
 

平成 27 年 2 月 5 日 
各位（保険薬局御中） 

成田赤十字病院 

薬事委員会事務局 

採用薬品の切り替え状況について 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

2月 4日（水）時点での、ジェネリック医薬品への切り替え状況について、お知らせ致しま

す。 

 

 

切替済 104品目 

   保 留 12品目 

   中 止  9品目 

   残 り 20品目 

 

※ 保留とは、供給が困難であることを理由に切り替えを延期しているものです。 

※ 切替え対象を17品目追加しております。 

※ 詳細につきましては、別紙をご参照ください。 

 

以上 

切替え対象 145 品目 



ジェネリック医薬品切り替え（2015/2/4現在）

成田赤十字病院
2015/2/5作成

先発医薬品名 （切り替え後）医薬品名 切替え状況 備考

1 PL配合顆粒 セラピナ配合顆粒 切替済
2 アシノン錠150mg ニザチジン錠150mg｢YD｣ 切替済
3 アーチスト錠10mg カルベジロール錠10mg｢サワイ｣ 切替済
4 アルサルミン内用液10％ スクラルファート内用液10％｢タイヨー｣ 切替済
5 アルロイドG内用液5％ サンメール内用液5％ 切替済
6 インデラル錠10mg ソラシロール錠10mg 切替済
7 インプロメン錠3mg ブロムペリドール錠3mg｢アメル｣ 切替済
8 ウルソ錠100mg ウルソデオキシコール酸錠100mg｢トーワ｣ 切替済
9 エストラサイトカプセル156.7mg ビアセチルカプセル156.7mg 切替済

10 ガスコンドロップ内用液2％ バロス消泡内用液2％ 切替済
11 ガストローム顆粒66.7％ エカベトNa顆粒66.7％｢JG｣ 保留
12 キシロカインビスカス2％ アネトカインビスカス2％ 保留
13 グラマリール細粒10％ チアリール細粒10％ 中止
14 クラリシッド錠50mg小児用 クラリスロマイシン錠50mg小児用｢NP｣ 切替済
15 クラリスドライシロップ10％小児用 クラリスロマイシンDS10％｢MEEK｣ 切替済
16 グルコバイOD錠50mg アカルボースOD錠50mg｢タイヨー｣ 切替済
17 グルコバイOD錠100mg アカルボースOD錠100mg｢タイヨー｣ 切替済
18 ケフラール細粒小児用100mg セファクロル細粒10％｢日医工｣ 切替済
19 ザジテンシロップ0.02％ セキトンシロップ0.02％ 中止
20 ジスロマックカプセル小児用100mg アジスロマイシンカプセル小児用100mg｢JG｣
21 ジルテックドライシロップ1.25％ セチリジン塩酸塩DS1.25％｢タカタ｣ 切替済
22 セルシン散1％ ジアゼパム散1％｢アメル｣ 中止
23 セルセプトカプセル250 ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg｢テバ｣ 切替済
24 ダイアート錠30mg ダイタリック錠30mg 切替済
25 タケプロンOD錠30 ランソプラゾールOD錠30mg｢トーワ｣ 切替済
26 タナトリル錠10 イミダプリル塩酸塩錠10mg｢ガレン｣ 切替済
27 デパス細粒1％ セデコパン細粒1％ 切替済
28 ドグマチール細粒10％ スルピリド細粒10％｢アメル｣ 中止
29 ノイキノン錠5mg アデリール錠5 切替済
30 ノイチーム錠30mg アクディーム錠30mg
31 ノイチーム顆粒10％ 塩化リゾチーム顆粒10％｢イセイ｣ 切替済
32 バルトレックス顆粒50% バラシクロビル顆粒50％｢トーワ｣
33 バルトレックス錠500mg バラシクロビル錠500mg｢NP｣ 切替済
34 パントシン散20％ パンテチン散20％｢テバ｣ 切替済
35 フェロベリン配合錠 リーダイ配合錠 保留
36 ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物錠10mg｢YD｣ 保留
37 プロマックD錠75 ポラプレジンクOD錠75mg｢サワイ｣ 切替済
38 フロモックス小児用細粒100mg セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10％｢トーワ｣ 切替済
39 ベイスンOD錠0.2 ボグリボースOD錠0.2mg｢トーワ｣ 切替済
40 ボナロン錠5mg アレンドロン酸錠5mg｢トーワ｣ 切替済
41 ポンタールカプセル250mg マイカサールカプセル250mg 切替済
42 マイスリー錠5mg ゾルピデム酒石酸塩錠5mg｢トーワ｣ 切替済
43 マイスリー錠10mg ゾルピデム酒石酸塩錠10mg｢トーワ｣ 切替済
44 ミノマイシン顆粒2％ ミノサイクリン塩酸塩顆粒2％｢サワイ｣
45 メイアクトMS小児用細粒10％ セフジトレンピボキシル小児用細粒10％｢CH｣
46 メイアクトMS錠100mg セフジトレンピボキシル錠100mg｢日医工｣ 切替済
47 メプチン錠50μg エプカロール錠50μg 切替済
48 ラニラピッド錠0.1mg メチルジゴキシン錠0.1mg｢タイヨー｣ 切替済
49 リウマトレックスカプセル2mg トレキサメットカプセル2mg 切替済
50 リザベン細粒10％ ブレクルス細粒10％ 中止
51 リルテック錠50 リルゾール錠50mg｢AA｣ 切替済
52 ルジオミール錠10mg マプロミール錠10mg 切替済
53 ルジオミール錠25mg クロンモリン錠25mg 切替済
54 レフトーゼシロップ0.5％ アクディームシロップ0.5％ 切替済
55 ロペミン小児用細粒0.05％ ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05％｢タイヨー｣
56 5％ヒビテン液 ステリクロン液5
57 アクアチムローション1％ ナジフロキサシンローション1％｢トーワ｣ 切替済
58 アスタット軟膏1％ ラノコナゾール軟膏1％｢イワキ｣ 切替済
59 アデスタン腟錠300mg バリナスチン腟錠300mg 切替済
60 アラセナ-A軟膏3％ ビダラビン軟膏3％｢MEEK｣ 切替済
61 アレギサール点眼液0.1％ アラジオフ点眼液0.1％ 切替済
62 アンテベートローション0.05％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05％｢JG｣ 切替済
63 インタール吸入液1％ リノジェット吸入液 切替済
64 インタール点鼻液2％ ルゲオン点鼻液2％ 切替済
65 インテバンクリーム1％ インドメタシンクリーム1％｢日医工｣ 切替済
66 ウレパールクリーム10％ ウリモックスクリーム10％ 保留
67 エコリシン点眼液 点眼用エリコリT 中止
68 キサラタン点眼液0.005％ ラタノプロスト点眼液0.005％｢三和｣ 切替済
69 キンダベート軟膏0.05％(5g) クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05％｢YD｣(10g) 保留
70 クラビット点眼液1.5％ レボフロキサシン点眼液1.5％｢FFP｣ 切替済
71 クロマイ腟錠100mg ハイセチン腟錠100mg
72 ケラチナミンコーワクリーム20％ ワイドコールクリーム20％ 保留
73 ゲンタシン軟膏0.1％ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 切替済
74 ザジテン点鼻液0.05％ スプデル点鼻液0.05％ 切替済



ジェネリック医薬品切り替え（2015/2/4現在）

成田赤十字病院
2015/2/5作成

先発医薬品名 （切り替え後）医薬品名 切替え状況 備考

75 サンコバ点眼液0.02％ ファルコバ点眼液0.02％ 切替済
76 ジルダザック軟膏3％ イワザック軟膏3％ 切替済
77 スプレキュア点鼻液0.15％ ブセレキュア点鼻液0.15％ 中止
78 ゾビラックス眼軟膏3％ ビルレクス眼軟膏3％ 切替済
79 タリビッド耳科用液0.3％ タリザート耳科用液0.3％ 切替済
80 チモプトール点眼液0.25％ リズモン点眼液0.25％
81 チモプトール点眼液0.5％ チアブート点眼液0.5％ 切替済
82 デルモベートクリーム0.05％ デルスパートクリーム0.05％ 保留
83 デルモベートスカルプローション0.05％ デルトピカローション0.05％ 切替済
84 デルモベート軟膏0.05％ デルトピカ軟膏0.05％ 切替済
85 トプシムクリーム0.05％ ソルニムクリーム0.05％ 切替済
86 トプシム軟膏0.05％ フルオシノニド軟膏0.05％｢YD｣ 切替済
87 ナウゼリン坐剤10 ミオナゼリン坐剤10 保留
88 ナウゼリン坐剤30 ミオナゼリン坐剤30 保留
89 ニゾラールクリーム2％ ケトコナゾールクリーム2％｢JG｣ 切替済
90 ニゾラールローション2％ ケトコナゾールローション2％｢JG｣ 切替済
91 ニフラン点眼液0.1％ プラノプロフェン点眼液0.1％｢わかもと｣ 切替済
92 ネリプロクト坐剤 ネリコルト坐剤 切替済
93 ノフロ点眼液0.3％ ノルフロキサシン点眼液0.3%「NikP」 切替済
94 ハイパジールコーワ点眼液0.25％ ニプラジロール点眼液0.25％｢わかもと｣ 切替済
95 パンデルローション0.1％ イトロンローション0.1％
96 パンデル軟膏0.1％ イトロン軟膏0.1％ 切替済
97 ヒアレイン点眼液0.1％ ヒアルロン酸Na点眼液0.1％｢わかもと｣ 切替済
98 ビソルボン吸入液0.2％ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％｢タイヨー｣
99 フルメタ軟膏 フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1％｢イワキ｣ 中止
100 フルメトロン点眼液0.02％ フルオロメトロン0.02％点眼液T 切替済
101 フルメトロン点眼液0.1％ ピトス点眼液0.1％ 切替済
102 プロクトセディル軟膏 ヘモレックス軟膏 切替済
103 ボルタレンゲル1％ アデフロニックゲル1％ 切替済
104 ボルタレンサポ12.5mg アデフロニックズポ12.5 切替済
105 ボルタレンサポ25mg アデフロニックズポ25 切替済
106 ボルタレンサポ50mg アデフロニックズポ50 切替済
107 マイコスポールクリーム1％ ビクロノールクリーム1％ 切替済
108 ミドリンM点眼液0.4％ サンドールMY点眼液0.4％
109 ミドリンP点眼液 オフミック点眼液 切替済
110 モーラステープ20mg パテルテープ20 保留
111 モーラステープL40mg ケトプロフェンテープ40mg｢日医工｣ 保留
112 モーラスパップ30mg タッチロンパップ30 切替済
113 ラミシールクリーム1％ 塩酸テルビナフィンクリーム1％｢MEEK｣ 切替済
114 リボスチン点眼液0.025％ レボカバスチン点眼液0.025％｢FFP｣ 切替済
115 リンデロン-DPクリーム デルモゾールDPクリーム0.064％ 切替済
116 リンデロン-DP軟膏 デルモゾールDP軟膏0.064％ 切替済
117 リンデロン-VGクリーム0.12％ デルモゾールGクリーム 切替済
118 リンデロン-VGローション デルモゾールGローション 切替済
119 リンデロン-VG軟膏0.12％ (5g) デルモゾールG軟膏(5g） 切替済
120 リンデロン-VG軟膏0.12％ (10g) デルモゾールG軟膏(10g） 切替済
121 リンデロン-V軟膏0.12％ デルモゾール軟膏0.12％ 切替済
122 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％ リノロサール眼科耳鼻科用液0.1％ 切替済
123 ロキソニンテープ100mg ロキソプロフェンNaテープ100mg｢FFP｣ 切替済
124 ロキソニンテープ50mg ロキソプロフェンNaテープ50mg｢FFP｣ 切替済
125 ロキソニンパップ100mg ロキソプロフェンNaパップ100mg｢NP｣ 切替済
126 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 フルチカゾン点鼻液25μg小児用｢イセイ｣56噴霧用
127 新レシカルボン坐剤 インカルボン坐剤 中止
128 点眼・点鼻用リンデロンA液 ベルベゾロンF点眼・点鼻液 切替済

先発医薬品名 （切り替え後）医薬品名 切替え状況 備考
129 ブロプレス錠4 カンデサルタン錠4mg｢あすか｣ 切替済

130 ブロプレス錠8 カンデサルタン錠8mg｢あすか｣
131 ディオバン錠80mg バルサルタン錠80mg「FFP」 切替済

132 プレミネント配合錠LD ロサルヒド配合錠LD「FFP」
133 アトルバスタチン錠10mg「EE」 アトルバスタチン錠10mg「NP」 切替済

134 アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 切替済

135 エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 エチゾラム錠0.5mg「NP」 切替済

136 エチゾラム錠1mg「トーワ」 エチゾラム錠1mg「NP」 切替済

137 メシル酸ドキサゾシン錠2「ＭＥＥＫ」 ドキサゾシン錠2mg「NP」 切替済

138 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 切替済

139 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 切替済

140 プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」
141 プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」
142 ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」 塩酸ベニジピン錠4「NP」
143 リマルモン錠5μg リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 切替済
144 クラビット錠500mg レボフロキサシン錠500mg「サワイ」
145 クラビット細粒10% レボフロキサシン細粒10%「DSEP」

※ 保留とは、供給が困難であることを理由に切り替えを行っていないものです。
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