工

ナボールテープ 久光製薬

ボルタレンテープ 同仁医薬化工

ナボールテープＬ 久光製薬

ナボールパップ 久光製薬

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 パップ剤 ローテル 二宮薬品工業 ＭＳ温シップ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 24

4



品名 メーカー 品名 メーカー

後発品 採用
病院
数

薬効
分類
番号

薬効分類 一般名
先発品

ＭＳ温シップ「タカミツ」 タカミツ 5

ラクール温シップ 東光薬品工業 1

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 エラダーム軟膏 大洋薬品工業 3

ゼスタッククリーム 三笠製薬 9

ゼスタックローション 三笠製薬 1

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 パップ剤 ＧＳプラスターＣ「ユートク」 祐徳薬品工業 9

ＧＳプラスターＨ１４０ 祐徳薬品工業 2

ＧＳプラスターＨ７０ 祐徳薬品工業 2

ＭＳ冷シップ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 6

ＭＳ冷シップ「タカミツ」 タカミツ 3

ラクール冷シップ 東光薬品工業 1

264 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 ヘパリン類似物質 ヒルドイドゲル マルホ ヘパダームゲル０．３％ 共和薬品工業 1

266 皮膚軟化剤 サリチル酸 サリチル酸 ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 東豊薬品 7

サリチル酸「ケンエー」 健栄製薬 １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 東豊薬品 20

サリチル酸（丸石） 丸石製薬

サリチル酸原末「マルイシ」 丸石製薬

265 寄生性皮膚疾患用剤 クロトリマゾール エンペシドクリーム バイエル薬品 タオン外用液１％ 東興薬品工業 2

エンペシド液 バイエル薬品

エンペシド外用液 バイエル薬品

265 寄生性皮膚疾患用剤 ビホナゾール マイコスポールクリーム バイエル薬品 ビスコポールクリーム 龍角散 1

マイコスポールクリーム バイエル薬品 ビルミチンクリーム１％ 大正薬品工業 2

マイコスポール液 バイエル薬品 マイコゾールクリーム１％ 共和薬品工業 1

マイコスポール外用液 バイエル薬品 ビスコポールクリーム１％ 龍角散 1

ビスコポール液 龍角散 2

レンチェンス液 陽進堂 1

ゼルス液１％ 前田薬品工業 1

265 寄生性皮膚疾患用剤 ケトコナゾール ニゾラールクリーム ヤンセンファーマ プルナクリーム２％ 前田薬品工業 1

ニゾラールローション ヤンセンファーマ

265 寄生性皮膚疾患用剤 ブテナフィン塩酸塩 ボレークリーム 久光製薬 メリーダムクリーム１％ 東和薬品 1

ボレー外用液 久光製薬 メリーダム液１％ 東和薬品 1

ボレースプレー 久光製薬

メンタックスクリーム 科研製薬

メンタックス外用液 科研製薬

メンタックススプレー 科研製薬

265 寄生性皮膚疾患用剤 テルビナフィン塩酸塩 ラミシールクリーム ノバルティス ファーマ テビナシールクリーム１％ 東亜薬品 1

ラミシール外用液 ノバルティス ファーマ テルフィナビンクリーム１％ 日医工 2

ラミシール外用スプレー ノバルティス ファーマ ラミテクトクリーム１％ 沢井製薬 1

塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥＫ」 小林化工 1

テルミシールクリーム１％ 大正薬品工業 2

塩酸テルビナフィンクリーム１％「マイラン」 マイラン製薬 1

ラミテクト外用液１％ 沢井製薬 1

266 皮膚軟化剤 尿素 パスタロンソフト軟膏 佐藤製薬 アセチロール軟膏１０ ポーラファルマ 1

パスタロンクリーム 佐藤製薬 ベギン軟膏１０ 藤永製薬 1

パスタロンローション 佐藤製薬

ウレパールクリーム 大塚製薬工場

ウレパールローション 大塚製薬工場

ケラチナミンコーワ軟膏 興和

267 毛髪用剤 塩化カルプロニウム フロジン外用液５％ ニプロパッチ 14

269 その他の外皮用薬 精製白糖・ポビドンヨード ユーパスタコーワ軟膏 興和 スクロードパスタ 共和薬品工業 3

ソアナース軟膏 テイカ製薬 ネグミンシュガー軟膏 マイラン製薬 10

イソジンシュガーパスタ軟膏 日東メディック 4

ポビドリンパスタ軟膏 東亜薬品 2

332 止血剤 酸化セルロース なし サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エンド・ジョンソン 2

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エンド・ジョンソン 5

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エンド・ジョンソン 1

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エンド・ジョンソン 9

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エンド・ジョンソン 2

333 血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質 ヒルドイドクリーム マルホ ビーソフテンクリーム０．３％ 日医工ファーマ 4

ヒルドイドローション マルホ ビーソフテンローション 日医工ファーマ 1

エアリートローション０．３％ 東光薬品工業 2

ビーソフテンローション０．３％ 日医工ファーマ 4

ビーソフテン外用スプレー０．３％ 日医工ファーマ 1

625 抗ウイルス剤 ビダラビン アラセナ－Ａクリーム 持田製薬 ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」 小林化工 1

アラエビン軟膏３％ ポーラファルマ 1

アラーゼ軟膏３％ 沢井製薬 3

625 抗ウイルス剤 アシクロビル ゾビラックス軟膏 グラクソ・スミスクライン ビゾクロス軟膏５％ 大正薬品工業 1

ゾビラックスクリーム グラクソ・スミスクライン

719 その他の調剤用薬 ウイテプゾール ホスコＥ－７５ 丸石製薬 1

ホスコＨ－１５ 丸石製薬 2

721 X線造影剤 硫酸バリウム バロジェクトゾル１００ 堀井薬品工業 6

エネマスター注腸散 伏見製薬所 3

729 その他の診断用薬 フルオレセイン フローレス試験紙 昭和薬品化工 2

フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ 昭和薬品化工 12
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