
＜参考＞
●公立大学法人横浜市立大学附属病院の院内採用後発医薬品（平成１９年１０月３０日現在）

１　概要

２　内訳
【内用薬】

製品名 一般名
アーガメイトゼリー25g ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ
アシクロメルク錠200 アシクロビル
アシロベックＤＳ80％（800mg/g） アシクロビル
アポノール錠20 酒石酸イフェンプロジル
アレジオテック錠20 塩酸エピナスチン
塩酸アロチノロール錠10mg「KOBA」 アロチノロール塩酸塩
アンギナール散　125mg/g ジピリダモール
イトラコナゾール錠50「ＭＥＥＫ」 イトラコナゾール
イピノテック錠　10mg メチル硫酸アメジニウム
インクレミンシロップ 溶性ピロリン酸第二鉄
エクセラーゼカプセル サナクターゼ配合剤
エナラート細粒1% マレイン酸エナラプリル
エナラメルク錠2.5 マレイン酸エナラプリル
エナラメルク錠5 マレイン酸エナラプリル
エパルレスタット錠50「EK」 エパルレスタット
カプトプリル錠12.5mg「EMEC」 カプトプリル
カモステート錠100 メシル酸カモスタット
カルボクリン末 1g/包 かわらたけ菌糸体
カロナール細粒20% アセトアミノフェン
カロナール錠200 アセトアミノフェン
カロリールゼリー ラクツロース
クラリスロマイシン錠200mg クラリスロマイシン
クラリスロマイシンDS10％小児用 クラリスロマイシン
酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ錠25mg「EMEC」 酢酸クロルマジノン
サルモシン錠　5mg ニセルゴリン
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑSR錠 37.5mg ジクロフェナクナトリウム
シンバスタチン錠5「MEEK」 シンバスタチン
セファクロル細粒10％「マルコ」 セファクロル
ゼフロプト錠5μg リマプロスト　アルファデクス
タスオミンＤ錠　20mg クエン酸タモキシフェン
テオロング錠50mg テオフィリン
トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 トリアゾラム
テルバンスDS20％ テオフィリン
経口用ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ細粒1万単位「沢井」 トロンビン
ドンペリドン錠 10mg「EMEC」 ドンペリドン
ニコランジス錠 5mg ニコランジル
ニトロペン錠　0.3mg ニトログリセリン
ニレーナL錠10mg ニフェジピン
ネオマレルミンTR錠　6mg マレイン酸クロルフェニラミン
パーロミン錠　2.5mg メシル酸ブロモクリプチン
バイアスピリン錠100mg アスピリン
バファリン81mg錠 アスピリン・ダイアルミネート
パラクロジン錠　100mg 塩酸チクロピジン
ハリゾンシロップ　24mL アムホテリシンB
パルギン錠　0.5mg エチゾラム

区　分 採用品目数
内用薬 70
注射薬 91
外用薬 34



パルギン錠　1mg エチゾラム
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ細粒20%「EMEC」 バルプロ酸ナトリウム
塩酸バンコマイシン散0.5 「MEEK」 塩酸バンコマイシン
ビクシリンＳ錠　250mg アンピシリン・クロキサシリンNa
フロセミド細粒4%「EMEC」 フロセミド
フロセミド錠10mg「NP」 フロセミド
塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 塩酸プロピベリン
マグテクト液U　10mL 水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ・水酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ
マグラックス錠500mg 酸化マグネシウム
マグラックス錠330mg 酸化マグネシウム
ミコシストカプセル 100mg フルコナゾール
メチクール500 メコバラミン
メチコバール細粒　500μg/0.5g メコバラミン
モトナリン錠1mg 塩酸チザニジン
モルペス細粒2%　0.5g 硫酸モルヒネ
ラニメルク錠150 塩酸ラニチジン
ラニメルク錠75 塩酸ラニチジン
リカバリンカプセル　250mg トラネキサム酸
リスピン　100mg ジソピラミド
リスピンＲ錠　150mg リン酸ジソピラミド
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾍｷｻﾙ｣　150mg リファンピシン
リボール細粒　200mg/g アロプリノール
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢EMEC｣　60mg ロキソプロフェンナトリウム
ロペラミド錠「EMEC」　1mg 塩酸ロペラミド
ロルフェナミン細粒　100mg/g ロキソプロフェンナトリウム

【注射薬】
製品名 一般名

アシクロビル注　250mg「科薬」 アシクロビル
アダントディスポ25mg/2.5mL ヒアルロン酸ナトリウム
イオパーク300 100mL イオヘキソール
イオパーク300　50mL イオヘキソール
イオパーク300シリンジ　100mL イオヘキソール
イオパーク350　100mL イオヘキソール
イオパーク350　20mL イオヘキソール
イオパーク350　50mL イオヘキソール
イントラリピッド20% 250mL ダイズ油
イントラリポス20% 100mL ダイズ油
HMG「日研」75注用 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
HMG注テイゾー150 下垂体性性腺刺激ﾎﾙﾓﾝ
エストチン注射液(5万単位/1mL) 多価・酵素阻害剤
塩酸エピルビシン注10mg「メルク」 塩酸エピルビシン
塩酸エピルビシン注50mg「メルク」 塩酸エピルビシン
オイパロミン300　100mL イオパミドール
オイパロミン300　20mL イオパミドール
オイパロミン300　50mL イオパミドール
オイパロミン300シリンジ　100mL イオパミドール
オリベス点滴用1%　200mL リドカイン
オンダンセトロン注射液4mg「F」 塩酸オンダンセトロン
カコージン注　100mg/5mL 塩酸ドパミン
カルボメルク注射液1％（450mg） カルボプラチン
カルボメルク注射液1％（50mg） カルボプラチン

 グラニセトロン静注液3mg「MNP」 塩酸グラニセトロン
グリセレブ　200mL 濃グリセリン・果糖
クリダマシン注 クリンダマイシンリン酸エステル
KCL注20mEqキット「テルモ」 塩化カリウム



サブパック-Bi（2020mL） ろ過型人工腎臓用補液
スルタムジン静注用1g ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑNa･ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝNa
スルバシリン静注用1.5ｇ ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ･ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ
スロバスタン注10mg アルガトロバン
セファピコール静注用　1g 塩酸セフォチアム
セフタジジム静注用1ｇ「マルコ」 セフタジジム水和物
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Ｄ　500mL 酢酸リンゲル液（ﾌﾞﾄﾞｳ糖加）
ソルアセトＦ　500mL 酢酸リンゲル
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　200mL 維持液
ソルデム3AG　500mL 維持液
ソルデム6　500mL 術後回復液
注射用ソル・メルコート40 コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム
注射用ソル・メルコート125 コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム
注射用ソル・メルコート500 コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム
注射用ソル・メルコート1,000 コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム
タイペラシリン注射用　1g ピペラシリンナトリウム
ダルテパリンNa静注1000単位／mL「HK」5mL ダルテパリンナトリウム
タンデトロン注射用20 ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ
タンデトロン注射用500 ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ
チエペネム点滴静注用0.5g ｲﾐﾍﾟﾈﾑ水和物･ｼﾗｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ
デキサート注射液（2mg） リン酸デキサメタゾンナトリウム
デキサート注射液（8mg） リン酸デキサメタゾンナトリウム
低分子デキストラン糖注 デキストラン40・ブドウ糖
ドブポン注0.3％シリンジ　50ｍL 塩酸ドブタミン
注射用ナファモスタット10 メシル酸ナファモスタット
注射用ナファモスタット50 メシル酸ナファモスタット
ニカルピン注射液2mg ニカルジピン塩酸塩
ニカルピン注射液10mg ニカルジピン塩酸塩
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 パクリタキセル
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 パクリタキセル
パルタンM注　0.2mg/1mL ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ
点滴静注用バンコマイシン0.5 塩酸バンコマイシン
ピレタゾール静注用1g セフメタゾールナトリウム
プラトシン注10 シスプラチン
プラトシン注25 シスプラチン
プラトシン注50 シスプラチン
フルオレサイト注射液1号　5mL フルオレセイン
フルマゼニル注射液0.5mg「F」 フルマゼニル
プレドパ注600 塩酸ドパミン
1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注「ﾏﾙｲｼ」　20mL プロポフォール
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」 ヘパリンナトリウム
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL ヘパリンナトリウム
ホロサイルＳ静注用　2g ホスホマイシンナトリウム
マスキュレート静注用　10mg 臭化ベクロニウム
ミオコール注5mg ニトログリセリン
ミオコール注50mg ニトログリセリン
ミコシスト静注液 0.2％（200mg） フルコナゾール
ミネリック-5注シリンジ 塩化ﾏﾝｶﾞﾝ・硫酸亜鉛配合剤
ミノペン点滴静注用　100mg 塩酸ミノサイクリン
メジテック 過テクネチウム酸ナトリウム
ラセナゾリン注射用　1g セファゾリンナトリウム
リカバリン注1000mg トラネキサム酸



リカバリン注250mg トラネキサム酸
ルイネシン注 　60mg/1.5mL 硫酸ゲンタマイシン
レコグナン注500mg シチコリン
レタメックス　100mg/5mL 塩酸ドブタミン
レミナロン注射用100mg メシル酸ガベキサート
レミナロン注射用500mg メシル酸ガベキサート

【外用薬】
製品名 一般名

亜鉛華(10%)単軟膏｢ヨシダ｣ 亜鉛華
アズノールうがい液4%　5mL ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
含嗽用アズレン｢昭和｣　1.5g/包 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
日点アトロピン点眼液1%　5mL 硫酸アトロピン
SPトローチ明治　0.25mg 塩化デカリニウム
MS温シップ｢タイホウ｣（100g/袋） ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ，ﾄｳｶﾞﾗｼｴｷｽ他
MS冷シップ｢タカミツ｣(200g/袋） ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ，ﾄｳｶﾞﾗｼｴｷｽ他
オペガンハイ　1%，0.7mL ヒアルロン酸ナトリウム
キシロカインポンプスプレー8%  80g リドカイン
ケンエーＧ浣腸120mL グリセリン
ケンエーＧ浣腸60mL グリセリン
ケンエーＧ浣腸30mL グリセリン
ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ
　綿型2.5cm×5.1cm

酸化セルロース

ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ
　ガーゼ型1.3cm×5.1cm

酸化セルロース

10%サリチル酸ワセリン軟膏 サリチル酸
次亜塩6％「ヨシダ」 次亜塩素酸ナトリウム
ステリクロンR液0.5　500mL グルコン酸クロルヘキシジン
スミルスチック フェルビナク
デキサルチン軟膏(口腔用)　5g デキサメタゾン
ネグミン液　10%，250mL ポビドンヨード
ネグミンガーグル７％ ポビドンヨード
ネグミンシュガー軟膏　100g 白糖・ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ配合製剤
バリエネマ300　60%，300mL 硫酸バリウム
ビスコート　0.5mL ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na・ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸Na
フローレス試験紙 フルオレセインナトリウム
フロジン液　5%，30mL 塩化カルプロニウム
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液　　50μg「PH」28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン
0.02％ヘキザック水W　250mL グルコン酸クロルヘキシジン
0.05％ヘキザック水W　250mL グルコン酸クロルヘキシジン
0.5%ヘキザックアルコール液 グルコン酸クロルヘキシジン
ボチシート　30g×3枚/袋 亜鉛華
ポピヨドン液10％（50mL/本） ポビドンヨード
ポピヨドンスクラブ7.5% 500mL ポビドンヨード
リュウアト1%眼軟膏　3.5g 硫酸アトロピン


