
薬価基準

収載日
区分 医薬品名 規格 成分 メーカー 備考

2020.12 後発品（カンフル精） ｄｌ-カンフル精「コザカイ」 10% カンフル 小堺 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.12 後発品（メチエフ）
ｄｌ-メチルエフェドリン塩酸塩散

「メタル」
10%

ｄｌ-メチルエフェドリン

塩酸塩
中北 鎮咳剤

2020.12 後発品（ゾビラック アシクロビルシロップ「MEEK」 8% アシクロビル 小林化工 抗ウイルス剤

2020.12 後発品（ゾビラック アシクロビル点滴静注「MEEK」 250mg アシクロビル 小林化工 抗ウイルス剤

2020.12 後発品（ゾビラック アシクロビル顆粒「MEEK」 40% アシクロビル 小林化工 抗ウイルス剤

2020.12 後発品（アズノール） アズレンうがい液「ニットー」 4%1mL
アズレンスルホン酸ナト

リウム水和物
日東メディック 含嗽剤

2020.12
後発品（ノルバスク、

アムロジン）
アムロジピンOD錠「ファイザー」 2.5mg、10mg アムロジピン ファイザーUPJ 血管拡張剤

2020.12 後発品（サワシリン） アモキシシリンカプセル「武田テバ」 250mg アモキシシリン 武田テバ 抗生剤

2020.12
後発品（イオパミロ

ン）
イオパミドール注「F」

150（30.62%200mL）、370

（75.52%100mL）
イオパミドール 富士製薬 X線造影剤

2020.12
後発品（オムニパー

ク）
イオヘキソール注シリンジ「F」

240（51.77%100mL1筒）、

350（75.49%50mL1瓶）
イオヘキソール 富士製薬 X線造影剤

2020.12
後発品（オムニパー

ク）
イオヘキソール注シリンジ「FF」

240（51.77%100mL1筒）、

350（75.49%50mL1瓶）
イオヘキソール 武田テバ X線造影剤

2020.12 新剤形 イグザレルトOD錠 10mg、15mg イグザレルト バイエル 血液凝固阻止剤

2020.12 後発品（トポテシン） イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg2mL1瓶、100mg5mL1 イリノテカン サン 抗腫瘍性植物成分製剤

2020.12

後発品（インテバン、

イドメシン、カトレッ

プ、インサイド）

インドメタシンパップ「ハラサワ」 70mg10cmx14cm インドメタシン 原沢 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.12 後発品（レニベース） エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg、10mg エナラプリルマレイン酸 サンノーバ 降圧剤

2020.12 後発品（アレジオン） エピナスチン塩酸塩錠「CEO」 10mg、20mg エピナスチン塩酸塩 ダイト アレルギー用薬

2020.12 後発品（アレジオン） エピナスチン塩酸塩錠「イワキ」 10mg、20mg エピナスチン塩酸塩 岩城 アレルギー用薬

2020.12 後発品（アレジオン） エピナスチン塩酸塩錠「SN」 20mg エピナスチン塩酸塩 シオノ アレルギー用薬

2020.12 後発品（レルパック エレトリプタン錠「ファイザー」 20mg エレトリプタン ファイザーUPJ 血管収縮剤

2020.12
後発品（オキシコンチ

ン、オキノーム）
オキシコドン内服液「日本臓器」

2.5mg2.5mL、5mg2.5mL、

10mg5mL、20mg5mL
オキシコドン 日本臓器 アヘンアルカロイド系麻薬

2020.12
後発品（カタクロッ

ト）

オザグレルNa滴静注シリンジ「武田

テバ」
20mg、40mg、80mg オザグレルNa 武田テバ 代謝性医薬

2020.12

後発品（カリクレイ

ン、カルナクリン、

サークレチンS）

カリジノゲナーゼ錠「フジモト」 25単位、50単位 カリジノゲナーゼ 藤本 ホルモン(抗ホルモン含む)

2020.12 新剤形 クリニザルツ輸液 500mL1袋 キシリトール加維持液 共和クリティケア 瓶製剤は発売済み

2020.12 後発品（フィジオ） グルアセト35注 500mL1袋 輸液用電解質液 共和クリティケア 血液代用剤

2020.12 後発品（エンペシド） クロトリマゾールクリーム「日医工」 1% クロトリマゾール 東興 寄生性皮膚疾患用剤

2020.12 後発品（エンペシド） クロトリマゾールゲル「日医工」 1% クロトリマゾール 東興 寄生性皮膚疾患用剤

2020.12 後発品（エンペシド） クロトリマゾール外用液「日医工」 1% クロトリマゾール 東興 寄生性皮膚疾患用剤



2020.12 後発品（ヒビテン）
クロルヘキシジングルコン酸塩エタ

ノール消毒液R「カネイチ」
0.5%

クロルヘキシジングルコ

ン酸塩
兼一 外皮用殺菌消毒剤

2020.12 後発品（ヒビテン）
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液

「カネイチ」
0.5%

クロルヘキシジングルコ

ン酸塩
兼一 外皮用殺菌消毒剤

2020.12 後発品（ヒビテン）
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液

「シオエ」
0.5%

クロルヘキシジングルコ

ン酸塩
シオエ 外皮用殺菌消毒剤

2020.12 後発品（ヒビテン）
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液

「日医工」
0.5%

クロルヘキシジングルコ

ン酸塩
日医工 外皮用殺菌消毒剤

2020.12
後発品（ルトラール、

プロスタール）

クロルマジノン酢酸エステル錠「日

新」
25mg

クロルマジノン酢酸エス

テル
日新：山形 卵胞ホルモン,黄体ホルモン

2020.12

後発品（エパテック、

モーラス、ミルタック

ス）

ケトプロフェンテープ「ラクール」
20mg7cmx10cm、

40mg10cmx14cm
ケトプロフェン 三友 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.12 後発品 コデインリン酸塩散「フソー」 1% コデインリン酸塩 扶桑 鎮咳,去痰剤

2020.12 後発品 コデインリン酸塩散「メタル」 1% コデインリン酸塩 中北 鎮咳,去痰剤

2020.12
後発品（ジアイナミッ

クス）
ジアイナ配合カプセル

チアミンジスルフィド・

Ｂ６・Ｂ１２配合剤
鶴原 混合ビタミン剤

2020.12
後発品（ネオラミン・

スリービー液）
ジアイナ配合静注液 10mL1管

チアミンジスルフィド・

Ｂ６・Ｂ１２配合剤
鶴原 混合ビタミン剤

2020.12
後発品（セルシン、ホ

リゾン）
ジアゼパム錠「タイホウ」 2mg、5mg ジアゼパム 大鵬 催眠鎮静剤,抗不安剤

2020.12 後発品（サンコバ） シアノコバラミン点眼液「センジュ」 0.02%5mL1瓶 シアノコバラミン 千寿 眼科用剤

2020.12 後発 ジヒドロコデインリン酸塩散「メタ 1% ジヒドロコデインリン酸 中北 鎮咳,去痰剤

2020.12 後発品（ガスコン） ジメチコン錠「ホリイ」 40mg、80mg ジメチコン 堀井 止瀉,整腸剤

2020.12 後発品（ガスコン） ジメチコン内用液「FSK」 2% ジメチコン 伏見 止瀉,整腸剤

2020.12 後発品（ガスコン） ジメチコン内用液「カイゲン」 2% ジメチコン カイゲン 止瀉,整腸剤

2020.12 後発品（ガスコン） ジメチコン内用液「ホリイ」 2% ジメチコン 堀井 止瀉,整腸剤

2020.12 後発品（プレタール） シロスタゾール内服ゼリー「EE」 50mg、100mg シロスタゾール 日医工 血液,体液用薬

2020.12 後発品（ユリーフ） シロドシンOD錠「JG」 2mg、4mg シロドシン 日本ジェネリック 泌尿生殖器官,肛門用薬

2020.12 後発品（セフスパン） セフィキシム細粒小児用「武田テバ」 5% セフィキシム 武田テバ 抗生剤

2020.12 後発品（パンスポリ セフォチアム塩酸塩静注用「武田テ 250mg、1g セフォチアム塩酸塩 武田テバ 抗生剤

2020.12 後発品（モダシン） セフタジジム静注用「武田テバ」 1g セフタジジム 武田テバ 抗生剤

2020.12 後発品（プルゼニド） センノシド顆粒「日医工」 8% センノシド サンノーバ 下剤,浣腸剤

2020.12 後発品（ハルナール）
タムスロシン塩酸塩カプセル「武田テ

バ」
0.1mg、0.2mg タムスロシン塩酸塩 武田テバ 泌尿生殖器官,肛門用薬

2020.12 後発品（メタボリン） チアミン塩化物塩酸塩注「フソー」 50mg チアミン塩化物塩酸塩 扶桑 ビタミンB1剤

2020.12 後発品（メジコン）
デキストロメトルファン臭化水素酸塩

細粒「ツルハラ」
10%

デキストロメトルファン

臭化水素酸塩
鶴原 鎮咳剤

2020.12 後発品（メジコン）
デキストロメトルファン臭化水素酸塩

錠「ツルハラ」
15mg

デキストロメトルファン

臭化水素酸塩
鶴原 鎮咳剤

2020.12 後発品（ラミシール）
テルビナフィン塩酸塩クリーム「ファ

イザー」
1% テルビナフィン塩酸塩 マイラン 寄生性皮膚疾患用剤



2020.12 後発品（イノバン）
ドパミン塩酸塩点滴静注液バッグ「ニ

チヤク」
200mg、600mg ドパミン塩酸塩 日本製薬 強心剤

2020.12
後発品（ケナログ、ア

フタッチ）

トリアムシノロンアセトニド口腔用貼

付剤「大正」
25μg

トリアムシノロンアセト

ニド
帝國製薬 消化器官用薬

2020.12 後発品（フサン）
ナファモスタットメシル酸塩注射用

「AY」
50mg

ナファモスタットメシル

酸塩
エイワイ 代謝性医薬

2020.12 後発品（フサン）
ナファモスタットメシル酸塩注射用

「MEEK」
50mg

ナファモスタットメシル

酸塩
小林化工 代謝性医薬

2020.12 後発品 ハルトマンD液「小林」 500mL1袋 乳酸リンゲル液 共和クリティケア 血液代用剤

2020.12 後発品 ハルトマン液「コバヤシ」 500mL1袋 乳酸リンゲル液 共和クリティケア 血液代用剤

2020.12
後発品（ミニヘパ、

ローヘパ）
パルナパリンNa析用「ILS」 500単位 パルナパリンナトリウム ILS 血液凝固阻止剤

2020.12 後発品（パントシン） パンテチン錠「シオエ」 100mg パンテチン シオエ ビタミンB剤

2020.12 後発品（パントシン） パンテチン注「KCC」 200mg パンテチン 共和クリティケア ビタミンB剤

2020.12 後発品（ヒアレイン） ヒアルロン酸Na眼液「センジュ」 0.1%、0.3％ ヒアルロン酸Nａ 千寿 眼科用剤

2020.12 後発品（ヒアレイン） ヒアルロン酸Na眼液「科研」 0.1%、0.3％ ヒアルロン酸Nａ 科研 眼科用剤

2020.12 後発品（ヒアレイン） ヒアルロン酸Nａ眼粘弾剤「生化学」
1%0.6mL1筒、1%0.7mL1

筒、1%0.85mL1筒
ヒアルロン酸Nａ 生化学 眼科用剤

2020.12
後発品（スベニール

ディスポ関節）

ヒアルロン酸Nａ関節注シリンジ「ツ

ルハラ」
25mg ヒアルロン酸Nａ 鶴原 代謝性医薬

2020.12
後発品（ラキソベロ

ン）

ピコスルファートナトリウム顆粒「ゼ

リア」
1%

ピコスルファートナトリ

ウム
日新：山形 下剤,浣腸剤

2020.12
後発品（ソル・コーテ

フ）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN

ａ静注用「武田テバ」

100mg、300mg、500mg、

1000mg(溶解液付)

ヒドロコルチゾンコハク

酸エステルNａ
武田テバ 副腎ホルモン

2020.12
後発品（カタリン、カ

リーユニ）
ピレノキシン懸濁性点眼液「参天」 0.005% ピレノキシン 参天 眼科用剤

2020.12
後発品（ナパゲルン、

セルタッチ）
フェルビナクスチック軟膏「三笠」 3% フェルビナク 三笠 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.12
後発品（ナパゲルン、

セルタッチ）
フェルビナクテープ「三笠」 70mg10cmx14cm フェルビナク 三笠 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.12
後発品（ナパゲルン、

セルタッチ）

フェルビナク外用ポンプスプレー「三

笠」
3% フェルビナク 三笠 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.12 後発品（ディレグラ） プソフェキ配合錠「SANIK」

フェキソフェナジン塩酸

塩・塩酸プソイドエフェ

ドリン配合剤

日医工サノフィ アレルギー用薬

2020.12 後発品（ジベトス） ブホルミン塩酸塩腸溶錠「KO」 50mg ブホルミン塩酸塩 寿 糖尿病用剤

2020.12 後発品（ニフラン） プラノプロフェン点眼液「参天」 0.1% プラノプロフェン 参天 眼科用剤

2020.12 後発品（エイゾプト） ブリンゾラミド懸濁性点眼液「サン 1% ブリンゾラミド サンド

2020.12 後発品（トプシム） フルオシノニドクリーム「日医工」 0.05% フルオシノニド 東興 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.12 後発品（トプシム） フルオシノニドゲル「日医工」 0.05% フルオシノニド 東興 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.12 後発品（トプシム） フルオシノニド軟膏「日医工」 0.05% フルオシノニド 東興 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤



2020.12 後発品（フルナーゼ）
フルチカゾンプロピオン酸エステル点

鼻液「DSP」
50μg56噴霧用

フルチカゾンプロピオン

酸エステル
東興 耳鼻科用剤

2020.12 後発品（フルナーゼ）
フルチカゾンプロピオン酸エステル点

鼻液「トーワ」
50μg56噴霧用

フルチカゾンプロピオン

酸エステル
東和 耳鼻科用剤

2020.12 後発品（フルナーゼ）
フルチカゾンプロピオン酸エステル点

鼻液「日本臓器」
50μg56噴霧用

フルチカゾンプロピオン

酸エステル
日本臓器 耳鼻科用剤

2020.12
後発品（アドフィー

ド、ゼポラス）
フルルビプロフェンテープ「QQ」 40mg10cmx14cm1枚 フルルビプロフェン 救急 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「DSEP」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 第一三共 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「JG」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 日本ジェネリック 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「KMP」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 共創未来 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「KN」 25mg、50mg、75mg、 プレガバリン 小林化工 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「NPI」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 日本薬工 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「YD」 25mg、50mg、75mg、 プレガバリン 陽進堂 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「zE」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 全星 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「アメル」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 共和 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「オーハラ」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 大原 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「ケミファ」 25mg、75mg、150mg プレガバリン ケミファ 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「サワイ」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 沢井 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「サンド」 25mg、75mg、150mg プレガバリン サンド 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「トーワ」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 東和 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「ニプロ」 25mg、75mg、150mg プレガバリン ニプロ 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「ファイザー」 25mg、75mg、150mg プレガバリン ファイザーUPJ 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「フェルゼン」 25mg、75mg、150mg プレガバリン フェルゼン 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「杏林」 25mg、75mg、150mg プレガバリン キョーリン 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「科研」 25mg、75mg、150mg プレガバリン ダイト 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「三笠」 25mg、50mg、75mg、 プレガバリン 三笠 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「日医工」 25mg、50mg、75mg、 プレガバリン 日医工 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「武田テバ」 25mg、50mg、75mg、 プレガバリン 武田テバ 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンOD錠「明治」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 日新：山形 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンカプセル「サワイ」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 沢井 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンカプセル「トーワ」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 東和 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リリカ） プレガバリンカプセル「日医工」 25mg、75mg、150mg プレガバリン 日医工 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（パーロデル） ブロモクリプチン錠「KO」 2.5mg ブロモクリプチン 寿 抗パーキンソン剤

2020.12
後発品（リンデロン-

DP）

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

軟膏「ラクール」
0.064%

ベタメタゾンジプロピオ

ン酸エステル
東光 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.12 後発品（ヒルドイド） ヘパリン類似物質クリーム「日医工」 0.3% ヘパリン類似物質 帝國製薬 血液凝固阻止剤

2020.12 後発品（ヒルドイド） ヘパリン類似物質ゲル「日医工」 0.3% ヘパリン類似物質 帝國製薬 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.12 後発品（ヒルドイド） ヘパリン類似物質ローション「日医 0.3% ヘパリン類似物質 帝國製薬 血液凝固阻止剤

2020.12
後発品（オスバン、逆

性石鹸液）

ベンザルコニウム塩化物消毒液〈ハ

チ〉
10% ベンザルコニウム塩化物 東洋製化 外皮用殺菌消毒剤

2020.12 後発品（ユリノーム） ベンズブロマロン細粒「KO」 10% ベンズブロマロン 寿 痛風治療剤



2020.12
後発品（イソジンガー

グル）
ポビドンヨードガーグル液「シオエ」 7% ポビドンヨード シオエ 含嗽剤

2020.12 後発品（イソジン） ポビドンヨード消毒液「カネイチ」 10% ポビドンヨード 兼一 外皮用殺菌消毒剤

2020.12 後発品（イソジン） ポビドンヨード消毒液「シオエ」 10% ポビドンヨード シオエ 外皮用殺菌消毒剤

2020.12 後発品（カリメート）
ポリスチレンスルホン酸Cａ経口ゼ

リー分包「三和」
20%25g

ポリスチレンスルホン酸C

ａ
三和化学 循環器官用薬

2020.12 後発品（カリメート）
ポリスチレンスルホン酸Cａ散分包

〈ハチ〉
96.7%5.17g

ポリスチレンスルホン酸C

ａ
東洋製化 循環器官用薬

2020.12 後発品（カリメート）
ポリスチレンスルホン酸Cａ顆粒分包

「三和」
89.29%5.6g

ポリスチレンスルホン酸C

ａ
三和化学 循環器官用薬

2020.12 後発品（グルファス ミチグリニドCａ・OD錠「SN」 5mg、10mg ミチグリニドCａ シオノ 糖尿病用剤

2020.12 後発品（メチコバー メコバラミン錠「KO」 500μg メコバラミン 寿 ビタミンB剤

2020.12
後発品（メルビン、グ

リコラン）
メトホルミン塩酸塩錠MT「DSPB」 250mg、500mg メトホルミン塩酸塩 ＤＳ 糖尿病用剤

2020.12
後発品（メルビン、グ

リコラン）
メトホルミン塩酸塩錠MT「明治」 250mg、500mg メトホルミン塩酸塩 明治 糖尿病用剤

2020.12 後発品（メマリー）
メマンチン塩酸塩ドライシロップ

「DSEP」
2% メマンチン塩酸塩 第一三共 中枢神経系用薬

2020.12 新規格 メルカゾール錠 2.5mg チアマゾール あすか 甲状腺,副甲状腺ホルモン

2020.12 後発品（プレペノン モルヒネ塩酸塩注シリンジ「テルモ」 100mg モルヒネ塩酸塩 テルモ アヘンアルカロイド系麻薬

2020.12
後発品（MSコンチ

ン、カディアン）

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包

「フジモト」
10mg、30mg モルヒネ硫酸塩水和物 藤本 アヘンアルカロイド系麻薬

2020.12 後発品（タケプロン） ランソプラゾールカプセル「武田テ 30mg ランソプラゾール 武田テバ 消化性潰瘍用剤

2020.12 後発品（キシロカイ リドカイン塩酸塩ゼリー「KN」 2% リドカイン塩酸塩 小林化工 局所麻酔剤

2020.12 後発品（キシロカイ リドカイン塩酸塩ビスカス「KN」 2% リドカイン塩酸塩 小林化工 局所麻酔剤

2020.12
後発品（イクセロン、

リバスタッチ）
リバスチグミンテープ「DSEP」

4.5mg、9mg、13.5mg、

18mg
リバスチグミン 第一三共 中枢神経系用薬

2020.12
後発品（イクセロン、

リバスタッチ）
リバスチグミンテープ「KMP」

4.5mg、9mg、13.5mg、

18mg
リバスチグミン 共創未来 中枢神経系用薬

2020.12
後発品（イクセロン、

リバスタッチ）
リバスチグミンテープ「YD」

4.5mg、9mg、13.5mg、

18mg
リバスチグミン 陽進堂 中枢神経系用薬

2020.12
後発品（イクセロン、

リバスタッチ）
リバスチグミンテープ「YP」

4.5mg、9mg、13.5mg、

18mg
リバスチグミン 祐徳 中枢神経系用薬

2020.12
後発品（イクセロン、

リバスタッチ）
リバスチグミンテープ「アメル」

4.5mg、9mg、13.5mg、

18mg
リバスチグミン 帝國製薬 中枢神経系用薬

2020.12
後発品（イクセロン、

リバスタッチ）
リバスチグミンテープ「サワイ」

4.5mg、9mg、13.5mg、

18mg
リバスチグミン 沢井 中枢神経系用薬

2020.12
後発品（イクセロン、

リバスタッチ）
リバスチグミンテープ「トーワ」

4.5mg、9mg、13.5mg、

18mg
リバスチグミン 東和 中枢神経系用薬

2020.12
後発品（イクセロン、

リバスタッチ）
リバスチグミンテープ「ニプロ」

4.5mg、9mg、13.5mg、

18mg
リバスチグミン ニプロ 中枢神経系用薬



2020.12
後発品（イクセロン、

リバスタッチ）
リバスチグミンテープ「久光」

4.5mg、9mg、13.5mg、

18mg
リバスチグミン 久光 中枢神経系用薬

2020.12
後発品（イクセロン、

リバスタッチ）
リバスチグミンテープ「日医工」

4.5mg、9mg、13.5mg、

18mg
リバスチグミン 日医工 中枢神経系用薬

2020.12 後発品（リボスチン） レボカバスチン点眼液「ニットー」 0.025% レボカバスチン 東亜薬品 眼科用剤

2020.12 後発品（ロキソニン） ロキソプロフェンNａ錠「KO」 60mg ロキソプロフェンNａ 寿 解熱鎮痛消炎剤

2020.12
後発品（コンプラビ

ン）
ロレアス配合錠「NS」

クロピドグレル硫酸塩・

アスピリン
日新：山形 血液,体液用薬

2020.12
後発品（コンプラビ

ン）
ロレアス配合錠「SANIK」

クロピドグレル硫酸塩・

アスピリン
日医工サノフィ 血液,体液用薬

2020.12
後発品（コンプラビ

ン）
ロレアス配合錠「杏林」

クロピドグレル硫酸塩・

アスピリン
キョーリン 血液,体液用薬

2020.12 後発品（アンナカ） 安息香酸Nａカフェイン注「フソー」 100mg、200mg 安息香酸Nａカフェイン 扶桑 強心剤

2020.12 後発品 献血アルブミン静注「KMB」 20%、25% 献血アルブミン KMバイオロジクス 血液製剤類

2020.12 後発品（重曹） 炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原 炭酸水素ナトリウム マイラン 制酸剤

2020.12 後発品（重曹） 炭酸水素ナトリウム錠「ファイザー」 500mg 炭酸水素ナトリウム マイラン 制酸剤

2020.11 新薬 アキャルックス点滴静注 250mg50mL1瓶

セツキシマブ サロタロカ

ンナトリウム（遺伝子組

換え）

楽天メディカル 頭頸部癌治療薬（抗体-光感受性物質複合体）

2020.11
バイオ後続品（ヒュミ

ラ）

アダリムマブBS皮下注シリンジ

「FKB」

20mg0.4mL1筒、

40mg0.8mL1筒

アダリムマブ（遺伝子組

換え）

協和キリン富士フイル

ムバイオロジクス
ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤

2020.11
バイオ後続品（ヒュミ

ラ）
アダリムマブBS皮下注ペン「FKB」 40mg0.8mL1キット

アダリムマブ（遺伝子組

換え）

協和キリン富士フイル

ムバイオロジクス
ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤

2020.11 新薬 エクロックゲル 5% ソフピロニウム臭化物 科研 原発性腋窩多汗症治療薬(抗コリン薬)

2020.11 新薬 エナロイ錠 2mg、4mg エナロデュスタット 日本たばこ、鳥居 腎性貧血治療薬（経口投与のHIF-PH阻害薬）

2020.11 新薬 エネフリード輸液 550mL、1100mL1キット

精製大豆油、ブドウ糖、

各種ビタミン、電解質等

（詳細省略）

大塚

タンパクアミノ酸製剤、アミノ酸、糖、電解質に

脂肪及び9種類の水溶性ビタミンをダブルバッグ

容器に一剤化した末梢静脈栄養法用キット製剤

2020.11 新規格 オプジーボ点滴静注120mg 120mg12mL1瓶
ニボルマブ（遺伝子組換

え）
小野

抗悪性腫瘍薬（ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナ

ル抗体）

2020.11 新薬 キンダリー透析剤5E 2袋1組
電解質、ブドウ糖（詳細

省略）
扶桑

人工腎臓用透析用剤、類似処方医療用配合剤、既

発売品は4D、4E、AF4P号、AF4号 (6L)、AF4

2020.11 新薬 キンダリー透析剤AF5号
6L、9L、10L1瓶(炭酸水素ナト

リウム液付)

電解質、ブドウ糖（詳細

省略）
扶桑

人工腎臓用透析用剤、類似処方医療用配合剤、既

発売品は4D、4E、AF4P号、AF4号 (6L)、AF4

2020.11 新薬 ジセレカ錠 100mg、200mg
フィルゴチニブマレイン

酸塩
ギリアド、エーザイ 関節リウマチ治療薬（ヤヌスキナーゼ阻害薬）

2020.11 新薬 ゼオマイン筋注用
50単位、100単位、200単位1

瓶

インコボツリヌストキシ

ンA
帝人 骨格筋弛緩剤（A型ボツリヌス毒素製剤）

2020.11 新薬 ゼジューラカプセル 100mg
ニラパリブトシル酸塩水

和物
武田 抗悪性腫瘍薬（1日1回経口PARP阻害薬）

2020.11 新薬 ゼプリオンTRI水懸筋注シリンジ
175mg、263mg、350mg、

525mg1キット

パリペリドンパルミチン

酸エステル
ヤンセン

統合失調症治療薬（非定型抗精神病薬SDA）、持

効性懸濁注射液（12週間隔筋注製剤）



2020.11 新薬 ツートラム錠 50mg、100mg、150mg トラマドール塩酸塩 日本臓器 非オピオイド鎮痛剤、1日2回投与型徐放錠

2020.11 新剤形 デュピクセント皮下注ペン 300mg2mL1キット
デュピルマブ（遺伝子組

換え）
サノフィ

ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗

体、新キット製品、既発売品はシリンジ製剤

2020.11 新規格 トレアキシン点滴静注液 100mg4mL1瓶 ベンダムスチン塩酸塩 シンバイオ 抗悪性腫瘍薬、既発売品は25mg、100mg

2020.11 新剤形 ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL1筒
肺炎球菌莢膜ポリサッカ

ライド
MSD 肺炎球菌ワクチン、既発売品はバイアル製剤

2020.11 新剤形 パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg、5mg、10mg2mL1筒 エテルカルセチド塩酸塩 小野 カルシウム受容体作動薬、既発売品はバイアル製

2020.11 新規格 ビラフトビカプセル 75mg エンコラフェニブ 小野 抗悪性腫瘍薬（BRAF阻害薬）、既発売品は

2020.11 新規格 ピリヴィジェン静注 10%2.5g25mL1瓶
pH4処理酸性人免疫グロ

ブリン
CSLベーリング

血漿分画製剤（pH4処理酸性人免疫グロブリ

ン）、既発売品は5g/50mL、10g/100mL、

2020.11 新薬 ブコラム口腔用液

2.5mg0.5mL1筒、5mg1mL1

筒、7.5mg1.5mL1筒、

10mg2mL1筒

ミダゾラム 武田

抗てんかん剤、頬粘膜投与用プレフィルドシリン

ジ製剤、同一成分のミダゾラム注射液（ミダフ

レッサ）は発売済み

2020.11
名称変更（モビコール

配合内用剤）
モビコール配合内用剤LD 6.8523g1包

マクロゴール4000、塩化

ナトリウム、炭酸水素ナ

トリウム、塩化カリウム

EAファーマ、持田 慢性便秘症治療薬

2020.11 後発品（パリエット） ラベプラゾールNａ錠「AFP」 10mg ラベプラゾールナトリウ アルフレッサ 消化性潰瘍用剤

2020.11 新薬 リベルサス錠 3mg、7mg、14mg
セマグルチド（遺伝子組

換え）
ノボ 2型糖尿病治療薬（GLP-1受容体作動薬）

2020.8 新薬 アテキュラ吸入用カプセル 低用量、中用量、高用量

インダカテロール酢酸

塩、モメタゾンフランカ

ルボン酸エステル

ノバルティス
気管支喘息治療薬（2薬配合吸入剤、

LABA/ICS）

2020.8 新薬 イルミア皮下注シリンジ 100mg1mL1筒
チルドラキズマブ（遺伝

子組換え）
サンファーマ 尋常性乾癬治療薬

2020.8 新薬 エナジア吸入用カプセル 中用量、高用量

インダカテロール酢酸

塩、グリコピロニウム臭

化物、モメタゾンフラン

カルボン酸エステル

ノバルティス
気管支喘息治療薬（3薬配合吸入剤、

LABA/LAMA/ICS）

2020.8 後発品（フローラン）
エポプロステノール静注用「ヤンセ

ン」

0.5mg1瓶、0.5mg1瓶(溶解液

付)、1.5mg1瓶、1.5mg1瓶

(溶解液付)

エポプロステノールナト

リウム
ヤンセン 肺動脈性肺高血圧症治療薬

2020.8 新薬 エンスプリング皮下注シリンジ 120mg1mL1筒
サトラリズマブ（遺伝子

組換え）
中外（ロシュ）

視神経脊髄炎スペクトラム障害（視神経脊髄炎を

含む）の再発予防薬

2020.8 新薬 エンレスト錠 50mg、100mg、200mg
サクビトリルバルサルタ

ンナトリウム水和物
ノバルティス、大塚

慢性心不全治療薬（アンジオテンシン受容体ネプ

リライシン阻害薬（ARNI））

2020.8 後発品（アレロック） オロパタジン塩酸塩OD錠「杏林」 2.5mg、5mg オロパタジン塩酸塩 キョーリン アレルギー用薬

2020.8 新薬 オンジェンティス錠 25mg オピカポン 小野
パーキンソン病治療薬（長時間作用型の末梢ＣＯ

ＭＴ阻害薬）

2020.8 新薬 サークリサ点滴静注
100mg5mL1瓶、

500mg25mL1瓶

イサツキシマブ（遺伝子

組換え）
サノフィ

多発性骨髄腫治療薬（抗CD38モノクローナル抗

体）

2020.8 新薬 ダーブロック錠 1mg、2mg、4mg、6mg ダプロデュスタット GSK 腎性貧血治療薬（HIF-PH阻害薬）

2020.8 新薬 タブレクタ錠 150mg、200mg カプマチニブ塩酸塩水和 ノバルティス 抗悪性腫瘍薬（MET阻害薬、非小細胞肺がん治



2020.8 新薬 バクスミー点鼻粉末剤 3mg グルカゴン リリー 低血糖時救急治療薬

2020.8 新薬 バフセオ錠 150mg、300mg バダデュスタット 田辺三菱 腎性貧血治療薬（HIF-PH阻害薬）

2020.8 新薬 フェインジェクト静注 500mg10mL1瓶
カルボキシマルトース第

二鉄
ゼリア 鉄欠乏性貧血治療薬

2020.8 新薬 メーゼント錠 0.25mg、2mg シポニモド フマル酸 ノバルティス 多発性硬化症治療薬（S1P受容体調整薬）

2020.6 後発品 D-マンニトール注射液 20%300mL D-マンニトール 循環器官用薬

2020.6 後発品（カロナール） アセトアミノフェン錠「TCK」 200mg アセトアミノフェン 辰巳 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（ヴィーン） アセトキープ3G注 500m 共和クリティケア 血液代用剤

2020.6 後発品（サワシリン） アモキシシリンカプセル「TCK」 250mg アモキシシリン 辰巳 抗菌薬

2020.6 後発品（ザイロリッ アロプリノール錠「DSP」 50mg、100mg アロプリノール 大日本住友 高尿酸血症治療剤

2020.6 後発品（イオパミロ イオパミドール370注シリンジ「FF」 75.52%100mL イオパミドール 武田テバ X線造影剤

2020.6 後発品（エパデール）
イコサペント酸エチルカプセル「日本

臓器」
300mg イコサペント酸エチル 日本臓器 EPA製剤

2020.6 後発品（エパデール）
イコサペント酸エチル粒状カプセル

「日本臓器」
300mg、600mg、900mg イコサペント酸エチル 日本臓器 EPA製剤

2020.6
後発品（ウリトス、ス

テーブラ）
イミダフェナシンOD錠「JG」 0.1mg イミダフェナシン 長生堂 泌尿生殖器官用薬

2020.6
後発品（ウリトス、ス

テーブラ）
イミダフェナシンOD錠「TCK」 0.1mg イミダフェナシン 辰巳 泌尿生殖器官用薬

2020.6
後発品（ウリトス、ス

テーブラ）
イミダフェナシンOD錠「YD」 0.1mg イミダフェナシン 陽進堂 泌尿生殖器官用薬

2020.6
後発品（ウリトス、ス

テーブラ）
イミダフェナシンOD錠「サワイ」 0.1mg イミダフェナシン 沢井 泌尿生殖器官用薬

2020.6
後発品（ウリトス、ス

テーブラ）
イミダフェナシンOD錠「ツルハラ」 0.1mg イミダフェナシン 鶴原 泌尿生殖器官用薬

2020.6
後発品（ウリトス、ス

テーブラ）
イミダフェナシンOD錠「トーワ」 0.1mg イミダフェナシン 東和 泌尿生殖器官用薬

2020.6
後発品（ウリトス、ス

テーブラ）
イミダフェナシンOD錠「杏林」 0.1mg イミダフェナシン キョーリン 泌尿生殖器官用薬

2020.6
後発品（ウリトス、ス

テーブラ）
イミダフェナシン錠「JG」 0.1mg イミダフェナシン 長生堂 泌尿生殖器官用薬

2020.6
後発品（ウリトス、ス

テーブラ）
イミダフェナシン錠「YD」 0.1mg イミダフェナシン 陽進堂 泌尿生殖器官用薬

2020.6
後発品（ウリトス、ス

テーブラ）
イミダフェナシン錠「サワイ」 0.1mg イミダフェナシン 沢井 泌尿生殖器官用薬

2020.6
後発品（ウリトス、ス

テーブラ）
イミダフェナシン錠「杏林」 0.1mg イミダフェナシン キョーリン 泌尿生殖器官用薬

2020.6 新剤形 エスロンB注 500mL 共和クリティケア 血液代用剤、袋タイプ発売（瓶は発売済）

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブOD錠「トーワ」 10mg エゼチミブ 東和 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「DSEP」 10mg エゼチミブ 第一三共 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「JG」 10mg エゼチミブ 日本ジェネリック 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「KMP」 10mg エゼチミブ 共創未来 高脂血症用剤



2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「KN」 10mg エゼチミブ 小林化工 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「TCK」 10mg エゼチミブ 辰巳 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「TE」 10mg エゼチミブ トーアエイヨー 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「YD」 10mg エゼチミブ 陽進堂 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「アメル」 10mg エゼチミブ 共和 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「ケミファ」 10mg エゼチミブ ダイト 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「サワイ」 10mg エゼチミブ 沢井 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「サンド」 10mg エゼチミブ サンド 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「トーワ」 10mg エゼチミブ 東和 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「ニプロ」 10mg エゼチミブ ニプロ 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「フェルゼン」 10mg エゼチミブ フェルゼン 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「杏林」 10mg エゼチミブ キョーリン 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「日医工」 10mg エゼチミブ 日医工 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「日新」 10mg エゼチミブ 日新 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「武田テバ」 10mg エゼチミブ 武田テバ 高脂血症用剤

2020.6 後発品（ゼチーア） エゼチミブ錠「明治」 10mg エゼチミブ Meファルマ 高脂血症用剤

2020.6 後発品（レニベース）
エナラプリルマレイン酸塩細粒「アメ

ル」
1%

エナラプリルマレイン酸

塩
共和 降圧剤

2020.6 後発品（レニベース） エナラプリルマレイン酸塩錠「アメ 10mg エナラプリルマレイン酸 共和 降圧剤

2020.6 後発品（エディロー エルデカルシトールカプセル「サワ 0.5μg、0.75μg エルデカルシトール 沢井 ビタミンD剤

2020.6 後発品（エディロー エルデカルシトールカプセル「日医 0.5μg、0.75μg エルデカルシトール 日医工 ビタミンD剤

2020.6
後発品（オキシコンチ

ン）
オキシコドン錠NX「第一三共」 2.5mg、5mg、10mg、20mg オキシコドン 第一三共 アヘンアルカロイド系麻薬

2020.6 後発品（カタクロッ オザグレルNa点滴静注「FY」 20mg2mL、40mg2.5mL オザグレルナトリウム 富士薬品 代謝性医薬

2020.6 後発品（カタクロッ オザグレルNa点滴静注バッグ「FY」 80mg200mL オザグレルナトリウム 富士薬品 代謝性医薬

2020.6 後発品
オンダンセトロン注シリンジ「マルイ

シ」
4mg2mL オンダンセトロン 丸石 消化器官用薬

2020.6
後発品（マグネスコー

プ）

ガドテル酸メグルミン静注シリンジ

「GE」

37.695%（10mL、11mL、

13mL、15mL、20mL）
ガドテル酸メグルミン GEヘルスケアファーマ 診断用薬

2020.6 後発品（レミニール） ガランタミンOD錠「DSEP」 4mg、8mg、12mg ガランタミン 第一三共 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（レミニール） ガランタミンOD錠「JG」 4mg、8mg、12mg ガランタミン 日本ジェネリック 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（レミニール） ガランタミンOD錠「YD」 4mg、8mg、12mg ガランタミン 陽進堂 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（レミニール） ガランタミンOD錠「アメル」 4mg、8mg、12mg ガランタミン 共和 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（レミニール） ガランタミンOD錠「サワイ」 4mg、8mg、12mg ガランタミン 沢井 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（レミニール） ガランタミンOD錠「トーワ」 4mg、8mg、12mg ガランタミン 東和 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（レミニール） ガランタミンOD錠「ニプロ」 4mg、8mg、12mg ガランタミン ニプロ 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（レミニール） ガランタミンOD錠「日医工」 4mg、8mg、12mg ガランタミン エルメッド 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（レミニール） ガランタミンOD錠「武田テバ」 4mg、8mg、12mg ガランタミン 武田テバ 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（カリクレイ カリジノゲナーゼ錠「三笠」 50単位 カリジノゲナーゼ 三笠 循環障害改善剤

2020.6 後発品（アドナ）
カルバゾクロムスルホン酸Nａ錠「あ

すか」
30mg

カルバゾクロムスルホン

酸ナトリウム
あすか 止血剤

2020.6 後発品（フロジン） カルプロニウム塩化物外用液「CH」 5% カルプロニウム塩化物 長生堂 毛髪用剤



2020.6
後発品（クラリス、ク

ラリシッド）

クラリスロマイシンDS小児用

「MEEK」
10% クラリスロマイシン 小林化工 抗菌薬

2020.6
後発品（グリセリン浣

腸）
グリセリン浣腸液「ケンエー」

50%（10mL、30mL、

40mL、50mL、60mL、

90mL、120mL、150mL）

グリセリン 健栄 下剤,浣腸剤

2020.6 後発品 グルカゴン注射用「ILS」 1U.S.P.単位(溶解液付) グルカゴン ILS 機能検査用試薬

2020.6
後発品（タベジール、

テルギン）
クレマスチンDS「タカタ」 0.1% クレマスチン 高田 抗ヒスタミン剤

2020.6
後発品（タベジール、

テルギン）

クレマスチンドライシロップ「あゆ

み」
0.1% クレマスチン あゆみ 抗ヒスタミン剤

2020.6
後発品（デルモベー

ト）

クロベタゾールプロピオン酸エステル

クリーム「久光」
0.05%

クロベタゾールプロピオ

ン酸エステル
久光 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.6
後発品（デルモベー

ト）

クロベタゾールプロピオン酸エステル

ローション「ラクール」
0.05%

クロベタゾールプロピオ

ン酸エステル
東光 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.6
後発品（デルモベー

ト）

クロベタゾールプロピオン酸エステル

軟膏「久光」
0.05%

クロベタゾールプロピオ

ン酸エステル
久光 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.6
後発品（ルトラール、

プロスタール）

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg

「NSKK」
25mg

クロルマジノン酢酸エス

テル
日本新薬 黄体ホルモン剤

2020.6 新剤形 ザイザルOD錠 2.5mg、5mg レボセチリジン塩酸塩 GSK アレルギー用薬

2020.6 後発品
ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス錠医

療用
康和薬通（有） 漢方

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「DSEP」 100mg、200mg セレコキシブ 第一三共 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「JG」 100mg、200mg セレコキシブ 日本ジェネリック 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「KN」 100mg、200mg セレコキシブ 小林化工 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「YD」 100mg、200mg セレコキシブ 陽進堂 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「アメル」 100mg、200mg セレコキシブ ダイト 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「オーハラ」 100mg、200mg セレコキシブ 大原 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「ケミファ」 100mg、200mg セレコキシブ ケミファ 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「サワイ」 100mg、200mg セレコキシブ 沢井 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「サンド」 100mg、200mg セレコキシブ サンド 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「トーワ」 100mg、200mg セレコキシブ 東和 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「ニプロ」 100mg、200mg セレコキシブ ニプロ 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「ファイザー」 100mg、200mg セレコキシブ ファイザー 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「フェルゼン」 100mg、200mg セレコキシブ フェルゼン 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「杏林」 100mg、200mg セレコキシブ キョーリン 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「三笠」 100mg、200mg セレコキシブ 三笠 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「日医工」 100mg、200mg セレコキシブ 日医工 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「日新」 100mg、200mg セレコキシブ 日新 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「武田テバ」 100mg、200mg セレコキシブ 武田テバ 解熱鎮痛消炎剤

2020.6 後発品（セレコック セレコキシブ錠「明治」 100mg、200mg セレコキシブ Meファルマ 解熱鎮痛消炎剤

2020.6
後発品（リナセートF

輸液）
ソリューゲンF注 500mL 共和クリティケア 血液代用剤



2020.6 後発品（ペロール） ソリューゲンG注 500mL 共和クリティケア 血液代用剤

2020.6 後発品（ゾメタ） ゾレドロン酸点滴静注バッグ「KCC」 4mg100mL ゾレドロン酸 共和クリティケア 代謝性医薬

2020.6 後発品（ザルティア） タダラフィルOD錠ZA「トーワ」 2.5mg、5mg タダラフィル 東和 泌尿生殖器官用薬

2020.6 後発品（ザルティア） タダラフィル錠ZA「サンド」 2.5mg、5mg タダラフィル サンド 泌尿生殖器官用薬

2020.6 後発品（ザルティア） タダラフィル錠ZA「JG」 2.5mg、5mg タダラフィル 日本ジェネリック 泌尿生殖器官用薬

2020.6 後発品（ザルティア） タダラフィル錠ZA「あすか」 2.5mg、5mg タダラフィル あすか 泌尿生殖器官用薬

2020.6 後発品（ザルティア） タダラフィル錠ZA「サワイ」 2.5mg、5mg タダラフィル 沢井 泌尿生殖器官用薬

2020.6 後発品（ザルティア） タダラフィル錠ZA「ニプロ」 2.5mg、5mg タダラフィル ニプロ 泌尿生殖器官用薬

2020.6 後発品（ザルティア） タダラフィル錠ZA「フソー」 2.5mg、5mg タダラフィル シオノ 泌尿生殖器官用薬

2020.6 後発品（ザルティア） タダラフィル錠ZA「杏林」 2.5mg、5mg タダラフィル キョーリン 泌尿生殖器官用薬

2020.6 後発品（ザルティア） タダラフィル錠ZA「日医工」 2.5mg、5mg タダラフィル 日医工 泌尿生殖器官用薬

2020.6 後発品（テオドール） テオフィリン徐放カプセル「サンド」 100mg、200mg テオフィリン サンド 気管支拡張剤

2020.6 後発品（エクジェイ デフェラシロクス顆粒分包「サンド」 90mg、360mg デフェラシロクス サンド 解毒剤

2020.6 後発品（セルベック テプレノンカプセル「ツルハラ」 50mg テプレノン 鶴原 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリドカプセルAV「AFP」 0.5mg デュタステリド 東亜薬品 ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリドカプセルAV「BMD」 0.5mg デュタステリド ビオメディクス ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリドカプセルAV「DSEP」 0.5mg デュタステリド 第一三共 ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリドカプセルAV「JG」 0.5mg デュタステリド 日本ジェネリック ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリドカプセルAV「TC」 0.5mg デュタステリド 東洋カプセル ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリドカプセルAV「サワ 0.5mg デュタステリド 沢井 ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリドカプセルAV「トー 0.5mg デュタステリド 東和 ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリドカプセルAV「ニプ 0.5mg デュタステリド ニプロ ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリドカプセルAV「フ 0.5mg デュタステリド 扶桑 ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリドカプセルAV「杏林」 0.5mg デュタステリド 森下仁丹 ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリドカプセルAV「日医 0.5mg デュタステリド 日医工 ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ）
デュタステリドカプセルAV「武田テ

バ」
0.5mg デュタステリド 武田テバ ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリド錠AV「DSEP」 0.5mg デュタステリド 第一三共 ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリド錠AV「NS」 0.5mg デュタステリド 日新 ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリド錠AV「YD」 0.5mg デュタステリド 陽進堂 ホルモン剤

2020.6 後発品（アボルブ） デュタステリド錠AV「明治」 0.5mg デュタステリド CHO ホルモン剤

2020.6 後発品（ラミシール） テルビナフィン錠「TCK」 125mg テルビナフィン 辰巳 抗真菌薬

2020.6 後発品（ラミシール） テルビナフィン錠「タカタ」 125mg テルビナフィン 高田 抗真菌薬

2020.6 後発品（ユベラN）
トコフェロールニコチン酸エステルカ

プセル「ホリイ」
200mg

トコフェロールニコチン

酸エステル
堀井 循環器官用薬

2020.6 後発品（トランサミ トラネキサム酸カプセル「NSKK」 250mg トラネキサム酸 日本新薬 止血剤

2020.6 後発品（トランサミ トラネキサム酸カプセル「旭化成」 250mg トラネキサム酸 旭化成 止血剤

2020.6 後発品（アマージ） ナラトリプタン錠「KO」 2.5mg ナラトリプタン 寿 血管収縮剤

2020.6 後発品（ビビアント） バゼドキシフェン錠「サワイ」 20mg バゼドキシフェン 沢井 代謝性医薬

2020.6 後発品
パルナパリンNa透析用シリンジ「フ

ソー」

20mL（2,000、3,000、4,000

低分子量ヘパリン単位）
パルナパリンナトリウム 扶桑 血液凝固阻止剤

2020.6 後発品（デパケン） バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% バルプロ酸ナトリウム 大日本住友 抗てんかん剤



2020.6 後発品（デパケン） バルプロ酸ナトリウム錠「DSP」 200mg バルプロ酸ナトリウム 大日本住友 抗てんかん剤

2020.6 後発品（パントール） パンテノール注「KCC」 100mg、200mg、500mg パンテノール 共和クリティケア ビタミンB剤

2020.6 後発品（ヒアレイン） ヒアルロン酸Nａ眼粘弾剤「アルコ 1%0.6mL ヒアルロン酸ナトリウム アルコン 眼科用剤

2020.6 後発品（ヒアレイン）
ヒアルロン酸Nａ眼粘弾剤HV「セン

ジュ」
1%（0.6mL、0.85mL） ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂 眼科用剤

2020.6 後発品（ヒアレイン）
ヒアルロン酸Nａ眼粘弾剤MV「セン

ジュ」
1%0.6mL ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂 眼科用剤

2020.6 後発品（ヒアレイン）
ヒアルロン酸Nａ眼粘弾剤シリンジ

「日点」
1%0.6mL ヒアルロン酸ナトリウム 日本点眼薬 眼科用剤

2020.6 後発品（ヒアレイン） ヒアルロン酸Na点眼液「ニットー」 0.1%、0.3% ヒアルロン酸ナトリウム 東亜薬品 眼科用剤

2020.6 後発品（アクトス） ピオグリタゾン錠「武田テバ」 15mg、30mg ピオグリタゾン 武田テバ 糖尿病用剤

2020.6 後発品（ピレスパ） ピルフェニドン錠「日医工」 200mg ピルフェニドン 日医工 代謝性医薬

2020.6 後発品 ファスジル塩酸塩点滴静注液「KCC」 30.8mg2mL ファスジル塩酸塩 共和クリティケア 循環器官用薬

2020.6 後発品（ベロテック）
フェノテロール臭化水素酸塩DS小児

用「タカタ」
0.5%

フェノテロール臭化水素

酸塩
高田 気管支拡張剤

2020.6 後発品（ディレグラ） プソフェキ配合錠「サワイ」
フェキソフェナジン塩酸

塩/塩酸プソイドエフェド
沢井 アレルギー用薬

2020.6
後発品（シムビコー

ト）
ブデホル吸入粉末剤「ニプロ」 30吸入、60吸入

ブデソニド・ホルモテ

ロールフマル酸塩水和物
ニプロ 呼吸器用薬

2020.6 後発品（メバロチン） プラバスタチンナトリウム錠「YD」 5mg、10mg プラバスタチンナトリウ 陽進堂 高脂血症用剤

2020.6 後発品（フルナーゼ）
フルチカゾンプロピオン酸エステル点

鼻液「CEO」
50μg56噴霧用

フルチカゾンプロピオン

酸エステル
セオリア 耳鼻科用剤

2020.6 後発品（ロナセン） ブロナンセリン散「サワイ」 2% ブロナンセリン 沢井 神経系用剤

2020.6
後発品（リンデロン-

DP）

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

クリーム「サトウ」
0.064%

ベタメタゾンジプロピオ

ン酸エステル
佐藤製薬 ステロイド

2020.6
後発品（リンデロン-

DP）

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

軟膏「サトウ」
0.064%

ベタメタゾンジプロピオ

ン酸エステル
佐藤製薬 ステロイド

2020.6 後発品
ヘパリンNa透析用カテーテルロック

用シリンジ「ニプロ」
5,000単位5mL ヘパリンナトリウム ニプロ 血液凝固阻止剤

2020.6 後発品（ペルマック ペルゴリド顆粒「日医工」 0.025% ペルゴリド 日医工 抗パーキンソン剤

2020.6
後発品（イソジンガー

グル）
ポビドンヨードガーグル液「イワキ」 7% ポビドンヨード 岩城 含嗽剤

2020.6 後発品（イソジン） ポビドンヨードゲル「イワキ」 10% ポビドンヨード 岩城 外皮用殺菌消毒剤

2020.6 後発品（イソジン） ポビドンヨードスクラブ液「イワキ」 7.5% ポビドンヨード 岩城 外皮用殺菌消毒剤

2020.6 後発品 マンニットールS注射液 300mL
Ｄ－ソルビトール・Ｄ－

マンニトール
陽進堂 糖類剤

2020.6
後発品（ファンガー

ド）

ミカファンギンNa点滴静注用「ニプ

ロ」
50mg、75mg

ミカファンギンナトリウ

ム
ニプロ 抗真菌薬

2020.6 後発品（ファンガー ミカファンギンNa点滴静注用「明 50mg、75mg ミカファンギンナトリウ 明治 抗真菌薬

2020.6
後発品（ファンガー

ド）

ミカファンギンナトリウム点滴静注用

「日医工」
25mg、50mg、75mg

ミカファンギンナトリウ

ム
日医工 抗真菌薬

2020.6 後発品（メチコバー メコバラミン錠「日医工」 0.25mg、0.5mg メコバラミン 東菱 ビタミンB剤



2020.6 後発品（ペンタサ） メサラジン注腸「ケンエー」 1g メサラジン シオノ 消化器官用薬

2020.6 後発品（プリンペラ メトクロプラミド錠「あすか」 5mg、10mg メトクロプラミド あすか 消化器官用薬

2020.6
後発品（リウマトレッ

クス）
メトトレキサート錠「あゆみ」 2mg メトトレキサート あゆみ 代謝性医薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩DS「サワイ」 2% メマンチン塩酸塩 沢井 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「DSEP」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 第一三共 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「JG」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 日本ジェネリック 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「KMP」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 共創未来 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「KN」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 小林化工 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「TCK」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 辰巳 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「YD」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 陽進堂 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「ZE」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 全星 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「アメル」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 共和 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「オーハラ」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 大原 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「クラシエ」 5mg、10mg、15mg、20mg メマンチン塩酸塩 日本薬工 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「ケミファ」 5mg、10mg、15mg、20mg メマンチン塩酸塩 ケミファ 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「サワイ」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 沢井 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「サンド」 5mg、10mg、15mg、20mg メマンチン塩酸塩 サンド 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「タカタ」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 高田 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「トーワ」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 東和 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「ニプロ」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 ニプロ 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「フェルゼ 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 ダイト 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「杏林」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 キョーリン 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「日医工」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 エルメッド 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「日新」 5mg、10mg、15mg、20mg メマンチン塩酸塩 日新 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「武田テバ」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 武田テバ 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩OD錠「明治」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 明治 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩錠「DSEP」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 第一三共 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩錠「KMP」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 共創未来 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩錠「KN」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 小林化工 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩錠「アメル」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 共和 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩錠「オーハラ」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 大原 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩錠「サワイ」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 沢井 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩錠「トーワ」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 東和 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩錠「ニプロ」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 ニプロ 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（メマリー） メマンチン塩酸塩錠「明治」 5mg、10mg、20mg メマンチン塩酸塩 明治 中枢神経系用薬

2020.6 後発品（ベガモック モキシフロキサシン点眼液「ニッ 0.5% モキシフロキサシン 東亜薬品 眼科用剤

2020.6 後発品（ベガモック モキシフロキサシン点眼液「日点」 0.5% モキシフロキサシン 日本点眼薬 眼科用剤

2020.6 後発品（ガスモチン） モサプリドクエン酸塩錠「武田テバ」 2.5mg、5mg モサプリドクエン酸塩 武田テバ 消化器官用薬

2020.6 後発品（ソリタ-T） ユエキンキープ3号輸液 200mL、500ｍL 光 血液代用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールNａ塩錠「オーハラ」 5mg ラベプラゾール 大原 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールNａ塩錠「明治」 5mg ラベプラゾール 明治 消化性潰瘍用剤



2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールNａ錠「AA」 5mg ラベプラゾール あすか 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールNａ錠「JG」 5mg ラベプラゾール 日本ジェネリック 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールNａ錠「YD」 5mg ラベプラゾール 陽進堂 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールNａ錠「サワイ」 5mg ラベプラゾール 沢井 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールNａ錠「トーワ」 5mg ラベプラゾール 東和 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールNａ錠「ファイザー」 5mg ラベプラゾール ファイザー 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールNａ錠「杏林」 5mg ラベプラゾール キョーリン 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールNａ錠「日新」 5mg ラベプラゾール 日新 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールNａ錠「武田テバ」 5mg ラベプラゾール 武田テバ 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールナトリウム錠「NPI」 5mg ラベプラゾール 日本薬工 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールナトリウム錠「TCK」 5mg ラベプラゾール 辰巳 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット）
ラベプラゾールナトリウム錠「ケミ

ファ」
5mg ラベプラゾール ケミファ 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールナトリウム錠「サン 5mg ラベプラゾール サンド 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールナトリウム錠「科研」 5mg ラベプラゾール ダイト 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（パリエット） ラベプラゾールナトリウム錠「日医 5mg ラベプラゾール 日医工 消化性潰瘍用剤

2020.6 後発品（シュアポス レパグリニド錠「サワイ」 0.25mg、0.5mg レパグリニド 沢井 糖尿病用剤

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩DS「TCK」 0.5% レボセチリジン塩酸塩 辰巳 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩DS「タカタ」 0.5% レボセチリジン塩酸塩 高田 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩DS「杏林」 0.5% レボセチリジン塩酸塩 キョーリン アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩OD錠「YD」 2.5mg、5mg レボセチリジン塩酸塩 陽進堂 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩OD錠「サワ 5mg レボセチリジン塩酸塩 沢井 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩OD錠「タカ 2.5mg、5mg レボセチリジン塩酸塩 高田 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩OD錠「日新」 2.5mg、5mg レボセチリジン塩酸塩 日新 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% レボセチリジン塩酸塩 小林化工 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル）
レボセチリジン塩酸塩シロップ「アメ

ル」
0.05% レボセチリジン塩酸塩 共和 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル）
レボセチリジン塩酸塩シロップ「サワ

イ」
0.05% レボセチリジン塩酸塩 沢井 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル）
レボセチリジン塩酸塩シロップ「トー

ワ」
0.05% レボセチリジン塩酸塩 東和 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル）
レボセチリジン塩酸塩シロップ「ニプ

ロ」
0.05% レボセチリジン塩酸塩 東亜薬品 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル）
レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ

「YD」
0.5% レボセチリジン塩酸塩 陽進堂 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル）
レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ

「日本臓器」
0.5% レボセチリジン塩酸塩 日本臓器 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「CEO」 2.5mg、5mg レボセチリジン塩酸塩 セオリア アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「JG」 5mg レボセチリジン塩酸塩 長生堂 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「KMP」 5mg レボセチリジン塩酸塩 共創未来 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「KN」 2.5mg、5mg レボセチリジン塩酸塩 小林化工 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「TCK」 5mg レボセチリジン塩酸塩 辰巳 アレルギー用薬



2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「YD」 2.5mg、5mg レボセチリジン塩酸塩 陽進堂 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「アメル」 5mg レボセチリジン塩酸塩 共和 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「サワイ」 5mg レボセチリジン塩酸塩 沢井 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「サンド」 5mg レボセチリジン塩酸塩 ダイト アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「タカタ」 2.5mg、5mg レボセチリジン塩酸塩 高田 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「トーワ」 5mg レボセチリジン塩酸塩 東和 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「ニプロ」 2.5mg、5mg レボセチリジン塩酸塩 ニプロ アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「フェルゼ 5mg レボセチリジン塩酸塩 フェルゼン アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「杏林」 2.5mg、5mg レボセチリジン塩酸塩 キョーリン アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「日医工」 2.5mg、5mg レボセチリジン塩酸塩 日医工 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「日本臓器」 2.5mg、5mg レボセチリジン塩酸塩 小財家 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「武田テバ」 5mg レボセチリジン塩酸塩 武田テバ アレルギー用薬

2020.6 後発品（ザイザル） レボセチリジン塩酸塩錠「明治」 5mg レボセチリジン塩酸塩 明治 アレルギー用薬

2020.6 後発品（ロキソニン）
ロキソプロフェンNａパップ「ラクー

ル」
100mg（10cmx14cm）

ロキソプロフェンナトリ

ウム
東光 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤

2020.6 後発品（ロペミン） ロペラミド塩酸塩錠「あすか」 1mg ロペラミド塩酸塩 日医工 止瀉,整腸剤

2020.5 新薬 アイラミド配合懸濁性点眼液
ブリモニジン酒石酸塩、

ブリンゾラミド
千寿

緑内障・高眼圧症治療薬（α2作動薬のアイファ

ガンと炭酸脱水酵素阻害薬のエイゾプトの配合）

2020.5 新剤形 アイリーア硝子体内注射用キット
40mg/mL（2mg0.05mL1

筒）

アフリベルセプト（遺伝

子組換え）
バイエル 眼科用剤（既発売：注射液40mg/mL）

2020.5 後発品（カロナール） アセトアミノフェン細粒「マルイシ」 20% アセトアミノフェン 丸石 解熱鎮痛消炎剤

2020.5 新薬 アネレム静注用 50mg レミマゾラムべシル酸塩 ムンディ 全身麻酔薬

2020.5 新剤形 イブランス錠 25mg、125mg パルボシクリブ ファイザー
抗悪性腫瘍薬（CDK 4/6阻害薬、既発売：カプ

セル、乳癌）

2020.5
後発品（ヒューマロ

グ）

インスリン リスプロBS注HU「サノ

フィ」
100単位1mLバイアル

インスリン リスプロ（遺

伝子組換え）
サノフィ インスリン製剤（バイオ後続品）

2020.5
後発品（ヒューマロ

グ）

インスリン リスプロBS注カートHU

「サノフィ」
300単位1筒

インスリン リスプロ（遺

伝子組換え）
サノフィ インスリン製剤（バイオ後続品）

2020.5
後発品（ヒューマロ

グ）

インスリン リスプロBS注ソロスター

HU「サノフィ」
300単位1キット

インスリン リスプロ（遺

伝子組換え）
サノフィ インスリン製剤（バイオ後続品）

2020.5 後発品（エバステル） エバスチンOD錠「杏林」 5mg、10mg エバスチン キョーリン アレルギー用薬

2020.5 後発品（エバステル） エバスチン錠「杏林」 5mg、10mg エバスチン キョーリン アレルギー用薬

2020.5 新薬 エンハーツ点滴静注用 100mg
トラスツズマブ デルクス

テカン（遺伝子組換え）
第一三共

抗悪性腫瘍薬（抗HER2抗体トポイソメラーゼⅠ

阻害剤複合体、乳癌）

2020.5 新規格 オゼンピック皮下注0.25mgSD
0.25mg、0.5mg、1mg

（0.5mL1キット）

セマグルチド（遺伝子組

換え）
ノボ 2型糖尿病治療薬

2020.5 新薬 オニバイド点滴静注 43mg10mL1瓶 イリノテカン塩酸塩水和 日本セルヴィエ 抗悪性腫瘍薬（リポソーム型イリノテカン製剤）

2020.5 新薬 カボメティクス錠 20mg、60mg カボザンチニブリンゴ酸 武田 抗悪性腫瘍用薬（キナーゼ阻害薬、腎細胞癌）

2020.5 新薬 キャブピリン配合錠
アスピリン/ボノプラザン

フマル酸塩
武田

抗血小板薬（PPI竹キャブ配合の低用量アスピリ

ン）

2020.5 新薬 ステボロニン点滴静注バッグ 9000mg300mL ボロファラン（10B） ステラファーマ 抗悪性腫瘍薬（中性子捕捉療法用薬、頭頸部癌）



2020.5 新薬 ソリクア配合注ソロスター

インスリン　グラルギン

（遺伝子組換え）/リキシ

セナチド

サノフィ
2型糖尿病治療薬（持効型溶解インスリン/GLP-1

受容体作動薬 配合剤）

2020.5 新薬 ゾルゲンスマ点滴静注
オナセムノゲン アベパル

ボベク
ノバルティス

再生医療等製品（脊髄性筋萎縮症（SMA）に対

する遺伝子治療用ベクター製品）

2020.5 新規格 ディナゲスト錠 0.5mg ジエノゲスト 持田 月経困難症治療薬（既発売：錠1mg）

2020.5 新薬 テプミトコ錠 テポチニブ塩酸塩 メルクバイオファーマ
抗悪性腫瘍薬（MET-チロシンキナーゼ阻害、非

小細胞肺癌）

2020.5 新剤形 ヌーカラ皮下注シリンジ 100mg1mL1筒
メポリズマブ（遺伝子組

換え）
GSK

呼吸器用薬（既発売：皮下注用100mg、気管支

喘息）

2020.5 新剤形 ヌーカラ皮下注ペン 100mg1mL1キット
メポリズマブ（遺伝子組

換え）
GSK

呼吸器用薬（既発売：皮下注用100mg、気管支

喘息）

2020.5 新規格 ビムパット点滴静注 100mg10mL1瓶 ラコサミド UCB 抗てんかん剤（既発売：点滴静注200mg）

2020.5 新薬 ビルテプソ点滴静注 250mg5mL1瓶 ビルトラルセン 日本新薬 デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬

2020.5 後発品（オノン） プランルカストDS「杏林」 10% プランルカスト水和物 キョーリン アレルギー用薬

2020.5 新薬 ベオビュ硝子体内注射用キット
120mg/mL（6mg0.05mL1

筒）

ブロルシズマブ（遺伝子

組換え）
ノバルティス 眼科用剤（VEGF阻害薬、加齢黄斑変性）

2020.5 新薬 ベレキシブル錠 80mg チラブルチニブ塩酸塩 小野
抗悪性腫瘍薬（B-TK阻害、中枢神経系原発リン

パ腫）

2020.5 新薬 ボンベンディ静注用 1,300国際単位1瓶(溶解液付)
ボニコグ アルファ（遺伝

子組換え）
シャイアー

血液製剤類（国内初の遺伝子組換えVWF製剤、

von Willebrand病における出血傾向の抑制）

2020.5 新薬 メラトベル顆粒小児用 0.20% メラトニン ノーベル メラトニン受容体作動性入眠改善薬

2020.5 新薬 ラツーダ錠 20mg、40mg、60mg、80mg ルラシドン塩酸塩 大日本住友

非定型抗精神病薬（ドパミンD2、セロトニン5-

HT2A、セロトニン5-HT7受容体のアンタゴニス

ト）

2020.5 新薬 ルムジェブ注 100単位1mLバイアル
インスリン　リスプロ

（遺伝子組換え）
リリー

糖尿病治療薬（超速効型インスリンアナログ製

剤、既存のヒューマログ添加剤を加える）

2020.5 新薬 ルムジェブ注カート 300単位1筒
インスリン　リスプロ

（遺伝子組換え）
リリー

糖尿病治療薬（超速効型インスリンアナログ製

剤、既存のヒューマログ添加剤を加える）

2020.5 新薬 ルムジェブ注ミリオペン 300単位1キット
インスリン　リスプロ

（遺伝子組換え）
リリー

糖尿病治療薬（超速効型インスリンアナログ製

剤、既存のヒューマログ添加剤を加える）

2020.5 新薬 ルムジェブ注ミリオペンHD 300単位1キット
インスリン　リスプロ

（遺伝子組換え）
リリー

糖尿病治療薬（超速効型インスリンアナログ製

剤、既存のヒューマログ添加剤を加える）

2020.5 新薬 ロケルマ懸濁用散分包 5g、10g（1包）
ジルコニウムシクロケイ

酸ナトリウム水和物
アストラゼネカ

高カリウム血症改善薬（国内初の非ポリマー無機

陽イオン交換化合物のカリウム吸着薬）

2020.5 新規格
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注

「トリイ」
1,000JAU/mL（2mL1瓶）

コナヒョウヒダニエキ

ス、ヤケヒョウヒダニエ
鳥居

アレルギー用薬（既発売：10,000JAU/mL、

100,000JAU/mL）

2020.4 新薬 コレクチム軟膏 0.5% デルゴシチニブ 日本たばこ
アトピー性皮膚炎治療薬（ヤヌスキナーゼ

（JAK）阻害薬、世界初の外用JAK阻害薬）

2020.4 新剤形 チラーヂンS静注液 200μg1mL1管
レボチロキシンナトリウ

ム水和物
あすか 甲状腺ホルモン薬

2020.4 新薬 デエビゴ錠 2.5mg、5mg、10mg レンボレキサント エーザイ 不眠症治療薬（オレキシン受容体拮抗薬）



2020.4 新薬 ニュベクオ錠 300mg ダロルタミド バイエル
抗悪性腫瘍薬（前立腺癌治療薬/アンドロゲン受

容体阻害薬）

2020.4 新薬 ノクサフィル錠 100mg ポサコナゾール MSD 深在性真菌症治療薬

2020.4 新薬 ノクサフィル点滴静注 300mg16.7mL1瓶 ポサコナゾール MSD 深在性真菌症治療薬

2020.4 新剤形 フィコンパ細粒 1% ペランパネル水和物 エーザイ 抗てんかん薬

2020.4 新薬 ユリス錠 0.5mg、1mg、2mg ドチヌラド 富士薬品 痛風・高尿酸血症治療薬（URAT1選択阻害）

2020.4 新薬 リンヴォック錠 7.5mg、15mg ウパダシチニブ水和物 アッヴィ
関節リウマチ治療薬（ヤヌスキナーゼ（JAK）阻

害薬）

2020.1 新薬 ドウベイト配合錠
ドルテグラビル、ラミブ

ジン配合
ヴィーブ 抗ウイルス薬（HIV-1感染症治療薬）

2020.1 新薬 ピフェルトロ錠 100mg ドラビリン MSD 抗ウイルス薬（HIV-1感染症治療薬）


