
ＪＣＨＯ札幌北辰病院における後発医薬品採用について 

当院では、患者さまや国民全体の医療費の負担の低減を考慮して、後発医薬品の採用を行っています。 

後発医薬品の採用に当たっては、医薬品の品質、製造販売会社の供給体制や情報提供体制に問題がないか確認

したうえで、当院における医療の必要性を満たすかどうか考慮し採用しております。 

先発医薬品が国から承認を得ている適応（効能・効果、用法・用量）について、後発医薬品には欠けている場

合もあり、そのような場合は先発医薬品を使用しています。 

 

平成 26年 4月現在、当院で採用されている主な後発医薬品は以下のとおりです。 

 

注射薬 

薬効分類 商品名 規格・容量 一般名 販売会社 

全身麻酔剤 1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣ 1g 1g/100mL ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ 丸石製薬 

全身麻酔剤 1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣ 200mg 200mg/20mL ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ 丸石製薬 

鎮けい剤 ｱﾄﾛﾋﾟﾝ注 0.05% ｼﾘﾝｼﾞ 1mL 硫酸アトロピン テルモ 

強心剤 ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾟ注 200 0.1% 200mL 塩酸ドパミン 協和醗酵キリン 

強心剤 ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾟ注 600 0.3% 200mL 塩酸ドパミン 協和醗酵キリン 

強心剤 ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ点滴静注液 100mg 100mg/5mL 塩酸ドブタミン アルフレッサ 

不整脈用剤 ﾘﾄﾞｶｲﾝ静注用 2%ｼﾘﾝｼﾞ 5mL 塩酸リドカイン テルモ 

血圧降下剤 ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩注射液 10mg 10mg/10mL 塩酸ニカルジピン 沢井製薬 

血圧降下剤 ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩注射液 2mg 2mg/2mL 塩酸ニカルジピン 沢井製薬 

血管拡張剤 ﾐｵｺ-ﾙ静注 5mg 5mg/10mL ニトログリセリン トーアエイヨー 

呼吸促進剤 ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ注 0.5mg ｢ｹﾐﾌｧ」 5mL フルマゼニル 日本ケミファ 

消化性潰瘍用剤 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射用 20mg 20mg ファモチジン 大原薬品工業 

鎮吐剤 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ静注液 3mg「明治」 3mL グラニセトロン 明治製菓 

副腎ホルモン剤 ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ 0.1%ｼﾘﾝｼﾞ 1mg/1mL エピネフリン テルモ 

副腎ホルモン剤 ｻｸｼｿﾞﾝ注射用 300mg 300mg コハク酸ヒドロコルチゾン Na 興和 

副腎ホルモン剤 注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺ-ﾄ 40 40mg コハク酸メチルプレドニゾロン Na 富士製薬 

副腎ホルモン剤 注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺ-ﾄ 125 125mg コハク酸メチルプレドニゾロン Na 富士製薬 

副腎ホルモン剤 注射用ｿﾙ・ﾒﾙｺ-ﾄ 500 500mg コハク酸メチルプレドニゾロン Na 富士製薬 

子宮収縮剤 ﾊﾟﾙﾀﾝ M 注 0.2mg 0.2mg/1mL マレイン酸メチルエルゴメトリン 持田製薬 

混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 ﾋﾞｰｽﾘﾐﾝ注射液 10mL 10mL 塩酸チアミン,VB6,VB12 配合剤 テバ製薬 

脂肪乳剤 ｲﾝﾄﾗﾘﾎﾟｽ輸液 20% 20% 100mL ダイズ油 大塚製薬 

血液代用剤 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL 生理食塩液 大塚製薬 

血液代用剤 ｿﾙｱｾﾄ D 輸液 500mL 500mL 酢酸リンゲル（ブドウ糖加） テルモ 

血液代用剤 ｿﾙｱｾﾄ F 輸液 500mL 500mL 酢酸リンゲル テルモ 

血液代用剤 ｿﾙﾃﾞﾑ 1 輸液 200mL 200mL 開始液 1 テルモ 

血液代用剤 ｿﾙﾃﾞﾑ 1 輸液 500mL  500mL 開始液 1 テルモ 

血液代用剤 ｿﾙﾃﾞﾑ 3AG 輸液 500mL 500mL 維持液 4 テルモ 

血液代用剤 ｿﾙﾃﾞﾑ 3A 輸液 200mL 200mL 維持液 3 テルモ 

血液代用剤 ｿﾙﾃﾞﾑ 3A 輸液 500mL 500mL 維持液 3 テルモ 



止血剤 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ注 50mg 10mL カルバゾクロムスルホン酸 Na 日医工 

血液凝固阻止剤 ﾍﾊﾟﾘﾝ Na 透析用 250 単位/mL ｼﾘﾝｼﾞ 20mL ヘパリンナトリウム テバ製薬 

血液凝固阻止剤 ﾐﾆﾍﾊﾟ透析用 100 単位/mL ｼﾘﾝｼﾞ 20mL パルナパリンナトリウム 扶桑薬品 

抗ヒスタミン剤 ﾚｽｶﾙﾐﾝ注 5mL 5mL 塩酸ジフェンヒドラミン 日新製薬(山形) 

解毒剤 ﾚﾎﾞﾎﾘﾅ-ﾄ点滴静注用 25mg｢ｵ-ﾊﾗ」 25mg レボホリナート 大原薬品 

解毒剤 ﾚﾎﾞﾎﾘﾅ-ﾄ点滴静注用 100mg｢ｵ-ﾊﾗ」 100mg レボホリナート 大原薬品 

蛋白分解酵素阻害剤 ﾚﾐﾅﾛﾝ注射用 100mg 100mg メシル酸ガベキサート 高田製薬 

蛋白分解酵素阻害剤 ﾚﾐﾅﾛﾝ注射用 500mg 500mg メシル酸ガベキサート 高田製薬 

腫瘍用薬 ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用 10mg 10mg 塩酸エピルビシン 日本化薬 

腫瘍用薬 ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用 50mg 50mg 塩酸エピルビシン 日本化薬 

腫瘍用薬 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液 50mg｢NK｣ 50mg カルボプラチン 日本化薬 

腫瘍用薬 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液 150mg｢NK｣ 150mg カルボプラチン 日本化薬 

腫瘍用薬 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液 450mg｢NK」 450mg カルボプラチン 日本化薬 

腫瘍用薬 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 10mg 10mg/20mL シスプラチン ヤクルト 

腫瘍用薬 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 25mg 25mg/50mL シスプラチン ヤクルト 

抗生物質製剤 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ点滴静注用 100mg｢ﾀｲﾖ-｣ 100mg 塩酸ミノサイクリン テバ製薬 

抗生物質製剤 ｾﾌｧﾋﾟｺｰﾙ静注用 1g 1g 塩酸セフォチアム テバ製薬 

抗生物質製剤 ﾜｲｽﾀｰﾙ静注用 1g 1g ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ Na・ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝ Na 日本ケミファ 

抗生物質製剤 ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用 1g「日医工」 1g ピペラシリン Na 日医工 

抗生物質製剤 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ Na 静注用 1g 1g ホスホマイシン Na 高田製薬 

抗生物質製剤 ｸﾘﾀﾞﾏｼﾝ注 600mg 600mg リン酸クリンダマイシン ニプロ 

抗生物質製剤 点滴静注用ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ 0.5g「MEEK」 0.5g 塩酸バンコマイシン 明治製菓 

抗ウイルス剤 点滴静注用ﾋﾞｸﾛｯｸｽ注 250mg 250mg/10mL アシクロビル 明治製菓 

Ｘ線造影剤 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ 300 注ｼﾘﾝｼﾞ  100mL イオパミドール コニカ 

Ｘ線造影剤 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ 370 注ｼﾘﾝｼﾞ  100mL イオパミドール コニカ 

Ｘ線造影剤 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ 370 注ﾊﾞｲｱﾙ 100mL イオパミドール コニカ 

Ｘ線造影剤 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ 370 注ﾊﾞｲｱﾙ 20mL イオパミドール コニカ 

Ｘ線造影剤 ﾓｲｵﾊﾟｰｸ 300 ｼﾘﾝｼﾞ  100mL イオヘキソール 興和創薬 

MR造影剤 ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ静注液ｼﾘﾝｼﾞ 15mL ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ コニカ 

蛍光眼底造影剤 ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ静注 500mｇ 500mg フルオレセイン 日本アルコン 

 

 

内服薬 

薬効分類 商品名 規格・容量 一般名 販売会社 

解熱鎮痛消炎剤 カロナール錠 200mg 200mg アセトアミノフェン 昭和薬品化工 

解熱鎮痛消炎剤 ニフランシロップ 1.5% 1.50% プラノプロフェン 田辺製薬 

解熱鎮痛消炎剤 ロキソプロフェン錠 60mg「EMEC」 60mg ロキソプロフェンナトリウム ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 

精神神経用剤 エチゾラム錠 0.5mg「EMEC」 0.5mg エチゾラム ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 

不整脈用剤 アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」 50mg アミオダロン塩酸塩 トーアエイヨー 

利尿剤 スピロノラクトン錠 25mg「テバ」 25mg スピロノラクトン テバ 



血圧降下剤 フロセミド錠 20mg「NP」 20mg フロセミド ニプロ 

血圧降下剤 フロセミド錠 40mg「NP」 40mg フロセミド ニプロ 

血管拡張剤 ニコランジル錠 5mg「日医工」 5mg ニコランジル 日医工 

血管拡張剤 ニトロペン錠舌下錠 0.3mg 0.3mg ニトログリセリン 日本化薬 

血管拡張剤 アムロジピン OD 錠 2.5mg「タカタ」 2.5mg アムロジピンベシル酸塩 高田 

血管拡張剤 アムロジピン OD 錠 10mg「タカタ」 10mg アムロジピンベシル酸塩 高田 

血管拡張剤 ベラパミル塩酸塩錠 40mg「タイヨー」 40mg ベラパミル塩酸塩 テバ 

去たん剤 カルボシステイン錠 250mg「サワイ」 250mg カルボシステイン 沢井 

去たん剤 カルボシステインシロップ 5%「タカタ」 5% カルボシステイン 高田 

去たん剤 カルボシステイン DS 50%「タカタ」 50% カルボシステイン 高田 

気管支拡張剤 テルバンス DS 20% 20% テオフィリン ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 

止しゃ剤、整腸剤 バルギン消泡液 2% 2% ジメチコン カイゲン 

止しゃ剤、整腸剤 ラックビーR散   耐性乳酸菌製剤 興和創薬 

健胃消化剤 オリザチーム顆粒 50% 50% ガラクトシダーゼ ヤクルト本社 

消化性潰瘍用剤 イサロン錠 100mg 100mg アルジオキサ あすか製薬 

消化性潰瘍用剤 テプレノンカプセル 50mg「サワイ」 50mg テプレノン 大原 

消化性潰瘍用剤 レバミピド錠 100mg「EMEC」 100mg レバミピド ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 

消化性潰瘍用剤 アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」   ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸 Na・L-グルタミン ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 

消化性潰瘍用剤 ファモチジンＤ錠 20mg「サワイ」 20mg ファモチジン 沢井 

消化性潰瘍用剤 ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「ゼリア」 10mg ラベプラゾールナトリウム ゼリア新薬 

消化性潰瘍用剤 アルクレイン内用液 5% 5% アルギン酸ナトリウム 日医工 

制酸剤 マグミット錠 330mg 330mg 酸化マグネシウム 健栄製薬 

制酸剤 酸化マグネシウム細粒 83%「ケンエー」 83% 酸化マグネシウム 健栄製薬 

制酸剤 炭カル錠 500mg ｢旭化成｣ 500mg 沈降炭酸カルシウム 旭化成工業 

下剤、浣腸剤 センノシド錠 12mg「セイコー」 12mg センノシド 扶桑 

利胆剤 ウルソデオキシコール酸錠 100mg「ZE」 100mg ウルソデオキシコール酸 高田 

その他の消化器用剤 モサプリドクエン酸錠 5mg「ＥＥ］ 5mg モサプリドクエン酸 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 

黄体ホルモン製剤 プロゲストン錠 2.5mg 2.5mg ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ 富士製薬 

ビタミンA及びD剤 アルファカルシドールカプセル 0.25μg「テバ」 0.25μg アルファカルシドールカプセル テバ 

ビタミンA及びD剤 アルファカルシドールカプセル 1μg「日医工」 1μg アルファカルシドールカプセル 日医工 

ﾋﾞﾀﾐﾝＢ剤 メチコバール錠 500μg 500μg メコバラミン エーザイ 

無機質製剤 インクレミンシロップ 5% 5% 溶性ピロリン酸第二鉄 アルフレッサ 

無機質製剤 フェロチーム錠 50mg 50mg クエン酸第一鉄ナトリウム 沢井 

止血剤 トラネキサム酸錠 250mg「YD」 250mg トラネキサム酸 日医工 

その他の血液･体液

用薬 

バファリン配合錠 A 81 81mg アスピリン・ダルアルミネート エーザイ 

その他の血液･体液

用薬 

バイアスピリン錠 100mg 100mg アスピリン バイエル薬品 

その他の血液･体液

用薬 

シロスタゾール OD 錠 50mg「サワイ」 50mg シロスタゾール 沢井 

痛風治療剤 アロシトール錠 100mg 100mg アロプリノール 田辺三菱製薬 



酵素製剤 アクディーム錠 30mg 30mg 塩化リゾチーム あすか製薬 

他に分類されない代

謝性医薬品 

ピアーレシロップ 65% 65% ラクツロース 日本化薬 

腫瘍用剤 タスオミン錠 10mg 10mg クエン酸タモキシフェン バイエル薬品 

その他のアレルギー

用剤 

フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「EE」 30mg フェキソフェナジン塩酸塩 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 

その他のアレルギー

用剤 

フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「EE」 60mg フェキソフェナジン塩酸塩 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 

抗生物質製剤 ワイドシリン細粒 200 200mg アモキシシリン水和物 明治製菓 

抗ウイルス剤 アストリックドライシロップ 80% 80% アシクロビル 日本化薬 

Ｘ線造影剤 バルギン発泡顆粒 1% 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ・酒石酸 カイゲン 

その他の医薬品 スクリット配合内用剤   ﾅﾄﾘｳﾑ・カリウム配合剤 カイゲン 

 

 

外用薬 

薬効分類 商品名 規格・容量 一般名 販売会社 

全身麻酔剤 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 250mL セボフルラン ファイザー 

局所麻酔剤 ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ 8% 80g リドカイン アストラゼネカ 

含嗽剤 ｱｽﾞﾚﾝうがい液 4%｢ｹﾝｴｰ｣  10mL アズレンスルホン酸 Na 健栄製薬 

浣腸剤 ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸｢ｵｦﾀ｣30 小児用 30mL 30mL グリセリン 日医工 

浣腸剤 ｹﾝｴ-G浣腸 50% 60mL 60mL グリセリン 健栄製薬 

浣腸剤 ｹﾝｴ-G浣腸 50% 120mL 120mL グリセリン 健栄製薬 

口腔用剤 ﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ口腔用軟膏 1mg 5g デキサメタゾン 日本化薬 

眼科用剤 ｵﾍﾟｶﾞｰﾄﾞ ﾈｵｷｯﾄ眼灌流液 500mL オキシグルタチオン 大塚製薬 

眼科用剤 ｶﾘｰﾕﾆ点眼液 0.005% 5mL ピレノキシン 参天製薬 

眼科用剤 ﾋﾞｽｺｰﾄ 0.5 眼粘弾剤 0.5mL ヒアルロン酸 Na・ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸 Na 日本アルコン 

眼科用剤 日点ｱﾄﾛﾋﾟﾝ点眼液 1% 5mL 硫酸アトロピン 日本点眼薬研究所 

気管支拡張剤 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ 0.5mg「EMEC」 0.5mg ツロブテロール ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 

気管支拡張剤 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ 1mg「EMEC」 1mg ツロブテロール ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 

気管支拡張剤 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛ-ﾙﾃ-ﾌﾟ 2mg ｢EMEC｣ 2mg ツロブテロール ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 

局所麻酔剤 ﾕ-ﾊﾟｯﾁﾃ-ﾌﾟ 18mg 18mg リドカイン メディキット 

鎮痛､鎮痒､収斂､消炎剤 MS 温ｼｯﾌﾟ｢大鵬｣ 20g ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ・dℓ-ｶﾝﾌﾙ・ℓ-ﾒﾝﾄｰﾙ 大鵬薬品工業 

鎮痛､鎮痒､収斂､消炎剤 MS 冷ｼｯﾌﾟ｢ﾀｶﾐﾂ｣ 20g ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ・dℓ-ｶﾝﾌﾙ・ﾄｳｶﾞﾗｼｴｷｽ 三和化学 

寄生性皮ふ疾患用剤 ｻﾘﾁﾙ酸ﾜｾﾘﾝ軟膏 5% 5% サリチル酸 ヤクハン製薬 

副腎ホルモン剤 ｽﾃﾛﾈﾏ注腸 3mg 100mL リン酸ベタメタゾン Na 日医工 

毛髪用剤 ﾌﾛｼﾞﾝ外用液 5% 30mL 臭化カルプロニウム 第一三共 

診断用薬 ﾌﾛｰﾚｽ眼検査用試験紙 0.7mg 0.7mg フルオレセイン Na 昭和薬品化工 

外皮用殺菌消毒剤 ｲｿﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ 70%（消毒用） 500mL イソプロパノール ヤクハン製薬 

外皮用殺菌消毒剤 ﾍｷｻﾞｯｸｽｸﾗﾌﾞ 500mL グルコン酸クロルヘキシジン 吉田製薬 

外皮用殺菌消毒剤 ｲｵﾀﾞｲﾝ M 消毒液 10% 250mL ポピドンヨード 健栄製薬 

外皮用殺菌消毒剤 ｴﾙｴｲｼﾞｰ 10 液 10% 500mL 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン 吉田製薬 



外皮用殺菌消毒剤 ｸﾞﾙｺｼﾞﾝ B･ｴﾀﾉ-ﾙ液 0.5% 500mL グルコン酸クロルヘキシジン ヤクハン製薬 

外皮用殺菌消毒剤 ｸﾞﾙｺｼﾞﾝ R水 0.05% 500mL グルコン酸クロルヘキシジン ヤクハン製薬 

外皮用殺菌消毒剤 ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ液 5% 500mL グルコン酸クロルヘキシジン ヤクハン製薬 

外皮用殺菌消毒剤 ﾍｷｻﾞｯｸｱﾙｺｰﾙ液 0.5% 5L グルコン酸クロルヘキシジン 吉田製薬 

外皮用殺菌消毒剤 ﾎﾟﾋﾟﾖﾄﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 7.5% 500mL ポピドンヨード 吉田製薬 

外皮用殺菌消毒剤 ﾔｸｿﾞｰﾙ水 0.02% 500mL 塩化ベンザルコニウム ヤクハン製薬 

外皮用殺菌消毒剤 ｸﾞﾙｺｼﾞﾝ消毒用ﾊﾝﾄﾞローション 1% 500mL グルコン酸クロルヘキシジン ヤクハン製薬 

 


