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仮採用薬の正規採用について ＊2020年9月10月またはそれ以前の薬事委員会にて仮採用が決定した薬剤について審議
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

1 外 プロウペス腟用剤10mg ジノプロストン腟用剤 10mg1個 フェリング 未収載 劇処 産婦人科 ※中止切替なしで承認済

2 注 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL
アフリベルセプト(遺伝子組換え)
キット

2mg0.05m
L1筒

参天 137,292.0 劇処 眼科 ※中止切替『アイリーア硝子体内注射液40mg/mL』で承認済

3 注 ルセンティス硝子体内注射用キット
ラニビズマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

0.5mg0.05
mL1筒

ノバルティ
ス

160,698.0 劇処 眼科 ※中止切替『インタール点眼液2％』で承認済

4 内 コバシル錠2mg ペリンドプリルエルブミン錠 2mg1錠 協和キリン 53.8 処 循環器内科 ※中止切替『コバシル錠4mg』で承認済

5 内 コララン錠2.5mg イバブラジン塩酸塩錠 2.5mg1錠 小野 82.9 劇処 循環器内科 ※中止切替『ペルサンチン-Lカプセル150mg』で承認済

：高額医薬品（5万円以上の注射薬、1万円以上の内用・外用薬）
以上を正規採用とする

仮採用薬の正規採用について（後発品関連） ＊2020年9月10月またはそれ以前の薬事委員会にて仮採用が決定した薬剤について審議
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

1 注
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノ
フィ」

インスリン リスプロ(遺伝子組換
え)キット(1)

300単位1
キット

サノフィ 1,258.0 劇処 薬剤部 ※中止切替『ヒューマログ注ミリオペン』で承認済

2 内 ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」
ロスバスタチンカルシウム2.5mg
口腔内崩壊錠

2.5mg1錠 MeijiSeika 11.4 処 薬剤部 ※中止切替『クレストールOD錠2.5mg』で承認済

3 外 アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」 アシクロビル3%眼軟膏 3%1g
日東メ
ディック

389.0 薬剤部 ※中止切替『ゾビラックス眼軟膏3%』で承認済

4 内 ファンギゾンシロップ100mg/mL アムホテリシンBシロップ
100mg1m
L

クリニジェ
ン

54.6 劇処局 薬剤部 ※中止切替『ハリゾンシロップ100mg/mL』で承認済

5 注
レボフロキサシン点滴静注バッグ
500mg/100mL「DSEP」

レボフロキサシン水和物キット
500mg100
mL1キット

第一三共
エスファ

1,854.0 処局 薬剤部 ※中止切替『レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「KCC」』で承認済

6 注 リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 リネゾリド注射液
600mg300
mL1袋

光 7,730.0 処 薬剤部 ※中止切替『リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」』で承認済

7 注 カコージンD注0.3% ドパミン塩酸塩キット
0.3%200m
L1袋

日本製薬 1,233.0 劇処局 薬剤部 ※中止切替『塩酸ドパミン注キット600』で承認済（名称変更予定）

8 注 オムニパーク240注10mL イオヘキソール注射液
51.77%10
mL1瓶

GEヘルス
ケア

599.0 処局 薬剤部 ※中止切替『イオベリン240注10mL』で承認済

9 外 インドメタシンクリーム1%「日医工」 インドメタシン1%クリーム 1%1g 日医工 2.3 劇処 薬剤部 ※中止切替『インドメタシンクリーム1%「サワイ」』で承認済

以上を正規採用とする

新規採用（仮採用）
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

1 内 エンレスト錠100mg
サクビトリルバルサルタンナトリ
ウム水和物錠

100mg1錠
ノバルティ
ス

115.2 処 循環器内科 中止切替：レザルタス配合錠HD

以上を仮採用（3ヶ月間）とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。
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後発品関連（仮採用） ＊小林化工関連製品の採用変更が必要となった医薬品についても報告（資料①）
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

1 内 プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 プレガバリン口腔内崩壊錠 75mg1錠 ファイザー 36.3 処 薬剤部 中止切替：リリカOD錠75mg

2 内 デノパミン錠5mg「日医工」 デノパミン5mg錠 5mg1錠 日医工 13.3 薬剤部 中止切替： カルグート錠5

3 内 シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 シクロスポリン25mgカプセル
25mg1カ
プセル

東和薬品 71.9 劇処 薬剤部 中止切替：ネオーラル25mgカプセル

4 内 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
炭酸ランタン水和物口腔内崩壊
錠

250mg1錠 扶桑 66.2 処 薬剤部 中止切替：ホスレノールOD錠250mg

5 内 アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 アプレピタントカプセル
80mg1カ
プセル

沢井 1,301.4 処

6 内 アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 アプレピタントカプセル
125mg1カ
プセル

沢井 1,908.4 処

7 注 ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」
ベバシズマブ(遺伝子組換え)注
射液(2)

100mg4m
L1瓶

第一三共 22,283.0 劇処

8 注 ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」
ベバシズマブ(遺伝子組換え)注
射液(2)

400mg16
mL1瓶

第一三共 84,858.0 劇処

9 注 デクスメデトミジン静注液200μg「ニプロ」 デクスメデトミジン塩酸塩注射液
200μ
g2mL1瓶

ニプロ 1,629.0 劇処 薬剤部 中止切替：プレセデックス静注液200μg「マルイシ」

：高額医薬品（5万円以上の注射薬、1万円以上の内用・外用薬）
以上を仮採用（3ヶ月間）とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。

販売中止に伴う採用変更（仮採用）
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

1 注 アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 アシクロビル250mg注射液 250mg1管 東和薬品 478.0 処 薬剤部 中止切替：アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」

以上を仮採用（3ヶ月間）とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。

院内削除（中止切替）
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分

1 内 レザルタス配合錠HD
オルメサルタン メドキソミル・ア
ゼルニジピン配合剤(2)錠

1錠 第一三共 115.1 処 ※エンレスト新規採用に伴う中止切替

2 内 リリカOD錠75mg プレガバリン口腔内崩壊錠 75mg1錠 ファイザー 108.8 処 ※後発品切替

3 内 カルグート錠5 デノパミン錠 5mg1錠 田辺三菱 30.5 ※後発品切替

4 内 ネオーラル25mgカプセル シクロスポリンカプセル(2)
25mg1カ
プセル

ノバルティ
ス

181.7 劇処 ※後発品切替

5 内 ホスレノールOD錠250mg
炭酸ランタン水和物口腔内崩壊
錠

250mg1錠 バイエル 126.0 処 ※後発品切替

6 内 イメンドカプセル80mg アプレピタントカプセル
80mg1カ
プセル

小野 2,580.8 処 ※後発品切替

7 内 イメンドカプセル125mg アプレピタントカプセル
125mg1カ
プセル

小野 3,787.7 処 ※後発品切替

8 注 プレセデックス静注液200μg「マルイシ」 デクスメデトミジン塩酸塩注射液
200μ
g2mL1瓶

丸石 3,559.0 劇処 ※後発品切替

9 注 アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 アシクロビル250mg注射液 250mg1管 ケミファ 478.0 処 ※販売中止に伴う採用変更

薬剤部 中止切替：イメンドカプセル80mg、イメンドカプセル125mg

薬剤部 中止切替：なし（アバスチン点滴静注は適応等によって使い分ける）
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院外登録
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 注 テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」
テリパラチド(遺伝子組換え)キッ
ト(1)

600μg1
キット

持田 25,643.0 処 糖尿病内科

2 注 デュピクセント皮下注300mgペン
デュピルマブ(遺伝子組換え)
キット(2)

300mg2m
L1キット

サノフィ 66,562.0 劇処
アレルギー科
耳鼻咽喉科

3 内 ミニリンメルトOD錠25μg
デスモプレシン酢酸塩水和物口
腔内崩壊錠

25μg1錠 フェリング 57.5 劇処

4 内 ミニリンメルトOD錠50μg
デスモプレシン酢酸塩水和物口
腔内崩壊錠

50μg1錠 フェリング 96.6 劇処

5 内 ジスロマック錠600mg アジスロマイシン水和物錠 600mg1錠 ファイザー 621.9 処 感染症科

6 内 アダラートCR錠10mg ニフェジピン徐放錠(2) 10mg1錠 バイエル 13.5 劇処 循環器内科

7 内 ゼジューラカプセル100mg
ニラパリブトシル酸塩水和物カプ
セル

100mg1カ
プセル

武田 10,370.2 劇処 産婦人科

：高額医薬品（5万円以上の注射薬、1万円以上の内用・外用薬）

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用82件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は61件。
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 内 アラベル内用剤1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 1.5g1瓶 ノーベル 92,051.5 処 脳神経外科

2 内 エクア錠50mg ビルダグリプチン錠 50mg1錠
大日本住
友

72.5 処 糖尿病内科

3 内 エクア錠50mg ビルダグリプチン錠 50mg1錠
大日本住
友

72.5 処 内分泌内科

4 注 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液(8-1) 2L1袋
バクス
ター

1,009.0 処 腎臓内科

5 注
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL
「MA」

エタネルセプト(遺伝子組換え)
キット(1)

50mg1mL
1キット

あゆみ製
薬

17,025.0 劇処 リウマチ科

6 内 エディロールカプセル0.75μg エルデカルシトールカプセル
0.75μg1カプ
セル 中外 98.2 劇処 糖尿病内科

7 内 エディロールカプセル0.75μg エルデカルシトールカプセル
0.75μg2カプ
セル 中外 98.2 劇処

膠原病リウマチ
内科

8 注 エビリファイ持続性水懸筋注用400mg アリピプラゾール水和物筋注用
400mg1瓶
(懸濁用液

大塚製薬 44,666.0 劇処 精神科

9 内 エンレスト錠100mg
サクビトリルバルサルタンナトリ
ウム水和物錠

100mg1錠
ノバルティ
ス

115.2 処 心臓血管外科

10 内 エンレスト錠100mg
サクビトリルバルサルタンナトリ
ウム水和物錠

100mg1錠
ノバルティ
ス

115.2 処 心臓血管外科

11 内 エンレスト錠100mg
サクビトリルバルサルタンナトリ
ウム水和物錠

100mg1錠
ノバルティ
ス

115.2 処 心臓血管外科

12 内 エンレスト錠100mg
サクビトリルバルサルタンナトリ
ウム水和物錠

100mg1錠
ノバルティ
ス

115.2 処 心臓血管外科

13 内 エンレスト錠100mg
サクビトリルバルサルタンナトリ
ウム水和物錠

100mg1錠
ノバルティ
ス

115.2 処 心臓血管外科

14 内 エンレスト錠100mg
サクビトリルバルサルタンナトリ
ウム水和物錠

100mg1錠
ノバルティ
ス

115.2 処 心臓血管外科

15 内 エンレスト錠100mg
サクビトリルバルサルタンナトリ
ウム水和物錠

100mg1錠
ノバルティ
ス

115.2 処 心臓血管外科

16 内 エンレスト錠100mg
サクビトリルバルサルタンナトリ
ウム水和物錠

100mg1錠
ノバルティ
ス

115.2 処 心臓血管外科

17 内 エンレスト錠100mg
サクビトリルバルサルタンナトリ
ウム水和物錠

100mg1錠
ノバルティ
ス

115.2 処 循環器内科

18 内 エンレスト錠100mg
サクビトリルバルサルタンナトリ
ウム水和物錠

100mg1錠
ノバルティ
ス

115.2 処 心臓血管外科

泌尿器科
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19 注 オゼンピック皮下注0.25mgSD
セマグルチド(遺伝子組換え)キッ
ト

0.25mg0.5
mL1キット

ノボ 1,547.0 劇処 内分泌内科

20 内 オフェブカプセル100mg
ニンテダニブエタンスルホン酸塩
カプセル

100mg1カプ
セル

日本ベー
リンガー

4,450.8 劇処 呼吸器内科

21 注 オプジーボ点滴静注240mg
ニボルマブ(遺伝子組換え)注射
液

240mg24
mL1瓶

小野 413,990.0 劇処 外科

22 注 オプジーボ点滴静注240mg
ニボルマブ(遺伝子組換え)注射
液

240mg24
mL1瓶

小野 413,990.0 劇処
耳鼻咽喉科・頭
頚部外科

23 注
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター
1mL

アバタセプト(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

125mg1m
L1キット

小野 28,633.0 劇処 リウマチ科

24 注
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター
1mL

アバタセプト(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

125mg1m
L1キット

小野 28,633.0 劇処 リウマチ科

25 注 カルセド注射用50mg アムルビシン塩酸塩注射用 50mg1瓶 日本化薬 13,560.0 劇処 呼吸器内科

26 注 キイトルーダ点滴静注100mg
ペムブロリズマブ(遺伝子組換
え)注射液

100mg4m
L1瓶

MSD 242,355.0 劇処 呼吸器内科

27 注 キイトルーダ点滴静注100mg
ペムブロリズマブ(遺伝子組換
え)注射液

100mg4m
L1瓶

MSD 242,355.0 劇処 耳鼻科

28 注 キイトルーダ点滴静注20mg
ペムブロリズマブ(遺伝子組換
え)注射液

100mg4m
L1瓶

MSD 242,355.0 劇処 耳鼻科

29 注 ゴナックス皮下注用120mg デガレリクス酢酸塩注射用
120mg1瓶
(溶解液

アステラ
ス

27,762.0 劇処 泌尿器科

30 注 ゴナックス皮下注用240mg デガレリクス酢酸塩注射用
240mg1瓶
(溶解液

アステラ
ス

34,101.0 劇処 泌尿器科

31 注 ゴナックス皮下注用240mg デガレリクス酢酸塩注射用
240mg1瓶
(溶解液

アステラ
ス

34,101.0 劇処 泌尿器科

32 内 コロネル細粒83.3% ポリカルボフィルカルシウム細粒 83.3%1g
アステラ
ス

22.0 外科

33 内 サノレックス錠0.5mg マジンドール錠 0.5mg1錠
富士フイ
ルム富山

189.5 劇向処 内分泌内科

34 内 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン液
750mg5m
L1包

GSK 1,759.6 処 呼吸器内科

35 内 サムチレール内用懸濁液15％ アトバコン液
750mg5m
L1包

GSK 1,759.6 処 呼吸器内科

36 内 サムチレール内用懸濁液15％ アトバコン液
750mg5m
L1包

GSK 1,759.6 処 脳神経外科

37 注 ジェブタナ点滴静注60mg
カバジタキセル アセトン付加物
注射液

60mg1.5m
L1瓶(溶解

サノフィ 561,068.0 毒処 泌尿器科

38 内 ジスロマック錠600mg アジスロマイシン水和物錠 600mg1錠 ファイザー 621.9 処 感染症科

39 注 シングリックス筋注用
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
(チャイニーズハムスター卵巣細

一人分1
瓶(溶解液

GSK 劇処
膠原病リウマチ
内科

40 注 シングリックス筋注用
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
(チャイニーズハムスター卵巣細

一人分1瓶
(溶解液付) GSK 劇処 リウマチ科

41 外 スミスリンローション5% フェノトリン液 5%1g クラシエ 75.4 皮膚科

42 注 ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

175mg1キット ヤンセン 64,540.0 劇処 精神科

43 内 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

250mg1カプ
セル 中外 217.8 劇処

膠原病リウマチ
内科

44 内 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

250mg1カプ
セル 中外 217.8 劇処 リウマチ科

45 注 ソマチュリン皮下注90mg ランレオチド酢酸塩キット 90mg1筒
帝人
ファーマ

248,400.0 劇処 内分泌内科

46 注 ゾレア皮下注150mgシリンジ
オマリズマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

150mg1m
L1筒

ノバルティ
ス

29,147.0 劇処 耳鼻咽喉科

47 注 タイロゲン筋注用0.9mg
ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子
組換え)筋注用

0.9mg1瓶 サノフィ 107,747.0 処 放射線科
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48 内 タグリッソ錠80mg オシメルチニブメシル酸塩錠 80mg1錠
アストラゼ
ネカ

20,719.4 劇処 呼吸器内科

49 内 タグリッソ錠80mg オシメルチニブメシル酸塩錠 80mg1錠
アストラゼ
ネカ

20,719.4 劇処 呼吸器内科

50 内 タリージェ錠5mg ミロガバリンベシル酸塩錠 5mg1錠 第一三共 106.5 処 脳神経内科

51 注 デノシン点滴静注用500mg ガンシクロビル静注用 500mg1瓶 田辺三菱 12,303.0 毒処 リウマチ科

52 注 デュピクセント皮下注300mgシリンジ
デュピルマブ(遺伝子組換え)
キット(1)

300mg2m
L1筒

サノフィ 66,356.0 劇処 皮膚科

53 注 デュピクセント皮下注300mgシリンジ
デュピルマブ(遺伝子組換え)
キット(1)

300mg2m
L1筒

サノフィ 66,356.0 劇処 皮膚科

54 注 デュピクセント皮下注300mgペン
デュピルマブ(遺伝子組換え)
キット(2)

300mg2m
L1キット

サノフィ 66,562.0 劇処 アレルギー科

55 外 テリルジー100エリプタ14吸入用
フルチカゾンフランカルボン酸エ
ステル・ウメクリジニウム臭化

14吸入1キッ
ト GSK 4,183.5 処 呼吸器内科

56 内 トリンテリックス錠10mg
ボルチオキセチン臭化水素酸塩
錠

10mg1錠 武田 168.9 劇処 精神科

57 内 ノベルジン錠25mg 酢酸亜鉛水和物錠 25mg1錠 ノーベル 274.4 劇処 消化器内科

58 内 バリキサ錠450mg バルガンシクロビル塩酸塩錠 450mg1錠 田辺三菱 2,502.4 毒処 リウマチ科

59 内 ビクタルビ配合錠
ビクテグラビルナトリウム・エムト
リシタビン・テノホビル アラフェナ

1錠 ギリアド 7,094.1 劇処 感染症科

60 外 ビレーズトリエアロスフィア56吸入
ブデソニド・グリコピロニウム臭
化物・ホルモテロールフマル酸

56吸入1キット
アストラゼ
ネカ

4,150.3 処 呼吸器内科

61 内 フォシーガ錠10mg
ダパグリフロジンプロピレングリ
コール水和物錠

10mg1錠 小野 290.5 処 循環器内科

62 内 フォシーガ錠10mg
ダパグリフロジンプロピレングリ
コール水和物錠

10mg1錠 小野 290.5 処 循環器内科

63 内 プラケニル錠200mg ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg1錠 サノフィ 424.0 毒処
膠原病リウマチ
内科

64 内 プラケニル錠200mg ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg1錠 サノフィ 424.0 毒処
膠原病リウマチ
内科

65 内 ベルソムラ錠20mg スボレキサント錠 20mg1錠 MSD 109.9 処 精神科

66 注 ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
ベリムマブ(遺伝子組換え)キット
(2)

200mg1m
L1キット

GSK 25,002.0 劇処 リウマチ科

67 内 ホスリボン配合顆粒
リン酸二水素ナトリウム一水和
物・無水リン酸水素二ナトリウム

100mg1包
(リンとし

ゼリア 71.5 処 呼吸器内科

68 内 ホスリボン配合顆粒
リン酸二水素ナトリウム一水和
物・無水リン酸水素二ナトリウム

100mg1包
(リンとし

ゼリア 71.5 処 呼吸器内科

69 注 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 滅菌調整タルク注射用 4g1瓶 ノーベル 7,236.0 処 呼吸器内科

70 注 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 滅菌調整タルク注射用 4g1瓶 ノーベル 7,236.0 処 呼吸器内科

71 内 ユリーフ錠4mg シロドシン錠 4mg1錠 キッセイ 65.2 劇処局 呼吸器内科

72 内 ラコールNF配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤 10g 大塚工場 10.2 内分泌内科

73 内 ラコールNF配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤(9-3)半固形剤 10g 大塚工場 10.2 精神科

74 内 ラコールNF配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤(9-4)半固形剤 10g 大塚工場 10.2 脳神経内科

75 内 ラツーダ錠20mg ルラシドン塩酸塩錠 20mg1錠
大日本住
友

178.7 劇処 精神科

76 注 リクラスト点滴静注液5mg ゾレドロン酸水和物注射液(2) 5mg100mL1瓶
旭化成
ファーマ

38,165.0 劇処 糖尿病内科
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77 外 リバスタッチパッチ4.5mg リバスチグミン貼付剤 4.5mg1枚 小野 312.4 劇処 脳神経内科

78 内 リンゼス錠0.25mg リナクロチド錠
0.25mg1
錠

アステラ
ス

87.5 処
膠原病リウマチ
内科

79 内 レボレード錠12.5mg エルトロンボパグ オラミン錠
12.5mg1
錠

ノバルティ
ス

2,539.6 劇処
膠原病リウマチ
内科

80 外 レルベア200エリプタ14吸入用
ビランテロールトリフェニル酢酸
塩・フルチカゾンフランカルボン

14吸入1
キット

GSK 2,918.2 処 呼吸器内科

81 外 レルベア200エリプタ14吸入用
ビランテロールトリフェニル酢酸
塩・フルチカゾンフランカルボン

14吸入1
キット

GSK 2,918.2 処 呼吸器内科

82 内 レルミナ錠40mg レルゴリクス錠 40mg1錠 武田 911.5 劇処 血液内科

：高額医薬品（5万円以上の注射薬、1万円以上の内用・外用薬）

資料①抜粋（小林化工関連の採用変更）

Before → After

クラリスロマイシン錠200「MEEK」 → クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」

ピオグリタゾン錠15mg「MEEK」 → ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」

プランルカスト錠112.5「EK」 → プランルカスト錠112.5mg「AFP」

プランルカストDS10％「EK」 → プランルカストDS10%「タカタ」

アネトカインゼリー2％ → キシロカインゼリー2%　（先発品）

エパルレスタット錠50「EK」 → エパルレスタット錠50mg「サワイ」

アトルバスタチン錠10mg「EE」 → アトルバスタチン錠10mg「DSEP」

アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」 → アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」

アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 → アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」

バルサルタン錠40mg「EE」 → バルサルタン錠40mg「DSEP」

バルサルタン錠80mg「EE」 → バルサルタン錠80mg「DSEP」

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 → フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」

ロサルヒド配合錠LD「EE」 → ロサルヒド配合錠LD「ケミファ」

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 → オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」

クエチアピン錠25mg「明治」 → クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」

クエチアピン錠100mg「明治」 → クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」
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