
資料２－２

一般名 GE製品名 先発品商品名

薬効分類 GE規格 先発品規格

プラバスタチンナトリウム リダックM錠10 メバロチン錠10

高脂血症用剤 １錠 10mg １錠 10mg

バルプロ酸ナトリウム セレブシロップ5% デパケンシロップ5%

抗てんかん剤 ５％１ml ５％１ml

エナラプリルマレイン酸塩 エナラプリルM錠5「EMEC」 レニベース錠5

血圧降下剤 １錠 5mg １錠 5mg

塩酸メトホルミン錠 メデット錠２５０ｍｇ メルビン錠２５０ｍｇ

糖尿病用剤 ２５０ｍｇ ２５０ｍｇ

ピモベンダンカプセル ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 アカルディカプセル１．２５

強心剤 １．２５ｍｇ １．２５ｍｇ

アモキシシリン ワイドシリン細粒 サワシリン細粒

主としてグラム陽性・陰性菌に作
用するもの

200mg／g 100mg／g

ラクツロース ラグノスゼリー ラクツロースシロップ60％

他に分類されない代謝性医薬品 40.496％　ゼリー 60％シロップ

酸化マグネシウム マグラックス 重カマ「ヨシダ」

制酸剤 250・330mg錠 0.33・0.5・0.67・1.0g包・ばら

アセトアミノフェン カロナール錠 ピリナジン末

解熱鎮痛消炎剤 200mg錠 1g

ドンペリドン ドンペリドン錠「EMEC」10mg ナウゼリン錠10

その他の消化器官用薬 １０ｍｇ1錠 １０ｍｇ1錠

候補品目

8

■良好な服用感（味、におい、舌
触り等の改善）
■用時懸濁性が高い（簡易懸濁
法に用いやすい）

3

■少量の水で飲める（口腔内崩
壊錠がある）
■用時懸濁性が高い（簡易懸濁
法に用いやすい）

1

■少量の水で飲める（口腔内崩
壊錠がある）
■用時懸濁性が高い（簡易懸濁
法に用いやすい）

6
■良好な服用感（味、におい、舌
触り等の改善）

2
■調剤が容易（割線がある等）
■プラスティックアンプルである

4

No. 製剤改良の概要

■良好な服用感（味、におい、舌
触り等の改善）

5
■調剤が容易（割線がある等）
■その他（分包後の安定性か高
い）

剤
型

内

内

内

内

7
■良好な服用感（味、におい、舌
触り等の改善）

10
■少量の水で飲める（口腔内崩
壊錠がある）

内

9

内

内

■良好な服用感（味、におい、舌
触り等の改善）
■先発品にない規格がある

内

内

内



資料２－２

一般名 GE製品名 先発品商品名

薬効分類 GE規格 先発品規格

候補品目

No. 製剤改良の概要
剤
型

スクラルファート液 アルトサミン液 アルサルミン内用液10％

消化性潰瘍用剤 １０ｍＬ１包 １０ｍＬ１包

ニフェジピン
ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

アダラートＣＲ錠１０ｍｇ

血管拡張剤 １０ｍｇ１錠 １０ｍｇ１錠

アムホテリシンＢ ハリゾンシロップ100mg/mL ファンギゾンシロップ100mg/mL

その他の抗生物質製剤 100mg1mL 100mg1mL

炭酸カルシウム 沈降炭酸カルシウム錠500mg カルタン錠500

制酸剤 500mg/錠 500mg/錠

「日局」ポリスチレンスルホン酸
カルシウム

アーガメイトゼリー 局方　カリエード　他

その他の循環器官用薬 ２０％１ｇ １ｇ

「日局」イソソルビド メニレット７０％ゼリー イソバイド

利尿薬 ７０％　２０ｇ　３０ｇ ７０％　１ｍｌ

ランソプラゾール ランソプラゾールＯＤ錠「トーワ」 タケプロンＯＤ錠

消化性潰瘍用剤 １５ｍｇ、３０ｍｇ １５ｍｇ、３０ｍｇ

リスペリドン
リスペリドン内用液1mg/mL「タカ
タ」

リスパダール内用液1mg/mL

精神神経用剤 １ｍｇ １ｍｇ

クラリスロマイシン
クラリスロマイシンDS小児用
10％「タカタ」

クラリシッドドライシロップ

主としてグラム陽性菌、マイコプ
ラズマに作用するもの

10% 10%

イトラコナゾール イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」 イトリゾールカプセル

その他の化学療法剤 ５０ｍｇ ５０ｍｇ

■良好な服用感（味、におい、舌
触り等の改善）

■少量の水で飲める（口腔内崩
壊錠がある）

内14

内

■良好な服用感（味、におい、舌
触り等の改善）
■先発品にない規格がある

12 ■小型化している

11

13

内

内

15

19

16

■良好な服用感（味、におい、舌
触り等の改善）
■調製が容易
■先発品にない規格がある

17

■少量の水で飲める（口腔内崩
壊錠がある）
■調剤が容易（割線がある等）
■用時懸濁性が高い（簡易懸濁
法に用いやすい）
■安定性が高い
■先発品にない規格がある
■その他（製剤が硬い。口腔内
で崩壊しやすい。）

内

内

内

■良好な服用感（味、におい、舌
触り等の改善）
■安定性が高い

■良好な服用感（味、におい、舌
触り等の改善）

■良好な服用感（味、におい、舌
触り等の改善

内

内

内
■用時懸濁性が高い（簡易懸濁
法に用いやすい）

20

18
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プランルカスト プランルカスト「EK」錠 オノンカプセル

その他のアレルギー用薬 １１２．５ｍｇ、２２５ｍｇ １１２．５ｍｇ

バンコマイシン塩酸塩
点滴静注用バンコマイシン０．５
「ＭＥＥＫ」

塩酸バンコマイシン点滴静注用
０．５ｇ

主としてグラム陰性菌に作用す
るもの

0.5g1瓶 0.5g1瓶

オザグレルナトリウム オザペンバッグ 注射用カタクロット

他に分類されない代謝性医薬品 80mg200mL1袋 20mg1瓶

オザグレルナトリウム
オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリ
ンジ「サワイ」

キサンボンＳ注射液４０ｍｇ

他に分類されない代謝性医薬品 80mg4mL1筒 40mg5mL1管

オザグレルナトリウム注射液 アトロンボン注 カタクロット

他に分類されない代謝性医薬品 ４０ｍｇ ４０ｍｇ

オザグレルナトリウム オザグロン注80 カタクロット注射液40mg

他に分類されない代謝性医薬品 80mg/4mL 40mg/5mL

オザグレルナトリウム キサクロット注射液80ｍｇ カタクロット注射液40mg

他に分類されない代謝性医薬品 40mg/2ml、80mg/4mL 40mg/5mL

パクリタキセル
パクリタキセル注射液１５０ｍｇ
「サワイ」

タキソール注射液１００ｍｇ

抗腫瘍性植物成分製剤 150mg25mL1瓶 100mg16.7mL1瓶

スルバクタムナトリウム・セフォペ
ラゾンナトリウム

セフォセフ静注用1g スルペラゾン静注用1g

主としてグラム陽性・陰性菌に作
用するもの

１ｇ １瓶 １ｇ １瓶

塩酸グラニセトロン
グラニセトロン静注液3mg
シリンジ「NK」

カイトリル注3mg

その他の消化器官用薬 ３ｍｇ３ｍＬ1筒 ３ｍｇ３ｍＬ1筒

24
■プレフィルドシリンジである
■調製が容易
■先発品にない規格がある

■調製が容易
■その他（副作用が少ない）

■プレフィルドシリンジである

23

26 ■先発品にない規格がある

22

28
■調製が容易
■先発品にない規格がある

注

21 内

■錠剤化している
■先発品にない規格がある（１回
服用個数が少ない）
■２２５ｍｇ錠には割線がある

■プラスティックアンプルである
■安定性が高い

注

25

■調製が容易
■先発品にない規格がある

29
■その他（　バイアルに確認用
シールが添付　）

30 注

注

27 注 ■先発品にない規格がある

注

注

注

注
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リン酸デキサメタゾンナトリウム デキサート注射液 デカドロン注射液

副腎ホルモン剤 3.3mg1mLﾊﾞｲｱﾙ 3.3mg1mLﾊﾞｲｱﾙ

ニトログリセリン ミオコール点滴静注25mg ミリスロール注25mg/50mL

血管拡張剤 25mg/50mL、50mg/100mL 25mg/50mL、50mg/100mL

レボホリナートカルシウム レボホリナート点滴静注用 アイソボリン点滴静注用

解毒剤 ２５ｍｇ、１００ｍｇ ２５ｍｇ、１００ｍｇ

塩酸オンダンセトロン オンダンセトロン注射液4mg「F」 ゾフラン注4

その他の消化器官用薬 4mg／2mL／A 4mg／2mL／A

ピレノキシン液 カリーユニ点眼液０．００５％ カタリンＫ点眼用０．００５％

眼科用剤 ０．００５％５ｍＬ１瓶 ０．００５％５ｍＬ１瓶

35
■小型化している
■安定性が高い
■先発品にない規格がある

■その他（　ソフトバッグ製剤で
ある　）

注

32

33
■調製が容易
■その他（ゴム栓の改良）

注

注

31

34

外

■その他（室温保存）

注
■その他（注射自動払出機に対
応可）


