
＜参考＞
●聖マリアンナ医科大学病院の院内採用後発医薬品（平成１９年９月現在）

１　概要

２　内訳
【内用薬】

製品名 一般名
アーツェー散「マルコ」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１０％
アーツェー錠「マルコ」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ
アイロクール錠２０ 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ
アシクロビン錠２００ アシクロビル錠２００ｍｇ
アシクロビン顆粒４０％ アシクロビル顆粒４０％
ｱｽﾞﾚﾝ･ｸﾞﾙﾀﾐﾝ細粒「ＥＭＥＣ」 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ・Ｌ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ顆粒０．６７ｇ／包
アセメール錠１０ 塩酸アロチノロール錠１０ｍｇ
アプリトーンカプセル２０ 塩酸アプリンジンカプセル２０ｍｇ
アポラスノン錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ
アメジール錠１０ メチル硫酸アメジニウム錠１０ｍｇ
アラセプル錠２５ｍｇ アラセプリル錠２５ｍｇ
アルクレイン液 アルギン酸ナトリウム液
アルトサミン液 スクラルファート液１０ｍｌ／包
アルバプロール錠 塩酸クレンブテロール錠１０μｇ
アレトンドライシロップ オキサトミドシロップ用２％
アレトン錠 オキサトミド錠３０ｍｇ
アロング錠１０ｍｇ 塩酸ベタキソロール錠１０ｍｇ
イプリプラスト錠 イプリフラボン錠２００ｍｇ
ウェルビー錠５ｍｇ フマル酸ビソプロロール錠５ｍｇ
ウロステート錠 塩酸フラボキサート錠２００ｍｇ
エチセダン錠０．５ｍｇ エチゾラム錠０．５ｍｇ
エチセダン錠１ｍｇ エチゾラム錠１ｍｇ
エバミール錠１ｍｇ ロルメタゼパム錠１ｍｇ
エパルレスタット錠５０「ＥＫ」 エパルレスタット錠
エレナント錠 メシル酸ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ
エンセロン錠２０ｍｇ 酒石酸イフェンプロジル錠２０ｍｇ
オーロライド錠１５０ ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ
オタノールカプセル０．２５ カルシトリオールカプセル０．２５μｇ
オタノールカプセル０．５ カルシトリオールカプセル０．５μｇ
オリベート錠２ 塩酸オキシブチニン錠２ｍｇ
カモステート錠１００ｍｇ メシル酸カモスタット錠１００ｍｇ
カンセリン錠１０ｍｇ 塩酸マニジピン錠１０ｍｇ
ギボンズ錠１ｍｇ 塩酸チザニジン錠１ｍｇ
クーペラシン錠５０ｍｇ 塩酸ミノサイクリン錠５０ｍｇ
クーペラシン顆粒 塩酸ミノサイクリン顆粒２％
クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「日研」 クラリスロマイシンシロップ用１０％
クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＥＭＥＣ」 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ
クラルート錠３０ｍｇ 塩酸ジルチアゼム錠３０ｍｇ
グリノラート錠２５ｍｇ 塩酸チアプリド錠２５ｍｇ
グリミラン錠 グリクラジド錠４０ｍｇ
クレチール末 かわらたけ多糖体製剤末１ｇ／包
クレルモン錠５０ カリジノゲナーゼ錠５０ＩＵ
ケーサプライ錠 塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ
ケフポリンカプセル２５０ セファクロルカプセル２５０ｍｇ
ケフポリン細粒 セファクロル細粒１０％
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」１０ｇ　 硫酸ゲンタマイシン軟膏１０ｇ
コバスロー錠４ｍｇ ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ
ザルトプロフェン錠８０ｍｇ｢日医工｣ ザルトプロフェン錠８０ｍｇ
サンバゾン錠 塩酸エペリゾン錠５０ｍｇ
ジフェニドリン錠２５ｍｇ 塩酸ジフェニドール錠２５ｍｇ
シフロキノン錠２００ｍｇ 塩酸シプロフロキサシン錠２００ｍｇ
シメチラン細粒 シメチジン細粒２０％
シメチラン錠 シメチジン錠２００ｍｇ

区　分 採用品目数
内用薬 155
注射薬 66



シュプレース錠 塩酸ミドドリン錠２ｍｇ
ジラゼミン錠 塩酸ジラゼプ錠５０ｍｇ
スルピリド錠１００ｍｇ（ＴＹＫ） スルピリド錠１００ｍｇ
スルピリド錠５０ｍｇ（ＴＹＫ） スルピリド錠５０ｍｇ
スローハイム錠７．５ ゾピクロン錠７．５ｍｇ
セドリーナ錠２ｍｇ 塩酸トリヘキシフェニジル錠２ｍｇ
セフポドキシムプロキセチルドライシロップ５％「タイヨー」セフポドキシムプロキセチルシロップ用５％
セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「タイヨー」 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
タスオミン錠２０ｍｇ クエン酸タモキシフェン錠２０ｍｇ
ダムゼール錠１．２５ｍｇ グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ
ダムゼール錠２．５ｍｇ グリベンクラミド錠２．５ｍｇ
ディーアルファカプセル０．２５ アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
ディーアルファカプセル０．５ アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
テルグリド錠「Ｆ」０．５ｍｇ テルグリド錠０．５ｍｇ
ドキサゾシンＭ錠１ｍｇ｢ＥＭＥＣ｣ メシル酸ドキサゾシン錠１ｍｇ
ドセル錠 ジクロフェナクナトリウム錠２５ｍｇ
トフィス錠 トフィソパム錠５０ｍｇ
トランドラプリル錠「ＯＨＡＲＡ」１ｍｇ トランドラプリル錠１ｍｇ
トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ
トリノシン顆粒 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ顆粒１００ｍｇ／包
トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」 クエン酸トレミフェン錠４０ｍｇ
ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「日医工」 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ
トロキシン錠 トロキシピド錠１００ｍｇ
ナフトジール錠２ｍｇ ニルバジピン錠２ｍｇ
ニコラーゼ錠１０ セラペプターゼ錠１０ｍｇ
ニコランタ錠５ ニコランジル錠５ｍｇ
ニザメルクカプセル１５０ ニザチジンカプセル１５０ｍｇ
ニチステート細粒１０％ 塩酸チクロピジン細粒１０％
ニチステート錠 塩酸チクロピジン錠１００ｍｇ
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠(2)20mg
ネリダロン坐剤 吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン坐剤
ネルフィン錠２．５ 酢酸メドロキシプロゲステロン錠２．５ｍｇ
ノイクロニック錠５ ニトラゼパム錠５ｍｇ
ノイターゼ３０ 塩化リゾチーム錠３０ｍｇ
ノイターゼシロップ 塩化リゾチームシロップ
ノイターゼ顆粒 塩化リゾチーム顆粒１０％
ノルペースカプセル５０ｍｇ ジソピラミドカプセル５０ｍｇ
ハイスラック錠２００ｍｇ エトドラク錠２００ｍｇ
バクトラミン スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠
ハルーリン錠 ｵｵｳﾒｶﾞｻｿｳｴｷｽ・ﾊｺﾔﾅｷﾞｴｷｽ配合剤錠
バルギン消泡液 ジメチコンシロップ
ハロスミンカプセル５００ ホスホマイシンカルシウムカプセル５００ｍｇ
パンテチン細粒「小林」 パンテチン細粒２０％
パンテチン錠シオエ１００ パンテチン錠１００ｍｇ　
ピアーレシロップ ラクツロースシロップ
ファモチジン散「サワイ」１０％ ファモチジン散１０％
フェロチーム錠５０ クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ
プラバスタチンNa塩錠１０ｍｇ｢メルク｣ プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ
フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム錠１ｍｇ
プロカプチンシロップ 塩酸プロカテロール０．０００５％シロップ
プロカプチン錠２５ 塩酸プロカテロール錠２５μｇ
プロカプチン錠５０ 塩酸プロカテロール錠５０μｇ
プロゲストン錠２００ 酢酸メドロキシプロゲステロン錠２００ｍｇ
ブロスターＭ錠１０ｍｇ ファモチジン錠１０ｍｇ
ブロスターＭ錠２０ｍｇ ファモチジン錠２０ｍｇ
フロセミド錠２０「タイヨー」 フロセミド錠２０ｍｇ
フロセミド錠４０「タイヨー」 フロセミド錠４０ｍｇ
ブロチゾラムＭ錠０．２５「ＥＭＥＣ」 ブロチゾラム０．２５ｍｇ
ブロムペリドール錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ブロムペリドール錠３ｍｇ
ベザフィブレートＳＲ錠２００ｍｇ ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ
ベセラール錠２５０μｇ メシル酸ペルゴリド錠２５０μｇ
ベセラール錠５０μｇ メシル酸ペルゴリド錠５０μｇ
ペリゼリンドライシロップ ドンペリドンシロップ用１％
ペリゼリン錠１０ｍｇ ドンペリドン錠１０ｍｇ



ヘルラートＬ錠２０ｍｇ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠(1)20mg
ヘルラートカプセル１０ｍｇ ニフェジピンカプセル１０ｍｇ
ベンズマロン錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ
ホスマリンドライシロップ４００ ホスホマイシンカルシウムシロップ用４０％
マックメット懸濁内服用 水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑｹﾞﾙ・水酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｼﾛｯﾌﾟ用１．２ｇ/包
マリレオンＮ錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ
ミコシストカプセル１００ｍｇ　 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
ムコソレートドライシロップ 塩酸アンブロキソールシロップ用１．５％
ムコソレート錠 塩酸アンブロキソール錠１５ｍｇ
ムコトロンシロップ５％ カルボシステインシロップ
ムコトロン錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ
メキシバールカプセル５０ 塩酸メキシレチンカプセル５０ｍｇ
メクロセリンシロップ 塩酸アンブロキソールシロップ
メジャピン錠２５ｍｇ ゾテピン錠２５ｍｇ
メジャピン錠５０ｍｇ ゾテピン錠５０ｍｇ
メチニン錠 アテノロール錠５０ｍｇ
メデポリン錠０．４ アルプラゾラム錠０．４ｍｇ
メトプリック錠２０ｍｇ 酒石酸メトプロロール錠２０ｍｇ
メブチット錠 マレイン酸トリメフブチン錠
メラボンカプセル フマル酸ケトチフェンカプセル１ｍｇ
メラボンドライシロップ０．１％ フマル酸ケトチフェンシロップ用０．１％
ユーパン錠０．５ｍｇ ロラゼパム錠０．５ｍｇ
ラキソセリン液 ピコスルファートナトリウム液
ラニメルク錠１５０ 塩酸ラニチジン錠１５０ｍｇ
リカバリンカプセル２５０ｍｇ トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ
リシノメルク錠１０ リシノプリル錠１０ｍｇ
リファンピシンカプセル「ヒシヤマ」 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ
リポラＭ錠５ｍｇ シンバスタチン錠５ｍｇ
ルリクールＶＧ軟膏０．１２％５ｇ 吉草酸ベタメタゾン・ゲンタマイシン軟膏０．１２％５ｇ
レニベーゼ錠２．５ マレイン酸エナラプリル錠２．５ｍｇ
レニベーゼ錠５ マレイン酸エナラプリル錠５ｍｇ
ロキソプロフェン錠「ＥＭＥＣ」 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ
ロペラミド錠「ＥＭＥＣ」 塩酸ロペラミド錠１ｍｇ
ロンラックス錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ
塩酸テルビナフィンクリーム１％「サンド」１０ｇ 塩酸テルビナフィンクリーム１０ｇ
塩酸バンコマイシン散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」／本 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ／本　
塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＫＫ」 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ
酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ錠２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 酢酸クロルマジノン錠２５ｍｇ

【注射薬】
製品名 一般名

アギフトールＳ［１００ｍｇ］　　　 グルタチオン
アクメイン注[５００ｍL] ブドウ糖加アセテートリンゲル液
アセテート維持液３Ｇ点滴静注用「ＨＫ」[２００ｍｌ] ブドウ糖加アセテート維持液
アセテート維持液３Ｇ点滴静注用「ＨＫ」[５００ｍｌ] ブドウ糖加アセテート維持液
アトロンボン注射用[80mg] オザグレルナトリウム
アミカシン硫酸塩注射液｢サワイ｣［１００ｍｇ］　　　　　 硫酸アミカシン　
アミカシン硫酸塩注射液｢サワイ｣［２００ｍｇ］　　　　　 硫酸アミカシン　
アロデート注[１００ｍｇ] メシル酸ガベキサート
アロデート注[５００ｍｇ] メシル酸ガベキサート
イントラリピッド[２０％２５０ｍL] ダイズ油
カコージン注［１００ｍｇ］　　　　　 塩酸ドパミン
ガスクール静注用［２００ｍｇ］　　　　　 カンレノ酸カリウム　
クラルート注射用［５０ｍｇ］　　　　　　 塩酸ジルチアゼム　
グランディノン注［１０００μｇ］　　 ジノプロスト
グリセレブ注[２００ｍＬ] 濃グルセリン・果糖
クレイトン注［１００ｍｇ］　　　　　 リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム
ジブカルソー注［５ｍｌ］　　　　　　 サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤
シメチラン注［２００ｍｇ］　　　　　 シメチジン
セフォン静注用［１ｇ］　　　　　　　　　 スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム
セロニード静注用［１ｇ］　　　　　　　　 セフトリアキソンナトリウム
ソルアセトＦ注[５００ｍＬ] アセテートリンゲル液



ソルデム１[２００ｍＬ] 開始液
ソルデム１[５００ｍＬ] 開始液
ソルデム３Ａ[２００ｍＬ] 維持液
ソルデム３Ａ[５００ｍＬ] 維持液
ソルデム３ＡＧ[５００ｍＬ] 維持液
ソルマルト[５００ｍL] アセテート維持液
ソルラクトＴＭＲ[５００ｍＬ] マルトース加乳酸リンゲル液
タンデトロン注射用［２０μｇ］　　　　　 アルプロスタジル アルファデクス
タンデトロン注射用［５００μｇ］　　　　 アルプロスタジル アルファデクス
チチナ注射液「静注用」［１００ｍｇ］　 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
チチナ注射液「静注用」［５０ｍｇ］ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
テルフィス[５００ｍＬ] 肝性脳症改善アミノ酸注射液
ドプミンＫ注［２００ｍｌ］　　　　　 塩酸ドブタミン
ドプミン注射液［１００ｍｇ］　　　　　　 塩酸ドブタミン
ニカルピン注［１０ｍｇ］　　　　　　 塩酸ニカルジピン
ニカルピン注［２ｍｇ］　　　　　　　 塩酸ニカルジピン
ネオファーゲンC注［２０ｍｌ］　　　 グリチルリチン酸モノアンモニウム
パセトクール静注用［０．５ｇ］　　　 塩酸セフォチアム
パセトクール静注用［１．０ｇ］　　　 塩酸セフォチアム
ヒルロック注［０．５ｍｇ］　　　　　 酒石酸プロチレリン
ファモチジン注射用２０｢サワイ｣ ファモチジン
ブラドール注射用[１０万単位] ウリナスタチン 
ブラドール注射用[５万単位] ウリナスタチン 
プラトシン注［１０ｍｇ］　　　　 シスプラチン
プラトシン注［２５ｍｇ］　　　 シスプラチン
プラトシン注［５０ｍｇ］　　　　 シスプラチン
プロゲデポー［１２５ｍｇ］　　　　 カプロン酸ヒドロキシプロゲステロン
ヘパグミン静注[５０００単位] ダルテパリンナトリウム
ペンマリン注射用［１ｇ］　　　　　　　　 ピペラシリンナトリウム
ペンマリン注射用［２ｇ］　　　　　　　　 ピペラシリンナトリウム
ボルビックス注[２ｍL] 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合剤
マルトース注ML[５００ｍL] マルトース
ミドシン注射液［4ｍｌ］　　　　　　 リン酸クリンダマイシン
モベンゾシン静注用[１ｇ] セフタジジム
ラスカルトン注[40単位] エルカトニン
リカバリンＳ注［１０００ｍｇ］　　　 トラネキサム酸
リカバリン注［２５０ｍｇ］　　　　　 トラネキサム酸
リバレス注[1ｍｌ] 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド
リントン注[5ｍｇ] ハロペリドール
レコグナン注［５００ｍｇ］　　　　　 シチコリン
注射用サメット[１０ｍｇ] メシル酸ナファモスタット 
注射用サメット[５０ｍｇ] メシル酸ナファモスタット 
注用ホスホマイシンナトリウム「ヒシヤマ」［１ｇ］ ホスホマイシンナトリウム
点滴静注用アシクロビン［２５０ｍｇ］　　　　 アシクロビル
点滴静注用バンコマイシン｢ＭＥＥＫ｣［５００ｍｇ] 塩酸バンコマイシン


