
最近 後発医薬品に切り替えた品⽬⼀覧(先発品に戻したものも含む）
変更前 変更後 切替時期
カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
ウム錠30mg「⽇医⼯」

カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
「あすか」

2023年5⽉

ピコスルファートナトリウム内⽤
液0.75%「⽇医⼯」

ピコスルファートナトリウム内⽤液
0.75%「イワキ」

2023年5⽉

ペリンドプリル錠2mg「⽇医⼯」
ペリンドプリルエルブミン錠2mg
「サワイ」

2023年5⽉

メナテトレノンカプセル15mg
「⽇医⼯」

メナテトレノンカプセル15mg「YD」 2023年5⽉

インドメタシンクリーム1%
「⽇医⼯」 インテバンクリーム1% 2023年5⽉

インドメタシン外⽤液1%
「⽇医⼯」 インテバン外⽤液1% 2023年5⽉

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%
「NIG」

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%
「イワキ」

2023年5⽉

アカルボースOD錠50mg「テバ」 アカルボースOD錠50mg「NIG」 2023年3⽉
カルシトリオールカプセル
0.25μg「テバ」

カルシトリオールカプセル0.25μg
「NIG」

2023年3⽉

ジメチコン内⽤液2%「カイゲン」 ガスコンドロップ2% 2023年3⽉
プロピベリン塩酸塩錠10mg
「タナベ」

プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 2023年3⽉

ミノサイクリン塩酸塩錠50mg
「⽇医⼯」

ミノサイクリン塩酸塩錠50mg
「サワイ」

2023年3⽉

メキシレチン塩酸塩カプセル
100mg「⽇医⼯」

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
「サワイ」

2023年3⽉

リマプロストアルファデクス錠
5μg「F」

リマプロストアルファデクス錠5μg
「サワイ」

2023年3⽉

ジアゼパム注10mg「タイヨー」 ジアゼパム注10mg「NIG」 2023年3⽉
ジフェニドール塩酸塩錠25mg
「タイヨー」

ジフェニドール塩酸塩錠25mg
「NIG」

2023年1⽉

ネキシウムカプセル エソメプラゾールカプセル「ニプロ」 2023年1⽉
プラバスタチンNa錠「テバ」 プラバスタチンNa錠「NIG」 2023年1⽉
キュビシン注 ダプトマイシン静注⽤「サワイ」 2023年1⽉
サムスカOD錠7.5mg トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 2022年12⽉



変更前 変更後 切替時期
フオイパン錠 カモスタットメシル酸塩錠「サワイ」 2022年12⽉
ロペラミド錠「EMEC」 ロペラミド塩酸塩カプセル「サワイ」 2022年12⽉
アバスチン注 ベバシズマブBS注「第⼀三共」 2022年12⽉
エパルレスタット錠「ファイザー」エパルレスタット錠「VTRS」 2022年10⽉
エピナスチン塩酸塩錠「ファイ
ザー」

エピナスチン塩酸塩錠「VTRS」
2022年10⽉

クラリスロマイシン錠50mg
「CH」

クラリスロマイシン錠50mg「サワイ」
2022年10⽉

クラリスロマイシン錠200mg
「タナベ」

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」
2022年10⽉

ザイボックス錠 リネゾリド錠「サワイ」 2022年10⽉
サルポグレラート塩酸塩錠
｢F｣

サルポグレラート塩酸塩錠
｢テバ｣

2022年10⽉

ベシケアOD錠 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠
「⽇医⼯」

2022年10⽉

リセドロン酸Na錠「ファイザー」 リセドロン酸Na錠「VTRS」 2022年10⽉
リン酸コデイン錠「ファイザー」 リン酸コデイン錠「VTRS」 2022年10⽉
レプリントン配合錠L100 ドパコール配合錠L50、100 2022年10⽉
ロゼレム錠 ラメルテオン錠「武⽥テバ」 2022年10⽉
ロトリガ粒状カプセル オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル

「武⽥テバ」
2022年10⽉

レボフロキサシン点眼液
「ファイザー」

レボフロキサシン点眼液「VTRS」
2022年10⽉

イーケプラ注 レベチラセタム注「明治」 2022年10⽉
セフタジジム注「マイラン」 セフタジジム注「VTRS」 2022年10⽉
ドブタミン注「ファイザー」 ドブタミン注「VTRS」 2022年10⽉
リルマザホン錠「MEEK」 リスミー錠 2022年8⽉
フィルグラスチムBS注「モチダ」 フィルグラスチムBS注「F」 2022年8⽉
ウラリット配合錠・U配合散 クエンメット配合錠・配合散 2022年7⽉
エナラプリルマレイン酸塩錠
｢ファイザー｣

エナラプリルマレイン酸塩錠｢VTRS｣
2022年7⽉

サインバルタカプセル デュロキセチンカプセル｢明治｣ 2022年7⽉
サルポグレラート塩酸塩錠
｢⽇医⼯｣

サルポグレラート塩酸塩錠｢F｣
2022年7⽉



変更前 変更後 切替時期
スクラルファート内⽤液
｢タイヨー｣

スクラルファート内⽤液｢NIG｣
2022年7⽉

タクロリムスカプセル
｢ファイザー｣

タクロリムスカプセル｢VTRS｣
2022年7⽉

トラマールOD錠 トラマドール塩酸塩OD錠｢KO｣ 2022年7⽉
ネオーラルカプセル シクロスポリンカプセル｢サンド｣ 2022年7⽉
バンコマイシン塩酸塩散
｢ファイザー｣

バンコマイシン塩酸塩散｢VTRS｣
2022年7⽉

フェブリク錠 フェブキソスタット錠｢DSEP｣ 2022年7⽉
フルタミド錠｢ファイザー｣ フルタミド錠｢VTRS｣ 2022年7⽉
メトクロプラミド錠｢テバ｣ メトクロプラミド錠｢NIG｣ 2022年7⽉
ラベプラゾールナトリウム錠
｢⽇医⼯｣

ラベプラゾールNa塩錠｢オーハラ｣
2022年7⽉

ロラタジン錠｢EE｣ ロラタジン錠｢サワイ｣ 2022年7⽉
カルボシステイン錠｢トーワ｣ カルボシステイン錠｢JG｣ 2022年7⽉
シンバスタチン錠｢⽇医⼯｣ シンバスタチン錠｢EMEC｣ 2022年7⽉
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏｢テバ｣ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏｢NIG｣ 2022年7⽉
メイスパン配合軟膏 イソジンシュガーパスタ軟膏 2022年7⽉
グラニセトロン注｢HK｣ グラニセトロン注｢明治｣ 2022年7⽉
シタラビン注｢テバ｣ シタラビン注｢NIG｣ 2022年7⽉
ドパミン塩酸塩注ｷｯﾄ
｢ファイザー｣

ドパミン塩酸塩注ｷｯﾄ｢VTRS｣
2022年7⽉

フルコナゾール注｢タカタ｣ フルコナゾール注｢NP｣ 2022年7⽉
ルセンティス硝⼦体内注射ｷｯﾄ ラニビズマブBS硝⼦体内注射ｷｯﾄ

｢センジュ｣
2022年7⽉

アムロジピンOD錠2.5mg,5mg
「トーワ」

アムロジピンOD錠2.5mg,5mg
「ファイザー 」

2022年4⽉

イーケプラ錠500mg レベチラセタム錠500mg「サワイ」 2022年4⽉
イーケプラドライシロップ 50% レベチラセタムDS50%「トーワ」 2022年4⽉
ピコスルファートナトリウム錠
2.5mg「⽇医⼯」

ピコスルファートナトリウム錠
2.5mg「イワキ」

2022年4⽉

テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 
「MEEK」

テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 
「イワキ」

2022年3⽉

ビダラビン軟膏3%「MEEK」 ビダラビン軟膏3%「イワキ」 2022年3⽉



変更前 変更後 切替時期
ドパミン塩酸塩点滴静注液
100mg「タイヨー」

ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg
「NIG」

2022年3⽉

ジフェニドール塩酸塩錠25mg
「⽇医⼯」

ジフェニドール塩酸塩錠25mg
「タイヨー」

2022年2⽉

アゾセミド錠30mg,60mg「JG」 アゾセミド錠30mg,60mg「DSEP」 発売後切替予定

テルビナフィン錠125mg
「MEEK」

テルビナフィン錠125mg「サンド」 2022年1⽉

ピルシカイニド塩酸塩カプセル
50mg「⽇医⼯」

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg
「DSEP」

2022年1⽉

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg
「EE」

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「⽇医
⼯」

2022年1⽉

アテノロール錠25mg
「ファイザー 」

テノーミン錠26mg 2021年11⽉

セフカペンピボキシル塩酸塩錠
100mg「ファイザー」

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg
「CH」

2021年11⽉

ピオグリタゾン錠15mg「MEEK」 ピオグリタゾン錠15mg「FFP」 2021年11⽉
ピコスルファートナトリウム内⽤
液0.75%「CHOS」

ピコスルファートナトリウム内⽤液
0.75%「⽇医⼯」

2021年11⽉

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%
「ファイザー」

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%
「センジュ」

2021年11⽉

リュープリン注射⽤キット
3.75mg

リュープロレリン酢酸塩注射⽤キット
3.75mg「あすか」

2021年11⽉

アシクロビル錠200mg
「ファイザー 」

ゾビラックス錠200mg 2021年10⽉

カモスタットメシル酸塩錠100mg
「オーハラ」

フオイパン錠100mg 2021年10⽉

アロキシ静注0.75mg
パロノセトロン静注0.75mg/5mL
「タイホウ」

2021年10⽉

シプロフロキサシン点滴静注液
300mg「NP」

シプロフロキサシン点滴静注液400mg
「ニプロ」

2021年10⽉

ナベルビン注10mg ロゼウス静注液10mg 2021年10⽉

ナフトピジル錠50mg、OD錠
75mg「あすか」

ナフトピジルOD錠50mg、75mg
「FFP」
(共創未来ファーマ）

2021年8⽉



変更前 変更後 切替時期
ビソプロロールフマル酸塩錠
0.625mg「トーワ」

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg
「⽇医⼯」 臨時採⽤

2021年8⽉

リリカＯＤ錠25mg、75mg
プレガバリンＯＤ錠25mg、75mg
「ファイザー」

2021年7⽉

リスペリドン錠1mg、内⽤液
0.5mg/本・1mg/本「MEEK」

リスペリドン錠1mg、内⽤液0.5mg/本・
1mg/本「タカタ」

2021年7⽉

バンコマイシン塩酸塩点滴静注⽤
0.5g「MEEK」

バンコマイシン塩酸塩点滴静注⽤0.5g
「明治」

2021年7⽉

ビクロックス点滴静注250mg アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 2021年7⽉
塩酸プロピベリン錠10mg「SKK」 プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 2021年4⽉
セフジニルカプセル100mg「ファ
イザー」

セフジニルカプセル100mg「トーワ」 2021年1⽉

バラシクロビル錠500mg 
「ファイザー」

バラシクロビル錠500mg「DSEP」 2021年1⽉

ザイボックス注射液600mg リネゾリド点滴静注600mg/300mL[HK] 2020年12⽉
ザイザル錠5mg レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武⽥テバ」 2020年11⽉

ジャドニュ顆粒分包360mg
デフェラシロクス顆粒分包[360mg/包]
「サンド」

2020年11⽉

ゼチーア錠10mg エゼチミブ錠10mg「サワイ」 2020年11⽉
セレコックス錠100mg セレコキシブ錠100mg「DSEP」 2020年11⽉
ブロチゾラム錠0.25mg
「⽇医⼯」

ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」
（⽥辺三菱製薬）

2020年11⽉

ゾレドロン酸点滴静注
4mg/100mLバッグ「ヤクルト」

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッ
グ「ニプロ」

2020年11⽉

ユリーフＯＤ錠４mg シロドシンＯＤ錠４mg「DSEP」 2020年7⽉


