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長 野 県 

 

 

 

 



ま  え  が  き  

 

 ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬 品 （ 後 発 医 薬 品 ） は 、 先 発 医 薬 品 と 治 療 学 的 に

同 等 で あ る も の と し て 製 造 販 売 が 承 認 さ れ 、 一 般 的 に 、 開 発 費 用 が

安 く 抑 え ら れ る こ と か ら 、 先 発 医 薬 品 に 比 べ て 薬 価 が 安 く な っ て い

ま す 。  

 こ の た め 、 ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬 品 の 普 及 は 、 患 者 負 担 の 軽 減 、 医 療

保 険 財 政 の 改 善 に 資 す る も の と 考 え ら れ ま す が 、 現 在 の と こ ろ 、 日

本 で は 、 平 成 2 1 年 9 月 現 在 の 数 量 シ ェ ア は 2 0 . 2％ で あ り 、 欧 米 諸

国 と 比 較 し て 普 及 が 進 ん で い ま せ ん 。  

 こ う し た 状 況 を 踏 ま え 、 厚 生 労 働 省 で は 「 平 成 2 4 年 度 ま で に 、

数 量 シ ェ ア を 3 0％ 以 上 に す る 」と い う 目 標 を 掲 げ 、各 般 の ジ ェ ネ リ

ッ ク 医 薬 品 の 使 用 促 進 に 取 り 組 ん で い る と こ ろ で す 。  

 今 般 、 長 野 県 内 の 保 険 薬 局 に お け る ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬 品 の 使 用 状

況 等 に 関 す る 調 査 を 実 施 し 、 集 計 結 果 を 取 り ま と め ま し た 。  

 本 集 計 結 果 を 参 考 と し て い た だ き 、 ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬 品 の 使 用 促

進 に ご 協 力 い た だ き ま す よ う お 願 い い た し ま す 。  

 な お 、 本 調 査 実 施 に あ た り 、 保 険 薬 局 の 皆 様 方 に は 、 ご 多 忙 の と

こ ろ 大 変 お 手 数 を お か け し た こ と を お 詫 び 申 し 上 げ る と と も に 、 ご

協 力 い た だ き ま し た こ と に 対 し ま し て 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

 平 成 ２ ３ 年 ３ 月    
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【調査の概要】 

 

「平成２２年度ジェネリック医薬品採用状況等調査実施要領」を定め、県

内保険薬局における採用医薬品数やジェネリック医薬品への変更実績等の状

況について、調査を実施した。 

 

 

＜調査方法＞  

県内保険薬局に実施要領とともに調査表及び回答用フロッピーディスクを

配布し、記入又は入力後提出する。 

 

 

＜調査対象施設＞ 

 ８４５薬局 

 

 

＜回答施設数＞ 

 ７１３薬局（回収率 84.4%） 

 

 

＜調査対象期間等＞  

・採用品目数・体制加算の状況 

平成 22 年 9 月 30 日現在 

・取扱い処方せん枚数 

平成 22 年 7 月 1 日～平成 22 年 9 月 30 日 

・変更実績等 

平成 20 年 4 月 1 日～平成 22 年 9 月 30 日 

           

 



平成 22 年度ジェネリック医薬品採用状況等調査実施要領 

 

１ 目  的 

  県内保険薬局におけるジェネリック医薬品の採用状況等の調査を実施し、医療機関等

での選択の参考となるよう採用リストを作成配布し、ジェネッリク医薬品の使用促進を

図る。 
 

２ 調査内容 

県内保険薬局におけるジェネリック医薬品の採用状況の調査を行う。 

（1） 調査対象 

    県内保険薬局 

 （2） 調査項目 

ア 医薬品採用品目数（先発・ジェネリック別）【H22.9.30 現在】 

イ 後発医薬品調剤体制加算状況【H22.9.30 現在】 

ウ 取扱い処方せん状況（後発医薬品への変更処方せん枚数）【H22.7.1～H22.9.30】 

エ 先発医薬品からジェネリック医薬品への変更に関する意見等 

   オ 採用ジェネリック医薬品の名称・対応先発医薬品の名称【H22.9.30 現在】 

   カ 先発医薬品からジェネリック医薬品への変更実績【H20.4.1～H22.9.30】 

   キ 変更した後発医薬品から先発医薬品へ戻した実績【H20.4.1～H22.9.30】 
 

３ 調査方法 

 （1） 調査票：別添「平成 22 年度ジェネリック医薬品使用状況等調査票」による。 

 （2） 記入方法等 

   ア パソコンにより入力する場合（フロッピーディスクが使用できる場合） 

     同封のフロッピーディスク内のエクセルファイルに該当事項を入力する。 

   イ パソコンにより入力する場合（フロッピーディスクが使用できない場合） 

     薬事管理課あて様式送付依頼のメール（ｱﾄﾞﾚｽ：yakuji@pref.nagano.lg.jp）を

送信し、薬事管理課から返信された添付ファイルに該当事項を入力する。 

   ウ パソコンによらない場合 

     別添調査表に該当事項を記入する。 
 

４ 提出方法 

  フロッピーディスクに入力した場合は、フロッピーディスクに薬局名を記載し、同封

の返信用封筒により薬事管理課あて送付する。 

  薬事管理課からメールにより返信された添付ファイルに入力した場合は、薬事管理課

あてメールにて送付する。 

  フロッピーディスクを使用せず調査票に直接記入した場合は、記入済み調査表を 1 部

同封の返信用封筒により薬事管理課あて送付する。 
   

５ 提出期限 

  平成 22 年 12 月 3 日（金） 
 

６ リストの作成・配布 

  調査結果を集計し、採用リスト等を作成の上、県内医療機関等へ配布する。 

  なお、薬局個別の情報としての公表は行わないものとする。（薬局名は公表しない。） 



○　調査事項１　　　　

○　調査事項２　　　　

１

２

３

○　調査事項３　　　　

　3ヶ月間の取扱い処方せん総枚数

　内、「変更不可」の処方せんを除いた処方せん枚数

　内、後発医薬品へ変更した処方せん枚数

先発医薬品

　貴薬局における採用医薬品数を先発・後発別に記載してください。

薬 局 名

記 入 者 氏 名

連絡先

電話

FAX

平成22年度ジェネリック医薬品使用状況等調査票

e-mail

品目

採用医薬品品目数

体制加算の
施設基準

20％以上

薬局開設許可番号

　貴薬局における後発医薬品調剤体制加算の状況について記載してください。
（該当する字句、番号に○をしてください。）

体制加算の有無 有り　・　無し

後発医薬品

品目

25％以上

30％以上

　貴薬局における後発医薬品への変更状況について記載してください。
（直近3ヶ月【平成22年7月1日～平成22年9月30日】の状況を記載してください。）

枚

枚

枚



○　調査事項４

先発医薬品から後発医薬品への変更の際の参考事例等
（工夫した点、問題点、課題等）

（例）
　次回来局時まで変更を検討する時間を設け、検討するための資料を渡した結
果、次回処方から後発医薬品に変更することとなった。

　先発医薬品から後発医薬品へ変更する際、患者さんや医師等とのやりとり等で
工夫した点や変更に至らなかった場合の問題点等変更に関する事例を記載してく
ださい。



○　調査事項５

採用後発医薬品名（製品名）※1
左記の後発医薬品に対応する※2

先発医薬品名（製品名）
変更した※3
処方せん枚数

変更理由※4
（上記理由の該当数字を記入）

(例） ファモチジンＤ錠20mg「サワイ」 ガスターＤ錠20mg 5枚 ①＝3件、③＝2件

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

※行が不足する場合は、適宜行を追加してください。（紙で提出の場合はコピーで対応をお願いします。）

　貴薬局において、採用している後発医薬品（製品名）及び後発医薬品への変更実績を記載してください。

※3：※2で記載した先発医薬品から※1の後発医薬品へ実際に変更した処方せん枚数を記載してください。【H20.4.1～H22.9.30】

※4：※2で記載した先発医薬品から※1の後発医薬品へ変更した理由を以下の選択肢の番号を記載してください。
　　（変更実績件数が複数あり、変更理由が複数となる場合は、該当する理由の番号と件数を記載してください。）

（　①患者さんからの希望（希望カード）。②患者さんからの申し出（医師からの薦め等）。③薬局における薦め。④その他　）

※1：平成22年9月30日現在、採用している後発医薬品の製品名を記載してください。

※2：※1で記載した採用している後発医薬品に対応する先発医薬品名を記載してください。



○　調査事項６

変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名） 先発医薬品に戻した理由

　平成20年4月1日以降、貴薬局において、先発医薬品から後発医薬品へ変更した後、再度先発医薬品に変更（戻した）実績を記載してくだ
さい。

※変更した後発医薬品の製品名と、その後再度変更（先発に戻した）した先発医薬品の製品名を記載してください。

※再度変更（先発医薬品に戻した）した理由を記載してください。

※行が不足する場合は、適宜行を追加してください。（紙で提出の場合はコピーで対応をお願いします。）



 

【調査事項１】 

 ○薬局における採用医薬品数（先発医薬品・後発医薬品別） 

 

 

【集計】 

 ○採用医薬品数に対する後発医薬品の割合 

  ＜全県・県内 4ブロック別グラフ＞ 

 



採用医薬品数に対する後発医薬品の割合

～5% ～10% ～15% ～20% ～25% ～30% ～35% ～40% ～45% ～50%

1

9

41

53

29

1 1 0 0 0

東信地区

～5% ～10% ～15% ～20% ～25% ～30% ～35% ～40% ～45% ～50%

14

57

200

257

138

19
7 1 1 2

長野県全体



採用医薬品数に対する後発医薬品の割合

～5% ～10% ～15% ～20% ～25% ～30% ～35% ～40% ～45% ～50%

7

20

41

61

35

6
0 0 0 1

南信地区

～5% ～10% ～15% ～20% ～25% ～30% ～35% ～40% ～45% ～50%

6

17

61 61

25

2 2 0 0 0

中信地区



採用医薬品数に対する後発医薬品の割合

～5% ～10% ～15% ～20% ～25% ～30% ～35% ～40% ～45% ～50%

0

11

57

82

49

10
4 1 1 1

北信地区



 

【調査事項２】 

 ○薬局における後発医薬品調剤体制加算の状況 

 

 

【集計】 

 ○後発医薬品調剤体制加算状況 

  ＜全県・県内 4ブロック別グラフ＞ 

 



後発医薬品調剤体制加算状況

なし
26%

20%以上
29%

25%以上
24%

30%以上
21%

東信地区

なし
46%

20%以上
22%

25%以上
17%

30%以上
15%

長野県全体



後発医薬品調剤体制加算状況

なし
60%

20%以上
15%

25%以上
13%

30%以上
12%

中信地区

なし
45%

20%以上
25%

25%以上
16%

30%以上
14%

南信地区



後発医薬品調剤体制加算状況

なし
49%

20%以上
20%

25%以上
18%

30%以上
13%

北信地区



 

【調査事項３】 

 ○薬局における後発医薬品への変更状況 

 

 

【集計】 

 ○「変更不可」処方せん以外の処方せんのうち、後発医薬品に 

変更した割合 

＜全県・県内 4ブロック別グラフ＞ 

  

 ○総処方せん枚数に対する「変更不可」処方せん枚数の割合 

  ＜全県・県内 4ブロック別グラフ＞ 



「変更不可」処方せん以外のうち、後発医薬品に変更した割合

～10%

～20%

～30%

～40%

～50%

～60%

～70%

～80%

～90%

～100%

26

24

11

9

14

4

7

2

1

2

東信地区

～10%

～20%

～30%

～40%

～50%

～60%

～70%

～80%

～90%

～100%

258

97

56

44

40

30

26

7

8

8

長野県全体



「変更不可」処方せん以外のうち、後発医薬品に変更した割合

～10%

～20%

～30%

～40%

～50%

～60%

～70%

～80%

～90%

～100%

56

18

19

14

6

14

8

3

1

2

南信地区

～10%

～20%

～30%

～40%

～50%

～60%

～70%

～80%

～90%

～100%

66

28

16

11

9

5

4

2

3

2

中信地区



「変更不可」処方せん以外のうち、後発医薬品に変更した割合

～10%

～20%

～30%

～40%

～50%

～60%

～70%

～80%

～90%

～100%

110

27

10

10

11

7

7

0

3

2

北信地区



総処方せん数に対する「変更不可」処方せん数の割合

～10%

～20%

～30%

～40%

～50%

～60%

～70%

～80%

～90%

～100%

52

19

10

5

4

3

2

1

5

3

東信地区

～10%

～20%

～30%

～40%

～50%

～60%

～70%

～80%

～90%

～100%

269

123

62

30

19

18

19

14

19

33

長野県全体



総処方せん数に対する「変更不可」処方せん数の割合

～10%

～20%

～30%

～40%

～50%

～60%

～70%

～80%

～90%

85

32

12

3

2

3

1

3

4

中信地区

～10%

～20%

～30%

～40%

～50%

～60%

～70%

～80%

～90%

～100%

52

32

22

10

4

3

9

4

6

10

南信地区



総処方せん数に対する「変更不可」処方せん数の割合

～10%

～20%

～30%

～40%

～50%

～60%

～70%

～80%

～90%

～100%

80

40

18

12

9

9

7

6

4

11

北信地区



 

【調査事項４】 

 ○先発医薬品から後発医薬品へ変更する際、患者さんや医師等と

のやりとり等で工夫した点や変更に至らなかった場合の問題点等 

 

 

【集計】 

 ○後発医薬品への変更における主な工夫点 

事項の一覧 



後発医薬品への変更における主な工夫点 

 

○価格面だけでなく製剤上の工夫など、変更のメリットを伝えるようにした。 

○「安い＝品質が悪い」の不安がある方に対し、何故安いのかを説明することで安心して

もらい変更となった。 

○保険にお金がなくて、高い薬を使っていると保険制度が崩壊する危険があると説明。 

○成分は同じなので効き目は大丈夫、を強調。 

○コマーシャルのイメージを強調。 

○こまめに声かけする。 

○変更時の副作用の確率が尐ないことを説明。 

○個別に今回処方内容を後発医薬品に変更した場合に差額がわかるようにレセプトコンピ

ュータより比較表を出力してお渡ししている。 

○後発医薬品の希望の有無を記載する用紙（日本薬剤師会発行）、ジェネリック医薬品につ

いての説明のパンフレット（長野県後期高齢者医療広域連合）、その他、後発品メーカー

によるジェネリック推進パンフレット等を希望されない患者さんへ服薬指導時に必ずお

渡しするようにしている（次回変更確認のため）。  

○同等性を説明の上、不安があれば再度先発医薬品に戻すことが可能な旨を説明すると変

更を希望するケースも増える。 

○新患の方用のアンケート用紙に｢ジェネリックを希望する・希望しない」に○をして頂く

ようにし、ジェネリック医薬品は何か？との質問には薬剤師が資料などを渡しながら説

明している。 

○薬局内に後発医薬品についてのポスターを掲示して、啓発をしている。 

○投薬時に後発品を使用した場合の一部負担金を提示し、次回後発品使用の希望があるか

聞くようにしている。 

○薬局内にポスターおよび自前の印刷物を掲示。 

○検討するための資料を提示し先発との違いを説明し、負担額の差額も話した結果、変更

する事となった。 

○今回変更しても、様子によっては、次回先発にもどせる事も話した結果、変更すること

となった。 

○家計にやさしいジェネリック医薬品(沢井製薬) 冊子を店頭に置き、啓蒙した結果、変更

する事となった。 

○患者さんに後発品希望の意思を確認し、次回来局時までに製品と効能・効果の同等性、

価格差を確認した上で、次回処方から後発品医薬品に変更することにしている。 

○初めて来局していただいた際に、全ての方に比較表と実際に代金がどれくらい変わるの

か提示し、後発医薬品への希望をお尋ねしている。 



○定処方薬ですぐ対応できないときは次回から変更した。 

○数種類を変更するときは 1 薬剤ずつ変更し、体調の変化を確認した。 

○高齢者で薬の自己管理をしている方は、理解度を重視して検討。 

○外用貼付剤については変更前に患者さんに後発品の見本を見せて、先発品と同じように

使える旨を納得してもらってから変更することがある。 

○全て患者さんに希望の有無を確認して、薬歴に記載している。 

○初回説明、次回までに検討又は医師に相談によりスムーズに変更ができた。 

○ＧＥについてのパンフレットを渡して説明し、検討するよう促した。 

○「変えてみませんか？」というパンフレットを作成し、変えていない方へ再配布。 

○変更後の差額が大きいもの、新しく発売になったものについては、薬剤情報提供文書に

変えた場合の差額を記載。 

○先発医薬品から後発医薬品へ変更することで、患者様の自己負担金額が大きく変動し、

かつ後発医薬品の医薬品情報(比較データなど)が紙ベースで提供できる場合におすすめ

している。 

○お薬の値段が高いと感じている患者様など、先発品と後発品の比較表をお渡しし、説明

することで次回以降、後発品への変更を求める患者様が増えた。 

○比較表をお渡しし、先発品と後発品の違いや患者様にとってどのような利点があるのか

詳しく説明したところ、後発品への変更が増えた。 

○ジェネリック医薬品が販売されたらすぐにそろえる。 

○生保で自己負担のない方について、医療費削除のための協力を依頼し、後発品へ変更し

た。 

○希望しなかった人に対し、次回来局時にもさりげなくアピール。 

○薬局で独自にフリップを作り、それを基に案内。 

○次回から後発品にしますか？という形で事前にお話をし患者様に理解頂いた上で、後発

品を用意しておいたので、不動在庫もあまり出すことなく、入力時も混乱なく投薬でき

ました。 

○最初から重要な薬品を後発にはせず、去たん剤や胃薬といったものからすすめたことで

患者様の不安も減らせたように思います。 

○パンフレットを見せながら、安くなる理由について説明。 

○錠剤がちいさくなるなど特徴のあるものについてはそのこと説明。 

○薬情の伝言欄に、ジェネリック医薬品に関する情報を記載しておいたところ、患者様か

ら内容の説明依頼を受け、説明のうえ、ジェネリックへ変更した。 

○薬情の医薬品写真の下に、「ジェネリック医薬品へ変更できます」の赤印（オリジナル作

成）を捺印しておいたところ、患者様から内容説明依頼を受け、説明のうえ、ジェネリ

ックへ変更した。 

 



○後発医薬品の理解を深めていただく為、お店の至る所(現在 5 ヶ所)に薬剤師会 から、メ

ーカーから、またオリジナルで作成した資料・ポスターを掲示している。お客様に関心

を持ちやすい環境を整えている。 

○後発医薬品の説明の際、成分は同じであるので安心して服用できる点を訴求し個人の負

担金も減り、さらに国の医療費抑制につながることを説明している。 

○後発品の方が味が良く服用しやすい製剤(クラリシッド DS､クラリス DS→クラリスロマ

イシン DS ﾀｶﾀ)を採用し、服用しやすい旨を話して積極的に薦めた。 

○子供の散剤に関しては味について説明するようにしている。 

○ＣＭなどでジェネリックという言葉が広がる前はジェネリックが安く販売できる理由か

ら説明したが、無理強いはせずに迷っている方にはそのまま交付。２回目、３回目と時

間をかけて変更していった。 

○初めての処方は先発で調剤、次は希望を聞いて後発にし、同じであることを実感しても

らうと不安なく後発で継続できた。 

○分割調剤を行い、理解を得ることが出来た。 

○ジュネリック医薬品とは何かのパンフレットを店頭に置き（患者さんの手のとどく待ち

合い場所のカウンターの上に）読んで頂き、質問を受け説明し、希望される方にはその

時に変更する。又は次回に変更することにしている。（患者さんの理解と希望を大切にし

ている） 

○保険証が新しく配布された際ジュネリックについてのカードや説明書が入っており、患

者さんがそのことについて質問されるなど保険者の協力もジュネリックに変更してゆく

助けとなっている。 

○初回来局表でジェネリック医薬品への変更を希望するか、しないかのアンケートを記載。

希望するにまるをした方へ、その時から変更をしている。 

○次回通院時に後発品使用してもよいか Dr に確認してもらった。(本人が判断できない時）  

○後発医薬品を使用して、体調の変化など不都合が生じた場合、先発品に戻すことも患者

の権利であることを説明すると患者は安心する。 

○ジェネリック希望カードの活用 

○新患来局時には変更希望がなしでも、その後、再来局を重ねるごとに変更を検討し、理

解を深めたうえで、信頼を得られ変更に至った。初めての来局では、特に、疾患への理

解が優先で継続治療の必要性もわからないので、薬のことは後発品の説明で終わること

が多い。不安が取り除かれ、ゆとりを持って薬物治療に専念できるようになった時、初

めて検討する余裕が生まれるので、希望カードを最初から提示する患者は尐ない。特に

高齢者には、時間をかけて理解を深めないとトラブルになりかねない。 

○後発品に変更する医薬品を月ごとにターゲットを絞って積極的に変更の声掛けをした。 

 

 



○「ＴＶなどで見たことありますか？」など患者さんの認知度を確認し、必要な分の説明

をするようにしている。大概の方は知っておられ、変更へ。 

「全く分からないから・・・」など関心のない方にはしつこく言わず、「またご希望あれ

ば」とその時は興味を促すだけにする。何回か後に変更された方も。 

○店内待合のいたるところに後発変更のメリットなどを書いた紙を掲示している。 

○変更患者は必ず処方医に変更内容の連絡を行うことにより処方医より次回受診時にはジ

ェネリックに最初より変更されてくるケースが増えました。 

○一度に複数品目を変更した場合、副作用、体調変化等問題があったとき、その医薬品を

特定するのが困難のため、1 品目ずつ変更した。 

○先発医薬品のままで良いという患者さんには、高齢者が多く見受けられる。この様な患

者さんには、定期的に説明書を処方薬とともに渡している。患者さんから問い合わせを

受け再度説明することにより、次回来局時から後発医薬品に変更となる場合がある。 

○後発医薬品の中には、患者さんにとって服用しやすくなったり、味も良くなっているの

もあるので、変更の基準に取り入れている。 

○一つの先発医薬品に対して、多くの後発医薬品が発売される現状があり、在庫管理の観

点からは厳しい面もある。一薬局で、後発品を考えるのではなく、地域全体での在庫及

び流通状況を考慮して後発医薬品を選択している。 

○後発医薬品を変更するに当たり患者負担がなるべく尐なくなるようにより安い薬価のも

のを選ぶようにしたり、生物学的同等性や流通に問題がないか総合的に判断して選んだ。 

○高齢者の患者さんで、負担軽減の為後発医薬品への変更を希望されたが、何年来も服用

されている薬剤を PTP シートのデザインで把握されていたために、変更に伴い薬剤の把

握が難しくなるという理由で変更に至らなかった、これをふまえて、新たに採用する後

発医薬品はできる限り先発医薬品と類似した PTP デザインのものを採用するようにして

いる。 

○次回来局時まで変更を検討する時間を設け、検討するための資料を渡した結果、次回処

方から後発医薬品に変更することとなった。 

○初来局時のアンケートに後発品希望の方は希望がわかるよう欄を設けた。 

○たくさんの方が使っている後発品をお勧めして、変更しても問題ないことを伝える。 

○その場で迷っている方は、次回もう一度聞くように薬歴に記載しておく。 

○希望カードを医師に見せるようお話しする。(成功例) 

○後発医薬品が、先発医薬品と変わらない事、よく説明して、次回もし変更するなら、こ

れと、これと、これですと後発医薬品をその場でお見せしました。 

○その場で医者に変更した事を FAX するので医師の事が不安の方は、安心してくれます。 

○"1 包化"が必要な患者さんで、安定性、吸湿性も考慮して一番 1 包化にも問題ないメーカ

ーを検討してから変更した。 

 



○ジェネリック医薬品に変更するにあたり、患者さんが一番不安に感じているのが効き目

や安全性なので、比較表を用いて説明をし、厚生労働省や健康保険協会などで作成した

パンフレットを渡し説明している。 

○変更については次回来局時までに家族や医師と相談するように提案している。 

○患者さんがジェネリックカードを提出してくれスムーズに変更できた。 

○薬の形状が似ているのはジェネリックに変えやすく、患者さんに見せ説明し変更できた。 

○ジェネリックに変更しても、患者様負担額にあまり差がない場合、理解を得にくい場合

があるが、国の方針であることや、多くの方が協力することによって国の負担が減るこ

となどをお話し理解を得るようにしている。 

○負担金額が尐なくなることを％でしめした。 

○添加物やｔＭＡＸなどの違いを比べ比較検討。 

○流通の安定性を検討（例えば、バルクを製造しているのか、導入しているのかなど） 

○後発品の方が優れている点について説明を行った結果、変更することとなった（例：目

薬で防腐剤が半量になった点、冷所保存が室温保存となった点など）。 

○先発品とできるだけ類似している後発品を選定している。（見た目が似ていると不安要素

が減る傾向がある） 

○変更資料を作成し、患者の不安を主治医と相談するように伝え変更に至った。 

○日本薬剤師会の「ジェネリック医薬品」にかえてみませんかのパンフレットを見せて説

明して、患者さんに納得していただいた長期投与の場合はお試し期間もあるので、まず

２週間試して感想を聞いてから長期投与をした。 

○患者さんよりジェネリック医薬品への変更希望があり、医師とも相談して決めたいとい

うことで資料を渡した。 

○公費負担の患者さん、ジェネリックに変更出来る薬剤をメモし次回受診時に Dr に提示す

る様指示→Dr より了解を得てジュネリック系に変更となった。 

○比較表を作成し説明する 10 年近く前から薬価の高いもの 使用頻度の多いものを中心

に後発品を採用し後発医薬品の使用をしています。 

○処方箋枚数の多い処方もとの医師と変更可能な薬について打ち合わせをして、理解を得

る。 

○患者さん向けの後発医薬品の説明の資料を作成し、患者様に説明と共に配布し、検討し

て頂き次回確認することにした。 

○医薬品品質情報・先発品と後発品の比較表等を利用し後発品の情報を提示する。 

○先発品と後発品の実物を見せて確認してもらった上で変更する。 

○後発品に変更後、効果に疑問を感じたり副作用の心配があるときは先発品に戻すことも

できる旨伝える。 

○先発医薬品のデメリット（冷所保存、刺激感）がない後発品を選び患者さんに選択して

もらいやすくした。 



○後発品に変更してほしくない方はその理由をサマリに残しておくことで再度変更につい

て聞く際の参考としている。 

○毎回 FAX で後発品の変更についてなかなか聞けない場合には投薬時に確認をしておき次

回から FAX でもこちらの判断で変更できるようにしておく。特に一包化の患者さん。 

○初回質問票に後発医薬品の変更希望の有無について記入項目を設けている。選択肢が有

無のみだけではなく、後発医薬品についてよく分からない場合についての選択肢も設け

ている。 

○後発医薬品の先発品には無い改良点（冷所保存→室温保存、味が良くてのみやすいなど）

をアピールし、変更して頂く。 

○はじめの頃後発品への変更を希望しなかった患者でも時間をおいて、話をすると後発品

への認知度が高くなっていることもあり変更することになった。(あまりしつこくしない） 

○患者さんの目に入りやすいよう、レジの所にもジェネリック医薬品への変更についての

貼り紙を貼ったところ、ジェネリック医薬品についての相談が増え、変更を申し出る人

が増えた。 

○チラシサイズのＧＥについての説明文を作成し、ＧＥについて説明する時間が無い時も、

後でゆっくり読んでもらえるように渡した。  

○先発品とジェネリックの比較サンプルリストを作成。現品を見せて説明すると理解され

易い。 

○ある医院では診察時に患者さんに後発にするか聞いたうえで処方箋を発行する。後発を

希望であれば、その処方箋には後発で銘柄指定の医薬品が記載される。 

○医師を信頼しているお年寄りが多いので、医師に相談してもらい、ジェネリックを処方

してもらっている。おかげで安心して続けて飲んでいる患者さんが多い。 

○薬局発行の情報誌などにも後発医薬品について記載。 

○無理強いはしない。 

○迷っている方には、また先発品に戻すことができる旨を話し、とりあえず今回だけでも

試しに後発品にかえてみては？と薦めている。 

○「この薬ジェネリックあるから薬局で相談してみたら」って、患者さんに声をかけてく

れる医師がいます。 とてもスムーズに変更が出来ます。 

○Dr より処方箋発行時、どの薬局でも入手可能な後発品で後発在庫があれば投与しやすい

よう、商品名ではなく成分名での記載の検討をおねがいし一部薬剤について成分名での

処方が行われている。 

○「後発医薬品への変更不可」の処方せんが９０％以上を占めている自局においては、薬

をお渡しする際、希望者に『ジェネリック推進ハンドブック』及び『ジェネリック希望

カード』を配布し、次回診察時に医師に提示し相談するよう勧めています。 又、どうし

てもこの場でジェネリックへ変えて欲しいと強く希望される患者さんについては、処方

医へその旨を照会し、指示を仰いでいます。 



○「変更不可」の処方せんが多いため医師に質問すると、先発品と効能が異なる後発品を

調剤すると、返戻が医師の所に来るからとの事。そこで、先発品と効能が異なる製品一

覧表を提供する事により、「変更不可」が減った。 

○変更は主疾患から遠いものから変更し、先発品と変わりないことを実感していただく。

その後基本的には１品目ずつ変更していき、不安を軽減する。 

○先ず同効の数種を比較検討し適応確認、外観や特に OD 錠の場合は味を試しなどしてか

ら推奨した。 

○全国健康保険協会、長野県後期高齢者医療広域連合会、（社）日本薬剤師会作成のﾊﾟﾝﾌﾚｯ

ﾄ、ポスターの掲示で希望される方が増えた。 

○待合室にパワーポイントでｼﾞｪﾈﾘｯｸ薬品を紹介するスライドを流した。 

○長期薬、抗がん剤などについては、薬局側の説明の後、処方医にも相談するように提案

し納得がいってから変更した。 

○家族の来局の場合は資料，日薬のチラシなども渡し次回来局時までに検討していただく

ように時間をかけた。 

○ジェネリック採用品の一部を表にしてカウンターに掲示している。 

○１番近隣の医院の医師に面接、後発品変更への意向を対話して、患者さんの同意が得ら

れたなら変更してもＯＫの医師との同意が得られた。但し、次回に服用上問題がなかっ

たかを問うこととし、元に戻すことが出来る事とした。 

○外観が似たような薬剤を選ぶ。極端に大きな物はさけるようにする。 

○特に小児は味が変わると服用できない方がいるので、変更するのに味がよい後発品を探

した。 

○他の患者さんが多くジュネリックを選ばれている事を紹介し、安心感を持ってもらえる

ようにしています。 

○備蓄が無い場合次回にお待たせしない様、後発品の情報等もあらかじめ資料のファイル

を作り準備した。 

○安くなるから変更するのではなく、後発品の方が味がよいとか、保存が室温でよいから

と説明すると本人だけでなく医師も納得してくれる。 

○後発医薬品の意味を理解されている人には、希望の有無の確認後は…と、マニュアル化

して進めた。  

○後発医薬品に変更してもその後、あまり良くなかったと元に戻る事もある為、そのよう

な事例や患者様からの情報を元に後発医薬品をお勧めする際も考慮しています。 

○次回の診察時に医師に相談したいということで数品目の薬品名リストを渡し、次回処方

時から変更になった。 

○Ｄｒ．へのフィードバックは変更したジェネリックおよび先発品について薬価等を記載

した用紙を郵送または医院にお届けした。 

 



○副作用など気になることがあった場合は連絡をもらえば、すぐに対応できることを説明

し安心して変更してもらえるように努めた。 

○薬局内で後発医薬品情報提供書をファイルし、患者様にいつでも閲覧していただけるよ

うに準備した。 

○患者負担の差が１００円ない場合など 1 年では、１０００円の減額になるため、長期に

服用する方には、1 年、2 年で考えてほしいとお話する。 

○市町村国保や健保から配られる希望カードやポスターをきっかけに,後発医薬品について

説明している。患者さんに処方医に GE 希望を伝えて 処理医の印をおさないでほしい

と伝えるよう、お願いし、変更することになった。 

○ジェネリック医薬品の説明をする際に、患者さんにわかり易い資料を作って見てもらい

ながらジェネリックの説明をしている。 

○総合病院のＤｒ．へのフィードバックはお薬手帳のシールに変更したジェネリックに印

をつけ、次回診察時に提出していただき報告。  

○医院へのフィードバックは変更後ＦＡＸにて報告。 

○近隣の大病院で使われている実績も例に挙げて不安感を尐しでも解消できるようにした。 

○待ち時間に読んでもらえるように、独自の案内文書を作成。投薬時に薬剤師から説明。 

○変更は次回からとして家族や友人と十分相談する時間を設けるようにしている。 

○国の保険制度を守る為に協力して欲しいと、お願いする形にしている。 

○初回来局時、アンケートを活用し、後発薬品において知らないと回答された方に変更時

のメリットと有効性と安全性について先発品とかわらず安価である事を説明している。 

○後発医薬品の説明の際、単に個人の価格が安くなるだけでなく、国の医療費の削減につ

ながるという点をお話しした。 

○医師とのコミュニュケーションに成功し、変更不可の処方せんが変更可になった。 

○協会けんぽの全国健康保険協会の作成している患者さんへの PR リーフレットを大量に

取り寄せて、そのリーフレットを利用し、説明を始めると飛躍的に推進と患者理解が得

られた。 

○ジェネリックに変更を希望する方に、薬局で作成したジェネリック変更一覧と薬の資料

よりお話しした上で変更することとし、変更された場合は、該当する医療機関の医師に

“後発医薬品変更報告書”を患者さんにお渡しして、次回受診時にフィードバックする

ようにした。 

○医師と後発品について話し合いをしてほとんどのものを変更してもよい事になった（老

健施設）。 

○一人の金額は尐なくても、国の医療費全体での減尐に協力していただくよう説明すると

同意していただける方が増える。 

○ネットで、変更後の見積もりソフトを活用。 

○国が後発医薬品を推進していると説明する。 



○会計金額をその場で算出して先発医薬品との金額差がどれくらい出るかを伝えて次回処

方から後発医薬品に変更することとなった。 

○変更不可の処方箋を持ってくる患者には、後発品希望の旨を医師に相談するよう指導し

たところ、後発品処方となった。 

○先発品から後発品への変更で変わる、患者様の負担額や、国の取り組みなどの説明をし、

次回来客時まで変更を検討する時間を設けた。その他、先発品から後発品に変更の際、

後発医薬品情報提供文書を見せ比較データで、錠剤の大きさで飲みやすさなどの説明も

した。 

○先発と後発の価格の違いが一目でわかる表を作成し、価格の違いをその場ですぐ伝えら

れるようにした。 

○製薬会社へ原料、製造過程等が、国産国内であることを確認して、医師に情報提供し、

後発医薬品へ変更になった。 

○なるべくＧＥへの変更をしていただくように患者さんへ、服薬指導時にＧＥについての

説明をしています。その場では、変更しないでほしいと患者さんに言われても何回か、

ＧＥについて提案することで、変更していただける患者さんも増えてきました。 

○流通面や他薬局での使用実績を評価し、後発品の選定に取り組んでいる。 

○先発品と後発品の負担額の差(１ヵ月分、２，３…６、…１２ヵ月分)を棒グラフともに示

したところ変更することになった。 

○錠剤の大きさを見せて、飲みやすさをアピールして変更することとなった。 

 



 

【調査事項５】 

 ○薬局において、採用している後発医薬品（製品名）及び後発医

薬品への変更実績 

 

 

【集計】 

 ○後発医薬品への変更理由 

  （変更理由） 

①患者希望（希望カード等） 

②患者申し出（医師からの薦め等） 

    ③薬局における薦め 

④その他（後発処方せん、一般名処方等） 

  ＜変更理由別グラフ＞ 

 

 ○後発医薬品への変更実績のある医薬品 

 
  ＜後発医薬品への変更実績のある医薬品リスト＞ 

 



後発医薬品への変更理由

11%

10%

72%

7%

①患者希望

（希望カード）

②患者申し出

（医師からの薦め等）

③薬局における薦め ④その他



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ＡＴＰ腸溶錠20㎎「ＮＰ」 224
ＡＴＰ腸溶錠20㎎「日医工」 130
Ｌ‐キサール顆粒500 46
セファレキシン顆粒500㎎「トーワ」 11
トーワチーム配合顆粒 322
ホグス配合顆粒 151
サラザック配合顆粒 52
セラピナ配合顆粒 1
アーチワン錠10 3163
アテノート錠10 177
カルベジロール錠10「タツミ」 111
アニスト錠10 88
カルベジロール錠10㎎「ＪＤ」 3
アーチワン錠20 270
カルベジロール錠20㎎「ＪＤ」 20

アーテン散1％ パキソナール散1％ 4
アイトロール錠10㎎ アイロクール錠10 15

アイロクール錠20 2129
アイスラール錠20㎎ 409
イソニトール錠20㎎ 83
タイシロール錠20㎎ 14
スプラタストトシル酸塩カプセル100㎎「サワイ」 56
スプラタストトシル酸塩カプセル100㎎「タイヨー」 9
スプラタストトシル酸塩カプセル100㎎「タナベ」 3
トシラートカプセル100㎎ 1

アカルディカプセル1.25 ピモベンタン錠1.25㎎「ＴＥ］※ 95
アカルデイカプセル2.5 ピモベンダン錠2.5㎎「ＴＥ」※ 36

タスモリン散1％※ 158
アキリデン細粒1％ 14

ＡＴＰ腸溶錠20㎎「第一三共」、
アデホスコーワ腸溶錠20

アキネトン細粒1％

Ｌ‐ケフレックス顆粒

ＰＬ配合顆粒

アーチスト錠10㎎

アーチスト錠20㎎

アイトロール錠20㎎

アイピーディカプセル100

後発医薬品への変更実績のある医薬品リスト



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

タスモリン錠1㎎ 286
アキリデン錠1㎎ 30

アザルフィジンＥＮ錠250㎎ ソアレジン錠250㎎ 21
アザスルファン腸溶錠500㎎ 346
サフィルジンＥＮ錠500 97

アシノンカプセル150 ドルセンカプセル150㎎ 18
アシノン錠75㎎ ドルセンカプセル75㎎※ 2
アシノン錠150㎎ ニザトリック錠150㎎ 258
アストミン錠10㎎ ホフバン錠10㎎ 2
アズノールＳＴ錠口腔用5㎎ アズレミック錠口腔用5㎎ 66
アズノール・ガーグル顆粒0.4％ マズレニンガーグル散0.4％　 7
アズノール錠2㎎ 水溶性アズレン錠2㎎「タイヨー」 5

Ｌ‐アスパラギン酸Ｃa錠200㎎「サワイ」 696
アストスＣＡ錠200 277
エルスプリ-ＣＡ錠200㎎ 27

アスパラカリウム錠300㎎ アスケート錠300㎎ 5
アスペノンカプセル10 アプリトーンカプセル10 3
アスペノンカプセル20 アプリトーンカプセル20 78

ビフェルチン錠1 68
ラスプジン錠1㎎ 68
アゼピット錠1㎎ 66
アドメッセン錠1㎎ 4
ニフェランタンＣＲ錠10 964
コリネールＣＲ錠10 362
トーワラートＣＲ錠10㎎ 168
ニフェジピンＣＲ錠10㎎「サワイ」 113
ニフェジピンＣＲ錠10㎎「ＮＴ」 12
ニフェランタンＣＲ錠20 4278
コリネールＣＲ錠20 4272
トーワラートＣＲ錠20㎎ 1601
ニフェジピンＣＲ錠20㎎「サワイ」 605
ニフェジピンＣＲ錠20㎎「ＮＴ」 33

アダラートＣＲ錠20㎎

アキネトン錠1㎎

アザルフィジンＥＮ錠500㎎

アスパラ-ＣＡ錠200

アゼプチン錠1㎎

アダラートＣＲ錠10㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

コリネールＣＲ錠40 2534
ニフェランタンＣＲ錠40 1932
トーワラートＣＲ錠40㎎ 637
ニフェジピンＣＲ40㎎「サワイ」 191
コリネールＬ錠10㎎ 685
トーワラートＬ錠10㎎ 190
ニフェジピンＬ錠10㎎「サワイ」 123
ニレーナＬ錠10㎎ 26
ヘルラートＬ錠10 23
ニフェスロー錠10㎎ 21
ラミタレートＬ錠10㎎ 18
シオペルミンＬ錠10 6
ニフェラートＬ10 4
カルジオルフトＬ錠10 1
コリネールＬ錠20㎎ 779
トーワラートＬ錠20㎎ 595
ニフェジピンＬ錠20「サワイ」 188
ラミタレートＬ錠20㎎ 85
ニレーナＬ錠20㎎ 37
ニフェスロー錠20㎎ 21
ニフェラートＬ錠20 15
ヘルラートＬ錠20 13
シオペルミンＬ錠20 8
キサラートＬ錠20㎎ 3
アテネラートＬ錠20㎎ 1

アダラートカプセル10㎎ アタナールカプセル10 88
ニフェジピンカプセル5㎎「サワイ」 9
ヘルラート・ミニカプセル5㎎ 1
シルニジピン錠10㎎「サワイ」 830
シルニジピン錠10㎎「タイヨー」 362
シルニジピン錠5㎎「サワイ」 200
シルニジピン錠5㎎「タイヨー」 105

アテレック錠10

アダラートＣＲ錠40㎎

アダラートＬ錠10㎎

アダラートＬ錠20㎎

アダラートカプセル5㎎

アテレック錠5



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

アドナ散10％ アーツェー散10％ 1
アーツェー錠30㎎ 177
タジン錠30 114
カルバジャスト錠30㎎ 6
オダノン錠30㎎ 2
デキサルチン口腔用軟膏1㎎／ｇ 290
デルゾン口腔用軟膏0.1％ 3
ワプロン口腔用貼付剤25μg※ 5
アフタシール25μg※ 1

アプレース細粒20％ トロキシン細粒20％ 45
トロキシン錠100㎎ 281
トロキシピド錠100㎎「トーワ」 1
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「トーワ」 1354
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「あすか」 462
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「ケミファ」 433
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「サワイ」 295
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「日医工」 140
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「ＮＰ」 97
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「タイヨー」 92
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「ＪＧ」 50
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「ＮＳ」 34
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「アメル」 24
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「サンド」 24
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「ＹＤ」 21
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「明治」 14
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「科研」 11
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「ＥＭＥＣ」 6
アムロジピンＯＤフィルム2.5㎎「興和テバ」 4
アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「フソー」 3
アムロジピンＯＤ錠5㎎「トーワ」 3749
アムロジピンＯＤ錠5㎎「ケミファ」 1011
アムロジピンＯＤ錠5㎎「あすか」 848
アムロジピンＯＤ錠5㎎「サワイ」 554

アムロジンＯＤ錠2.5㎎、
ノルバスクＯＤ錠2.5㎎

アムロジンＯＤ錠5㎎、
ノルバスクＯＤ錠5㎎

アドナ錠30㎎

アフタゾロン口腔用軟膏0.1％

アフタッチ口腔用貼付剤25μg

アプレース錠100㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

アムロジピンＯＤ錠5㎎「ＮＰ」 444
アムロジピンＯＤ錠5㎎「タイヨー」 415
アムロジピンＯＤ錠5㎎「日医工」 366
アムロジピンＯＤ錠5㎎「サンド」 146
アムロジピンＯＤ錠5㎎「科研」 116
アムロジピンＯＤ錠5㎎「ＪＧ」 92
アムロジピンＯＤ錠5㎎「アメル」 85
アムロジピンＯＤ錠5㎎「明治」 65
アムロジピンＯＤフイルム5㎎「興和デバ」 15
アムロジピンＯＤ錠5㎎「ＹＤ」 5
アムロジピンＯＤ錠5㎎「ＥＭＥＣ」 2
アムロジピンＯＤ錠5㎎「フソー」 1
アムロジピン錠2.5㎎「あすか」 1802
アムロジピン錠2.5㎎「ＮＳ」 1533
アムロジピン錠2.5㎎「サワイ」 1076
アムロジピン錠2.5㎎「アメル」 968
アムロジピン錠2.5㎎「ケミファ」 957
アムロジピン錠2.5㎎「ＥＭＥＣ」 625
アムロジピン錠2.5㎎「科研」 621
アムロジピン錠2.5㎎「コーワ」 618
アムロジピン錠2.5㎎「サンド」 519
アムロジピン錠2.5㎎「明治」 435
アムロジピン錠2.5㎎「トーワ」 308
アムロジピン錠2.5㎎「ＪＧ」 216
アムロジピン錠2.5㎎「ＰＨ」 212
アムロジピン錠2.5㎎「オーハラ」 199
アムロジピン錠2.5㎎「タナベ」 144
アムロジピン錠2.5㎎「タイヨー」 90
アムロジピン錠2.5㎎「ＮＰ」 70
アムロジピン錠2.5㎎「日医工」 75
アムロジピン錠2.5㎎「ＹＤ」 26
アムロジピン錠2.5「ＴＹＫ」 25
アムロジピン錠2.5㎎「ＲＬＬ」 2

アムロジンＯＤ錠5㎎、
ノルバスクＯＤ錠5㎎

アムロジン錠2.5㎎、
ノルバスク錠2.5㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

アムロジピン錠5㎎「サワイ」 4187
アムロジピン錠5㎎「あすか」 3964
アムロジピン錠5㎎「ＮＳ」 3297
アムロジピン錠5㎎「トーワ」 2836
アムロジピン錠5㎎「科研」 2621
アムロジピン錠5㎎「ケミファ」 2468
アムロジピン錠5㎎「アメル」 2288
アムロジピン錠5㎎「ＥＭＥＣ」 1987
アムロジピン錠5㎎「サンド」 1912
アムロジピン錠5㎎「明治」 1395
アムロジピン錠5㎎「コーワ」 1331
アムロジピン錠5㎎「オーハラ」 734
アムロジピン錠5㎎「タナベ」 537
アムロジピン錠5㎎「日医工」 471
アムロジピン錠5㎎「タイヨー」 419
アムロジピン錠5㎎「ＰＨ」 382
アムロジピン錠5㎎「ＪＧ」 262
アムロジピン錠5㎎「ＮＰ」 185
アムロジピン錠5㎎「ＹＤ」 175
アムロジピン錠5㎎「ＲＬＬ」 76
アムロジピン錠5㎎「マイラン」 28
アムロジピン錠5㎎「ＴＣＫ」 3
ゾピクール錠10 362
スローハイム錠10 205
メトローム錠10 100
ゾピクロン錠10㎎「トーワ」 5
ドパリール錠10 3
ゾピクール錠7.5 1271
スローハイム錠7.5 432
メトローム錠7.5 310
ゾピクロン錠7.5㎎「トーワ」 83
アモバンテス錠7.5 36

アムロジン錠5㎎、
ノルバスク錠5㎎

アモバン錠10

アモバン錠7.5



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

アラーゼ軟膏3％　 105
ビダラビン軟膏3％「ＭＥＥＫ」 43
ビフビン軟膏3％ 37
ホスラビン軟膏3％ 14
アラエビン軟膏3％ 3
シオスナール軟膏3％ 1
ビダラビン軟膏3％「タイヨー」 1
ビタファントＦ錠25 50
アリアロンＦ錠25 26
スクラルファート細粒90％「タイヨー」 99
スクラルファート顆粒90％「トーワ」※ 17
ツナルミン細粒90％ 38

アルサルミン内用液10％ テイガスト内服液10％ 5
アポラスノン錠25㎎ 2243
スピロノラクトン錠25㎎「トーワ」 1298
アレキサン錠25㎎ 232
ラッカルミン錠25㎎ 197
ピロラクトン錠25㎎ 135
メルラクトン錠25㎎ 69
ノイダブル錠25㎎ 63
ヨウラクトン錠25 44
アルマトール錠25㎎ 38

アルダクトンＡ錠50㎎ ヨウラクトン錠50 7
ロキサチカプセル37.5 20
ロキタットカプセル37.5㎎ 1
ロキサチカプセル75 1328
ロキタットカプセル75㎎ 761
ロキセタートカプセル75㎎ 12
アルギスタットカプセル75 11
ロザルタットカプセル75㎎ 1
ディーアルファカプセル0.25 1833
カルシタミンカプセル0.25μg 203
アルファスリーカプセル0.25μg 202

アルファロールカプセル0.25μg

アルタットカプセル37.5

アルタットカプセル75

アルダクトンＡ錠25㎎

アラセナ－Ａ軟膏3％

25㎎アリナミンＦ糖衣錠

アルサルミン細粒90％



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

プラチビットカプセル0.25μg 173
トヨファロールカプセル0.25 142
ワークミンカプセル0.25 134
アルカドールカプセル0.25 68
カルファリードカプセル0.25 31
ポロセーブカプセル0.25μg 16
ディーアルファカプセル0.5 3325
ワークミンカプセル0.5 701
カルシタミンカプセル0.5μg 693
プラチビットカプセル0.5μg 377
カルファリードカプセル0.5 340
アルファスリーカプセル0.5μg 212
アルカドールカプセル0.5 200
リモデリンカプセル0.5 193
トヨファロールカプセル0.5 181
アルシオドールカプセル0.5μg 42
ポロセーブカプセル0.5μg 20
ビタミロアルファカプセル0.5μg 5
アロートールカプセル0.5 4
ディーアルファカプセル1 4144
ワークミンカプセル1.0 772
リモデリンカプセル1.0μg 362
アルファスリーカプセル1μg 207
トヨファロールカプセル1.0 164
カルファリードカプセル1.0 136
アルカドールカプセル1.0 63
カルシタミンカプセル1.0μg 62
アルシオドールカプセル1μg 43
プラチビットカプセル1.0μg 12
ポロセーブカプセル1μg 11

アルファロールカプセル3μg カルシタミンカプセル3μg 1
アルボ錠200㎎ パピルジン錠200㎎ 11

アルファロールカプセル0.5μg

アルファロールカプセル0.25μg

アルファロールカプセル1μg



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

塩酸アロチノロール錠10㎎「ＫＯＢＡ] 219
アセメール錠10 162
アストニール錠10 108
アロチノン錠10㎎ 67
セオノマール錠10 38

アルマール錠5 セオノマール錠5 221
アルメタ軟膏 ビトラ軟膏0.1％ 1
アルロイドＧ アルクレイン液 1

サンメール内用液5％ 64
アルクレイン内用液5％ 11

アレギサール点眼液0.1％、ペミラストン点眼液0.1％ アラジオフ点眼液0.1％ 177
アレギサール錠10㎎、ペミラストン錠10㎎ ペミロラストＫ錠10㎎「マイラン」 1
アレギサール錠5㎎、ペミラストン錠5㎎ アルジキサール錠5 9
アレギサールドライシロップ0.5％、ペミラストンドライシロップ0.5％ タツモールドライシロップ0.5％ 13

アレルオフ錠10 230
アレナピオン錠10 36
エピナジオン錠10 30
塩酸エピナスチン錠10㎎「アメル」 4
アルピード錠10 3
アスモット錠10㎎ 3
エルピナン錠10 2
ヘルボッツ錠10 1
アレルオフ錠20 3079
エピナジオン錠20 752
アレナピオン錠20 336
アレジオテック錠20 249
エピナスチン塩酸塩錠20㎎「タイヨー」 159
アレゲイン錠20 57
ユピテル錠20 56
アルピード錠20 51
エルピナン錠20 32
メデジオン錠20 31
塩酸エピナスチン錠20㎎「アメル」 24

アルマール錠10

アルロイドＧ内用液5％

アレジオン錠10

アレジオン錠20



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

アスモット錠20㎎ 11
アプラチン錠20㎎ 3
ヘルボッツ錠20 2
チムケント錠20 2

アレジオンドライシロップ 1％ エピナジオンＤＳ小児用1％ 5
セリナリート顆粒 50
ピムロ顆粒 29
アロストーワ錠20㎎ 630
アナポレット錠20㎎ 4
オシアット錠20㎎ 3
アイロメート錠20㎎ 220
アミオダロン塩酸塩錠100㎎「サワイ」 141
アミオダロン塩酸塩速崩錠100㎎「ＴＥ」※ 97
アミオダロン塩酸塩錠100㎎「サンド」 8

アンダーム軟膏5％ ルブラゾン軟膏5％ 2
アンテベートクリーム0.05％ アンフラベート0.05％クリーム 13
アンテベートローション0.05％ アンフラベート0.05％ローション 64

サレックス軟膏0.05％ 80
アンフラベート0.05％軟膏 74

アンヒバ坐剤小児用100㎎ アフロギス坐剤100 4
アンヒバ坐剤小児用200㎎ アフロギス坐剤200 3

サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「日医工」 720
サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「ケミファ」 117
サルポグレラート塩酸塩錠 100㎎「タイヨー」 79
サルポグレラート塩酸塩100㎎「サワイ」 74
サルボグレラート塩酸塩錠100㎎「オーハラ」 30
サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「ＹＤ」 27
サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「サンド」 17
サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「トーワ」 14
サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「Ｆ」 13
サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「三和」 10
サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「タカタ」 9
サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「ＭＥＥＫ」 2

アンプラーグ錠100㎎

アレジオン錠20

アローゼン顆粒

アロフト錠20㎎

アンカロン錠100

アンテベート軟膏0.05％



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「ＪＧ」 1
サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「ＴＣＫ」 1
サルポグレラート塩酸塩錠50㎎「タイヨー」 9
サルポグレラート塩酸塩錠50㎎「ケミファ」 4
サルポグレラート塩酸塩錠50㎎「オーハラ」 2
サルポグレラート塩酸塩錠50㎎「日医工」 1
イオダインＭ消毒液10％ 1
ポピヨドン液10％ 59
ハイポピロン外用液10％ 4
ネオヨジン外用液10％ 3
Ｊヨード液10％ 1
ポピヨドンガーグル7％ 497
ネオヨジンガーグル7％ 170
ＪＤガーグル7％ 39
イオダインガーグル液7％ 6
イソソルビド内用液70％分包30ｍＬ「あすか」※ 32
イソソルビド内用液70％「あすか」 11
インナミットクリーム1％ 112
ミカメタン-クリーム1％ 63
インドメタシンクリーム1％「サワイ」 62
インドノールクリーム1％ 58
インナミットゲル1％ 13
プロアリシン軟膏1％ 3
セラスターテープ70 19
インドメタシンパップ70㎎「ＹＤ」 14
インドメタシンパップ70㎎「日医工」 6
テンポラルパップ70㎎ 4
イトラートカプセル50 140
イトラコンカプセル50 23
イコナゾンカプセル50 6
イデノラートカプセル50㎎ 6

インタール吸入液1％ リノジェット吸入液 28
ミタヤク点眼液2％ 511

イソジン液10％、イソジンフィールド液10％

イドメシンコーワクリーム1％、
インテバンクリーム1％

アンプラーグ錠50㎎

イドメシンコーワゲル1％、
インテバン軟膏1％

アンプラーグ錠100㎎

イトリゾールカプセル50

インタール点眼液2％

イドメシンコーワパップ70㎎、
カトレップパップ70㎎

イソジンガーグル液7％

イソバイド



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

トーワタール点眼液2％ 129
クールウェイ点眼液2％ 36
クモロール点眼液2％ 33
クロモフェロン点眼液2％ 24
アルギノン点眼液2％ 13
ノスラン点眼液2％ 11
クモロールＰＦ点眼液2％ 7
クロモリーク点眼液2％ 5
オフタルギー点眼液2％ 2
メインター点眼液2％ 1
シズレミン点眼液2％ 1

ミタヤク点鼻液2％ 509
ノスラン点鼻液2％ 27
トーワタール点鼻液2％ 8
クモロール点鼻液2％ 1

インタール細粒10％ アレルナート細粒10％ 7
インテバン外用液1％ インナミット外用液1％ 2
インデラルＬＡカプセル60㎎ サワタールＬＡカプセル60㎎ 9

ヘルツベース錠10㎎ 790
ソラシロール錠10㎎ 75
メントリース錠10 18

インヒベース錠0.5 シラザベース錠0.5㎎ 7
インヒロック錠1 23
シラザベース錠1㎎ 1

インプロメン錠1㎎ ルナプロン錠1㎎ 3
リメトラーク錠5㎎ 839
ルテオニン錠5㎎ 99
ウテメナール錠5㎎ 11
リトドリン錠5㎎「ＰＰ」 3
ウテメック錠5㎎ 3
レキサビン錠5㎎ 3
ウテロン錠5㎎ 1
ウリンメット配合散 408

インタール点眼液2％

インタール点鼻液2％

インデラル錠10㎎

インヒベース錠1

ウテメリン錠5㎎

ウラリット－Ｕ配合散



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ポトレンド配合散 198
ピナロック配合散 52
ウロアシス配合散 21
ウタゲン配合散 19
トロノーム配合散 14
ウリンメット配合錠 2025
ポトレンド配合錠 345
ピナロック配合錠  227
トロノーム配合錠 19
ウビロン錠100㎎ 2282
ゴクミシン錠100 1170
ウルデナシン錠100 618
ウルソデオキシコール酸錠100㎎「ＺＥ」 739
ウルデストン錠100㎎ 431
ウルサミック錠100 120
レプター錠100 76
プレコート錠100㎎ 3
ゴクミシン錠50 222
レプター錠50 19
ウルデナシン錠50 14
ウルサミック錠50 1

ウルソ顆粒5％ レプター顆粒5％ 15
ウレパールクリーム10％ ウリモックスクリーム10％ 1

テモカプリル塩酸塩錠2㎎「サワイ」 109
テモカプリル塩酸塩錠2㎎「日医工」 91
テモカプリル塩酸塩錠2㎎「ＪG」 67
テモカプリル塩酸塩錠2㎎「タナベ」 31

エースコール錠4㎎ テモカプリル塩酸塩錠4㎎「サワイ」 11
テモカプリル塩酸塩錠1㎎「日医工」 96
テモカプリル塩酸塩錠1㎎「サンド」 2

エクセグラン散20％ エクセミド散20％ 16
エクセグラン錠100㎎ エクセミド錠100㎎ 187
エコリシン眼軟膏 エリコリ眼軟膏Ｔ 5

エースコール錠1㎎

ウラリット－Ｕ配合散

ウラリット配合錠

ウルソ錠100㎎

ウルソ錠50㎎

エースコール錠2㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

エストラーナテープ0.72㎎ エストラジオール貼付剤0.72㎎「Ｆ」　 7
ビアセチルカプセル156.7㎎ 44
プロエスタカプセル156.7㎎ 1

エストリール腟錠0.5㎎ エストリオール腟錠0.5㎎「Ｆ」 12
エバスチンＯＤ錠10㎎「ＮＳ」 58
エバスチンＯＤ錠10㎎「日医工」 50
エバスチンＯＤ錠10㎎「ケミファ」 36
エバスチンＯＤ錠10㎎「サワイ」 32
エバスチンＯＤ錠10㎎「ＺＥ」 20
エバスチンＯＤ錠10㎎「科研」 13
エバスチンＯＤ錠10㎎「タイヨー」 11
エバスチンＯＤ錠10㎎「ＹＤ」 3

エバスチンＯＤ錠10㎎「ＮＰ」 1
エバスチンＯＤ錠5㎎「日医工」 32
エバスチンＯＤ錠5㎎「サワイ」 31
エバスチンＯＤ錠5㎎「ＮＳ」 14
エバスチンＯＤ錠5㎎「ケミファ」 10
エバスチン錠10㎎「日医工」 71
エバスチン錠10㎎「ＴＣＫ」 50
エバスチン錠10㎎「サワイ」 48
エバスチン錠10㎎「ＮＳ」 5
エバスチン錠10㎎「ＣＨ」 4
エバスチン錠10㎎「トーワ」 2
エバスチン錠10㎎「ケミファ」 2
エバスチン錠5㎎「サワイ」 3
エバスチン錠5㎎「ケミファ」 2
エバスチン錠5㎎「トーワ」 1

エパデールＳ300 イコサペント酸エチル粒状カプセル300㎎「日医工」 12
イコサペント酸エチル粒状カプセル600㎎「サワイ」 914
イコサペント酸エチル粒状カプセル600㎎「日医工」 795
ソルミラン顆粒状カプセル600㎎ 251
イコサペント酸エチル粒状カプセル600㎎「ＴＣＫ」 8
メルブラール粒状カプセル600㎎ 5

エバステルＯＤ錠10㎎

エバステルＯＤ錠5㎎

エバステル錠10㎎

エストラサイトカプセル156.7㎎

エバステル錠5㎎

エパデールＳ600



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

イコサペント酸エチル粒状カプセル600㎎「ＴＣ」 1
イコサペント酸エチル粒状カプセル900㎎「日医工」 784
イコサペント酸エチル粒状カプセル900㎎サワイ 512
イコサペント酸エチル粒状カプセル900㎎「ＴＣＫ」 16
エパロース粒状カプセル900㎎ 8
イコサペント酸エチル粒状カプセル900㎎「ＴＣ」 4
ソルミラン顆粒状カプセル900㎎ 3
エパンドカプセル300 643
アンサチュールカプセル300 510
シスレコンカプセル300 25
エパロースカプセル300㎎ 25
エパフィールカプセル300 21
エパキャップソフトカプセル300㎎ 21
エメラドールカプセル300 13
メルブラールカプセル300 5
ハルーリン配合錠 143
エルサメット配合錠 55
コスモベック錠 23
エピカルス配合錠 21
ナーセット配合錠 1

エビプロスタット配合錠ＤＢ エルサメットＳ配合錠 57
セレギリン塩酸塩錠2.5㎎「タイヨー」 41
セレギリン塩酸塩錠2.5㎎「アメル」 3

エラスチーム錠1800 エリスモン錠1800 91
エリスロシン錠200㎎ エリスロマイシン錠200㎎「サワイ」※ 6
塩酸バンコマイシン散0.5ｇ 塩酸バンコマイシン散0.5ｇ「マイラン」 2
エンテロノン-Ｒ散 エントモール散 1
エンペシドクリーム1％ コトゾールクリーム1％ 6
エンペシド腟錠100㎎ エルシド腟錠100㎎ 3

パミルコン錠1.25㎎ 502
ダムゼール錠1.25㎎ 85
グリベンクラミド錠1.25㎎「ＥＭＥＣ」 48

エパデールＳ600

エパデールＳ900

エパデールカプセル300

オイグルコン錠1.25㎎、
ダオニール錠1.25㎎

エビプロスタット配合錠ＳＧ

エフピー錠2.5



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

パミルコン錠2.5㎎ 1891
ダムゼール錠2.5㎎ 384
オペアミン錠2.5 360
ブラトゲン錠2.5㎎ 106
ベンクラート錠2.5㎎ 55
グリベンクラミド錠2.5㎎「トーワ」 45
グリベンクラミド錠2.5㎎「タナベ」 6
アクタリット錠100㎎「サワイ」 86
アクタリット錠100㎎「タイヨー」 16

オキナゾール膣錠100㎎ オキコナール膣錠100㎎ 1
ライペック錠200 4379
オスペイン錠200 1113
ハイスラック錠200㎎ 165
エトドラク錠200「ＫＮ」 162
ニコナス錠200㎎ 151
エトドラク錠200㎎「トーワ」 50
パイペラック錠200㎎ 7
エトドラク錠100㎎「タイヨー」 21
ニコナス錠100㎎ 4
イプリフラボン錠200㎎「タイヨー」 21
フラボステン錠200㎎ 14
フィオランス錠200㎎ 1
トスフロキサシントシル酸塩錠150㎎「タナベ」 108
トスフロキサシントシル酸塩錠150㎎「日医工」 54
トスフロキサシントシル酸塩錠150㎎「タイヨー」 18
トスフロキサシントシル酸塩錠150㎎「ＮＰ」 10
フルタミド錠125㎎「マイラン」 30
フルタミド錠125「ＫＮ」 4

オークル錠100㎎、
モーバー錠100㎎

オイグルコン錠2.5㎎、
ダオニール錠2.5㎎

オステン錠200㎎

オゼックス錠150

オダイン錠125㎎

オステラック錠100㎎、
ハイペン錠100㎎

オステラック錠200、
ハイペン錠200㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

プレドリック錠0.5 3
トランドラプリル錠0.5㎎「ＯＨＡＲＡ」 11
プレドリック錠1 102
トランドラプリル錠1㎎「ＯＨＡＲＡ」 59
プランルカストカプセル112.5㎎「日医工」 1770
プランルカストカプセル112.5㎎「科研」 302
プランルカストカプセル112.5㎎「タイヨー」 157
プランルカストカプセル112.5㎎「サワイ」 99
プランルカストカプセル112.5㎎「トーワ」 60
プランルカスト錠225「ＥＫ」※ 36
プランルカストカプセル112.5㎎「ＤＫ」 23
プランルカスト錠112.5「ＥＫ」※ 22
プランルカストＤＳ10％「日医工」 221
プランルカストＤＳ10％「ＥＫ」 171
プランルカストＤＳ10％「アメル」 137
プランルカストＤＳ10％「サワイ」 106
プランルカストＤＳ10％「タカタ」 99
プランルカストドライシロップ10％「タイヨー」 57
プランルカストＤＳ10％「オーハラ」 15
プランルカストドライシロップ10％「ＡＦＰ」 5
オパプロスモン錠5μg 6556
リマルモン錠5μg 5329
オプチラン錠5μg 631
ゼフロプト錠5μg 444
リマプロストアルファデクス錠5μg「Ｆ」 20
オメラップ錠10 3995
オメプラゾール錠10「ＳＷ」 1723
オメプラゾール錠「トーワ」10㎎ 579
オメプラゾール錠10㎎「アメル」 510
オブランゼ錠10 454
エンプラール錠10 226
オメプロトン錠10㎎ 129
オメラップ錠20 4891

オノンカプセル112.5㎎

オノンドライシロップ10％

オドリック錠0.5㎎、
プレラン0.5㎎錠

オドリック錠1㎎、
プレラン1㎎錠

オパルモン錠5μg、
プロレナール錠5μg

オメプラール錠10、
オメプラゾン錠10㎎

オメプラール錠20、
オメプラゾン錠20㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

オブランゼ錠20 609
オメプラゾール錠20「ＳＷ」 568
オメプラゾール錠20㎎「アメル」 389
オメプロトン錠20㎎ 348
オメプラゾール錠「トーワ」20㎎ 264
オメプラゾール錠20㎎「マイラン」 29
オメプトロール錠20㎎ 20
エンプラール錠20 19

カイロック細粒40％ チーカプト細粒40％ 23
ガスオール錠40㎎「陽進」 172
ガステール錠40㎎ 10
ファモチジンＤ錠10㎎「サワイ」 2095
ガモファーＤ錠10㎎ 1798
ガスポートＤ錠10㎎ 859
ファモスタジンＤ錠10㎎ 540
ファモチジンＤ錠10㎎「ＥＭＥＣ」 300
ファモガストＤ錠10 242
ファモチジンＤ錠10㎎「ＫＯＢＡ」 167
ガスリックＤ錠10㎎ 83
ストマルコンＤ錠10㎎ 43
ファモチジンＯＤ錠10㎎「ＪＧ」 1
ガモファーＤ錠20㎎ 5060
ファモチジンＤ錠20㎎「サワイ」 3197
ガスポートＤ錠20㎎ 2885
ファモスタジンＤ錠20㎎ 2220
ファモチジンＤ錠20㎎「ＫＯＢＡ」 479
ファモガストＤ錠20 365
ガスリックＤ錠20㎎ 338
ファモチジンＤ錠20㎎「ＥＭＥＣ」 272
ストマルコンＤ錠20㎎ 30
クリマーゲンＯＤ錠20㎎ 28
ファモチジンＯＤ錠20㎎「ＹＤ」 3
ガモファー散10％ 95

オメプラール錠20、
オメプラゾン錠20㎎

ガスコン錠40㎎、
ガスサール錠40㎎

ガスターＤ錠10㎎

ガスターＤ錠20㎎

ガスター散10％



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ファモチジン散10％「サワイ」 34
ファモチジン細粒2％「サワイ」 128
ガモファー散2％ 8
ファモチジン散2％「ＫＯＢＡ」 3
ファモチジン錠10「サワイ」 2011
ガモファー錠10㎎ 556
ガスポート錠10㎎ 291
ファモスタジン錠10 156
ファモガスト錠10 63
プロスターＭ錠10 23
ガスドック錠10㎎ 10
ガスイサン錠10 10
プロゴーギュ錠10㎎ 1

ファモチジン錠10㎎「ＫＯＢＡ」 1
ファモチジン錠20「サワイ」 4443
ガモファー錠20㎎ 1071
ガスポート錠20㎎ 1057
ファモスタジン錠20 265
ブロスターＭ錠20 23

ファモチジン錠20㎎「ＫＯＢＡ」 19
チオスター錠20 12
ファモチジン錠20㎎「アメル」 9
ファモガスト錠20 5
ガスドック錠20㎎ 3
エカベトＮＡ顆粒66.7％「サワイ」 177
エカベトＮＡ顆粒66.7％「ＹＤ］ 43
エカベトＮＡ顆粒66.7％「トーワ」 4
エカベトＮＡ顆粒66.7％「タイヨー」 6
エカベトＮＡ顆粒66.7％「ＪＧ」 3

ガストロゼピン細粒10％ ランクリック細粒10％ 8
ガストロゼピン錠25㎎ ピレンゼピン塩酸塩錠25㎎「日医工」 4
ガスロンＮ細粒0.8％ イノマール細粒0.8％ 2

イルガス錠2㎎ 350

ガスター錠20㎎

ガストローム顆粒66.7％

ガスター散2％

ガスター錠10㎎

ガスター散10％

ガスロンＮ錠2㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

セレガスロン錠2 244
ガスロイル錠2㎎ 126
イノマール錠2 24
イルガス錠4㎎ 268
セレガスロン錠4　 75
ビカルタミド錠80㎎「あすか」 323
ピカルタミド錠80㎎「サンド」 126
ピカルタミド錠80㎎「ＳＮ」 85
ビカルタミド錠80㎎「サワイ」 52
ビカルタミド錠80㎎「ＤＫ」 40
ビカルタミド錠80㎎「日医工」 23
ビカルタミド錠80㎎「マイラン」 12
ビカルタミド錠80㎎「明治」 8
ビカルタミド錠80㎎「タイヨー」 8
ビカルタミド錠80㎎「ＪＧ」 7
ビカルタミド錠80㎎「アメル」 6
イトプリド塩酸塩錠50㎎「サワイ」 79
イトプリド塩酸塩錠50㎎「タナベ」 79
イトプリド塩酸塩錠50㎎「ＰＨ」 17
イトプリド塩酸塩錠50㎎「ＹＤ」 11
イトプリド塩酸塩錠50㎎「ＮＰ」 6
イトプリド塩酸塩錠50㎎「日医工」 5

カバサール錠0.25㎎ カベルゴリン錠0.25㎎「サワイ」 3
カプトリル-Ｒカプセル18.75㎎ カプトプリルＲカプセル18.75(ＳＷ） 22

アポプリール錠12.5 14
カプシール錠12.5㎎ 1
アポプリール錠25 7
カトプロン錠25 1

カルグート錠10 ヘルパミン錠10 2
カルグート錠5 ヘルパミン錠5 28

カルバジン錠10㎎ 554
マニジップ錠10 204
ジムロスト錠10㎎ 27

ガスロンＮ錠4㎎

カプトリル錠12.5㎎

カプトリル錠25㎎

ガスロンＮ錠2㎎

カソデックス錠80㎎

ガナトン錠50㎎

カルスロット錠10



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

マニジロット錠10㎎ 25
マニカロット錠10㎎ 5
マニジピン塩酸塩錠10㎎「タイヨー」 1
カルバジン錠20㎎ 862
マニジップ錠20 96
マニジロット錠20㎎ 11
カンセリン錠20 4
マニカロット錠20㎎ 4
ジムロスト錠20㎎ 2
マニカロット錠5㎎ 20
カルバジン錠5㎎ 5
マニジップ錠5㎎ 1
沈降炭酸カルシウム錠500㎎「三和」 84
カルタレチン錠500 9
カルバドゲン錠0.5㎎ 151
タツゾシン錠0.5㎎ 43
メシル酸ドキサゾシン錠0.5「ＭＥＥＫ」 17
ドキサゾシン錠0.5㎎「タナベ」 9
カルバドゲン錠1㎎ 1243
カデメシン錠1㎎ 1215
ドキサゾン錠1㎎ 518
カズマリン錠1㎎ 159
タツゾシン錠1㎎ 68
ドキサゾシンＭ錠1「ＥＭＥＣ」 42
ドナシン錠1㎎ 40
メシル酸ドキサゾシン錠1「ＭＥＥＫ」 25
カルドナン錠1㎎ 12
アルフロシン錠1㎎ 6
ドキサゾシン錠1㎎「ＹＤ」 3
カルメゾシン錠1㎎ 2
ドキサゾシン錠1㎎「タナベ」 1

カルデナリン錠0.5㎎

カルスロット錠5

カルスロット錠10

カルスロット錠20

カルタン錠500㎎

カルデナリン錠1㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

カデメシン錠2㎎ 1714
カルバドゲン錠2㎎ 1127
ドキサゾン錠2㎎ 588
カズマリン錠2㎎ 408
カルメゾシン錠2㎎ 73
ドナシン錠2㎎ 50
カルドナン錠2㎎ 48
メシル酸ドキサゾシン錠2「ＭＥＥＫ」 47
タツゾシン錠2㎎ 36
ドキサゾシン錠2㎎「タナベ」 36
ドキサゾシンＭ錠2「ＥＭＥＣ」 31
アルフロシン錠2㎎ 6
ドキサゾシン錠 2㎎ 「ＹＤ」 5
カルバドゲン錠4㎎ 532
タツゾシン錠4㎎ 91
ドキサゾシン錠4㎎「タナベ」 33
メシル酸ドキサゾシン錠4「ＭＥＥＫ」 5

カルナクリンカプセル25 カリクロモンカプセル25単位 4
カリクロモン錠25 199
サイモチンＳ錠25 3
プロモチンＳ錠25 2
カリクロモン錠50 326
クレルモン錠50 156
サイモチンＳ錠50㎎ 75
カセルミン錠50 5
プロモチンＳ錠50 2
ヒドクレイン錠50 1

カルデナリン錠4㎎

カルナクリン錠25、
サークレチンＳ錠25

カルデナリン錠2㎎

カルナクリン錠50、
サークレチンＳ錠50



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ピンドロール錠5㎎「トーワ」 32
ピンドロール錠5㎎「日医工」 19
イスハート錠5㎎ 2
ピンドロール錠5「オーハラ」 1

カソデックス錠80㎎ ビカルタミド錠80㎎「ＮＫ」 500
ラタノプロスト点眼液0.005％「キッセイ」 405
ラタノプロスト点眼液0.005％「ＴＯＡ」 101
ラタノプロスト点眼液0.005％「コーワ 56
ラタノプロスト点眼液0.005％「科研」 31
ラタノプロスト点眼液0.005％「ケミファ」 16
ラタノプロスト点眼液0.005％「センジュ」 11
ラタノプロスト点眼液0.005％「三和」 10
ラタノプロスト点眼液0.005％「日医工」 7
ラタノプロスト点眼液0.005％「わかもと」 4
ラタノプロスト点眼液0.005％「ニットー」 3
ラタノプロスト点眼液0.005％「ＴＳ」 2
ラタノプロスト点眼液0.005％「マイラン」 2
ラタノプロスト点眼液0.005％「サワイ」 2
ラタノプロスト点眼液0.005％「アメル」 1

キシロカインゼリー2％ アネトカインゼリー2％ 1
キネックス錠50 1552
エパッタット錠50㎎ 326
エパルドース錠50 312
エパルレスタット錠50「ＥＫ」 264
エパルレスタット錠50「ＯＨＡＲＡ」 250
サイロフト錠50㎎ 86
キネグルコ錠50㎎ 27
エパルレスタット錠50「タツミ」 18
エパルレスタット錠50㎎「タナベ」 16
キネスタット錠50㎎ 12
エパルレスタット錠50㎎「ＪＧ」 12
エパルレスタット錠50㎎「ＹＤ」 10
キャルマック錠50㎎ 8

キサラタン点眼液0.005％

キネダック錠50㎎

カルビスケン錠5㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

キナルドース錠50㎎ 2
ジアペパチー錠50㎎ 1
パルデス軟膏0.05％ 27
キンダロン軟膏0.05％ 1
メナテトレノンカプセル15㎎「ＹＤ」 176
メナテトレノンカプセル15㎎「日医工」 129
メナテトレノンカプセル15㎎「科研」 8
メナテトレノンカプセル15㎎「トーワ」 5
メナテトレノンカプセル15㎎「Ｆ」 1
レボフロキサシン錠100㎎「ＣＨ」 123
レボフロキサシン錠100㎎「オーハラ」 96
レボフロキサシン錠100㎎「ＤＫ」 75
レボフロキサシン錠100㎎「科研」 75
レボフロキサシン錠100㎎「ＺＥ」 60
レボフロキサシン錠100㎎「サワイ」 41
レボフロキサシン錠100㎎「あすか」 24
レボフロキサシン錠100㎎「ＮＰ」 21
レボフロキサシン錠100㎎「トーワ」 20
レボフロキサシン錠100㎎「日医工」 19
レポフロキサシン錠100㎎「ＴＣＫ」 10
レボフロキサシン錠100㎎「ＪＧ」 8
レボフロキサシン錠100㎎「ＭＥＥＫ」 8
レボフロキサシン錠100㎎「ＹＤ」 7
レボフロキサシン錠100㎎「タイヨー」 2
レボフロキサシン錠100㎎「マイラン」 2
レボフロキサシン錠100㎎「イワキ」 1

グラマリール細粒10％ チアプリム細粒10％ 4
チアラリード錠25㎎ 819
チアリール錠25 340
グリノラート錠25㎎ 280
チアプリム錠25 227

ノイリラーク錠25㎎ 169
チアリール錠50 65

クラビット錠

グラマリール錠25㎎

グラマリール錠50㎎

キネダック錠50㎎

キンダベート軟膏0.05％

グラケーカプセル15㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

グリノラート錠50㎎ 19
チアプリム錠50 1
クラリスロマイシン錠200㎎「日医工」 3501
クラリスロマイシン錠200㎎「サワイ」 1412
クラリスロマイシン錠200㎎「タナベ」 400
マインベース錠200 1853
クラリスロマイシン錠200㎎「ＮＰＩ」 338
クラリスロマイシン錠200「ＭＥＥＫ」 200㎎ 140
クラリスロマイシン錠200㎎「タカタ」 90
クラリスロマイシン錠200㎎「サンド」 71
クラロイシン錠200 49
クラリスロマイシン錠200㎎「ＰＨ」 31
クラリスロマイシン錠200㎎「ＥＭＥＣ」 23
クラリスロマイシン錠200㎎「タイヨー」 1
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「日医工」 1906
マインベース錠50小児用 266
クラリスロマイシン錠小児用50㎎「タカタ」 74
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「サワイ」 68
クラリスロマイシン錠50小児用「ＭＥＥＫ」 32
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「ＮＰＩ」 9
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「ＰＨ」 4
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「ＥＭＥＣ」 3
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「タイヨー」 1
リクモースドライシロップ小児用10％ 2591
クラリスロマイシンＤＳ小児用10％「タカタ」 2106
クラリスロマイシンＤＳ10％小児用「日医工」 21
クラリスロマイシンＤＳ10％小児用「サワイ」 13
クラリスロマイシンＤＳ10％小児用「ＥＭＥＣ」 11
クラリスロマイシンＤＳ10％小児用「コーワ」100㎎ 2
クラリスロマイシンＤＳ10％小児用「ＣＨ」 1

グラマリール錠50㎎

クラリシッド・ドライシロップ10％小児用、
クラリスドライシロップ10％小児用

クラリシッド錠200㎎、
クラリス錠200

クラリシッド錠50㎎小児用、
クラリス錠50小児用



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

トロンへイム錠50㎎ 73
トフィス錠50㎎ 101
グランパム錠50㎎ 36
ハイミジン錠50㎎ 31
エマンダキシン錠50㎎ 22
トルバナシン錠50 10
コバンダキシン錠50㎎ 1
メデット錠250㎎ 1672
メトリオン錠250 861
メトホルミン塩酸塩錠250㎎「トーワ」 327
ネルビス錠250㎎ 131
グリクラジド錠20㎎「ＮＰ」 938
クラウナート錠20㎎ 225
グルタミール錠40㎎ 700
ダイアグリコ錠40㎎ 138
クラウナート錠40㎎ 111
グリミラン錠40㎎ 95
グリクラジド錠40㎎「ＮＰ」 11
アカルボース錠100㎎「タイヨー」 2488
アカルボース錠100㎎「日医工」 317
アカルボース錠100㎎「サワイ」 207
アカルボース錠100㎎「ＪＧ」 19
アカルボース錠100㎎「ＹＤ」 1
アカルボース錠50㎎「タイヨー」 278
アカルボース錠50㎎「サワイ」 126
アカルボース錠50㎎「日医工」 115
アカルボース錠50㎎「ＪＧ」 4

クレスチン細粒 カルボクリン末 2
球形吸着炭細粒「マイラン」 325
キューカル細粒分包2ｇ 69

グリコラン錠250㎎、
メルビン錠250㎎

グランダキシン錠50

グリミクロンＨＡ錠20㎎

グリミクロン錠40㎎

グルコバイ錠100㎎

グルコバイ錠50㎎

クレメジン細粒分包2ｇ



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

プラコデ配合散 3
ニチコデ配合散 2

ケタスカプセル10㎎ ピナトスカプセル10㎎ 1608
ケフポリンカプセル250 165
シーシーエルカプセル250㎎ 18
セクロダンカプセル250 2
ケフポリン細粒10％ 9
セクロダン細粒小児用100 1
ラリキシンカプセル250㎎ 6
シンクルカプセル250㎎ 6
ラリキシン錠250㎎※ 1
アロング錠10㎎ 48
ベタキール錠10 44

ケルロング錠5㎎ ベタキール錠5 42
エルタシン軟膏0.1％ 139
ゲルナート軟膏0.1％ 60

コスパノンカプセル　40㎎ フロプロピオンカプセル40㎎「日医工」 11
ベニジピン塩酸塩錠2㎎「日医工」 282
ベニジピン塩酸塩錠2㎎「タナベ」 161
ベニジピン塩酸塩錠2㎎「サワイ」 140
ベニジピン塩酸塩錠2㎎「タイヨー」 57
コニプロス錠2㎎ 52
ベニジピン塩酸塩錠2㎎「ＹＤ」 26
塩酸ベニジピン錠2「ＭＥＥＫ」 2
ベニジピン塩酸塩錠2㎎「ＮＰＩ」 2
ベニトーワ錠2㎎ 1
塩酸ベニジピン錠2「ＭＥＥＫ」 1
ベニジピン塩酸塩4㎎「日医工」 966
ベニジピン塩酸塩錠4㎎「サワイ」 953
ベニジピン塩酸塩錠4㎎「タナベ」 501
ベニジピン塩酸塩錠4㎎「タイヨー」 155
コニプロス錠4㎎ 108

ケフレックスカプセル250㎎

ケフラールカプセル250㎎

ケフラール細粒小児用100㎎

ケルロング錠10㎎

ゲンタシン軟膏0.1％

コニール錠2

コニール錠4

クロフェドリンＳ配合散



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ペニジビン塩酸塩錠4㎎「ＯＭＥ」 98
塩酸ベニジピン錠4「ＭＥＥＫ」 81
ベニジピン塩酸塩錠4㎎「ＭＥＤ」 34
ベニジピン塩酸塩錠4㎎「ＮＰＩ」 31
ベニトーワ錠4㎎ 17
ベニジピン塩酸塩錠4㎎「ＣＨ」 9
塩酸ベニジピン錠4ＮＴ 4
ベニジピン塩酸塩錠4㎎「ＹＤ」 4
ベニジピン塩酸塩錠4㎎「ＥＭＥＣ」 1
ベニジピン塩酸塩錠8㎎「サワイ」 181
ベニジピン塩酸塩錠8㎎「タナベ」 48
ベニジピン塩酸塩錠8㎎「日医工」 44
ベニジピン塩酸塩錠8㎎「ＭＥＤ」 18
コニプロス錠8㎎ 16
ベニトーワ錠8㎎ 6
塩酸ベニジピン錠8「ＭＥＥＫ」 6
ベニジピン塩酸塩錠8㎎「ＯＭＥ」 2
塩酸ベニジピン錠8「ＭＥＥＫ」 1
塩酸ベニジピン錠8ＮＴ 1
ペリンドプリル錠2㎎「日医工」 134
コバスロー錠2㎎ 86
コバスロー錠4㎎ 333
ペリンシール錠4㎎ 22
ペリンドプリル錠4㎎「日医工」 650
スプラン錠50㎎ 209
タンタリック錠50㎎ 114
ジラゼプ塩酸塩錠50㎎「ト－ワ」 99
トルクシール錠50㎎ 47
ジラゼブ塩酸塩50㎎「タイヨー」 38
スプラン錠100㎎ 431
タンタリック錠100㎎ 38
ジラゼプ塩酸塩錠100㎎「トーワ」 22

コロネル細粒83.3％ ポリカルボフィルＣａ細粒83.3％「日医工」 25

コニール錠8

コバシル錠2㎎

コメリアンコーワ錠50

コメリアンコーワ錠100

コニール錠4

コバシル錠4㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

メデポリン錠0.4 2514
アルプラゾラム錠0.4㎎「トーワ」 234
アゾリタン錠0.4 204
カームダン錠0.4㎎ 6
ウインクルＮ散1％ 21
サワチオン細粒1％ 11
ヒルブリンＮ錠5㎎ 820
サワチオン錠5㎎ 782
サルモシン錠5㎎ 294
マリレオンＮ錠5㎎ 239
バソゴリンＳ錠5㎎ 227
ニセルゴリン錠5㎎「トーワ」 61
ニセルゴリン錠5㎎「タイヨー」 10
フラニトラゼパム錠1㎎「アメル」 1561
ビビットエース錠1㎎ 147
フルニトラゼパム錠2㎎「アメル」 528
ビビットエース錠2㎎ 40
アロチーム錠100㎎ 7500
アロプリノール錠100㎎「ショーワ」 2628
ノイファン錠100㎎ 2098
ケトブン錠100㎎ 1986
アロシトール錠100㎎ 1780
アロプリノール錠100㎎ 1643
アロリン錠100㎎ 619
ユーリック錠100㎎ 529
リボール錠100㎎ 288
サロベール錠100㎎ 143
タカナルミン錠100㎎ 124
アノプロリン錠100㎎ 88
アイデイト錠100㎎ 56

サイレース錠2㎎、
ロヒプノール錠2

サアミオン散1％

サアミオン錠5㎎

サイレース錠1㎎、
ロヒプノール錠1

ザイロリック錠100

コンスタン0.4㎎錠、
ソラナックス0.4㎎錠



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ミニプラノール錠100㎎ 32
アロプリノール錠100㎎「アメル」 23
アロック錠 13
プロデック錠100㎎ 12
アンジーフ錠100㎎ 6
ケトテンカプセル1㎎ 104
フマルフェンカプセル1㎎ 32
サルジメンカプセル1㎎ 20
ケトチフェンカプセル1㎎「ＴＹＫ」 7
デズワルトカプセル1㎎ 6
ケトチロンカプセル1㎎ 3
サジフェンカプセル1㎎ 1
サラチンカプセル1㎎ 1
スプデルカプセル1㎎ 1

ザジテンシロップ0.02％ サルジメンシロップ0.02％ 41
フマルフェン点眼液0.05％ 116
スプデル点眼液0.05％ 56
フマルトン点眼液0.05％ 35
ケトテン点眼液0.05％ 27
フサコール点眼液0.05％ 6
ケトチフェンＰＦ点眼液0.05％「日点」 1
ケトテンＤＳ0.1％ 949
サルジメンドライシロップ0.1％ 106
スプデルＤＳ小児用0.1％ 48
サジフェンドライシロップ0.1％ 25
フマルフェンドライシロップ0.1％ 25
ケトチフェンＤＳ0.1％「ＴＹＫ」 22
ケトチフェンドライシロップ0.1％「タイヨー」 10
サラチンドライシロップ0.1％ 1
ジキリオンシロップ0.02％ 1
ケトテン点鼻液0.05％ 3
セキトン点鼻液0.055％ 3

ザジテンカプセル1㎎

ザジテン点眼液0.05％

ザイロリック錠100

ザジテンドライシロップ0.1％

ザジテン点鼻液0.05％



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

スラマ錠500㎎ 16
サラゾスルファピリジン錠500㎎「タイヨー」 14
アモキシシリンカプセル250㎎「日医工」 3
セオキシリンカプセル250 2
アモキシシリンカプセル250㎎「トーワ」 1

サワシリン細粒10％、パセトシン細粒10％ ワイドシリン細粒200※ 27
サワシリン錠250㎎、パセトシン錠250㎎ アモキシシリンカプセル250㎎「タツミ」※ 67

マグラックス細粒83％ 158
マグラックス細粒83％ 7
重曹錠(500)「マイラン」 1

酸化マグネシウム マグラックス錠250㎎※ 225
ソフティア点眼液0.02％ 186
コバラム点眼液0.02％ 159
ビタコバール点眼液0.02％ 26
ラニタック錠 150 1682
ラデン錠150 197
ラニチジン錠150㎎「タイヨー」 146
ブラウリベラ錠150 106
ラニチジン錠150㎎「マイラン」 81
ラニザック錠150 62
ラニメルク錠150 1
ラニタック錠75 224
ラニチジン錠75㎎「マイラン」 10
ブラウリベラ錠75 7
ラニチジン錠75㎎「タイヨー」 5
ラデン錠75 4
シクポラールカプセル10 37
シクロスポリンカプセル10㎎「マイラン」 13

サワシリンカプセル250、
パセトシンカプセル250

サラゾピリン錠500㎎

酸化マグネシウム

サンコバ点眼液0.02％

ザンタック錠150

ザンタック錠75

サンデュミンカプセル10㎎、
ネオーラル10㎎カプセル



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

シクロスポリンカプセル25㎎「マイラン」 21
シクポラールカプセル25 70
シクロスポリンカプセル25㎎「ＦＣ」 5
アマドラカプセル25㎎ 2

サンデュミンカプセル50㎎、ネオーラル50㎎カプセル シクポラールカプセル50 88
塩酸ピルジカイニドカプセル25㎎「タイヨー」 82
ピルジニックカプセル25 24
アリスリズムカプセル25 23
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25㎎「タナベ」 15
リズムコートカプセル25㎎ 6
ピルジニックカプセル50 498

アリスリズムカプセル50 166
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50㎎「タナベ」 57
リズムサットカプセル50㎎ 46
塩酸ピルジカイニドカプセル50㎎「タイヨー」 48
リズムコートカプセル50㎎ 32
タツピルジンカプセル50㎎ 8
ニコランマート錠5㎎ 1902
ニコランタ錠5 1600
ニコランジス錠5㎎ 575
ニトルビン錠5 174
シルビノール錠5㎎ 11

シグマート錠2.5㎎ シグランコート錠2.5㎎ 11
ジクロード点眼液0.1％ ジクロフェナック点眼液0.1％ 13
シナール配合顆粒 ビューシー配合顆粒 102
ジフラール軟膏0.05％ アナミドール軟膏0.05％ 2

フルコナゾールカプセル100㎎「Ｆ］ 13
フルコナゾールカプセル100㎎「サワイ」 12
フルコナゾールカプセル100㎎「アメル」 10
フルコナールカプセル100 3

ジフルカンカプセル50㎎ フルコナールカプセル50 4

シグマート錠5㎎

ジフルカンカプセル100㎎

サンリズムカプセル25㎎

サンリズムカプセル50㎎

サンディミュンカプセル25㎎、
ネオーラル25㎎カプセル



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ジスプロチン200㎎ 13
フロキシール錠200 9
シフロキノン錠200 6

シプロキサン錠100㎎ シフロキノン錠100 1
シベンゾリンコハク酸塩錠100㎎「サワイ」 329
シノベジール錠100㎎ 122
シベンゾリンコハク酸塩錠100㎎「タナベ」 13

シベノール錠50㎎ シノベジール錠50㎎ 108
フルチカゾン点鼻液25μg小児用「アメル」56噴霧用 38
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg小児用「ＰＨ」56噴霧用 273
ムコサールドライシロップ1.5％ 1
プルスマリンＡドライシロップ小児用1.5％ 126
セチリジン塩酸塩錠10㎎「サワイ」 699
セチリジン塩酸塩錠10㎎「タイヨー」 391
セチリジン塩酸塩錠10㎎「日医工」 293
セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＮＰＩ」 223
セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＴＣＫ」 210
セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＭＮＰ」 206
セチリジン塩酸塩錠10㎎「トーワ」 136
セチリジン塩酸塩錠10㎎「科研」 97
セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」 74
セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＴＹＫ」 55
セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＮＴ」 51
セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＣＨ」 40
セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＣＨＯＳ」 37
セチリジン塩酸塩錠10㎎「タナベ」 29
セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＹＤ」 16
セチリジン塩酸塩錠10「ＮＵＰ」 14
セチリジン塩酸塩錠10㎎「マイラン」 9
セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＫＴＢ」 8
セチリジン塩酸塩錠10㎎「タカタ」 7
セチリジン塩酸塩10㎎「アメル」 7
セチリジン塩酸塩10㎎「ＭＮＰ」 7

小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用

小児用ムコソルバンＤＳ1.5％

シプロキサン錠200㎎

シベノール錠100㎎

ジルテック錠10



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＰＨ」 1
セチリジン塩酸塩錠5㎎「サワイ」 54
セチリジン塩酸塩錠5㎎「タイヨー」 43
セチリジン塩酸塩錠5㎎「ＭＮＰ」 29
セチリジン塩酸塩錠5㎎「日医工」 10
セチリジン塩酸塩錠5㎎「タナベ」 7
セチリジン塩酸塩錠5㎎「ＣＨ」 6
セチリジン塩酸塩錠5㎎「ＴＣＫ」 1
セチリジン塩酸塩錠5㎎「マイラン」 1
セチリジン塩酸塩錠5㎎「科研」 1
アマゾロン錠50 279
ロティファミン錠50 138
塩酸アマンタジン錠50「日医工」 45
アマゾロン細粒10％※ 33
アマンタジン塩酸塩錠50㎎「ＺＥ」 5
トーファルミン錠100 6
アマゾロン錠100 3

新レシカルボン坐剤 インカルボン坐剤 22
クレンブテロール塩酸塩錠10μg「タイヨー」 45
トニール錠10μg 16
ブセレキュア点鼻液0.15％ 18
イトレリン点鼻液0.15％ 4

スプレンジール錠2.5㎎ カトラジール錠2.5㎎ 1
スプレンジール錠5㎎ カトラジール錠5㎎ 95

ケーサプライ錠600㎎ 3
エフズレンＫ錠600㎎ 1

セスデンカプセル30㎎ ロイセルチンカプセル30㎎ 10
アスラーン錠5㎎ 31
ロンゲリール錠5㎎ 7
ロンゲリール錠10 449
ロコプール錠10 81
リシトリル錠10 74
リシノプリル錠10㎎「マイラン」 51

ジルテック錠10

ジルテック錠5

シンメトレル錠100㎎

シンメトレル錠50㎎

スピロペント錠10μg

ゼストリル錠5、
ロンゲス錠5㎎

スプレキュア点鼻液0.15％

スローケー錠600㎎

ゼストリル錠10、
ロンゲス錠10㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

アスラーン錠10㎎ 43
リシノプリル錠10㎎「トーワ」 33
アリマン錠3㎎ 1494
メキタミン錠3㎎ 152
メキタジン錠3㎎「ツルハラ」 87
ヒスポラン錠3㎎ 49
メキタゼノン錠3㎎ 7
メキタジン錠3㎎「タイヨー」 7
アリマン錠3㎎ 2

ゼスラン小児用シロップ0.03％ メキタジンＤＳ0.6％「ＫＮ」※ 1
ゼスラン小児用細粒0.6％ メキタジン小児用細粒0.6％「タイヨー」 23
セタプリル錠12.5㎎ アラセプル錠12.5㎎ 26

アラセプル錠25㎎ 188
セボチール25 8
アセミパール錠25㎎ 1
タンドスピロンクエン酸塩錠10㎎「アメル」 86
ダンドスピロンクエン酸塩錠10㎎「日医工」 16
タンドスピロンクエン酸塩錠10㎎「サワイ」 13
タンドスピロンクエン酸塩錠10㎎「トーワ」 2

セディール錠5 タンドスピロンクエン酸塩錠5㎎「サワイ」 8
ジフェニドール塩酸塩錠25㎎「タイヨー」 412
ジフェニドール塩酸塩錠25㎎「ＣＨ」 294
ピネロロ錠25㎎ 188
トスペラール錠25㎎ 94
サタノロン錠25㎎ 42
ジフェニドール塩酸塩錠25㎎「ＴＹＫ」 1
セフジニルカプセル100㎎「日医工」 269
セフジニルカプセル100㎎「ＣＨ」 148
セフジニルカプセル100㎎「マイラン」 40
セフニールカプセル100㎎ 15
セフジニル錠100㎎「サワイ」※ 4
セフジニルカプセル100㎎「ＹＤ」 3

セフゾン細粒小児用10％ セフジニル細粒小児用10％「サワイ」 1

セタプリル錠25㎎

セディール錠10㎎

セファドール錠25㎎

セフゾンカプセル100㎎

ゼストリル錠10、
ロンゲス錠10㎎

ゼスラン錠3㎎、
ニポラジン錠3㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ジアゼパム錠2「トーワ」 130
ジアゼパム錠2「サワイ」 88

ジアゼパム錠2㎎「アメル」 74
セレナミン錠2㎎ 52
パールキット錠2㎎ 30
リリーゼン錠2㎎ 20

セルシン散1％、ホリゾン散1％ リリバー散1％ 4
セレナミン錠5㎎ 55
パールキット錠5㎎ 30
ジアゼパム錠5「トーワ」 15
セエルカム錠5 2
ジアゼパム錠5㎎「アメル」 104
フェルビスパップ70㎎ 106
セルスポットパップ70㎎ 74
フェルナビオンパップ70 68
マルチネスパップ70㎎ 56
フェルビナクテープ70㎎ 「ＥＭＥＣ」 47
フレックステープ70㎎ 12
オキサトミド錠30㎎「タイヨー」 176
オキロット錠30㎎ 83
オキサトーワ錠30㎎ 44
アレトン錠30㎎ 12
スパクリット錠30㎎ 3
セルトミド錠30㎎ 2
オキサトミド錠30㎎「ＣＨ」 1
オキサトーワＤＳ小児用2％ 67
オキロットＤＳ小児用2％ 51
アレトンドライシロップ2％ 1

2㎎セルシン錠、
ホリゾン錠2㎎

セルタッチパップ70

セルテクト錠30

セルテクトドライシロップ2％

5㎎セルシン錠、
ホリゾン錠5㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

セフタックカプセル50 5657
セループカプセル50㎎ 5356
コバルノンカプセル50㎎ 4107
アンタゴスチンカプセル50㎎ 819
テプレノンカプセル50㎎「トーワ」 477
セルテプノンカプセル50㎎ 125
テルペノンカプセル50㎎ 31
セルパスカプセル50㎎ 1
コバルノン細粒10％ 546
セフタック細粒10％ 524
アンタゴスチン細粒10％ 90
セループ細粒10％ 85
セルテプノン細粒10％ 56
テプレノン細粒10％「トーワ」 53
テプレノン細粒10％「ＯＨＡＲＡ」 45

セレキノン細粒20％ トライシー細粒20％ 6
ニチマロン錠100㎎ 799
メプチット錠100㎎ 74
トリメブチンマレイン酸塩錠100㎎「タイヨー」 27
ネプテン錠100㎎ 22
ブチキノン錠100㎎ 11
テフメチン錠100㎎ 4
ピレマイン錠100㎎ 2
セプロブロック錠100㎎ 250
セルトップ錠100 240
セリプロロール塩酸塩錠100㎎「タナベ」 4
スロンタクス錠100 1
セプロブロック錠200 271
セルトップ錠200 22
スロンタクス錠200 5

セルベックスカプセル50㎎

セルベックス細粒10％

セレキノン錠100㎎

セレクトール錠100㎎

セレクトール錠200㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

セレスターナ配合錠 804
サクコルチン配合錠 284
ベタセレミン配合錠 93
エンペラシン配合錠 84
クロコデミン配合錠 31
プラデスミン配合錠 3
トッカータ錠10㎎ 5
ネブスン錠10㎎ 3
バルプラム徐放顆粒40％ 121
エピレナート徐放顆粒40％ 57
リントン錠（0.75㎎） 23
レモナミン錠0.75㎎ 9
ハロステン錠1㎎ 14
レモナミン錠1㎎ 1
リントン錠（3㎎）※ 22
リントン錠（1.5㎎） 11
レモナミン錠1.5㎎ 3

セレネース錠3㎎ レモナミン錠3㎎ 13
リントン細粒1％ 24
レモナミン細粒1％ 1
エンセロン錠10㎎ 299
アポノール錠10㎎ 74
イブロノール錠10㎎ 18
テクニス錠20 1515
エンセロン錠20㎎ 917
アポノール錠20 327
イブロノール錠20㎎ 199
リンブレーン錠「20」 10
メトプリック錠20㎎ 203
シプセロン錠20㎎ 163
セレクナート錠 20㎎ 20
メルコモン錠20㎎ 7

セレネース錠1.5㎎

セレスタミン配合錠

セレナール錠10

セレニカＲ顆粒40％

セレネース錠1㎎

セレネース錠0.75㎎

セレネース細粒1％

セロクラール錠10㎎

セロクラール錠20㎎

セロケン錠20㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

メデピン錠40 15
メトプリック錠40㎎ 8
アシクロビン顆粒40％ 77
ビクロックス顆粒40％ 6
アシロベック顆粒40％ 6
アシクロビン錠200 55
アクチオス錠200 6
アシロベック錠200 6
アイラックス錠200㎎ 1
アシクロビン錠200 1
アシクロビル錠200㎎「タナベ」 1
ベルクスロン錠200 1
ビゾクロス錠200 1

アシクロビン錠400 87
アシロベック錠400 5
アシクロビル錠400㎎「マイラン」 2

ゾビラックス眼軟膏3％ ビルレクス眼軟膏3％ 1
ビゾクロス軟膏5％ 4
ビルヘキサルクリーム5％※ 1
ザルトプロフェン錠80㎎「日医工」 619
ザトフェロン錠80 230
ペレトン錠80㎎ 50
ボルビット錠80㎎ 19
ソルイルビン錠80 13

ソロンカプセル100 ソルニラートカプセル100 23
ソファルコン細粒20％「ＴＹＫ」 61
ソルドロン細粒20％ 23
セスファルコ細粒20％ 2
ラビン錠50㎎ 2675
ソルニラート錠50 105
ソロファール錠50 3

ゾビラックス錠400

ゾビラックス錠200

ゾビラックス軟膏5％

ゾビラックス顆粒40％

ソレトン錠80、
ペオン錠80

ソロン細粒20％

ソロン錠50

セロケン錠40㎎、
ロプレソール錠40㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ニコラーゼ錠10㎎ 772
イルザイム錠10 219
セラペプターゼ錠10㎎「タイヨー」 183
バザロイン錠10㎎ 38
セラペプターゼ錠10㎎「タナベ」 22
ヒシターゼ錠10㎎ 9
ニコラーゼ錠5㎎ 12
シマターゼ錠5㎎ 7
ケジフェン錠5㎎ 5
イルザイム錠5㎎ 4
セラペプターゼ錠5㎎「タイヨー」 3
ダイタリック錠60㎎ 23
アゾセリック錠60㎎ 4
チスタメット細粒20％ 56
チーカプト細粒20％ 31
シメチジン錠200㎎「タイヨー」 585
シメチパール錠200 482
シメチラン錠200㎎ 79
イクロール錠200㎎ 63
チーカプト錠200㎎ 17
ダンスール錠200㎎ 13
シメチジン錠200㎎「ＴＣＫ」 11
シメチジン錠200㎎「タナベ」 3
ランソプラゾールОＤ錠15㎎「タイヨー」 3809
ラソプランＯＤ錠15㎎ 2812
スタンゾームＯＤ錠15 2523
ランソプラゾールＯＤ錠15㎎「ＤＫ」 476
ランソプラゾールＯＤ錠15㎎「トーワ」 462
ランソプラゾールカプセル15㎎「アメル」※ 6
ラソプランＯＤ錠30㎎ 1611
スタンゾームＯＤ錠30 843

ダーゼン5㎎錠

ダイアート錠60㎎

ダーゼン10㎎錠

タガメット細粒20％

タガメット錠200㎎

タケプロンＯＤ錠30㎎

タケプロンＯＤ錠15



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ランソプラゾールＯＤ錠30㎎「タイヨー」 693
ランソプラゾールＯＤ錠30㎎「ＤＫ」 115
ランソプラゾールＯＤ錠30㎎「トーワ」 28
ランソプラゾールカプセル30㎎「トーワ」※ 6
ランソプラゾールカプセル30㎎「アメル」※ 1
ランソラールカプセル15 1796
タピゾールカプセル15 1185
ラソプランカプセル15㎎ 824
ランソプラゾールカプセル15㎎「トーワ」 106
ランソプラゾールカプセル15㎎「アメル」 93
スタンゾームカプセル15 76
ランソプラゾールカプセル15㎎「ＭＥＤ」 23
ランソラールカプセル30 1060
タピゾールカプセル30 383
ラソプランカプセル30㎎ 365
タイプロトンカプセル30㎎ 17
スタンゾームカプセル30 4
イミダプリル塩酸塩錠10㎎「サワイ」 161
イミダプリル塩酸塩錠10㎎「日医工」 66
イミダプリル塩酸塩錠10㎎「ＴＣＫ」 42
イミダプリル塩酸塩錠10㎎「ケミファ」 29
イミダプリル塩酸塩錠10㎎「タイヨー」 16
イミダプリル塩酸塩錠10㎎「マイラン」 15
イミダプリル塩酸塩錠10㎎「オーハラ」 13
イミダプリル塩酸塩錠10㎎「トーワ」 5
イミダプリル塩酸塩錠10㎎「ＪＧ」 2
イミダプリル塩酸塩錠2.5㎎「ＴＹＫ」 353
イミダプリル塩酸塩錠2.5㎎「タイヨー」 33
イミダプリル塩酸塩錠2.5㎎「サワイ」 17
イミダプリル塩酸塩錠2.5㎎「ケミファ」 3
イミダプリル塩酸塩錠2.5㎎「オーハラ」 2
イミダプリル塩酸塩錠2.5㎎「日医工」 1

タケプロンＯＤ錠30㎎

タケプロンカプセル30

タケプロンカプセル15

タナトリル錠10

タナトリル錠2.5



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

イミダプリル塩酸塩錠5㎎「ＴＹＫ」 735
イミダプリル塩酸塩錠5㎎「タイヨー」 275
イミダプリル塩酸塩錠5㎎「サワイ」 207
イミダプリル塩酸塩5㎎「ケミファ」 129
イミダプリル塩酸塩錠5㎎「日医工」 119
イミダプリル塩酸塩錠5㎎「オーハラ」 99
イミダプリル塩酸塩錠5㎎「ＴＣＫ」 51
イミダプリル塩酸塩錠5㎎「トーワ」 31

イミダプリル塩酸塩錠5㎎「ＪＧ」 12
インベスタン錠1㎎ 46
テルギンＧ錠1㎎ 18
キソラミン錠1㎎ 2
インベスタロンシロップ0.01％ 42
マスレチンシロップ0.01％ 29
マレルミンＦシロップ 14
クリンダマイシンゲル1％「クラシエ」 32
クリンダマイシンリン酸エステルゲル1％「サワイ」 16
オフロキサシン錠100㎎「サワイ」 17
オフロキサシン錠100㎎「タナベ」 10
タリフロン錠100㎎ 2
タリザート錠100㎎ 2

タリビッド眼軟膏0.3％ オフロキシン眼軟膏0.3％ 3
タリビッド耳科用液0.3％ タリザード耳科用液0.3％ 310

マロメール点眼液0.3％ 222
オフロキサシン点眼液0.3％ 48
オフテクター点眼液 0.3％ 17
オプール点眼液0.3％ 15
オフロキサット点眼液0.3％ 15
オーハラキシン点眼液0.3％ 6

タベジールシロップ0.01％

ダラシンＴゲル 1％

タリビッド錠100㎎

タリビッド点眼液0.3％

タナトリル錠5

タベジール錠1㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ダレンカプセル2㎎、レミカットカプセル2㎎ エメロミンカプセル2㎎ 38
チワンカプセル10 416
チアパストンカプセル10㎎ 73
アスポーラカプセル10 46

チバセン錠10㎎ タツジピン錠10㎎ 1
ベナゼップ錠5 24
タツジピン錠5㎎ 22
チモロール点眼液0.25％「テイカ」 4
チモレート点眼液0.25％ 1
チモロール点眼液Ｔ0.25％ 1
チモロール点眼液0.5％「テイカ」 88
チモレート点眼液0.5％ 57
チアブート点眼液0.5％ 7
チモロール点眼液Ｔ0.5％ 6
リズモン点眼液0.5％ 2
ファルチモ点眼液0.5 1
アーデフィリン錠100 462
テオスロー錠100㎎ 310
テオフィリン錠100㎎「ＴＹＫ」 92
テルダン錠100 37
テオロング錠100㎎ 24
セキロイド錠100㎎ 11
テオスロー錠200㎎ 127
テオフルマートＬ錠200㎎※ 23
テオフィリン錠200㎎「ＴＹＫ」 4
テオロング錠200㎎ 2

チモプトール点眼液0.25％

チモプトール点眼液0.5％

テオドール錠100㎎

テオドール錠200㎎

チアトンカプセル10㎎

チバセン錠5㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

アーディフィリンＤＳ20％ 63
テルバンスＤＳ20％ 5
テオフルマートドライシロップ20％ 1
ユニコンＣＲドライシロップ20％ 1

テグレトール細粒50％ テレスミン細粒50％ 32
カルバマゼピン錠100㎎「アメル」 179
レキシン錠100㎎ 66
カルバマゼピン錠200㎎「アメル」 172
レキシン錠200㎎ 72
テレスミン錠200㎎ 24

テシプール錠1㎎ ビソプール錠1㎎ 130
デジレル錠25㎎、レスリン錠25 アンデプレ錠25㎎ 266
デジレル錠50㎎、レスリン錠50 アンデプレ錠50㎎ 33

アルマイラー錠25 860
アルセノール錠25 818
トーワミン錠25 546
ミロベクト錠25 330
メゾルミン錠25㎎ 30
メキニン錠25㎎ 17
セーブテンス錠50㎎ 642
メゾルミン錠50㎎ 419
アルマイラー錠50 298
ミロベクト錠50 248
アルセノール錠50 167
トーワミン錠50 146
アテノロール錠50㎎「タイヨー」 76
テノミロール錠50㎎ 23
メキニン錠50㎎ 20
リスモリース錠50㎎ 9
カテノミン錠50 2
クシセミン錠50㎎ 1
バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠200㎎「アメル」 312
バルデケンＲ錠200㎎ 206

デパケンＲ錠200、
セレニカＲ錠200㎎

テオドールドライシロップ20％

テグレトール錠100㎎

テグレトール錠200㎎

テノーミン錠50

テノーミン錠25



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

デパケン錠100 バレリン錠100㎎ 31
バレリン錠200㎎ 128
バルブロ酸ナトリウム錠200㎎「アメル」 88
ハイセレニン錠200㎎ 45
バレリンシロップ5％ 30
エピレナートシロップ5％ 6

デパス細粒1％ セデコパン細粒1％ 34
デゾラム錠0.5㎎ 4464
メディピース錠0.5 2668
エチカーム錠0.5㎎ 870
エチセダン錠0.5㎎ 824
セデコパン錠0.5㎎ 775
パルギン錠0.5㎎ 445
アロファルム錠0.5 132
グペリース錠0.5㎎ 38
エチゾラム錠0.5㎎「ＥＭＥＣ」 33
サイラゼパム錠0.5 5
ノンネルブ錠0.5 3
デゾラム錠1㎎ 935
メディピース錠1 924
セデコパン錠1㎎ 266
エチセダン錠1㎎ 228
パルギン錠1㎎ 147
エチカーム錠1㎎ 51
サイラゼパム錠1 6

デルモベートクリーム0.05％ ソルベガクリーム0.05％ 1
チザニン錠1㎎ 2024
テルリラーク錠1㎎ 862
エンチニン錠1 458
ギボンズ錠1㎎ 173
メキタック錠1㎎ 92
モトナリン錠1㎎ 86
セブレチン錠1㎎ 14

デパケン錠200

デパケンシロップ5％

デパス錠0.5㎎

デパス錠1㎎

テルネリン錠1㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

チザニジン錠1㎎「タナベ」 6
チロルビット錠1㎎ 5
チザネリン錠1㎎ 1

デルモベートクリーム0.05％ マイアロンクリーム0.05％ 4
マイアロンローション0.05％ 75
グリジールスカルプローション0.05％ 2
マイアロン軟膏0.05％ 32
デルトピカ軟膏0.05％ 10
グリジール軟膏0.05％ 1
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05％「タイヨー」 1

テルロン錠0.5 テルグリド錠0.5「Ｆ」 10
スルピリドカプセル50㎎「トーワ」 79
ヨウマチールカプセル50㎎ 45
マーゲノールカプセル50㎎ 24
スルピリド錠200㎎「アメル」 5
ベタマック錠200㎎ 2
スルピリド錠100㎎「アメル」 125
ベタマック錠100㎎ 48
スルピリド錠50㎎「アメル」 1010
ベタマック錠50㎎ 576
スルピリド錠50㎎(ＴＹＫ） 546
マーゲノール錠50㎎ 370
スルピリド錠50㎎「タイヨー」 10

ドグマチール細粒50％、アビリット細粒50％、ミラドール細粒50％ スルピリド細粒50％「アメル」 66
シマロン軟膏0.05％ 6
ビスコザール軟膏0.05％ 6
ドロキシドパカプセル100㎎「アメル」 24
ドロキシドパカプセル100㎎「日医工」 3

ドプスカプセル200㎎ ドロキシドパカプセル200㎎「日医工」 8
ドプス細粒20％ ドロキシドパ細粒20％「マイラン」 2
トミロン細粒小児用10％ テラミロン細粒小児用10％ 3
トミロン錠 100 セトラート錠100㎎ 40

クアゼパム錠15㎎「ＭＮＰ」 16

デルモベート軟膏0.05％

ドグマチールカプセル50㎎、
アビリットカプセル50㎎、
ミラドールカプセル50㎎

テルネリン錠1㎎

デルモベートスカルプローション0.05％

ドグマチール錠100㎎、
アビリット錠100㎎、ミラドール100

ドグマチール錠200㎎、
アビリット錠200㎎、ミラドール錠200

ドグマチール錠50㎎、
アビリット錠50㎎、
ミラドール錠50

トプシム軟膏0.05％

ドプスカプセル100㎎

ドラール錠15



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

クアゼパム錠15㎎「アメル」 8
クアゼパム錠15㎎「ＹＤ」 8
クアゼパム錠15㎎「日医工」 7
クアゼパム錠15㎎「サワイ」 6
クアゼパム錠15㎎「トーワ」 2
クアゼパム錠20㎎「ＹＤ」 22
クアゼパム錠20㎎「MＮＰ」 1

トラサコール錠40㎎ カテハット錠「40」 1
リカバリンカプセル250㎎ 1393
トラネキサム酸カプセル250㎎「トーワ」 212
ヘキサトロンカプセル250㎎ 27
トラネキサム酸錠250㎎「ＹＤ」 390
トラネキサム酸カプセル250㎎「トーワ」※ 27
ニコルダ錠250㎎ 8

トランサミン錠500㎎ トラネキサム酸錠500㎎「ＹＤ」 1
トランデート錠100㎎ アスクール錠100 26
トランデート錠50㎎ アスクール錠50 80

プロドナー錠20 390
プロルナー錠20μg 289
ドルナリン錠20μg 213
プロスタリン錠20μg 172
ベラストリン錠20μg 96
プロスナー錠20μg 43
ベルナール錠20μg 23
セナプロスト錠20μg 4

トレドミン錠12.5㎎ ミルナシプラン塩酸塩錠12.5㎎「アメル」 1
ミルナシプラン塩酸塩錠15㎎「サワイ」 22
ミルナシプラン塩酸塩錠15㎎「日医工」 9
ミルナシプラン塩酸塩錠15㎎「ＡＦＰ」 6
ミルナシプラン塩酸塩錠15㎎「アメル」 2
ミルナシプラン塩酸塩錠25㎎「アメル」 66
ミルナシプラン塩酸塩錠25㎎「サワイ」 53
ミルナシプラン塩酸塩錠25㎎「日医工」 22

トレドミン錠15㎎

トレドミン錠25㎎

ドラール錠15

ドラール錠20

トランサミンカプセル250㎎

トランサミン錠250㎎

ドルナー錠20μg、
プロサイリン錠20



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ミルナシプラン塩酸塩錠25㎎「タイヨー」 19
ミルナシプラン塩酸塩錠25㎎「ＪＧ」 18
ミルナシプラン塩酸塩錠50㎎「日医工」 5
ミルナシプラン塩酸塩錠50㎎「サワイ」 1

ナウゼリン坐剤10 アースレナン坐剤10 20
ナウゼリン坐剤30 アースレナン坐剤30 14

ハドドリンドライシロップ1％ 3
ドンペリンＤＳ1％ 1
ドンペリン錠10㎎ 938
ペリゼリン錠10㎎ 407
ドンペリドン錠10㎎「ＥＭＥＣ」 184
ドンペリドン錠10㎎「タイヨー」 32
ペロリック錠10㎎ 29
ドンペリドン錠10㎎「ＴＹＫ」 13
ハドドリン錠「10」 8
フォリメジン錠10 5

ナウゼリン錠5 ハドドリン錠「5」 12
ナサニール点鼻液0.2％ ナファレリール点鼻液0.2％ 7

スミルスチック3％ 292
アスゼスチック3％ 1

ナパゲルンローション3％ スミルローション3％ 11
アデフロニックＬカプセル37.5㎎ 599
サビスミンＳＲカプセル37.5㎎ 249
ソレルモンＳＲカプセル37.5㎎ 217
ジクロフェナクナトリウムＳＲカプセル37.5㎎「オーハラ」 29
ダイスパスＳＲカプセル37.5㎎ 3
ジクロフェナクナトリウムテープ15㎎「テイコク」 89
ジクロフェナクナトリウムテープ15㎎「ユートク」 300
ジクロフェナクＮａテープ15㎎「日本臓器」 19
ジクロフェナクナトリウムテープ30㎎「ユートク」 428
ジクロフェナクナトリウムテープ30㎎「テイコク」 8
ジクロフェナクＮａテープ30㎎「日本臓器」 1

ニトラゼンクリーム2％ 16

ナボールテープ30㎎、
ボルタレンテープ30㎎

トレドミン錠25㎎

ニゾラールクリーム2％

トレドミン錠50㎎

ナウゼリンドライシロップ1％

ナウゼリン錠10

ナパゲルン軟膏3％

ナボールＳＲカプセル37.5、
ボルタレンＳＲカプセル37.5㎎

ナボールテープ15㎎、
ボルタレンテープ15㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

プルナクリーム2％ 3
ケトパミンクリーム2％ 1

ニゾラールローション2％ ケトパミン外用液2％ 5
イソコロナールＲカプセル20㎎ 1002
カリアントＳＲカプセル20㎎ 104
ニルジラート錠2 355
ナフトジール錠2 15
トーワジール錠2㎎ 5
ニルバジピン錠2㎎「ＪＧ」 1
ニルジラート錠4 262
ニバディップ錠4 123
ナフトジール錠4 67
ニルバジピン錠4㎎「ＪＧ」 41
トーワジール錠4㎎ 2
プロラノン点眼液0.1％ 938
ハオプラ点眼液0.1％ 130
ムルキナ点眼液0.1％ 37
プラノプロフェン点眼液0.1％「わかもと」 4
ルポック点眼液0.1％ 1
ドパコール錠100㎎ 408
レプリントン錠100㎎ 178
パーキストン配合錠Ｌ100 118
カルコーパ錠100㎎ 12

ネリプロクト軟膏 ネリコルト軟膏 8
ネルロレン錠「5」 233
ニトラゼパム錠5㎎「トーワ」 119
チスボン錠5 31
ノイクロニック錠5 8

ネルボン錠10㎎、ベンザリン錠10 ネルロレン錠「10」 260
レスラートカプセル200㎎ 657
ラクマーゼカプセル200㎎ 45
エルグリルカプセル200㎎ 33

ノイエル細粒40％ レスラート細粒40％ 111

ニゾラールクリーム2％

ニトロールＲカプセル20㎎

ニバジール錠2㎎

ニバジール錠4㎎

ニフラン点眼液0.1％

ノイエルカプセル200㎎

ネオドパストン配合錠Ｌ100、
メネシット配合錠100

ネルボン錠5㎎、
ベンザリン錠5



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

カイトロン錠10㎎ 123
ヨウビキノン錠10 80
ユビデカレノン錠10㎎「トーワ」 17
イノキテン錠10㎎ 10
コロキノン錠10㎎ 1

ノイチーム顆粒10％ 塩化リゾチーム顆粒10％「イセイ」 8
リチーム錠30㎎ 83
アクディーム錠30㎎ 32
ミタチーム錠30㎎ 15
塩化リゾチーム錠30「タケシマ」 14

塩化リゾチーム錠30㎎「トーワ」 7
リチーム錠90㎎ 239
塩化リゾチーム90錠「タツミ」 20
塩化リゾチーム錠90㎎「トーワ」 10
塩化リゾチーム錠90「タケシマ」 6

ノフロ点眼液0.3％ ノフロキサン点眼液0.3％ 37
タスオミン錠10㎎ 93
アドパン錠10㎎ 40
ノルキシフェン錠10㎎ 1

ノルバデックス錠20㎎ タスオミン錠20㎎ 350
パーセリン錠25㎎ エルモラン錠25 5

プロスペリン錠2.5㎎ 31
パルキゾン錠2.5㎎ 28
パドパリン錠2.5㎎ 17
パーロミン錠2.5㎎ 6
パロラクチン錠2.5㎎ 4
デパロ錠2.5㎎ 3
コーパデル錠2.5㎎ 3
メーレーン錠2.5㎎ 3
エレナント錠2.5㎎ 2
エスカロン錠25㎎ 87
メブリード錠25㎎ 6

ハイゼット錠50㎎ オルル錠50 4

パーロデル錠2.5㎎

バイカロン錠25㎎

ノイキノン錠10㎎

ノイチーム錠90㎎

ノイチーム錠30㎎、
レフトーゼ錠（30㎎）

ノルバデックス錠10㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ニプラジロール点眼液0.25％「わかもと」 91
ニプラジロール点眼液0.25％「ニッテン」 4
ニプラジロール点眼液0.25％「サワイ」 1
ニプラジロール点眼液0.25％「ＴＯＡ」 1
ミタンＢ2錠20㎎ 11
リボビス錠20㎎ 7

バイミカード錠10㎎ リオハード錠10㎎ 98
リオハード錠5㎎ 286
ニソミナード錠5㎎ 181
ニソルジピン錠5㎎「トーワ」 8
ニノバルシン錠5㎎ 2
バロテイン錠10 261
バロジピン錠10 29
ニトレナール錠10㎎ 16
ニトプレス錠10㎎ 6
シェトラゾーナ錠10㎎ 5
ダウンテンシン錠10 2
ドスペロピン錠10 2
ニトレナール錠5㎎ 75
バロテイン錠5 14
ノフロキサン錠100㎎ 45
キサフロール錠100 3
ノフロキサン錠200㎎ 7
シーヌン錠200㎎ 6

バクタ配合錠、バクトラミン配合錠 ダイフェン配合錠 92
パスタロンソフト軟膏10％ ベギン軟膏10 19
パスタロンソフト軟膏20％ ベギン軟膏20 2

ミクトノーム錠10㎎ 670
ベンズフォー錠10㎎ 632
パップベリン錠10㎎ 377
ウロナベリン錠10㎎ 247
塩酸プロピベリン錠10「タツミ」 44
バルレール錠10 41

バクシダール錠200㎎

ハイパジールコーワ点眼液0.25％

ハイボン錠20㎎

バイミガード錠5㎎

バイロテンシン錠10㎎

バイロテンシン錠5㎎

バクシダール錠100㎎

バップフォー錠10



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

バンコミック錠10 25
塩酸プロピベリン錠10㎎「ＳＷ」 11
プロピベリン塩酸塩錠10㎎「タカタ」 5
ノーラガード錠10㎎ 4
塩酸プロピベリン錠10㎎「ＳＫＫ」 3
プロピベリン塩酸塩錠 10㎎　「タナベ」 2
プロビベ錠10㎎ 2
塩酸プロピベリン錠20㎎「ＳＷ」 2
塩酸プロピベリン錠10「ＫＮ] 1
ベンズフォー錠20㎎ 195
バップベリン錠20㎎ 151
ミクトノーム錠20㎎ 137
ウロナベリン錠20 124
プロピベ錠20㎎ 82
バルレール錠20 27
塩酸プロピベリン錠20「タツミ」　 22
ノーラガード錠20㎎ 1
チクピロン錠100㎎ 1774
ニチステート錠100㎎ 1446
パナピジン錠100㎎ 1160
チクロピジン塩酸塩錠100㎎「タイヨー」 459
ピエテネール錠100㎎ 229
パラクロジン錠100㎎ 129
パチュナ錠100㎎ 65
ピクロジン錠 40
ソロゾリン錠100㎎ 5

パナルジン細粒10％ ニチステート細粒10％ 5
バナセファン錠100㎎ 147
セポキシム錠100㎎ 37
セフポドキシムプロキセチル錠100㎎「タナベ」 13
セフポドキシムプロキセチル錠100㎎「タイヨー」 3
パルレオン錠0.125㎎ 330
ハルラック錠0.125㎎ 186

バップフォー錠20

パナルジン錠100㎎

バナン錠100㎎

ハルシオン0.125㎎錠

バップフォー錠10



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

トリアゾラム錠0.125㎎「ＥＭＥＣ」 114
ミンザイン錠0.25㎎ 1318
ハルラック錠0.25㎎ 605
パルレオン錠0.25㎎ 602
アサシオン0.25㎎錠 430
トリアラム錠0.25㎎ 15
カムリトン0.25㎎錠 3
ネスゲン錠「0.25」 2
ハルスローＯＤ錠0.1㎎ 499
タムスロンＯＤ錠0.1㎎ 6
ハルスローОＤ錠0.2㎎ 4338
タムスロンＯＤ錠0.2㎎ 9
塩酸タムスロシン錠0.2「ＥＫ」 2

バルネチール細粒50％ スタドルフ細粒50％ 5
バルネチール錠100 バチール錠100㎎ 1
バルネチール錠200 バチール錠200㎎ 1
パンデルクリーム0.1％ ハーユロンクリーム0.1％ 15
パンデル軟膏0.1％ イトロン軟膏0.1％ 1
パントシン散20％ パンピオチン散（20％） 141
パントシン錠100 ヨウテチン錠100 2

ティアバランス点眼液0.1％ 1081
アイケア点眼液0.1％ 141
ヒアロンサン点眼液0.1％ 112
ヒアール点眼液0.1 42

ビーマス配合錠 ベンコール配合錠 25
ビオスミン配合散 レベニンＳ散 111
ヒスロン錠5 プロゲストン錠5㎎ 22

フルペン錠4㎎ 2227
ビソポロン錠 357
ブロムヘキシン塩酸塩錠4㎎「タイヨー」 21
塩酸ブロムヘキシン錠「クニヒロ」4㎎ 7
ルンボン錠4㎎ 5
シグマビタンカプセル 259

ビソルボン錠4㎎

ハルシオン0.125㎎錠

ハルシオン0.25㎎錠

ハルナールＤ錠0.1㎎

ハルナールＤ錠0.2㎎

ヒアレイン点眼液0.1％

ビタメジン配合カプセルＢ25



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ダイメジンスリービー配合カプセル25 21
ヒデルギン錠2㎎ エポス錠2㎎ 2
ヒデルギン舌下錠1㎎ エポス錠1㎎ 16

リン酸ピリドキサール錠10「ホエイ」 22
ピリドキサール錠10㎎「イセイ」 12

ピドキサール錠20㎎ リボビックス錠20㎎ 31
ビブラマイシン錠50㎎ ラセナマイシン錠50㎎　 3
ビブラマイシン錠100㎎ ラセナマイシン錠100㎎ 9

ビーソフテンクリーム0.3％ 320
エアリートクリーム0.3％ 1

ヒルドイドゲル0.3％ ホソイドンゲル0.3％ 113
クラドイド軟膏0.3％ 246
セレロイズ軟膏0.3％ 2
ヘパダーム軟膏0.3％ 1
ビーソフテンローション0.3％ 60
エアリートローション0.3％ 43

フェアストン錠40 トレミフェン錠40㎎「サワイ」 41
フェロベリン配合錠 リーダイ配合錠 8
フェロミア顆粒8.3％ フォリロミン顆粒8.3％ 3

フェロチーム錠50 2856
フェレダイム錠50㎎ 284
フェニレン錠50㎎ 210
フェネルミン錠50㎎ 48
フェロステック錠50㎎ 41
カモステート錠100 1508
メシタット錠100 255
カルモザシン錠100㎎ 69
リビリスター錠100 56
カモタット錠100 27
モスパン錠100 18
リーナック錠100 18
パンクレール錠100㎎ 17
カモストン錠100 15

フェロミア錠50㎎

フオイパン錠100㎎

ヒルドイドソフト軟膏0.3％

ヒルドイドローション0.3％

ビタメジン配合カプセルＢ25

ピドキサール錠10㎎

ヒルドイドクリーム0.3％



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

カモスタール錠100 12
プラコデ配合シロップ 4
フスコブロン配合シロップ 3
ブスコム錠10㎎ 54
ブチブロン錠10㎎ 33
Ｃ.Ｂ.スコポラ錠 22

フラジール内服錠250㎎ アスゾール錠250㎎ 8
サワダロン錠200㎎ 211
ハルニンコーワ錠200㎎ 43
ウロステート錠200㎎ 35
フラボキサート塩酸塩錠200㎎「タイヨー」 19
ユリナロン錠200㎎ 15
アポラキート錠200㎎ 9
フラボネート錠200㎎ 7
フラボサート錠200㎎ 5
プログット錠200㎎ 2
ワカデニン腸溶錠10㎎ 30
ＦＡＤ錠10㎎「ＴＹＫ」 9

フラビタン錠5㎎ ＦＡＤ錠5㎎「ＴＹＫ」 4
フラビタン点眼液0.05％ ＦＡＤ点眼液0.05％「サンテン」 14

サワドールＬ錠20㎎ 404
硝酸イソソルビド徐放錠20㎎「タイヨー」 18
ジアセラＬ20㎎ 2
Ｌ‐オーネスゲン錠20㎎ 1
サワドールテープ40㎎ 765
イソピットテープ40㎎ 354
硝酸イソソルビドテープ40㎎「ＥＭＥＣ」 271
ニトラステープ40㎎ 8
アパティアテープ40㎎ 6
リファタックテープ40㎎ 1
プラミール錠5㎎ 148
ペラプリン錠5㎎ 43
アノレキシノン錠5 13

フオイパン錠100㎎

フスコデ配合シロップ

ブスコパン錠10㎎

フラビタン錠10㎎

フランドルテープ40㎎

フランドル錠20㎎

プリンペラン錠5

ブラダロン錠200㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

エリーテン錠5㎎ 6
テルペラン錠5 1

プリンペラン細粒2％ フォリクロン細粒2％ 31
フルイトラン錠1㎎ トリクロルメチアジド錠1㎎「ＮＰ」 23

トリクロルメチアジド錠2㎎「ＣＨ」 812
アニスタジン錠2㎎ 740
トリクロルメチアジド錠2㎎「タイヨー」 139
フルトリア錠2㎎ 89
トリクロルメチアジド錠2㎎「ＮＰ」 35
トリスメン錠2㎎ 18
ウルソトラン錠2㎎ 4
クバクロン錠2㎎ 2

フルカムカプセル27㎎ アンピロームカプセル27㎎ 7
センノサイド錠12㎎「サワイ」 2996
センノシド錠12㎎「タイヨー」 1912
センナリド錠12㎎ 1727
ペンクルシン錠12㎎ 1008
フォルセニッド錠12㎎ 847
センノシド錠12㎎「フソー」 457
センノサイド錠12㎎ 454
センナル錠12㎎ 56
ソルドール錠12㎎ 3
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「ＰＨ」28噴霧用 542
スカイロン点鼻液50μg28噴霧用 93
ミリカレット点鼻液50μg 28噴霧用 79

フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」28噴霧用 30
フルチカゾン点鼻液50μg「アメル」28噴霧用 6
フルチカゾン点鼻液50μg「トーワ」28噴霧用 3
フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」28噴霧用 1
フルチカゾン点鼻液50μg「アメル」56噴霧用 564
ミリカレット点鼻液50μg56噴霧用 115
スカイロン点鼻液50μg56噴霧用 53
フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 11

プリンペラン錠5

フルイトラン錠2㎎

プルゼニド錠12㎎

フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用

フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「ＰＨ」56噴霧用 7
フロラーズ点鼻液50μg56噴霧用 1

ブルフェン顆粒20％ ランデールン顆粒20％ 1
ブルフェン錠100 イブプロフェン錠100㎎「タツミ」 25
フルメタ軟膏 マイセラ軟膏0.1％ 23

フルオメソロン0.02％点眼液 400
オドメール点眼液0.02％ 80
フルオロメトロン0.02％点眼液Ｔ 14
フルオロメトロン点眼液0.02％「テイカ」 8
ピトス点眼液0.02％ 6
フルオメソロン0.1％点眼液 656
オドメール点眼液0.1％ 227
フルオロメトロン0.1％点眼液Ｔ 105
フルオロメトロン点眼液0.1％「テイカ」 23
シロステート錠100 1088
フレニード錠100 835
プレスタゾール錠100 94
アイタント錠100 50
シロスタゾール錠100㎎「マイラン」 21
グロント錠100㎎ 16

ホルタゾール錠100 14
プレトモール錠100 5
シロシナミン錠100㎎ 8
シロスタゾール錠100㎎「ＮＰ」 3
ファンテゾール錠100 1
プレラジン錠100 1
シロステート錠50 273
フレニード錠50 111
シロシナミン錠50㎎ 11

ホルタゾール錠50 10
アイタント錠50 3
シロスタゾール錠50㎎「タナベ」 1
プレスタゾール錠50 1

フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用

フルメトロン点眼液0.1％

プレタール錠50㎎

フルメトロン点眼液0.02％

プレタール錠100㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ブレディニン錠50㎎ ミゾリビン錠50㎎「サワイ」 4
プロクトセディル軟膏 ヘモレックス軟膏 51

クロルマジノン酢酸エステル除放錠50㎎「タイヨー」 28
クロキナンＬ錠50㎎ 15
アプタコールＬ錠50㎎ 1
レコルク錠25㎎ 138
プレストロン錠25㎎ 18
アプタコール錠 10
ロンステロン錠25㎎ 4

ゲシン錠25㎎ 2
クロルマジノン酢酸エステル錠25㎎「タイヨー」 2
ヴェロニカ錠25㎎ 1

プロノン錠150㎎ ソビラール錠150 38
ネルフィン錠2.5 9
プロゲストン錠2.5㎎ 3
メドキロン錠2.5 2
ポラプレジング顆粒15％「ＹＤ」 355
ポラプレジンク顆粒15％「タイヨー」 6
ポラプレジンク顆粒15％「ＮＳ」 3
ポラプレジンク顆粒15％「ＳＮ」 2
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10％「サワイ」 12
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10％「ＣＨ」 4
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10％「トーワ」 1
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100㎎「サワイ」 801
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100㎎「ＣＨ」 301
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100㎎「日医工」 209
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100㎎「マイラン」 78
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75㎎「日医工」 16
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75㎎「サワイ」 3
ボグリボース錠0.2㎎「サワイ」 1464
ボグリボース錠0.2㎎「日医工」 271
ボグリボース錠0.2㎎「マイラン」 243
ボグシール錠0.2 139

プロスタール錠25

プロベラ錠2.5㎎

プロスタールＬ錠50㎎

プロマック顆粒15％

フロモックス錠100㎎

フロモックス小児用細粒100㎎

フロモックス錠75㎎

ベイスン錠0.2



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ベロム錠0.2㎎ 74
ベスタミオン錠0.2 57
ボグリボース錠0.2㎎「タツミ」 51
ボグリボース錠0.2㎎「サワイ」 40
ボグリボース錠0.2㎎「トーワ」 37
ボグリボース錠0.2「ＯＭＥ」 35
ベイスロース錠0.2㎎ 32
ボグリボース錠0.2㎎「ＮＰ」 15
ボグリボース錠0.2㎎「日医工」 9
ボグリダーゼ錠0.2 9
ボグリボース錠0.2㎎「タイヨー」 4
ボクリボース錠0.2㎎「ＭＥＥＫ」 1
ボグリボース錠0.3㎎「サワイ」 1572
ボグリボース錠0.3㎎「日医工」 588
ボグリボース錠0.3㎎「マイラン」 218
ボグリボース錠0.3㎎「タツミ」 162
ベロム錠0.3㎎ 149
ボグリボース錠0.3㎎「トーワ」 148
ベスタミオン錠0.3 101
ボグシール錠0.3 74
ボグリダーゼ錠0.3 56
ベイスロース錠0.3㎎ 44
ボグリボース錠0.3㎎「ＮＰ」 39
ボグリボース錠0.3㎎「日医工」 34
ボグリボース錠0.3㎎「ＳＷ」 29
ボグリボース錠0.3㎎「ＭＥＤ」 16
ボグリボース錠0.3㎎「ＯＭＥ」 15
ボグリボース錠0.3㎎「ＭＥＥＫ」 9
ボグリボース錠0.3㎎「ケミファ」 4
ボグリボース錠0.3㎎「タイヨー」 4
ボグリボースＯＤ錠0.2㎎「サワイ」 1292
ボグリボースＯＤ錠0.2㎎「トーワ」 287
ボグリボースОＤ錠0.2㎎「ケミファ」 159

ベイスン錠0.2

ベイスンＯＤ錠0.2

ベイスン錠0.3



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ボグリボースОＤ錠0.2㎎「タイヨー」 64
ボグリボースＯＤフィルム0.2「ＱＱ」 63
ボグリボースＯＤ錠0.2㎎「マイラン」 30
ボグリボースＯＤ錠0.2㎎「日医工」 12
ボグリボースＯＤ錠0.2㎎「ＭＥＤ」 11
ボグリボースＯＤ錠0.2㎎「ＭＥＥＫ」 11
ボグリボースОＤ錠0.2㎎「タカタ」 4
ボグリボースОＤ錠0.3㎎「サワイ」 1714
ボグリボースОＤ錠0.3㎎「ケミファ」 295
ボグリボースＯＤフィルム0.3「ＱＱ] 198
ボグリボースОＤ錠0.3㎎「タイヨー」 177
ボグリボースОＤ錠0.3㎎「トーワ」 133
ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「日医工」 103
ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「ＭＥＥＫ」 67
ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「マイラン」 12
ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「ＭＥＤ」 3

ベガ錠200㎎、ドメナン錠200㎎ オザグレル錠200「ＫＮ」 15
ベザテートＳＲ錠100 325
ベザフィブラートＳＲ錠100㎎「日医工」 46
ベスタリットＬ錠100 5
ベザレックスＳＲ錠100 3
ベザフィブラートＳＲ錠200㎎「日医工」 2766
ベザテートＳＲ錠200 2588
ベザスターＳＲ錠200㎎ 376
ベスタリットＬ錠200㎎ 289

ベトプティック点眼液0.5％ ベタキール0.5％点眼液 5
ツロブテロール塩酸塩ＤＳ0.1％「オーハラ」 238
セキナリンＤＳ小児用0.1％ 3

ペルサンチン錠12.5㎎ アンギナール錠12.5㎎ 42
アンギナール錠25㎎ 415
ペルミルチン錠25 168
コロナモール錠25 168
ピロアン錠25 92

ベイスンＯＤ錠0.3

ベイスンＯＤ錠0.2

ベザトールＳＲ錠100㎎、
ベザリップ錠100㎎

ベザトールＳＲ錠200㎎、
ベザリップ錠200㎎

ベラチンドライシロップ小児用0.1％

ペルサンチン錠25㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

グリオスチン錠25 35
ジピリダモール錠25㎎「ツルハラ」 9
ピロアン錠100 56
ペルチスタン錠100㎎ 4
サリペックスＬＡカプセル20㎎ 124
アポジピンＬカプセル20㎎ 39
ラジストミン錠20㎎ 2

ベルジピンＬＡカプセル40㎎、ニコデールＬＡカプセル40㎎ サリペックスＬＡカプセル40㎎ 226
ペルジピン散10％ サリペックス散10％ 1

ニスタジール錠20㎎ 52
サリペックス錠20㎎ 16
ニカルピン錠20 15
コロヘルサーＲカプセル100㎎ 1532
ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル100㎎「サワイ」 261
クラルートＲカプセル100㎎ 148
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100㎎「タイヨー」 15
パゼアジンＲカプセル100 13
コロヘルサーＲ100㎎ 7
クラルート錠30㎎ 143
セレスナット錠30㎎ 70
コロヘルサー錠30㎎ 66
ジルチアゼム塩酸塩錠30㎎「サワイ」 16
ジルチアゼム塩酸塩錠30㎎「タイヨー」 9
ヨウチアゼム錠30㎎ 6

ヘルベッサー錠60 ミオカルジー錠60 5
ペルマックス錠250μg ペルゴリド錠250μg「サワイ」 1
ペルマックス錠50μg ペルゴリド錠50μg「サワイ」 1
ベロテック錠　2.5㎎ フェノテロール臭化水素酸塩錠2.5㎎「ＣＨ」 1448

メサラジン錠250㎎「タイヨー」 15
メサラジン錠250㎎「ＡＫＰ」 14
メサラジン錠250㎎「日医工」 12
メサラジン錠250㎎「ケミファ」 8
ツロブテロールテープ0.5㎎「ＨＭＴ」 351

ペルジピンＬＡカプセル20㎎、
ニコデールＬＡカプセル20㎎

ペルジピン錠20㎎、
ニコデール錠20

ヘルべッサー錠30

ペンタサ錠250㎎

ペルサンチン錠100㎎

ホクナリンテープ0.5㎎

ペルサンチン錠25㎎

ヘルベッサーＲカプセル100㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ツロブテロールテープ0.5㎎「日医工」 102
ツロブテロールテープ0.5「ＥＭＥＣ」 32
ツロブテロールテープ0.5㎎「サワイ」 26
ツロブテンテープ0.5㎎ 19
ツロブテロールテープ1㎎「ＨＭＴ」 471
ツロブテロールテープ1㎎「日医工」 163
ツロブテロールテープ1㎎「サワイ」 77
ツロブテロールテープ1「ＥＭＥＣ」 30
ツロブテンテープ1㎎ 22
セキナリンテープ1㎎ 6
ツロブテロールテープ1㎎「ＳＮ」 4
ツロブテロールテープ2㎎「ＨＭＴ」　 931
ツロブテロールテープ2㎎「日医工」 244
ツロブテンテープ2㎎ 242
セキナリンテープ2㎎ 237
ツロブテロールテープ2㎎「サワイ」 217
ツロブテロールテープ2㎎「ＳＮ」 58
ツロブテロールテープ2㎎「ＱＱ」 31
ツロブテロールテープ2「ＥＭＥＣ」 14
ツロブニストテープ2㎎ 2

ホクナリン錠1㎎ セキナリン錠1㎎ 1
ホスミシンドライシロップ400 ハロスミンドライシロップ400 44

アレンドロン酸錠5㎎「タイヨー」 126
アレンドロン酸錠5㎎「ＳＮ」 117
アレンドロン酸錠5㎎「ＤＫ」 74

ホモクロミン錠10㎎ ホモクロルシクリジン塩酸塩錠10㎎「タイヨー」 6
ポラキス錠1 オリベート錠1 15

オリベート錠2 166
ウルゲント錠2㎎ 70
ポラチール2㎎錠 2
ポスチニン錠2㎎ 2
ネルオス錠2 1
ポスチニン錠3㎎ 45

ホクナリンテープ2㎎

ポラキス錠2

ポラキス錠3

ホクナリンテープ0.5㎎

ホクナリンテープ1㎎

ボナロン錠5㎎、
フォッサマック錠5



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

オリベート錠3 20
ウルゲント錠3㎎ 10

ポララミン錠2㎎ ネオマレルミン錠2㎎ 12
ボルタレンゲル1％ アデフロニックゲル1％ 72

ボナフェック坐剤12.5 20
アデフロニックズポ12.5 10
アデフロニックズポ25 194
ボナフェック坐剤25 103
ボルマゲン坐剤25㎎ 41
ベギータ坐剤25 20
フェニタレン坐剤25 20
メリカット坐剤25 13
ボンフェック坐剤25 8
ジクロフェナクナトリウム坐剤25㎎「ＪG」 4
アナバン坐剤25 1
ジクロフェナクナトリウム坐剤25㎎「タナベ」 1
ボルマゲン坐剤50㎎ 105
ボナフェック坐剤50 92
アデフロニックズポ50 53
フェニタレン坐剤50 32
ボンフェック坐剤50 27
ベギータ坐剤50 19
メリカット坐剤50 5
ボルマゲン坐剤50㎎ 2
ボルマゲン錠25㎎ 458
ブレシン錠25㎎ 443
アデフロニック錠25㎎ 346
ドセル錠25㎎ 189
アデフロニック錠25㎎ 154
ソレルモン錠25㎎ 116
ヨウフェナック錠25㎎ 83
ソファリン錠25㎎ 39
イリナトロン錠25㎎ 8

ボルタレンサポ12.5㎎

ボルタレンサポ25㎎

ボルタレンサポ50㎎

ボルタレン錠25㎎

ポラキス錠3



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ボラボミン錠25㎎ 5
ボルタレンローション1％ ジクロフェナクＮａローション1％「日本臓器」 3
ポンタールカプセル250㎎ バファメリチンＭ「カプセル」250 13

グロリアミン顆粒 5598
ルフレン配合顆粒　 1737
グリマック配合顆粒 1613
アズクレニンＳ配合顆粒 462
メサドリンＳ配合顆粒 113
ガイサール顆粒 74
トーワズレン配合顆粒 54
ヨウズレンＳ配合顆粒 44
ポドニンＳ配合顆粒 23
セダガストン配合顆粒 2
アイコザールクリーム1％ 8
ビスコポールクリーム1％ 6
ホスポールクリーム1％ 6
ビルミチンクリーム1％ 2

マイコスポール外用液1％ ビクロノール外用液1％ 4
マイザークリーム0.05％ スチブロンクリーム0.05％ 13

スチブロン軟膏0.05％ 123
プラパスタ軟膏0.05％ 2
ソロミー軟膏0.05％ 1
サイベース軟膏0.05％ 1
リンプラール錠50㎎ 2522
ミオペリゾン錠50㎎ 2311
ミオナベース錠50㎎ 1819
ミオリラーク錠50㎎ 1608
エペナルド錠50㎎ 1091
エペル錠50㎎ 554
アチネス錠50 410
サンバゾン錠50㎎ 198

ミオピン点眼液 マイピリン点眼液 8
カルテオロール塩酸塩錠5㎎「タイヨー」 49

マイザー軟膏0.05％

ミオナール錠50㎎

ボルタレン錠25㎎

マーズレンＳ配合顆粒

マイコスポールクリーム1％

ミケラン錠5㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ベタメノール錠5 1
ミケラン点眼液1％ リエントン点眼液1％ 2
ミケラン点眼液2％ カルテオロール点眼液Ｔ2％ 2
ミドリンＭ点眼液0.4％ サンドールＭＹ点眼液0.4％ 69
ミニプレス錠0.5㎎ ダウナット錠0.5㎎ 40
ミニプレス錠1㎎ ダウナット錠1㎎ 12
ミノマイシンカプセル100㎎ 塩酸ミノサイクリンカプセル100「マルコ」 47

ミノペン錠100 100
ミノトーワ錠100 1
ミノペン錠50 67
塩酸ミノサイクリン錠50「マルコ」 1

ミノマイシン顆粒2％ ミノペン顆粒2％ 13
タッチロンパップ30 21
パッペンＫパップ30㎎ 2
ケトプロフェンパップ30㎎「ラクール」 1

ミロル点眼液0.5％ レボブノロール塩酸塩点眼液0.5％「ニッテン」 2
コフノールＬカプセル45 146
アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル45㎎「サワイ」 36
ムコソレートＬカプセル45 17
ゼンブロンＬカプセル45 14
アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45㎎「タイヨー」 8
アントブロンＬカプセル45 7
レバミピド錠100㎎「ＥＭＥＣ」 6457
レバミピド錠100㎎「サワイ」 6402
レバミピド錠100㎎「ＺＥ」 2391
レバミピド錠100㎎「ＮＳ」 1373
レパミピド錠100㎎「タナベ」 844
レバミピド錠100㎎「あすか」 670
レバミピド錠100㎎「ＫＲＭ」 516
レバミピド錠100㎎「マイラン」 356
レバミピド錠100㎎「日医工」 222
レバミピド錠100㎎「ケミファ」 199
レバミピド錠100㎎「ＹＤ」 104

ミノマイシン錠100㎎

ミノマイシン錠50㎎

ムコスタ錠100㎎

ミルタックスパップ30㎎、
モーラスパップ30㎎

ムコサール－Ｌカプセル45㎎、
ムコソルバンＬカプセル45㎎

ミケラン錠5㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

レバミピド錠100㎎「ＴＣＫ」 85
レバミピド錠100㎎「ＪG」 78
レバミピド錠100㎎「明治」 67
レバミピド錠100㎎「トーワ」 42
レバミピド錠 100㎎「ＮＰ」 15
レバミピド錠100㎎「科研」 6
レバミピド錠100㎎「ＴＹＫ」100㎎ 4
レバミピド錠100㎎「ＤＫ」 1

ムコスタ顆粒20％ レバミピド顆粒20％「アメル」 3
小児用ムコソルバンシロップ0.3％ アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3％「タイヨー」 4

コフノール錠15㎎ 1232
ムコサール錠15㎎ 803
ソロムコ錠15㎎ 309
アントグロン錠15㎎ 236
ポノフェン錠15㎎ 136
アンブロキソール塩酸塩錠15㎎「タイヨー」 61
アンブロキソール塩酸塩錠15㎎「サワイ」 49
ムコブリン錠15㎎ 24
ムコソレート錠15㎎ 16
コトブロール錠15㎎ 14
ムコキール錠15㎎ 6
バンブロアン錠15㎎ 5
塩酸アンブロキソール錠「クニヒロ」15㎎ 4
アンブロキソール塩酸塩錠15㎎「ＺＥ」 3
アンブロキソール塩酸塩錠15㎎「タイヨー」 2
ムコアストマリ錠15㎎ 1
サワテン錠250㎎ 3488
シスダイン錠250㎎ 1517
メチスタ錠250㎎ 1082
ムコトロン錠250㎎ 224
Ｃ‐チステン錠250㎎ 155
ムコチオ錠250㎎ 107
シスカルボン錠250㎎ 23

ムコダイン錠250㎎

ムコスタ錠100㎎

ムコソルバン錠15㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

カージリン錠 1
メチスタ錠500㎎ 4832
カルボシステイン錠500㎎「タイヨー」 1913
サワテン錠500㎎ 1855
ムコトロンシロップ5％ 18
Ｃ－チステンシロップ5％ 5
カルボシステインドライシロップ33.3％「タイヨー」 2043
メチスタＤＳ33.3％ 5

ムコダイン細粒50％ Ｃ‐チステン細粒50％ 90
ムコファジン点眼液 ムコティア点眼液 1
ムスカルム錠100㎎ ベスノリン錠100㎎ 11

セフジトレンピボキシル細粒小児用10％「トーワ」 213
セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「サワイ」 105
セフジトレンピボキシル細粒10％小児用「日医工」 2
セフジトレンピボキシル錠100㎎「サワイ」 418
セフジトレンピボキシル錠100㎎「トーワ」 314
セフジトレンピボキシル錠100㎎「日医工」 154
メデタックス錠1 1205
ジメトックス錠1 305
スカルナーゼ錠1㎎ 26
ロンラックス錠1㎎ 16

メイラックス錠2㎎ メデタックス錠2 180
メインハーツ錠2.5 783
ルーク錠2.5 479
メイントーワ錠2.5 204
メインロール錠2.5 11
メインハーツ錠5 938
メインロール錠5 606
メイントーワ錠5 105
メイタット錠5 60
ルーク錠5 16
メキシバールカプセル50 932
メレートカプセル50 29

ムコダインＤＳ33.3％

メキシチールカプセル50㎎

メインテート錠2.5

メインテート錠5

ムコダイン錠250㎎

ムコダイン錠500㎎

ムコダインシロップ5％

メイアクトＭＳ小児用細粒10％

メイアクトＭＳ錠100㎎

メイラックス錠1㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

メキラチンカプセル50 17
メルデストカプセル50㎎ 5
メキシバールカプセル100 972
メレートカプセル100 80
メキトライドカプセル100 20
メルデストカプセル100㎎ 7
メインベート軟膏0.1％ 2
プロメタゾン軟膏0.1％ 2
デトメファン錠15㎎ 289
シーサール錠15㎎ 179
アストマリ錠15㎎ 53
ハイフスタン散10％ 66
シーサール散10％ 5
メトドリン錠2 45
シュプレース錠2㎎ 40
アバルナート錠2 1
プラバメイト錠5㎎ 3633
メバン錠5 2442
プラバチン錠5 2259
メバリッチ錠5 703
マイバスタン錠5㎎ 374
プラバスタン錠5 361
リダックＭ錠5 130
アルセチン錠5 88
プラメバン錠5 53
プロバチン錠5 34
プラバスタチンＮａ錠5「ＫＮ」 32
プラバピーク錠5㎎ 13
コレリット錠5㎎ 8
メバトルテ錠5 6
プラバスタチンＮａ錠5㎎「チョーセイ」 4
プラバスタチンＮａ塩錠5㎎「タナベ」 2
プラバスタチンナトリウム錠5㎎「ＮＰ」 1

メバロチン錠5

メジコン散10％

メトリジン錠2㎎

メキシチールカプセル50㎎

メキシチールカプセル100㎎

メサデルム軟膏0.1％

メジコン錠15㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

プラバスタチンＮａ錠5㎎「アメル」 1
プラバチン錠10 5291
プラバメイト錠10㎎ 3036
メバン錠10 1709
メバリッチ錠10 1568
プラバスタン錠10 546
マイバスタン錠10㎎ 529
リダックＭ錠10 307
プラバスタチンＮａ錠10㎎「アメル」 203
プラメバン錠10㎎ 155
プラバスタチンＮａ塩錠10㎎「ＫＨ」 145
アルセチン錠10 129
プラバスタチンＮａ錠10㎎「チョーセイ」 104
プラバピーク錠10㎎ 41
プラバスタチンＮａ塩錠10㎎「タナベ」 25
プラバスタチンＮａ錠10「ＫＮ］ 13
プロバチン錠10 4
メバトルテ錠10㎎ 3
ブラバスタチン錠10㎎ 2
プラバスタチンナトリウム錠10㎎「ＮＰ」 2
メチレフト錠50 181

エプカロール錠50μg 6
ブリージン錠50μg 4
カプテレノールシロップ5μg／mＬ 2
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg／mＬ「タイヨー」 2
メチレフトシロップ5μg／mＬ 1
エプカロール錠25μg 17
カプテレノール錠0.025 5
ブリージン錠25μg 4
メニエトール錠6㎎ 793
メニエース錠6㎎ 792
メタヒスロン錠6㎎ 382
メニタジン錠6㎎ 277

メバロチン錠5

メバロチン錠10

メプチンシロップ5μg／mＬ

メプチンミニ錠25μg

メプチン錠50μg

メリスロン錠6㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

コンベルミン錠6㎎ 106
デアノサート錠6㎎ 3
メタヒスロン錠12㎎ 142
ミタポップ錠12㎎ 120
デアノサート錠12㎎ 14

塩酸ブテナフィンクリーム1％「マイラン」 36
メリーダムクリーム1％ 9
メロキシカム錠5㎎「日医工」 5
メロキシカム錠5㎎「科研」 3
メロキシカム錠5㎎「ＥＭＥＣ」 1
メロキシカム錠5㎎「サワイ」 1
メロキシカム錠5㎎「タナベ」 1
メロキシカム錠10㎎「ＥＭＥＣ」 240
メロキシカム錠10㎎「サワイ」 196
メロキシカム錠10㎎「トーワ」 183
メロキシカム速崩錠10㎎「日本臓器」 162
メロキシカム錠10㎎「ケミファ」 138
メロキシカム錠10㎎「タナベ」 127
メロキシカム錠10㎎「タイヨー」 59
メロキシカム錠10㎎「ユートク」 36
メロキシカム錠10㎎「科研」 20
メロキシカム錠10㎎「日医工」 17
メロキシカム錠10㎎「ＴＹＫ」 11
メロキシカム錠10㎎「ＪＧ」 6
パテルテープ20 1654
ケトプロフェンテープ 20㎎「日医工」 918
ケトプロフェンテープ20㎎「ラクール」 778
ライラテープ20㎎ 440
ロマールテープ20 438
フレストルテープ20㎎ 372
レイナノンテープ20㎎ 87
タッチロンテープ20㎎ 16
ケトタックステープ 2

メリスロン錠12㎎

メンタックスクリーム1％、
ボレークリーム1％

モービック錠10㎎

モーラステープ20㎎

モービック錠5㎎

メリスロン錠6㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

パテルテープ40 963
ケトプロフェンテープ40㎎「ラクール」 722
ケトプロフェンテープ40㎎「日医工」 569
ロマールテープ40 112
ライラテープ40㎎ 107
レイナノンテープ40㎎ 68
タッチロンテープ40 2
ピアーレシロップ65％ 10
ピアーレＤＳ95％※ 3

ヤクバンテープ20㎎、ゼポラステープ20㎎ ファルケンテープ20㎎ 85
ヤクバンテープ40㎎、ゼポラステープ40㎎ ファルケンテープ40㎎ 83
ユーロジン1㎎錠 エスタゾラム錠1㎎「アメル」 31
ユーロジン2㎎錠 エスタゾラム錠2㎎「アメル」 111
ユニフィルＬＡ錠400㎎、ユニコン錠400 テオフルマートＬ錠400㎎ 18

ニチＥメートカプセル100㎎ 990
バナールＮカプセル100㎎ 130
ＶＥニコチネートカプセル100㎎ 3
ＮＥコタニ100㎎ 2
ニコビターＥカプセル100㎎ 2
ケントンカプセル200㎎ 1475
ＮＥソフトカプセル200㎎ 802
トコニジャストカプセル200㎎ 263
ニコ200ソフトカプセル 17
ベクタン錠50㎎ 73
バナール錠50㎎ 43
ビタミンＥ錠50㎎「ＮＴ」 29
ナーカリシン錠25㎎ 1291
トレビアノーム錠25㎎ 81
ナーカリシン錠50㎎ 1369
ベンズマロン錠50㎎　 900
ウロリープ錠50 544
トレビアノーム錠50㎎ 113
ガウトマロン錠50㎎ 18

モニラック・シロップ65％

ユベラＮソフトカプセル200㎎

ユベラ錠50㎎

ユベラＮカプセル100㎎

ユリノーム錠25㎎

ユリノーム錠50㎎

モーラステープＬ40㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ブロマノーム錠50㎎ 3
シンラック錠2.5 111
アペリール錠2.5 47
ヨーピス錠2.5㎎ 25
チャルドール錠2.5㎎ 23
スルチミン錠2.5㎎ 11
ピコルーラカプセル2.5㎎※ 3
ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「ＣＨ」 347
シンラック内用液0.75％ 356
ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「タナベ」 134
ラキソデート内用液0.75％ 119
チャルドール内用液0.75％ 107
ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「ＣＨＯＳ」 32
ベルベロン内用液0.75％ 21

ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「ＰＰ」 9
フルレール内用液0.75％ 7
ファレスタック液0.75％ 6
ヨーピス内用液0.75％ 1
フロセミド錠20㎎「タイヨー」 5546
フロセミド錠20㎎「ＮＰ」 341
フロセミド錠20㎎「ＪG」 169
フロセミド錠40㎎「タイヨー」 2068
フロセミド錠40㎎「トーワ」 355
マオリード錠40㎎ 203
フロセミド錠40㎎「ＮＰ」 77
フロセミド錠40㎎「イセイ」 23
タビロン錠40㎎ 19
フロセミド錠40㎎「ミタ」 7

ラシックス細粒4％ フロセミド細粒4％「ＥＭＥＣ」 85
ラニラピッド錠0.1㎎ メチルシゴキシン錠0.1㎎「タイヨー」 116
ラニラピッド錠0.05㎎ メチルジゴキシン錠0.05㎎「タイヨー」 17

ビラス液1％ 18
テビーナ液1％ 3

ラミシール外用液1％

ユリノーム錠50㎎

ラキソベロン錠2.5㎎

ラシックス錠20㎎

ラシックス錠40㎎

ラキソベロン内用液0.75％



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ラミテクトクリーム1％ 71
テルフィナビンクリーム1％ 52
塩酸テルビナフィンクリーム1％「ＭＥＥＫ」 7
テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「タイヨー」 7
テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「Ｆ」 5
ケルガークリーム1％ 1
テルビナフィン錠125㎎「タイヨー」 404
ネドリール錠125㎎ 200
テルフィナビン錠125㎎ 111
ラミテクト錠125㎎ 62
テルビナフィン錠125「ＭＥＥＫ」 56
テルビナフィン錠125㎎「サンド」 55
テルビナフィン錠125「ＴＣＫ」 29
リプノール錠125㎎ 16
テルビー錠125㎎ 15
テルビナフィン錠125㎎「タナベ」 12
ケルガー錠125㎎ 5
ビラス錠125㎎ 5
テルビナフィン錠125「ＴＣＫ」 4
テルビナフィン錠125㎎「ＣＨ」 3
テルビナール錠125㎎ 2
テルビナフィン錠125㎎「ＹＤ」 1
リリフター錠5 437
クロチアゼパム錠5㎎「トーワ」 15
リックル配合顆粒※ 175
アミノバクト配合顆粒※ 44
ヘパアクト配合顆粒※ 4
アミノマイラン配合顆粒※ 2
リバレバン配合顆粒※ 2
炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 45
炭酸リチウム錠100㎎「アメル」 37
リチオマール錠100㎎ 19
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 392リーマス錠200

ラミシールクリーム1％

ラミシール錠125㎎

リーゼ錠5㎎

リーバクト配合顆粒

リーマス錠100



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

炭酸リチウム錠200㎎「アメル」 115
リチオマール錠200㎎ 90
メトトレキサートカプセル2㎎「マイラン」 209
メトトレキサートカプセル2㎎「トーワ」 147
メトトレキサードカプセル2㎎「サワイ」 68
メトレート錠2㎎※ 12
トレキサメットカプセル2㎎ 10
トラニラストカプセル100㎎「日医工」 28
トラニラストカプセル100㎎「タイヨー」 3
ルミオスカプセル100㎎ 2
トラニラストカプセル「ＣＨ」 1
テイブロックカプセル100㎎ 1
ガレシロール点眼液0.5％ 131
アレニスト点眼0.5％ 38
トラニラスト点眼液0.5％「サワイ」 28

リザベンドライシロップ5％ トラニラストＤＳ5％小児用「日医工」 28
リスパダールＯＤ錠0.5㎎ リスペリドン錠0.5㎎「ヨシトミ」※ 6
リスパダールＯＤ錠1㎎ リスペリドンＯＤ錠1㎎「サワイ」 10

リスペリドンＯＤ錠2㎎「アメル」 2
リスペリドンＯＤ錠2㎎「サワイ」 2
リスペリドン細粒1％「ＮＴ」 40
リスペリドン細粒1％「タイヨー」 31
リスペリドン細粒1％「ヨシトミ」 24
リスペリドン細粒1％「サワイ」 20
リスペリドン細粒1％「アメル」 6
リスペリドン細粒1％「トーワ」 2
リスペリドン錠1㎎「ヨシトミ」 246
リスペリドン錠1㎎「サワイ」 92
リスベリドン錠1㎎「タイヨー」 62
リスペリドン錠1㎎「トーワ」 57
リスペリドン錠1㎎「アメル」 52
リスペリドン錠1㎎「ＮＰ」 19
リスペリドン錠1㎎「日医工」 18

リスパダール錠1㎎

リーマス錠200

リウマトレックスカプセル2㎎

リザベンカプセル100㎎

リザベン点眼液0.5％、
トラメラスＰＦ点眼液0.5％、
トラメラス点眼液0.5％

リスパダールＯＤ錠2㎎

リスパダール細粒1％



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

リスペリドン錠2㎎「ヨシトミ」 132
リスペリドン錠2㎎「アメル」 21
リスペリドン錠2㎎「日医工」 16
リスペリドン錠2㎎「タイヨー」 16
リスペリドン錠2㎎「サワイ」 5
リスペリドン錠3㎎「アメル」 42
リスペリドン錠3㎎「ヨシトミ」 41
リスぺリドン錠3㎎「サワイ」 1
リスペリドン錠3㎎「タイヨー」 1
リスペリドン内用液1㎎／mＬ「ヨシトミ」 183
リスペリドン内用液1㎎分包「マイラン」※ 8
リスペリドン内用液1㎎／mＬ「トーワ」 2

リスミー錠1㎎ 塩酸リルマザホン錠1「ＭＥＥＫ」 64
リスミー錠2㎎ 塩酸リルマザホン錠2「ＭＥＥＫ」 425

メトロック錠10 45
リズメリック錠10 24
アメジール錠10 22
アメジニン錠10㎎ 9
リスピンＲ錠150㎎ 281
ジソピラミドリン酸塩徐放錠150㎎「日医工」 205
ジソピラミド徐放錠150㎎「タイヨー」 53
ファンミルＲ錠150㎎ 47
ノルペースＣＲ錠150㎎ 41
リスラミドＲ錠150㎎ 8
ジソピラミドカプセル100㎎「タイヨー」 130
リスピンカプセル100㎎ 72
ノルペースカプセル100㎎ 19
チヨバンカプセル100㎎ 8
ノルペースカプセル50㎎ 9
チヨバンカプセル50㎎ 3

リドーラ錠3㎎ リザスト錠3㎎ 42
リドメックスコーワクリーム0.3％ スピラゾンクリーム0.3％ 6
リドメックスコーワ軟膏0.3％ スピラゾン軟膏0.3％ 29

リスパダール錠2㎎

リスパダール錠3㎎

リスモダンカプセル50㎎

リスパダール内用液1㎎／mＬ

リズミック錠10㎎

リスモダンＲ錠150㎎

リスモダンカプセル100㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

リドメックスコーワローション0.3％ スピラゾンローション0.3％ 11
リノコートパウダースプレー鼻用25μg ナイスピー点鼻液50μg※ 4
リピディルカプセル100 フェノフィブラート錠100㎎「日医工」※ 193
リピディルカプセル67 フェノフィブラート錠67㎎「日医工」※ 56

リファンピシンカプセル150㎎「サンド」 28
リファンピシンカプセル150㎎「ＮＰ」 3
レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025％「わかもと」 55
レボカバスチン点眼液0.025％「ＴＳ］ 41
レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025％「ＴＯＡ」 40
レボカバスチン点眼液0.025％「サワイ」 12
レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025％「三和」 2
リポダウン錠5 3404
リポコバン錠5 1830
ラミアン錠5㎎ 1022
リポオフ錠5 588
シンスタチン錠5㎎ 338
リポアウト錠5 188
シンバスタチン錠5㎎「ＯＨＡＲＡ」 81
リポラＭ錠5 58
リポブロック錠5㎎ 51
シンバスタチン錠5「ＭＥＥＫ」 47
シンバスタチン錠5㎎「アメル」 45
リポザート錠5 9
リポバトール錠5 6
リポダウン錠10 341
リポオフ錠10 127
シンバスタチン錠10㎎「ＯＨＡＲＡ」 103
リポバトール錠10 10
シンバスタチン錠20㎎「ＯＨＡＲＡ」 19
シンバスタチン錠20「ＭＥＥＫ」 6

リマチル錠50㎎ ブシレート錠50 7
ブシレート錠100 250
ラルビル錠100 73

リボスチン点眼液0.025％

リポバス錠20

リポバス錠10

リマチル錠100㎎

リポバス錠5

リファジンカプセル150㎎、
リマクタンカプセル150㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ブシラント錠100 45
ブリマーニ錠100㎎ 13
ブシラミン錠100㎎「トーワ」 4
レマルク錠100 3

リンデロン‐ＤＰ軟膏 デルモゾールＤＰ軟膏0.064％ 9
リンデロン‐ＶＧクリーム0.12％ デルモゾールＧクリーム 3

デキサンＶＧ軟膏0.12％ 293
デルモゾールＧ軟膏 85
ベトノバールＧ軟膏0.12％ 11
リダスロン軟膏 2

リンデロン‐Ｖローション デルモゾールローション0.12％ 47
リンデロンＶＧローション デルモゾールＧローション 22
リンデロン‐Ｖ軟膏0.12％、ベトネベート軟膏0.12％ デルモゾール軟膏0.12％ 101
リンデロン散0.1％ リネステロン散0.1％ 4

サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1％ 21
リンベタＰＦ眼耳鼻科用液0.1％ 3

点眼・点鼻用リンデロンＡ液 ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 59
リンデロン錠0.5㎎ ベタメタゾン錠0.5㎎「サワイ」 1
リンラキサー錠250㎎ コリクール錠250㎎ 326
ルジオミール錠10㎎ ノイオミール錠10㎎ 52

ノイオミール錠25㎎ 48
クロンモリン錠25㎎ 30
ロキライド錠150 30
ルリシン錠150㎎ 16
オーロライド錠150 8
ロキシスロマイシン錠150㎎「タナベ」 5

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％

ルジオミール錠25㎎

ルリッド錠150

リマチル錠100㎎

リンデロン‐ＶＧ軟膏0.12％



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ロキスリッド錠150 2
ロキシスロマイシン錠150㎎ 「マイラン」 1

レキソタン錠2 セニラン錠2㎎ 105
レキソタン錠5 セニラン錠5㎎ 83

イソプロピルウノプロストン点眼液0.12％「サワイ」 4
イソプロピルウノプロストンＰＦ点眼液0.12％「日点」 0.12％ 3

レダコートクリーム0.1％ トリシノロンクリーム0.1％ 1
レダコート軟膏0.1％ トリシノロンゲル0.1％ 2

レニベーゼ錠2.5 731
カルネート錠2.5㎎ 86
レニメック錠2.5 84
レリート錠2.5 45
セリース錠2.5㎎ 7
エナラプリルM錠2.5㎎「ＥＭＥＣ] 1
レニベーゼ錠5 4119
レニメック錠5 546
カルネート錠5㎎ 349
エナラプリル錠5ＭＥＥＫ 189
エナラート錠5㎎ 164
レリート錠5 86
レノペント錠5 69
エナラプリルＭ錠5「ＥＭＥＣ」 59
ファルプリル錠5 3
レビンベース錠5㎎ 2
レニベーゼ錠10 890
エナラプリルＭ錠10「ＥＭＥＣ」 4
エナラート錠10㎎ 3
スパシオール錠10㎎ 1

レミカットカプセル1㎎ エメロミンカプセル1㎎ 1
ブロチゾラムＯＤ錠0.25㎎「タイヨー」 1330
レンデムＤ錠0.25㎎ 514
シンベラミンＤ錠0.25㎎ 146
グッドミン錠0.25㎎ 1697

レニベース錠10

レンドルミンＤ錠0.25㎎

レンドルミン錠0.25㎎

ルリッド錠150

レスキュラ点眼液0.12％

レニベース錠2.5

レニベース錠5



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ブロチゾラン錠0.25㎎ 1649
レンデム錠0.25㎎ 1114
ロンフルマン錠0.25㎎ 165
ブロメトン錠0.25㎎ 104
ソレントミン錠0.25㎎ 71
ノクスタール錠0.25㎎ 37
ゼストロミン錠0.25㎎ 21
ブロチゾラム錠0.25㎎「タイヨー」 13
レドルパー錠0.25㎎ 10
ブロチゾラム錠0.25㎎「ＹＤ」 10
ブロチゾラムＭ錠0.25「ＥＭＥＣ」 2
フルバスタチン錠10㎎「サワイ」 48
フルバスタチン錠10㎎「タイヨー」 16
フルバスタチン錠10㎎「三和」 5
フルバスタチン錠20㎎「サワイ」 436
フルバスタチン錠20㎎「タイヨー」 436
フルバスタチン錠20㎎「三和」 16
フルバスタチン錠30㎎「サワイ」 202
フルバスタチン錠 30㎎「タイヨー」 41
フルバスタチン錠30㎎「三和」 6
カルトールカプセル0.25 488
リストールカプセル0.25 374
ロカルシトールカプセル0.25「ＹＤ」 111
オタノールカプセル0.25 84
アルカルロールカプセル0.25 20
カルシタロールカプセル0.25 10
トルシトリンカプセル0.25 3
ヒポテリオールカプセル0.25 1
カルミサール0.25 1
カルシオロールカプセル0.25 1
リストールカプセル0.5 1555
カルトールカプセル0.5 445
カルシオロールカプセル0.5 69

ローコール錠30㎎

ロカルトロールカプセル0.25

ロカルトロールカプセル0.5

レンドルミン錠0.25㎎

ローコール錠10㎎

ローコール錠20㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

オタノールカプセル0.5 14
ポスロットルＳカプセル0.5 13
カルシタロールカプセル0.5 6
ロカルシトールカプセル0.5「ＹＤ」 5
ロキペイン錠60㎎ 8361
ロルフェナミン錠60㎎ 6003
ケンタン錠60㎎ 4802
ロキソプロフェンナトリウム錠60㎎「ＣＨ」 1340
ロブ錠60㎎ 871
ロキソプロフェン錠60㎎「ＥＭＥＣ」 829
コバロキニン錠60㎎ 752
ロキプロナール錠60㎎ 734
ロキソプロフェンナトリウム錠60㎎「タイヨー」 630
レトラック錠60㎎ 617
スリノフェン錠60㎎ 214
リンゲリーズ錠60㎎ 133
ロキソマリン錠60㎎ 40
ロゼオール錠60㎎ 17
ロキソート錠60㎎ 9

ロコイド軟膏0.1％ アボコート軟膏0.1％ 22
カルナコール錠50㎎ 3
セオアニン錠50 1
セオアニン錠100 324
カルナコール錠100㎎ 117
エステリノール錠100㎎ 7
トラピジル錠100㎎「トーワ」 3

ロドピン錠50㎎ メジャピン錠50㎎ 35
ロドピン錠25㎎ メジャピン錠25㎎ 13

ロンバニンカプセル1㎎ 146
ミロピンカプセル1㎎ 132
クラレットカプセル1㎎ 36
ロペミックカプセル1㎎ 17
ロペラミド塩酸塩カプセル1㎎「タイヨー」 13

ロペミンカプセル1㎎

ロカルトロールカプセル0.5

ロキソニン錠60㎎

ロコルナール錠50㎎

ロコルナール錠100㎎



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ロペカルドカプセル1㎎ 8
ロスポリア錠1㎎※ 5
ベルテッサカプセル1㎎ 4

ロペミン小児用細粒0.05％ ロンバニン小児用細粒0.05％ 4
サクベルコート錠250㎎ 272
プロスエード錠250㎎ 128
プロブコール錠250㎎「トーワ」 26
プロブコール錠250㎎「タイヨー」 1

ロンゲス錠20㎎ ロコプール錠20 1
ユーパン錠0.5㎎ 451
アズロゲン錠0.5 4

ワイパックス錠1.0 ユーパン錠1.0㎎ 923
ベラパミル塩酸塩錠40㎎「タイヨー」 609
マゴチロン錠40㎎ 26

ワンアルファ錠1.0μg カルフィーナ錠1.0μg 440
ワンアルファ錠0.5μg カルフィーナ錠0.5μg 1577
ワンアルファ錠0.25μg カルフィーナ錠0.25μ 112

0.02％グルコジンＷ水 1
0.05％Ｗ／Ｖマスキン水 5
0.05％ヘキザック水Ｒ 1
0.05％ヘキザック水Ｗ 30
0.1％アクリノール液「ヤクハン」 1
0.5％Ｗ／Ｖマスキン水 1
10％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 76
5％サリチル酸ワセリン軟膏 1
ＡＺ点眼液0.02％ 233
ＥＰＬカプセル250㎎ 1
ＦＡＤ錠15㎎「ＴＹＫ」 2
ＧＳプラスターＣ「ユートク」 64
ＧＳプラスターＨ140 6
ＭＳ温シップ「タイホウ」 298
ＭＳ温シップ「タカミツ」 1
ＭＳ冷シップ「タイホウ」 28

ワソラン錠40㎎

ロペミンカプセル1㎎

ロレルコ錠250㎎

ワイパックス錠0.5



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ＯＭ配合散 14
ＳＰトローチ 0.25㎎「明治」 320
アーガメイト20％ゼリー 86
亜鉛華（10％）単軟膏「ニッコー」 29
亜鉛華（10％）単軟膏シオエ 25
亜鉛華（10％）単軟膏.ＹＩ 2
アカルボースＯＤ錠100㎎「タイヨー」 7
アクディームカプセル90㎎ 1
アクディーム細粒10％ 26
アシビル内服ゼリー200㎎ 5
アスコンプ顆粒50％ 119
アスコンプ細粒25％ 2
アストリックドライシロップ80％ 8
アズノールうがい液4％ 257
アスピリン腸溶錠100㎎「タイヨー」 2
アズラビン点眼液0.02％ 29
アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」 17
アズレンうがい液4％「ケンエー」 1
アズレン含嗽用顆粒0.4％「日医工」 1
アズレン点眼液0.02％「わかもと」 19
アズレン散含嗽用0.4％ 7
アズレン散含嗽用0.4％「ＫＲＭ」 2
アセトアミノフェン錠200㎎「ＮＰ」 24
アテミノンカプセル150㎎ 19
アトミフェン錠200 3
アトミフェンドライシロップ20％ 31
アボダースうがい液4％ 14
アランタＳＦ錠100㎎ 8
アランタＳＰ細粒20％ 38
アリーゼＳ配合錠 74
アルキサ顆粒50 1
アルサ錠100㎎ 6
アルデシンＡＱネーザル50μg 8



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

アルビナ坐剤50 5
アルロイヤー点鼻液50μg 7
アンギナール散12.5％ 8
イサロン錠100㎎ 180
イトラコナゾール錠50「ＭＥＥＫ」 12
イトラコナゾール錠100「ＮＥＥＫ」 3
イトラコナゾール錠200「ＭＥＥＫ」 2
イトラコナゾール錠50㎎「科研」 28
イリヤキン顆粒10％ 27
イワデクト外用配合散剤 1
インクレミンシロップ5％ 30
インテバンＳＰ25 9
ウロスロールカプセル0.2 67
エクセラーゼ配合顆粒 20
エクセラーゼ配合カプセル 107
エクセラーゼ配合錠 166
エステルチンドライシロップ0.01％ 2
エスペタット点鼻液0.1％ 2
エマベリンＬカプセル10㎎ 1
エマベリンＬカプセル15㎎ 1
エラダーム軟膏 5
塩酸タムスロシンカプセル0.1「ＯＨＡＲＡ」 6
塩酸タムスロシンカプセル0.2「ＯＨＡＲＡ」 20
塩酸タムスロシン錠0.1「ＥＫ」 1
塩酸タムスロシン錠0.2「ＥＫ」 2
エンテラーセ配合錠 1
オイラゾンクリーム0.1％ 3
オフサロン点眼液 3
オフロキサシンゲル化点眼液0.3％「わかもと」 4
オロロックス内服液60㎎ 1
カリーユニ点眼液0.005％ 1238
カリセラムＮＡ末 2
カルジール錠200 4



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

カルジール小児用シロップ2％ 5
カルデミン錠0.25μg 11
カロナール細粒20％ 127
カロナール錠200 409
カロナール錠300 92
カロナールシロップ2％ 14
カンフルチンキ 1
キモタブＳ錠4万単位 22
キョウベリン錠100 1
キンダロンローション0.05％ 2
グリセリン浣腸「オヲタ」120 144
グリセリン浣腸「オヲタ」60 62
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 9
グリセリン浣腸液50％「マイラン」 3
クレ・ママレットドライシロップ0.1％ 1
クレマニルドライシロップ0.1％ 231
ケンエーＧ浣腸液50％ 123
ゲンタロール点眼液0.3％ 7
コカール錠200㎎ 70
コカールドライシロップ40％ 10
コカール小児用ドライシロップ20％ 1
ゴスペール・レバー腸溶錠100㎎ 5
コバメチンカプセル250 2
コメスゲン錠500μg 1228
コリマイＣ点眼液 15
コルチコ軟膏 63
サイベースローション0.05％ 1
サトウザルベ軟膏20％ 2
酸化マグネシウム錠250㎎「モチダ」 8
酸化マグネシウム錠330㎎「モチダ」 23
サンテゾーン0.05％眼軟膏 3
ジアイナミックスカプセル 2
ジクロフェナクＮＡクリーム1％「日本臓器」 1



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ジクロフェナクナトリウムクリーム1％「テイコク」 5
ジクロフェナクナトリウムクリーム1％「ユートク」 363
ジドレンテープ27㎎ 7
ジヒデルゴット錠1㎎ 8
ジベトス錠50㎎ 154
ジベトンＳ腸溶錠50㎎ 4
シロスレット内服ゼリー100㎎ 1
水溶性アズレン顆粒1％「タイヨー」 2
ステリクロンＲ液0.05 16
ステリクロンＷ液0.05 2
スナイリンドライシロップ1％ 5
スミルテープ35㎎ 160
スロービッドカプセル100㎎ 7
ゼオエース錠15㎎ 2
ゼスタッククリーム 10
ゼスタックローション 2
セブンイー・Ｐ配合カプセル 4
ゼンアスピリン錠100 39
センノサイド顆粒8％「ＥＭＥＣ」 8
ソルドロン細粒10％ 9
タウナスアクアスプレー点鼻50μg 5
炭カル錠500㎎「旭化成」 10
ディクアノン配合内用液 1
ディクアノン懸濁用配合顆粒 4
テルギンＧドライシロップ0.1％ 203
トコオールカプセル200㎎ 1
ドパコール錠50㎎ 7
トラコナ錠50㎎ 12
トラコナ錠100㎎ 3
ナナドラＡＱネーザル50μg 6
ニザチジンカプセル150㎎「タナベ」 10
ニザチジンカプセル150㎎「マイラン」 1
ニザチジンカプセル75㎎「ＯＨＡＲＡ」 23



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

ニザチンカプセル150㎎ 68
ニザチンカプセル75(75㎎) 36
ニチアスピリン錠 15
日点アトロピン点眼液1％(5mＬ) 2
ニトロペン舌下錠0.3㎎ 102
ニュートライド錠25㎎ 11
ネオマレルミンＴＲ錠6㎎ 240
ノイメチコール錠500μg 648
ハーネシップ 5
バイアスピリン錠100㎎ 2703
ハイチオール錠40㎎ 1
ハイチオール錠80㎎ 268
ハタナジン25㎎ 1
バッサミン配合錠Ａ81(81㎎) 168
バファリン配合錠Ａ81㎎ 529
ハルスロー0.1㎎カプセル 2
ハルスロー0.2㎎カプセル 39
ハルタムカプセル0.2㎎ 6
パルデスクリーム0.05％ 1
パルナックカプセル0.1㎎ 1
パルナックカプセル0.2㎎ 4
ハロステン錠2㎎ 1
バンコミン錠500 457
バンコミン錠250 42
ピーエイ配合錠 66
ピーマーゲン配合散 73
ビオフェルミンＲ散 78
ビオフェルミンＲ錠 155
ビオフェルミン錠剤 165
ビオラクチス散 21
ビクシリンＳ配合錠 1
ビクロックスシロップ8％ 8
フェルナビオンテープ35 59



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

フェンラーゼ配合カプセル 75
フルオメソロン0.05％点眼液 4
プレタスミン細粒50％ 6
フロジン外用液5％ 8
プロルモン錠20㎎ 56
ベタナミン錠25㎎ 8
ペンブリンＡＱネーザル50μg 2
ボチシート20％ 6
マーロックス懸濁用配合顆粒 70
マグミット錠250㎎ 395
マグミット錠330㎎ 849
マグミット錠500㎎ 61
マグラックス錠330㎎ 1290
マグラックス錠500㎎ 87
マグラックス細粒83％ 6
マグラックス錠200㎎ 14
マックメット懸濁用配合ＤＳ 70
マルファ配合内服液 7
ムコゾーム点眼液0.5％ 18
ムッテルミン顆粒 5
メコバマイド錠500μg 24
メコバラミン錠500「トーワ」 7
メチクール錠500μg 2723
メチコバール錠250μg(0.25㎎) 70



先発医薬品名（製品名） 変更後発医薬品名（製品名） 変更実績（処方せん枚数）

メチコバール錠500μg 1383
メチコバイド錠500μg 608
メチコバール細粒0.1％ 3
メトトレキサート錠2㎎「タナベ」 254
メニレット70％ゼリー20ｇ 21
メニレット70％ゼリー30g 14
モービリンゲル 3
モービリン軟膏 12
ヨウコバール錠250 224
ヨウコバール錠500 78
ヨーデルＳ糖衣錠-80 7
ラクスパン散1.8％ 243
ラックビーＲ散 11
リストリームカプセル0.1㎎ 19
リストリームカプセル0.2㎎ 39
リスペリドン内服液分包2㎎「アメル」 5
リボール細粒20％ 12
リントン錠(2㎎) 6
レクトス注腸軟膏25㎎ 1
レチコラン錠500μg(0.5㎎) 10
レバミピドＯＤ錠100㎎「ＹＤ」 5



 

【調査事項６】 

 ○薬局において、先発医薬品から後発医薬品へ変更した後、再度

先発医薬品に変更（戻した）実績（平成２０年４月１日以降） 

 

 

【集計】 

 ○後発医薬品から先発医薬品への変更事例 

  ＜変更した後発医薬品を先発医薬品へ戻した事例＞ 

 

 ○後発医薬品から先発医薬品への変更事由 

  ＜後発医薬品を先発医薬品に変更した事由＞ 

 

 

※ 後発医薬品から先発医薬品への変更事例及びその変更事由

については、報告件数の多寡にかかわらず調査で報告された医

薬品名及び事由をすべて掲載した。 

   なお、変更事由については、報告のあった事由が当該医薬品

に必ず該当するというものではなく、また「…気がする。」、「…

感じがする。」など、使用者の主観に大きく依拠する事由もあ

ることから、別リストとして掲載した。 



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

Ｃ－チスチン細粒 ムコダイン細粒50％

Ｌアスパラギン酸ＣＡ錠200㎎「サワイ」 アスパラＣＡ錠200㎎

ＮＥコタニカプセル ユベラＮカプセル100㎎

ＮＥソフトカプセル200㎎ ユベラＮソフトカプセル200㎎

アーチワン10㎎ アーチスト10㎎

アーツェー錠30㎎ アドナ錠30㎎

アーデフィリンＤＳ20％ テオドールＤＳ20％

アーデフィリン錠100㎎ テオドール錠100㎎

アイケア点眼液 ヒアレイン点眼液

アイロクール錠20㎎ アイトロール錠20㎎

アカルボース錠100㎎「タイヨー」 グルコバイ錠100㎎

アカルボース錠50㎎「タイヨー」 グルコバイ錠50㎎

アサシオン錠0.25㎎ ハルシオン0，25㎎錠

アザスルファン腸溶錠500㎎ アザルフィジンＥＮ錠500㎎

アスゼスパップ(70) セルタッチパップ(70)

アスモット錠10㎎ アレジオン錠10㎎

アゾリタン ソラナックス

アチネス錠50㎎ ミオナール錠

アデフロニックＬカプセル37.5㎎ ボルタレンＳＲカプセル37.5㎎

アデフロニックズポ50㎎ ボルタレンサポ50㎎

アデフロニック錠25㎎ ボルタレン錠25㎎

アニスタジン錠2㎎ フルイトラン錠2㎎

アパティアテープ40㎎ フランドルテープ40㎎

アポノール錠20㎎ セロクラール錠20

アポノール錠10㎎ セロクラール錠10㎎

アポラスノン錠25㎎ アルダクトンＡ錠25㎎

アマゾロン錠50㎎ シンメトレル錠50㎎

アミオダロン塩酸塩崩壊錠 アンカロン錠

アミノバクト配合顆粒　4.74ｇ　「日医工」 リーバクト配合顆粒　4.15ｇ

アミノマイラン配合顆粒 リーバクト配合顆粒

アムロジピンＯＤ錠2.5㎎(トーワ) アムロジンＯＤ錠2.5

アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「ＮＰ」 アムロジンＯＤ錠2.5㎎

アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「ＮＳ」 ノルバスクＯＤ錠2.5㎎

アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「フソー」 アムロジンＯＤ錠2.5㎎

アムロジピンＯＤ錠5㎎「ＮＰ」 アムロジンＯＤ錠5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「ＥＭＥＣ」 アムロジン錠2.5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「あすか」 ノルバスク錠2.5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「アメル」 アムロジン錠2.5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「オｰハラ」 アムロジン錠2.5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「ケミファ」 ノルバスク錠2.5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「コーワ」 ノルバスク錠2.5㎎

アムロジピン錠5㎎「ＥＭＥＣ」 アムロジン錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「ＪＧ」 ノルバスク錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「ＮＰ」 アムロジン錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「あすか」 ノルバスク錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「アメル」 ノルバスク錠5㎎

変更した後発医薬品を先発医薬品へ戻した事例



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

アムロジピン錠5㎎「オーハラ」 アムロジン錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「ケミファ」 アムロジン錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「コーワ」 ノルバスク錠5

アムロジピン錠5㎎「サワイ」 ノルバスク錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「サンド」 アムロジン錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「タナベ」 ノルバスク錠5㎎　　　　　　　　　　　　　

アムロジピン錠5㎎「トーワ」 ノルバスク錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「明治」 ノルバスク5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「明治」 ノルバスク錠2.5㎎

アムロジピン錠5㎎「ＹＤ」 ノルバスク錠5㎎

アムロジンＯＤ　2.5㎎「あすか」 アムロジンＯＤ　2.5㎎

アラジオフ点眼液0.1％ アレギサール点眼液0.1％

アリアロンＦ25 アリナミンＦ糖衣錠(25g)

アリスリズムカプセル50 サンリズムカプセル50

アリマン錠 ゼスラン錠

アルセチン錠10㎎ メバロチン錠10㎎

アルマイラー錠25㎎ テノーミン錠25㎎

アルマトール錠 アルダクトンＡ錠25㎎

アレキサン錠25㎎ アルダクトンＡ錠25㎎

アレナピオン錠20 アレジオン錠20

アレナピオン錠10 アレジオン錠10

アレルオフ錠20 アレジオン錠20

アレンドロン酸錠5㎎「ＳＮ」 ボナロン錠5㎎

アレンドロン酸錠5㎎「ＤＫ」 フォサマック錠5

アロクール錠20㎎ アイトロール錠20㎎

アロシトール錠100㎎ ザイロリック錠100

アロシトール錠100㎎ ザイロリック錠100

アロチーム錠100㎎ ザイロリック錠100

アロファルム錠0.5㎎ デパス錠0.5㎎

アロプリノール錠100㎎「アメル」 ザイロリック錠100

アロプリノール錠100㎎「キョウリン」 ザイロリック錠100

アロリン錠（100） ザイロリック錠100

アンタゴスチンカプセル50㎎ セルベックスカプセル50㎎

アンデプレ錠50㎎ デジレル錠50㎎

アンフラベートクリーム アンテベートクリーム

アンフラベートローション0.05％ アンテベートローション0.05％

イコサペント酸エチル粒状カプセル600㎎「サワイ」 エパデールＳ600

イコサペント酸エチル粒状カプセル600㎎「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900㎎「サワイ」 エパデールＳ900

イコサペント酸エチル粒状カプセル900㎎「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900㎎「ＴＣＫ」 エパデールＳ900

イソクリン糖衣錠5㎎ リーゼ錠5㎎

イソコロナールＲＣＡＰ20㎎ ニトロールＲＣＡＰ20㎎

イソピットテープ40㎎ フランドルテープ40㎎

イトラートカプセル50 イトリゾールカプセル50

イミダプリル塩酸塩錠2.5㎎「ＴＹＫ」 タナトリル錠2.5

イミダプリル塩酸塩錠5㎎「ＴＹＫ] タナトリル錠5



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

イミダプリル塩酸塩錠5㎎「日医工」 タナトリル錠5

イルガス2㎎ ガスロンＮ2㎎

インドメタシンパップ カトレップ

インナミット外用液1％ インテバン外用液1％

ヴェロニカ25 プロスタール25

ウビロン錠100㎎ ウルソ錠100㎎

ウリンメット錠 ウラリット錠

ウリンメット配合錠 ウラリット配合錠

ウルサミック錠100 ウルソ錠100㎎

ウルソデオキシコール酸錠100㎎「ＺＥ」 ウルソ錠100㎎

ウルデナシン錠100 ウルソ錠100㎎

ウロナベリン錠10㎎ パップフォー錠10㎎

ウロリープ錠50 ユリノーム錠50㎎

エストリオール膣錠0.5㎎「Ｆ」 エストリール膣錠0.5㎎

エチカーム デパス錠

エチセダン錠0.5㎎ デパス錠0.5㎎

エチセダン錠1㎎ デパス錠1㎎

エチゾラム錠0.5㎎ デパス錠0.5㎎

エッパッタト錠50㎎ キネッダク錠50㎎

エナラート錠5㎎ レニベース錠5㎎

エナラプリル錠5「ＭＥＥＫ」 レニベース錠5㎎

エバスチン錠10㎎「トーワ」 エバステル錠10㎎

エパタット錠50㎎ キネダック錠50㎎

エパルドース錠50 キネダック錠50㎎

エパンドカプセル300 エパデールカプセル300

エピナジオン錠20㎎ アレジオン錠20㎎

エピナスチン塩酸塩錠20㎎「タイヨー」 アレジオン錠20㎎

エペナルド錠50㎎ ミオナール錠50㎎

エメロミンカプセル2㎎ レミカットカプセル2㎎

エルサメットＳ配合錠 エビプロスタット配合錠ＤＢ

エルスプリーＣＡ錠200㎎ アスパラＣＡ錠200

エルピナン錠10㎎ アレジオン錠10㎎

塩酸プロピベリン錠10㎎「ＳＷ」 バップフォー錠10㎎

塩酸ベニジピン錠4「ＭＥＥＫ」 コニール錠4

塩酸ベニジピン錠4「ＭＥＥＫ」 コニール錠4

塩酸リルマザホン錠2「ＭＥＥＫ」 リスミー錠2㎎

エンセロン錠20㎎ セロクラール錠20㎎

エンペラシン配合錠 セレスタミン配合錠

オキサトーワ錠30㎎ セルテクト錠30㎎

オスペイン錠200 オステラック錠200

オドメール点眼液0.1％ フルメトロン点眼液0.1％

オパプロスモン錠5μg オパルモン錠5μg

オプチラン錠5μg オパルモン錠5μg

オブランゼ錠20㎎ オメプラール錠20㎎

オペアミン錠2.5㎎ タオニール錠2.5㎎

オメプラゾール錠「トーワ」10㎎ オメプラール錠10

オメプラゾール錠10㎎「ＳＷ」 オメプラゾン錠10㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

オメプラゾール錠20㎎「ＳＷ」 オメプラゾン錠20㎎

オメプラゾール錠20㎎「アメル」 オメプラール錠20

オメプロトン錠10㎎ オメプラール錠10

オメプロトン錠20㎎ オメプラール錠20

オメラップ錠10 オメプラール錠10

オメラップ錠20 オメプラール錠20

ガスオール錠40㎎「陽進」 ガスコン錠40㎎

ガスポートＤ錠10㎎ ガスターＤ錠10㎎

ガスポートＤ錠20㎎ ガスターＤ錠20㎎

ガスポート錠20㎎ ガスター錠20㎎

カデメシン錠1㎎ カルデナリン錠1㎎

カデメシン錠2㎎ カルデナリン錠2㎎

カプトプリルＲカプセル18.75㎎「ＳＷ」 カプトリルＲカプセル18.75㎎

カベルゴリン錠1.0㎎「サワイ」 カバサール錠1.0㎎

カモステート錠100㎎ フオイパン錠100㎎

ガモファーＤ錠20㎎ ガスターＤ錠20㎎

ガモファー錠10㎎ ガスター錠10㎎

ガモファー錠20㎎ ガスター錠20㎎

カリクロモン錠50 カルナクリン錠50

カリセラムＮａ末 ケイキサレート散　　　　　　　　

カルシタミンカプセル1.0μg アルファロールカプセル1μg

カルトールカプセル0.25 ロカルトロールカプセル0.25

カルトールカプセル0.5 ロカルトロールカプセル0.5

カルネート錠5㎎ レニベース錠5

カルバゲドン錠2㎎ カルデナリン錠2㎎

カルバドゲン錠1㎎ カルデナリン錠1㎎

カルバドゲン錠4㎎ カルデナリン錠4㎎

カルフィーナ錠1μg ワンアルファ錠1μg

カルフィーナ錠0.5μg ワンアルファ錠0.5μg

カルボシステイン錠500㎎「タイヨー」 ムコダイン錠500㎎

キネックス錠50 キネダック錠50㎎

キャルマック錠50㎎ キネダック錠50㎎

キューカル細粒 クレメジン細粒

球形吸着炭細粒「マイラン」 クレメジン細粒

クアゼパム錠15㎎「トーワ」 ドラール錠15

グッドミン錠0.25㎎ レンドルミン錠0.25㎎

クラウナート錠40㎎ グリミクロン錠40㎎

クラドイド軟膏0.3％ ヒルドイドソフト軟膏0.3％

クラリスロマイシンＤＳ10％小児用「サワイ」 クラリシッド・ドライシロップ10％小児用

クラリスロマイシンＤＳ小児用10％「タカタ」 クラリスドライシロップ10％小児用

クラリスロマイシン錠200㎎「サワイ」 クラリス錠200㎎

クラリスロマイシン錠200㎎「サンド」 クラリス錠200㎎

クラリスロマイシン錠200㎎「タカタ」 クラリシッド錠200㎎

クラリスロマイシン錠200㎎「日医工」 クラリス200㎎錠

クリード吸入液1％ インタール吸入液1％

グリクラジド錠40㎎「ＮＰ」 グリミクロン錠40㎎

グリベンクラミド錠2.5㎎「トーワ」 オイグルコン錠2.5㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

グリベンクラミド錠1.25㎎「ＥＭＥＣ」 ダオニール錠1.25㎎

グリマック配合顆粒 マーズレンＳ配合顆粒

クリンダマイシンゲル1％「クラシエ」 ダラシンＴゲル1％

クロキナン錠25㎎ プロスタール錠25㎎

グロリアミン顆粒 マーズレンＳ配合顆粒

クロルマジノン酢酸エステル錠25㎎「タイヨー」 プロスタール錠25

ケトタックステープＬ モーラステープＬ

ケトテンカプセル1㎎ ザジテンカプセル1㎎

ケトプロフェンテープ20㎎「日医工」 モーラステープ20㎎

ケトプロフェンテープ40㎎「日医工」 モーラステープＬ40㎎

ケトプロフェンパップ30㎎「ラクール」 モーラスパップ30㎎

ケンエーＧ浣腸液50％30ｍＬ グリセリン浣腸液50％「東豊」

ケンタン錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

ケントンカプセル200㎎ ユベラＮソフトカプセル200㎎

ゴクミシン錠100 ウルソ錠100㎎

コバルノンカプセル50㎎ セルベックスカプセル50㎎

コバロキニン錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

コフノール錠15㎎ ムコソルバン錠15㎎

コリクール錠250㎎ リンラキサー錠250㎎

コリネールＣＲ錠10 アダラートＣＲ錠10㎎

コリネールＣＲ錠20 アダラートＣＲ錠20㎎

コリネールＣＲ錠40 アダラートＣＲ錠40㎎

コリネールＬ錠10㎎ アダラートＬ錠10㎎

コリネールＬ錠20㎎ アダラートＬ錠20㎎

コロナモール錠25 ペルサンチン錠25㎎

コロヘルサーＲカプセル100㎎ ヘルベッサーＲカプセル100㎎

コンベルミン錠6㎎ メリスロン錠6㎎

ザトフェロン錠80 ペオン錠80

サフィルジンＥＮ錠500 アザルフィジンＥＮ錠500㎎

サリペックスＬＡカプセル40㎎ ペルジピンＬＡカプセル40㎎

ザルトプロフェン錠80㎎「日医工」 ペオン錠80

サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「オーハラ」 アンプラーグ錠100㎎

サルボグレラート塩酸塩錠100㎎「サワイ」 アンプラーグ錠100㎎

サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「日医工」 アンプラーグ錠100㎎

サルモシン錠5㎎ サアミオン錠5㎎

サワダロン錠200㎎ ブラダロン錠200㎎

サワチオン錠5㎎ サアミオン錠5㎎

サワテン錠250㎎ ムコダイン錠250㎎

サワドールＬ錠20㎎ フランドル錠20㎎

サワドールテープ40㎎ フランドルテープ40㎎

ジアゼパム錠2「トーワ」 2㎎セルシン錠

ジアゼパム錠5「トーワ」 ホリゾン錠5㎎

シクポラールカプセル50 ネオーラル50㎎カプセル

シグマビタンカプセル ビタメジン配合カプセルＢ25

シクロスポリンカプセル10㎎「マイラン」 ネオーラル10㎎カプセル

シクロスポリンカプセル25㎎「マイラン」 ネオーラル25㎎カプセル

ジクロフェナクナトリウム坐剤25㎎「ＪＧ」 ボルタレンサポ25㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ジクロフェナクナトリウムテープ15㎎「テイコク」 ボルタレンテープ15㎎

ジクロフェナクナトリウムテープ15㎎「ユートク」 ボルタレンテープ15㎎

シスダイン錠250㎎ ムコダイン錠250㎎

ジスチグミン臭化物錠5㎎「タイヨー」 ウブレチド錠5㎎

シノベジール錠50㎎ シベノール錠50㎎

シベンゾリン酸コハク酸塩錠100㎎「サワイ」 シベノール錠100㎎

シマターゼ錠5㎎ ダーゼン5㎎錠

シメチラン錠200㎎ タガメット錠200㎎

ジメトックス錠1 メイラックス錠1㎎

硝酸イソソルビドテープ40㎎「ＥＭＥＣ」 フランドルテープ40㎎

シルニジピン錠10㎎「サワイ」 アテレック錠10

シルニジピン錠10㎎「タイヨー」 アテレック錠10　　　　　　　

シルニジピン錠5㎎「サワイ」 アテレック錠5

シロステート錠100 プレタール錠100㎎

シロステート錠50 プレタール錠50㎎

シンスタチン錠5㎎ リポバス錠5㎎

スタンゾームＯＤ錠15 タケプロンＯＤ錠15

スタンゾームＯＤ錠30 タケプロンＯＤ錠30

スチブロン軟膏0.05％ マイザー軟膏0.05％

スピロノラクトン錠25㎎「トーワ」 アルダクトンＡ錠25㎎

スプデルＤＳ小児用0.1％ ザジテンドライシロップ1％

スリノフェン錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

スルピリドカプセル50㎎「トーワ」 ドグマチールカプセル50㎎

スルピリド錠50㎎（ＴＹＫ） ドグマチール錠50㎎

スルピリド錠50㎎「アメル」 ドグマチール錠50㎎

スローハイム錠7.5 アモバン錠7.5

セーブテンス錠50㎎ テノーミン錠50㎎

セオノマール錠5 アルマール錠5

セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＣＨ」 ジルテック錠10

セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＮＭＰ」 ジルテック錠10

セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＮＰ」 ジルテック錠10

セチリジン塩酸塩錠10㎎「オｰハラ」 ジルテック錠10

セチリジン塩酸塩錠10㎎「サワイ」 ジルテック錠10

セチリジン塩酸塩錠10㎎「日医工」 ジルテック錠10

セデコパン錠0.5㎎ デパス錠0.5㎎

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100㎎「サワイ」 フロモックス錠100㎎

セフタックカプセル50㎎ セルベックスカプセル50㎎

セリナート顆粒 アローゼン顆粒

セループカプセル50㎎ セルベックスカプセル50㎎

セループ細粒10％ セルベックス細粒10％

セルスポットパップ70㎎ セルタッチパップ70

セレガスロン錠2 ガスロンＮ錠2㎎

セレスターナ錠 セレスタミン錠

センナル錠12㎎ プルゼニド錠12㎎

センノシド錠12㎎「タイヨー」 プルゼニド錠12㎎

ソアレジン錠250㎎ アザルフィジンＥＮ錠250㎎

ゾピクール錠10 アモバン錠10



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ゾピクール錠7.5 アモバン錠7.5

ソビラール錠150 プロノン錠150㎎

ソファリン錠25㎎ ボルタレン錠25㎎

ソファルコン細粒20％「ＴＹＫ」 ソロン細粒20％

ソフティア点眼液0.02％ サンコバ点眼液0.02％

ソブラリン錠 セファドール錠

ソルドール錠12㎎ プルゼニド錠12㎎

ソルミラン顆粒状カプセル600㎎ エパデールＳ600㎎

ソレントミン錠0.25㎎ レンドルミン錠0.25㎎

ダウナット錠0.5㎎ ミニプレス錠0.5㎎

ダウナット錠1㎎ ミニプレス錠1.0㎎

タスオミン錠10㎎ ノルバデックス錠10㎎

タスオミン錠20㎎ ノルバデックス錠20㎎

タスモリン錠1㎎ アキネトン錠1㎎

タツゾシン錠4㎎ カルデナリン錠4㎎

タッチロンテープ20 モーラステープ20㎎

タッチロンテープ40 モーラステープ40㎎

タピゾールカプセル15 タケプロンＯＤ錠15㎎

炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 リーマス錠200

炭酸リチウム錠200㎎「アメル」 リーマス錠200

チクピロン錠100㎎ パナルジン錠100㎎

チザニン錠1㎎ テルネリン錠1㎎

沈降炭酸カルシウム錠500㎎「三和」 カルタン錠500

ツロブテロールテープ0.5㎎ 「ＨＭＴ」 ホクナリンテープ0.5㎎

ツロブテロールテープ0.5㎎「ＥＭＥＣ」 ホクナリンテープ0.5㎎

ツロブテロールテープ0.5㎎「サワイ」 ホクナリンテープ0.5㎎

ツロブテロールテープ0.5㎎「日医工」 ホクナリンテープ0.5㎎

ツロブテロールテープ1㎎ 「ＨＭＴ」 ホクナリンテープ1㎎

ツロブテロールテープ1㎎「ＥＭＥＣ」 ホクナリンテープ1㎎

ツロブテロールテープ1㎎「サワイ」 ホクナリンテープ1㎎

ツロブテロールテープ1㎎「日医工」 ホクナリンテープ1㎎

ツロブテロールテープ2㎎ 「ＨＭＴ」 ホクナリンテープ2㎎

ツロブテロールテープ2㎎「ＱＱ」 ホクナリンテープ2㎎

ツロブテロールテープ2㎎「サワイ」 ホクナリンテープ2㎎

ティアバランス点眼液0.1％ ヒアレイン点眼液0.1％

ディーアルファカプセル0.25 アルファロールカプセル0.25μg

ディーアルファカプセル0.5 アルファロールカプセル0.5μg

ディーアルファカプセル1 アルファロールカプセル1μg

テオスロー錠100㎎ テオドール錠100㎎

テオスロー錠200㎎ テオドール錠200㎎

テオフィリン錠100㎎「ＴＹＫ」 テオドール錠100㎎

テオフルマートＬ錠200㎎ ユニフィルＬＡ錠200㎎

デキサンＶＧ軟膏0.12％ リンデロン‐ＶG軟膏0.12％

テクニス錠20 セロクラール錠20㎎

デゾラム錠0.5㎎ デパス錠0.5㎎

デゾラム錠1㎎ デパス錠1㎎

テモカプリル塩酸塩錠2㎎「サワイ」 エースコール錠2㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

テルフィナビン錠125㎎ ラミシール錠125㎎

デルモゾール軟膏0.12％ リンデロン‐ＶG軟膏0.12％

テンポラルパップ70㎎ カトレップパップ70㎎

トーワミン錠25 テノーミン錠25

トーワラートＣＲ錠40㎎ アダラートＣＲ錠40㎎

トーワラートＣＲ錠20㎎ アダラートＣＲ錠20㎎

トーワラートＬ錠20㎎ アダラートＬ錠20㎎

ドキサゾシンＭ錠2「ＥＭＥＣ」 カルデナリン錠2㎎

ドキサゾン錠1㎎ カルデナリン錠1㎎

トコニジャストカプセル200㎎ ユベラＮソフトカプセル200㎎

ドセル錠25㎎ ボルタレン錠25㎎

ドパコール錠100㎎ メネシット配合錠100㎎

ドパコール錠50㎎ メネシット配合錠100㎎

トフィス錠50㎎ グランダキシン錠50㎎

トヨファロールカプセル1.0 アルファロールカプセル1μg

トラニラストカプセル100㎎「日医工」 リザベンカプセル100㎎

トリアラム錠0.25㎎ ハルシオン錠0.25㎎

トルクシール錠50㎎ コメリアンコーワ錠50

トレビアノーム錠50㎎ ユリノーム錠50㎎

ドロキシドパカプセル100㎎「日医工」 ドプスカプセル100㎎

トロンへイム錠50㎎ グランダキシン錠50㎎

ドンペリン錠10 ナウゼリン錠10㎎

ナーカシリン錠25㎎ ユリノーム錠25㎎

ナーカリシン錠50㎎ ユリノーム錠50㎎

ニコ200ソフトカプセル ユべラＮ200ソフトカプセル

二コナス錠200㎎ ハイペン錠200㎎

ニコラーゼ錠10㎎ ダーゼン錠10㎎

ニコランジス錠5㎎ シグマート錠5㎎

ニコランタ錠5 シグマート錠5㎎

ニコランマート錠5㎎ シグマート錠5㎎

ニザトリック錠150㎎ アシノン錠150㎎

ニチＥネートカプセル100㎎ ユベラＮカプセル100㎎

ニチステート錠100㎎ パナルジン錠100㎎

ニチマロン錠100㎎ セレキノン錠100㎎

ニトラステープ40㎎ フランドルテープ40㎎

ニトラゼパム錠5㎎「トーワ」 ベンザリン錠5

ニトルビン錠5 シグマート錠5㎎

ニトレナール錠5㎎ バイロテンシン錠5㎎

ニバディップ錠4 ニバジール錠4㎎

ニフェジピンＣＲ錠10㎎「ＮＴ」 アダラートＣＲ錠10㎎

ニフェジピンＣＲ錠20㎎「サワイ」 アダラートＣＲ錠20㎎

ニフェランタンＣＲ錠10 アダラートＣＲ錠10㎎

ニフェランタンＣＲ錠20 アダラートＣＲ錠20㎎

ニフェランタンＣＲ錠40 アダラートＣＲ錠40㎎

ネドリール錠125㎎ ラミシール錠125㎎

ネルロレン錠「10」 ベンザリン錠10

ノイオミール錠10㎎ ルジオミール錠10㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ノイクロニック錠5 ベンザリン錠5

ノイファン錠100㎎ ザイロリック錠100㎎

パーキストン錠100㎎ メネシット錠100㎎

パーキストン配合錠Ｌ100 メネシット配合錠100

パーロミン錠2.5㎎ パーロデル錠2.5㎎

バソゴリンＳ錠5㎎ サアミオン錠5㎎

バチール錠100㎎ バルネチール錠100

バッップヘリン錠10㎎ バップフォー錠10㎎

パテルテープ20 モーラステープ20㎎

パテルテープ40 モーラステープＬ40㎎

パナピジン錠100㎎ パナルジン錠100㎎

パミルコン錠1.25㎎ ダオニール錠1.25㎎

パミルコン錠2.5㎎ オイグルコン錠2.5㎎

ハルーリン配合錠 エビプロスタット錠

パルギン錠0.5㎎ デパス錠0.5㎎

ハルスローＯＤ錠0.1㎎ ハルナールＤ錠0.1㎎

ハルスローＯＤ錠0.2㎎ ハルナールＤ錠0.2㎎

パルデス軟膏0.05％ キンダベート軟膏0.05％

バルブロ酸ナトリウムＳＲ錠200㎎「アメル」 デパケンＲ錠200

ハルラック錠0.125㎎ ハルシオン0.125㎎錠

ハルラック錠0.25㎎ ハルシオン0.25㎎錠

パルレオン錠0.125㎎ ハルシオン0.125㎎錠

パルレオン錠0.25㎎ ハルシオン0.25㎎錠

ビアセチルカプセル156.7㎎ エストラサイトカプセル156.7㎎

ビーソフテンローション0.3％ ヒルドイドローション0.3％

ビカルタミド錠80㎎「ＮＫ」 カソデックス錠80㎎

ビカルタミド錠80㎎「あすか」 カソデックス錠80㎎

ビカルタミド錠80㎎「サンド」 カソデックス錠80㎎

ビカルタミド錠80㎎「タイヨー」 カソデックス錠80㎎

ビカルタミド錠80㎎「日医工」 カソデックス錠80㎎

ビカルタミド錠80㎎「マイラン」 カソデックス錠80㎎

ヒスポラン錠3㎎ ニポラジン錠3㎎

ビタファントＦ錠25 アリナミンＦ糖衣錠[25㎎]

ピナトスカプセル10㎎ ケタスカプセル10㎎

ピナロック配合錠 ウラリット配合錠

ピネロロ錠25㎎ セファドール錠25㎎

ビフェルチン錠1 アゼプチン錠1㎎

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25㎎「タナベ」 サンリズムカプセル25㎎

ピルジニックカプセル50 サンリズムカプセル50㎎

ヒルブリンＮ錠5㎎ サアミオン錠5㎎

ピロラクトン錠25㎎ アルダクトンＡ錠25㎎

ファモスタジンＤ錠10 ガスターＤ錠10㎎

ファモスタジンＤ錠20 ガスターＤ錠20㎎

ファモチジンＤ錠10㎎「サワイ」 ガスターＤ錠10㎎

ファモチジンＤ錠20㎎「ＫＯＢＡ」 ガスターＤ錠20㎎

ファモチジンＤ錠20㎎「サワイ」 ガスターＤ錠20㎎

ファモチジンＯＤ錠20㎎「ＹＤ」 ガスターＤ錠20㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ファモチジン錠10「サワイ」 ガスター錠10㎎

ファモチジン錠20「サワイ」 ガスター錠20㎎

ファルチモ点眼液0.5 チモプトール点眼液0.5％

フェニタレン坐剤50 ボルタレンサポ50㎎

フェノフィブラート錠100㎎「日医工」 リピディルカプセル100

フェノフィブラｰト錠67㎎「日医工」 トライコアカプセル67㎎

フェルナビオンパップ70 セルタッチパップ70

フェルビナクテープ70㎎ 「ＥＭＥＣ」 セルタッチパップ70

フェロチーム錠50 フェロミア錠50㎎

フォルセニッド錠12㎎ プルゼニド錠12㎎

ブシラミン錠100㎎「トーワ」 リマチル錠100㎎

ブシレート錠100 リマチル錠100㎎

プラチビットカプセル0.5μg アルファロールカプセル0.5μg

プラトゲン錠2.5㎎ ダオニール錠2.5㎎

プラバスタチンＮa錠10㎎「アメル」 メバロチン錠10

プラバスタン錠10 メバロチン錠10

プラバスタン錠5 メバロチン錠5

プラバチン錠10 メバロチン錠10

プラバチン錠5 メバロチン錠5

プラバピーク錠5㎎ メバロチン錠5

プラバメイト錠10㎎ メバロチン錠10

プラバメイト錠5㎎ メバロチン錠5

プラメバン錠5 メバロチン錠5

プランルカストＤＳ10％「アメル」 オノンドライシロップ10％

プランルカストＤＳ10％「オーハラ」 オノンドライシロップ10％

プランルカストカプセル112.5㎎「サワイ」 オノンカプセル112.5㎎

プランルカストカプセル112.5㎎「タイヨー」 オノンカプセル112.5㎎

プランルカストカプセル112.5㎎「トーワ」 オノンカプセル112.5㎎

プランルカストカプセル112.5㎎「日医工」 オノンカプセル112.5㎎

プランルカストカプセル112.5㎎「科研」 オノンカプセル112.5㎎

プランルカストドライシロップ10％「タイヨー」 オノンドライシロップ10％

ブリマーニ錠100㎎ リマチル錠100㎎

フルオメソロン0.1％点眼液 フルメトロン点眼液0.1％

フルニトラゼパム錠1㎎「アメル」 ロヒプノール錠1

フルニトラゼパム錠2㎎「アメル」 ロヒプノール錠2

フルバスタチン錠10㎎「タイヨー」 ローコール錠10㎎

フルバスタチン錠20㎎「サワイ」 ローコール錠20㎎

フルバスタチン錠30㎎「サワイ」 ローコール錠30㎎

ブレシン錠25㎎ ボルタレン錠25㎎

フレストルテープ20㎎ モーラステープ20㎎

プレドリック錠1 オドリック錠1㎎

フレニード錠100 プレタール錠100㎎

フレニード錠50㎎ プレタール錠50㎎

プロスペリン錠2.5㎎ パーロデル錠2.5㎎

フロセミド錠40「タイヨー」 ラシックス錠40㎎

フロセミド錠20「タイヨー」 ラシックス錠20㎎

ブロチゾラムＯＤ錠0.25㎎「タイヨー」 レンドルミンＤ錠0.25㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ブロチゾラム錠0.25㎎「タイヨー」 レンドルミン錠0.25㎎

ブロチゾラン錠0.25㎎ レンドルミン錠0.25㎎

プロドナー錠20 プロサイリン錠20

プロバチン錠10 メバロチン錠10

フロプロピオンカプセル40㎎「日医工」 コスパノンカプセル40㎎

プロルナー錠20μg プロサイリン錠20

ベザスターＳＲ錠200 ベザトールＳＲ錠200㎎

ベザテートＳＲ錠200 ベザトールＳＲ錠200㎎

ベザフィブラートＳＲ錠200㎎「日医工」 ベザトールＳＲ錠200㎎

ベザフィブレートＳＲ錠200㎎ ベザトールＳＲ錠200㎎

ベセラール錠250μg ペルマックス錠250μg

ベタマック錠50㎎ ドグマチール錠50㎎

ベニジピン塩酸塩錠2㎎「タナベ」 コニール錠2

ベニジピン塩酸塩錠4㎎「サワイ」 コニール錠4

ベニジピン塩酸塩錠4㎎「タナベ」 コニール錠4

ベニジピン塩酸塩錠4㎎「日医工」 コニール錠4

ベニジピン塩酸塩錠8㎎「日医工」 コニール錠8

ベニジピン塩酸塩錠4㎎「ＮＰＩ」 コニール錠4

ベラパミル塩酸塩錠40㎎「タイヨー」 ワソラン錠40㎎

ペリゼリン錠10㎎ ナウゼリン錠10

ペリンドプリル錠4㎎「日医工」 コバシル錠4㎎

ヘルツベース錠10㎎ インデラル錠10㎎

ベンズフォー錠10㎎ バップフォー錠10

ベンズフォー錠20㎎ バップフォー錠20

ボグリボースＯＤ錠0.2㎎「サワイ」 ベイスンＯＤ錠0.2

ボグリボースＯＤ錠0.2㎎「タイヨー」 ベイスンＯＤ錠0.2

ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「ＭＥＥＫ」 ベイスンＯＤ錠0.3

ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「ケミファ」 ベイスンＯＤ錠0.3

ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「サワイ」 ベイスンＯＤ錠0.3

ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「トーワ」 ベイスンＯＤ錠0.3

ボグリボースＯＤフィルム0.2「ＱＱ」 ベイスンＯＤ錠0.2

ボグリボース錠0.3㎎「ＯＭＥ」 ベイスン錠0.3

ボグリボース錠0.3㎎「ＳＷ」 ベイスン錠0.3

ボグリボース錠0.2㎎「ＳＷ」 ベイスン錠0.2

ボナフェック坐剤50 ボルタレンサポ50㎎

ホフバン錠10㎎ アストミン錠10㎎

ポラプレジンク顆粒15％「ＹＤ」 プロマック顆粒15％

ボルマゲン坐剤50㎎ ボルタレンサポ50㎎

ボルマゲン錠25㎎ ボルタレン錠25㎎

ポロセーブカプセル0.5μg アルファロールカプセル0.5μg

ボンフェナック坐剤50 ボルタレンサポ50㎎

マイアロンローション0.05％ デルモベートスカルプローション0.05％

マインベース錠200 クラリス錠200

マニジップ錠10 カルスロット錠10

マニジップ錠5㎎ カルスロット錠5

マリレオンＮ錠5㎎ サアミオン錠5㎎

マルチネスパップ70㎎ セルタッチパップ70



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ミオリラーク錠50㎎ ミオナール錠50㎎

ミクトノーム錠10㎎ バップフォー錠10

ミノペン錠100 ミノマイシンカプセル100㎎

ミノペン錠50 ミノマイシン錠50㎎

ミリカレット点鼻液50μg28噴霧用 フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用

ミロベクト錠50 テノーミン錠50

ミンザイン錠0.25㎎ ハルシオン0.25㎎錠

ムコトロン錠250㎎ ムコダイン錠250㎎

メイントーワ錠5 メインテート錠5

メインハーツ錠2.5 メインテート錠2.5

メインロール錠5 メインテート錠5

メタヒスロン錠6㎎ メリスロン錠6㎎

メタヒスロン錠12㎎ メリスロン錠12㎎

メチクール錠500μg メチコバール錠500μg

メチスタ錠500㎎ ムコダイン錠500㎎

メディピース錠0.5 デパス錠0.5㎎

メディピース錠1 デパス錠1㎎

メデタックス錠1 メイラックス錠1㎎

メデット錠250㎎ グリコラン錠250㎎

メデット錠250㎎ メルビン錠250㎎

メデポリン錠0.4 コンスタン0.4㎎錠

メデポリン錠0.4 ソラナックス0.4㎎錠

メトトレキサートカプセル2㎎「トーワ」 リウマトレックスカプセル2㎎

メトトレキサートカプセル2㎎「マイラン」 リウマトレックスカプセル2㎎

メトリオン錠250 グリコラン錠250㎎

メトローム錠10 アモバン錠10

メナテトレノンカプセル15㎎「日医工」 グラケーカプセル15㎎

メニエース錠6㎎ メリスロン錠6㎎

メニエトール錠6㎎ メリスロン錠6㎎

メバリッチ錠10 メバロチン錠10

メバリッチ錠5 メバロチン錠5

メバン錠10 メバロチン錠10

メバン錠5 メバロチン錠5

メロキシカム錠10㎎「ケミファ」 モービック錠10㎎

ユーパン錠0.5㎎ ワイパックス錠0.5

ユーリック錠100㎎ ザイロリック錠100

ユピテル錠20 アレジオン錠20

ライペック錠200 ハイペン錠200㎎

ライラテープ20㎎ モーラステープ20㎎

ライラテープ40㎎ モーラステープＬ40㎎

ラソプランＯＤ錠15㎎ タケプロンＯＤ錠15

ラソプランＯＤ錠30㎎ タケプロンＯＤ錠30

ラソプランカプセル15㎎ タケプロンカプセル15

ラソプランカプセル30㎎ タケプロンカプセル30

ラタノプラスト点眼液0.005％「科研」 キサラタン点眼液0.005％

ラタノプラスト点眼液0.005％「わかもと」 キサラタン点眼液0.005％

ラタノプロスト点眼液0.005％「キッセイ」 キサラタン点眼液0.005％



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ラタノプロスト点眼液0.005％「コーワ」 キサラタン点眼液0.005％

ラタノプロスト点眼液0.005％「センジュ」 キサラタン点眼液0.005％

ラタノプロスト点眼液0.005％「トーワ」 キサラタン点眼液0.005％

ラデン錠150 ザンタック錠150

ラニタック錠150 ザンタック錠150

ラニタック錠150 ザンタック錠150

ラミタレートＬ錠20㎎ アダラートＬ錠20㎎

ラミテクト錠125㎎ ラミシール錠125㎎

ランソプラゾールＯＤ錠15㎎「ＤＫ」 タケプロンＯＤ錠15

ランソプラゾールＯＤ錠15㎎「タイヨー」 タケプロンＯＤ錠15

ランソプラゾールＯＤ錠15㎎「トーワ」 タケプロンＯＤ錠15

ランソプラゾールＯＤ錠30㎎「タイヨー」 タケプロンＯＤ錠30

ランソラールカプセル15 タケプロンカプセル15

ランソラールカプセル30 タケプロンカプセル30

リシノプリル錠10㎎「マイラン」 ロンゲス錠10㎎

リストールカプセル0.5 ロカルトロールカプセル0.5

リスペリドン細粒1％「ヨシトミ」 リスパダール細粒1％

リスペリドン錠1㎎「ヨシトミ」 リスパダール錠1㎎

リスペリドン錠2㎎「ヨシトミ」 リスパダール錠2㎎

リズモン点眼液0.5％ チモプトール点眼液0.5％

リポオフ錠5 リポバス錠5

リポダウン錠10 リポバス錠10

リポダウン錠5 リポバス錠5

リマルモン錠5μg オパルモン錠5μg

リモデリンカプセル1.0μg アルファロールカプセル1μg

リリーゼン錠2㎎ セルシン錠［2㎎］

リリフター錠5 リーゼ錠5㎎

リンプラール錠50㎎ ミオナール錠50㎎

ルーク錠2.5 メインテート錠2.5

ルテオニン錠5㎎　 ウテメリン錠5㎎

レイナノンテープ20㎎ モーラステープ20㎎

レイナノンテープ40㎎ モーラステープＬ40㎎

レキシン錠200㎎ テグレトール錠200㎎

レコルク錠25㎎ プロスタール錠25

レトラック錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

レニベーゼ錠10 レニベース錠10

レニベーゼ錠2.5 レニベース錠2.5

レニベーゼ錠5 レニベース錠5

レパミピド錠100㎎「ＥＭＥＣ」 ムコスタ錠100㎎

レバミピド錠100㎎「ＮＳ」 ムコスタ錠100㎎

レバミピド錠100㎎「あすか」 ムコスタ錠100㎎

レバミピド錠100㎎「サワイ」 ムコスタ錠100㎎

レバミピド錠100㎎「タナベ」 ムコスタ錠100㎎

レバミピド錠100㎎「ＴＣＫ」 ムコスタ錠100㎎

レプリントン錠100㎎ メネシット錠100

レボフロキサシン錠100㎎「ＤＫ」 クラビット錠

レンデムＤ錠0.25㎎ レンドルミンＤ錠0.25㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

レンデム錠0.25㎎ レンドルミン錠0.25㎎

ロカルシトールカプセル0.25「ＹＤ」 ロカルトロールカプセル0.25

ロキシスロマイシン錠150㎎「タナベ」 ルリッド錠150

ロキソプロフェン錠60㎎「ＥＭＥＣ」 ロキソニン錠60㎎

ロキソプロフェンナトリウム錠60㎎「タイヨー」 ロキソニン錠60㎎

ロキタットカプセル75㎎ アルタットカプセル75

ロキプロナール錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

ロキペイン錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

ロシゾピロン錠25㎎ ロドピン錠25㎎

ロゼオール錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

ロブ錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

ロペミックカプセル1㎎ ロペミンカプセル1㎎

ロペラニールカプセル1㎎ ロペミンカプセル1㎎

ロマールテープ20 モーラステープ20㎎

ロマールテープ40 モーラステープＬ40㎎

ロルフェナミン錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

ロンゲリール錠10 ロンゲス錠10㎎

ロンフルマン錠0.25㎎ レンドルミン錠0.25㎎

ワークミンカプセル0.5 アルファロールカプセル0.5μg

ワークミンカプセル1.0 アルファロールカプセル1μg

塩酸タムスロシンカプセル0.2「ＯＨＡＲＡ」 ハルナールＤ錠0.2㎎

塩酸ベニジピン錠2「ＭＥＥＫ」 コニール錠2

炭酸リチウム錠200㎎「アメル」 リーマス錠200



後発医薬品を先発医薬品に変更した事由

先発医薬品に戻した理由

「後発品を服用したら調子が良くない気がする。」
2錠ずつの折り目がなくて使いづらい
GEに変更後血圧変調あり（患者自己申告）

GEは苦みが強く患児が服薬拒否する
GEﾒｰｶｰの供給停止のため
HｂA1cの上昇のため
ＬＤＨが上がってしまった。
ＯＤ錠の味の問題

PTPより取り出しにくい異和感
PTPより取り出しにくい効かない気がする
TVで添加物違うと言っていたから
朝、早く起きてしまう1時間
味、大きさがちがう

味、見ためが違い、効いてるきがしない
味があわない
味が変わり飲みにくい

味が変わる
味が気に入らない
味が気になって服用できない
味が異なる、症状悪化

味がまずい
足がむくんだため

足がもぞもぞする
味が悪い、苦い
味が悪い溶けない

味が悪く、飲みづらい

足の痛みが増したような気がする
汗の臭い、特に髪が臭い
値が上がってしまった

頭がカーっとした
頭がスッキリしない

後発品では効果に不安だから
あまり効かない

あまり調子がよくないため
あまり良くなかった
アレルギー(湿疹)発現

安定供給できなかったため
安定していた血圧が上昇した為

胃潰瘍が悪化した
胃が逆にまた悪くなった

息苦しくなった
胃酸の逆流の症状悪化
意識不明となり倒れる。
以前から服用している安心感
以前より痛み出た

以前より眠れなかったから
痛みが出てきた為
痛みがとれなかった。
一包化できない
一包化の方。剤形が違うため混乱。誤飲を防ぐため先発に戻した
胃腸の不調
胃痛、食欲不振
胃痛の副作用発現の為



先発医薬品に戻した理由

胃に違和感を感じた。

胃の具合が悪くなった
胃の調子が良くない
胃の不快感がとれなかった

胃のむかつき
胃部不快感、湿疹
胃もたれ有
色が違いすぎた為
違和感があったから

動いている間に端がはがれてしまう為
液漏れ発生の為
嘔吐
大きくて服用しづらい。
大きさが小さく効果が悪い気がする

大きさの違い

落とした時、見つけにくい
お腹が張るような気がする

お腹がゆるくなった
思ったほど安くならない
外出時、持参したら溶けた

変えてから胸やけするようになった
顔、頭がぽっぽと熱くなる
顔が赤くほてる。

顔がむくんだ・効かない
顔に湿疹

家族からの反対
家族の希望検査結果が下がった
形が違うので間違えやすい

家庭血圧が上がった(効果に不安）

カプセルがやわらかく取り出すとき潰れたりはずれたりする
カプセルが弱く不安
カプセル径が大きく呑みにくい

かぶれ・発疹・貼り難い

かぶれ剥がれやすい
かぶれる、肌に合わない
かゆい感じがする。発疹なし
かゆみ・湿疹
空咳（副作用）が出た

体に合わない気がする。
体に合わないと訴えあり
体に合わなかったため
顆粒が細かく入れ歯に挟まる

皮疹発現
眼圧降下作用が弱いのではないか(Dr.談)・眼の周りが黒くなる
肝機能値の悪化（因果関係不明）

患者が"効かない"との訴えにより。
患者が効果が弱くおもったため
患者が先発品がよい
患者家族の後発品に対する不安感
患者から効果不足戻して
患者からの要望（効果が悪くなった為）
患者希望（胃部不快感有り）
患者希望（家族・Dr・友人と相談の結果）

患者希望（効いていなさそう）
患者希望(先発品志向)薬効の変化や副作用ではない



先発医薬品に戻した理由

患者希望（溶けかたが違う）

患者希望（剥がれ易い）
患者希望（貼り難い）
患者希望（ブランドが安心）

患者希望。GE品による胸やけ感の訴え。先発へ戻した結果、改善。
患者希望による（身内からの提案があったとのこと）
患者様の希望（理由不明）
患者さんの気分的問題
患者さんの心理的要因

患者さんの不信感により
患者さんより以前に比べしみるとうったえ有り
患者に吐き気が出たため
患者に不安感が出た為
患者の希望(やわらかくて使いにくい）

患者本人と家族の意見不一致

患者様態変化のため（Bpの変動）
患者より、めまいがすると訴えられたため

患者より効果に疑問
患者より効果不充分とのこと
患者より前の方がいいとの事

効いている感じがしない
効いている時間が先発品より少し短く、体がかゆくなってしまった為。
効かない、むくみあり

効かない。
効かない感じがする

効かないような気がする。ハードチューブが破れた。
効き方が異なる様に感じた。
効きが悪い

効きが悪い気がする

効き目が違う
起床時、すっきりしない
期待した効果が得られなかったため

気分が悪くなった

気分的・数値が上がった
気分的に
気分的に合わない気がした。
気分的に先発の方がスッキルする感じ
気分的に先発品の方が良い

気分的にちがうような気がする
気分悪い(3件）
気持ちが悪くなったため
吸着が悪いとの論文を読んで患者と相談して。

供給できなくなった
供給不足
狭心症症状の悪化

金額があまり変わらない為
金額的のあまり変わらないし先発品のほうが安全だから。
筋症状発現（因果関係は不明）
空腹時の脂汗、しめつけられる感じ
薬が変わったらよく眠れなくなった。
薬が小さすぎて、歯に挟まり飲みずらい
薬が分からなくなって混乱する為
薬のせいかわからないが、下痢をした

薬を変えた時体調が悪くなった
薬疹の疑い



先発医薬品に戻した理由

口当たりが悪い

口渇
口どけが悪い便秘
口中での服用感が悪い

口に入れるとすぐに溶けてしまい、のみにくい
口の中で解ける感じがいや
首すじに発疹ができる
形状が大きかった。
血圧が上がった

血圧が上がった気がする
血圧が上がってしまった。味が変
血圧が安定しなくなった
血圧下降効果が不安
血圧が下がらない

血圧が下がり過ぎる

血圧が上昇下痢
血圧降下

血圧コントロール不良
血圧上昇・ふらつきあり
血圧の薬は先発品がよい

血圧の変動があった
血液検査での尿酸値の上昇
血液検査の結果が悪かった

血中濃度・Ｔmaxの違い
血糖値悪化のため

血糖値が下がらなかったため
欠品続き
ゲップが沢山出た

下痢、腹痛、副作用がでたため。

下痢気味になってしまった為
原因不明の体調悪化
原因不明の体調変化があった

減価幅少ない

元気が出ないため
検査値悪化
検査値が変わらない
検査値が下がらない為
検査値が上昇した為

検査値を比べたかった。その後変わらなかったようだが、先発品のまま。
検査値を比べたかった。その後再び後発品にしている。(値かわらなかった為)
倦怠感、めまい、胸の圧迫感が出たため
降圧作用が弱い・頭痛

抗炎症効果が弱い
効果が落ちた
効果が劣る

効果が確認できなかった
効果が感じられなかった。
効果が異なると感じられたため
効果が心配な為
効果が違うような気がする
効果が出ない
効果がないようだ(安いと効果が悪い気がする)
効果が低いような気がする

効果が不安
効果が不安定



先発医薬品に戻した理由

効果が不十分（自覚）

効果が全くなかった。
効果が良くない
効果が弱い

効果が弱い気がする
効果が弱いと言われたので
効果が弱かった。
効果が弱く感じた。
効果が弱くなった気がする(胸やけするようになった)

効果が悪い、カプセル溶けずに便にでてくる
効果時間が後発品は短く、効果も悪い
高価でもブランド品が効く様な気がする
効果長く続かない
効果に不満

効果不十分に感じた事と粘着力の弱さを患者さんが指摘

効果短い副作用
口中に長く留まり、飲み込みにくい

口中に苦味感じる
口内炎ができるようになった
後発医薬品に関するマイナスのイメージ

後発医薬品への不安が生じた為
後発医薬品へ変更後、症状が悪くなった為
後発が舌にのせたとき少しざらっとしているため。

後発に変わったら頓服の服用回数増えてしまった、効き目が悪く感じる
後発に抵抗あり

後発は効かない気がする。
後発品が供給されなかったため
後発品行政処分報道、後発不信

後発品では効果がでないため

後発品では眠れない。
後発品で副作用が出た為
後発品に変えてから血圧が高いため、先発品に戻して様子をみたいとの申し出あり

後発品に変更後の診察で、体調が安定するまで変更不可とＤｒから指示が出たので。

後発品のイメージ悪化（新聞）
後発品の製造中止
後発品の容器が使いにくいため
後発品は効かないから、先発にに戻してほしいとの要望があった。
後発品ははがれる。

後発品は容器が固く使いづらい。
後発品を服用して気持ち悪くなったという訴えがあり、先発品に戻した。
後発不安定製造中止
後発変更後の検査値悪化の為

公費(特定患者)になり負担金がなくなった為
公費対象で負担金ない為
公費になったので先発で。

興奮が見られた
コレステロールが上昇したから
コレステロール値が高くなる(ＬＤＬ値）
コレステロール値の下がりが悪い
剤型が大きく服用しにくい
先発品の方が効いた気がする
先発品の方が効果が高いと感じられる。
先発品の方が飲み易い。

作用発現時間が遅い
三種同時変更で血糖値上昇した為



先発医薬品に戻した理由

シートが硬くて錠剤を出す時にバラバラになる

シートの色が違ったため
ジェネリック医薬品による肝機能障害疑い、医師指示により
ジェネリック医薬品による低血糖疑い、医師指示により

次回から地元の医療機関にかかるため
刺激があった
自己負担3割→1割になったため
四肢にしびれ出現
持続時間や効果が良くない

下着の汚れが気になる
舌で溶ける感じが嫌
舌に赤い色が移ってしまう
舌の先がぴりぴりするような気がしたので
湿疹

湿疹かゆみ（アトピー体質で治療中）

湿疹調子が悪い
品薄で供給不安定

しびれがあり
しびれがひどくなった
しみる

主訴である胃のムカムカが治らなかった
消化器症状の副作用出現
使用感が違う

使用感が悪い付きが悪い
使用感に不満

使用感粘着性
錠剤が厚みがあり飲みにくい
錠剤が大きく違和感あり

錠剤が大きく飲みにくいため

錠剤が湿けた感じがするため
錠剤に欠けているところがあり気になる
錠剤の色,形状異なり、元の先発品に戻したいと患者からの申し出

錠剤の大きさが異なり飲むときに違和感がある

錠剤の大きさが飲みにくい
錠剤の堅さの相違（患者希望で変更）
錠剤のコーティングの違いで
錠剤の溶けが良すぎる
錠剤の服用感覚・悪い

錠剤をとりだしにくい。
錠剤を取り出すとき崩れてしまう
使用しにくい
症状が悪化した

症状が改善しない(ただしこの方はこの後後発品変更再度希望）
症状が改善せず、医師の指示により先発品に戻した
症状が芳しくなく、Ｄｒから戻してはどうかとのすすめがあって。

症状の改善が感じられないと本人
食欲不振になった為
処方医からの指示（胃腸障害がでた為）
処方医の指示(効果に差が出る）
処方箋通りの薬が欲しい
処方せんに''後発品では効果減の印象あり"との記載あり
徐脈？服用停止後消失
腎検査値悪化

心臓がくるしくなった
すぐ溶けるのがいや



先発医薬品に戻した理由

すぐはがれてしまうため

頭痛、めまいがした
すっきりしない変更不可のコメントﾎｯﾄﾌﾗｼｭ
ずっと前から服用し慣れているものが良い

すっぱくて飲みづらい
精神科の患者さん外観が変更になっただけでも影響あり
製品欠品
製品の回収の為
咳が悪化したような気がした

全身の湿疹かゆみ
先発医薬品の効能効果が追加になったため
先発と比べ効果が出る時間が遅い
先発のほうが味（清涼感）がよい

先発の方が味が良い

先発の方が安心になった。

先発のほうが効果がある気がする
先発の方が効果が実感できた

先発のほうが効果を感じられたため
先発の方がのみやすいと。
先発品長期使用の安心感

先発品長期服用による安心感
先発品で様子を見たい
先発品と比べ剥がれやすい

先発品と比べ負担金の差額が少ないから
先発品に比べて甘い

先発品に対する安心感（今まで飲んでいた薬が良い）
先発品の貼り心地の方が良い
先発品のほうが、効果が良かったように感じた。

先発品の方が味がよくて効果良い

先発品の方が効き目がよい感じがする
先発品の方が効く気がする。
先発品の方が効果があった為

先発品の方が効果良い

先発品の方がなんとなくいい
先発品の方が貼り付きがよい
先発品の方がよく眠れる
先発品のまま(現行のまま)の方が安心する為、戻してほしいと申し出があった為
先発品より効果が無かった

先発薬品名で何の薬か覚えていたので後発品に変えたら、何の薬なのかわからなくなった
それほど値段が変わらないから
そんなに安くならないから
体重増加（体重が減らないことを言ったら先生に戻しを勧められた）

体調が悪くなった
体調の変化
体調不良の為

体調変化があり不安を感じられた
体調変化服用感が違う
体調悪くなる回数が増えたと元に戻す。その後体調良いと。
ダオニール1.25㎎を併用、調節服用時形状が同じでわかりにくい
降圧効果がいまいち。苦い
たまに調子悪くなるため
だるくなった。
小さすぎてヒートから出しにくい

ちがう名前の薬になると、自分の飲んでいる薬が理解できなくなる。
長期日数の一包化の為



先発医薬品に戻した理由

調子が良くなかった。

調子が悪い血圧降下
調子悪くなった
貼付した箇所のかぶれがひどすぎる

貼付力不足
貼付粘着度が弱く剥がれてしまう
治療法見直しのため
鎮痛効果が確認できなかった
鎮痛効果が弱い

使い心地が違った
使いづらい、しみる
付け心地が悪い、容器の財形が違う
手・腰のしびれがひどくなったため
低血糖が頻発したため。

手が震える感じがする

適応症が違うので
鉄くさい為服用しずらかった

手のしびれ
テレビ報道による不安
添加物の違いにより薬疹が出たため

点眼液１滴の出方が先発よりも容易に出すぎて使いづらい為
点眼瓶が滴下しにくい
点眼容器が使いにくい

動悸がする感じ
動悸が出た

特に理由無いが、先発のほうが良いと
特に理由はないが飲み慣れていたほうがいい
溶けが悪い

溶けた後上顎にはりつく

溶けたときの清涼感がない
取り出しにくい、転がる
名前が違うことと容器の違いで液の出る量が違うのが気に入らず前に戻す

名前が安っぽい

慣れ親しんだ名前でないと効いた気がしない。
軟カプセルの方が飲みやすい
なんだか心配
なんとなくＧＥは嫌
なんとなく味が好みでない

なんとなく合わない気がする
なんとなく胃の調子が悪い
何となく嫌だ
なんとなく違和感を感じたため

何となくおかしい
なんとなく効かない感じがする
なんとなく効きが弱い気がする

何となく効き目が違うきがする
何となく気分がよくない
なんとなく検査結果が悪くなった胃の調子が悪くなった
なんとなく検査の結果が悪くなった
何となく先発品がいいような気がする
何となく不安
なんとなく元の方がいい
軟便のため

臭い味が合わない
臭いが気になる



先発医薬品に戻した理由

入院後は変更希望がなかった為

入院され、院内ではクレメジンだったため
入院し先発に戻ったうえ他薬局で先発調剤される、また公費適用となったため
入院時に先発に戻った。血圧が下がらなくて

入荷が不安定になった
入荷しない
尿が臭う気がする
尿酸値、ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ値上昇
尿酸値上昇

尿の色が濃くなった
尿の黄色化が強く心配になったと患者より
尿の出が悪くなった気がする
尿の出が悪くなったため
値段があまり変わらない。

値段が変わらず、商品名が気に入らないから

値段も変わらないし、形なども前のに親しみがあるので
熱が出た(どのクスリによるものなのか原因不明)

寝付きが良くない気がする
寝付きが悪くなった
眠気

眠気が現れたため
眠気が強い
眠気が強いような気がする

眠れない
眠れなかった（効果がなかった）

眠れなかったため
眠れなくなったため
粘着力が弱く剥がれ易くなった

喉がイガイガする感じ

のどが焼けるような感じ
のどにつかえた感じで飲み込みずらい
のどにひっかかる、服用感悪い

のぼせが出た

飲みづらい（つるつるしていない）
飲みづらい（苦い）
飲みづらい（飲んだ感じが先発の方が良い）
飲みなれている先発品を希望
吐いて発疹がでたため

剥がしやすさの違い
剥がせにくい
はがれてしまう。使いづらい。
はがれてしまう・効かないような気がする

はがれやすい,かぶれる
はがれやすい/効果ない/処方箋通りがいい
歯茎が腫れた

肌への感触が良くなかった為
肌への密着感が強力で、肌アレ症状が現われ、はがす時の痛みもあったため
ハッカの味が強すぎ、食事の味が変わる
ハッカのような味が嫌。
発汗、下肢のほてり発生の為
歯にくっつき飲み難いため
早く目薬が終わってしまう
腹のはり気のせい変更不可

貼り心地が違う
貼り心地が悪い効かない



先発医薬品に戻した理由

はりつき方がちがう

張り付きが悪い
貼りつき感の違いから
貼りにくい、はがした時にのりが残る

半錠にして服用する習慣があって割線がみえにくい)
半錠にして服用するのに割りにくい
ヒートが硬く取り出しに苦労する
ヒートから出す際に割れる

ヒート切りづらい

ヒートに曜日が入っていないので元に戻すことを希望
ヒートの色剤形が類似のため飲み間違いが何回もあった為
ヒートのデザインがだいぶ違う為効果が同じと思えない
皮膚がピリピリするから
皮膚掻痒感

品質があまり信用できないから

頻脈が悪化した
フィルムをはがしにくとの患者からの申し出により

副作用が疑われたため(結局因果関係はなかったが）
副作用の疑い（併用薬の副作用だった可能性もある）
副作用発現の可能性

福祉医療給付金が戻るようになったため
福祉受給者になり負担金がもどってくる為
腹痛

腹部膨満感で便秘
服用2日で尿閉

服用中なんの薬か判らなくなった
不整脈・血圧に変動あり
不整脈がおきるようになった

不眠、体調不良

不眠のため
ふらつき
ふらふらして起き上がることができなくなった

ふわっとして気持ち悪い

分包紙にくっついて飲みづらい
べたつきが違う
ベタベタする
変更したが、気になり先発品に戻して欲しいと申し出があったため

便中に溶けずに排出(この方は先発品でも便中に溶けずに排出されたので後になって後発品変更を再度
希望した)

便秘・めまいがでた
便秘が改善されない
便秘がちになった

便秘になり、味が気に入らなかった
包装から取り出しづらい・日数経過すると固まってしまう
他のＧＥが効果不良のため一緒に

他の薬との見分けがつきにくくなってしまい、飲み間違えたため。
他の薬とヒートが類似しているため
他の病院で先発で処方されたから
発作が増えた気がする
発疹（薬剤との因果関係無）
発疹・かゆみ
発疹はないが足がかゆい
ほてり

ほてり発生の為
ボトルが使いにくかった。



先発医薬品に戻した理由

本人が家族に後発品を止めるように言われたため

本人が脈が乱れると感じたため
本人がよくわからなくなる
本人希望剤形がジェネリックの２種類が似ていたので、区別つきにくい

本人の希望(理由は不明、副作用ではない)
見た目の感じが悪い
見慣れている薬がいい
むかつきが出たため
むくみ状態の悪化

胸焼け等症状の悪化
メーカーの供給不足
目がかゆくなった

目がゴロゴロしたので
目がちくちくした

目薬がすぐに終ってしまう

目薬がポトポトでて使いにくい
夜間トイレに3回位起きてしまうため

薬疹、胃部不快感
夕食後服用後胸やけ症状が現われたことで主治医よりストップがかかったため
友人にジェネリックはよくないと言われた

容器が堅く使いにくかったため
容器が違い点眼しにくい
容器の違いにより使いずらいと。

容器の不具合
溶出試験が外れ自主回収

溶出試験不適合により回収になったため
夜中起きる回数が先発品の方が少ない
夜中に目が覚めてしまった。

ライナーテープの違いで使いづらい

臨床の治験のため
悪心、腰痛
安価な薬だと効果ないような気がした

汗をかくとはがれてしまう

製剤の厚みが変わり、貼りづらくなった
痛みが止まらない、症状が改善しない
名称が変わって覚えられないから
薬のせいかわからないが、耳の後ろが痒くなった。


