薬剤師が選ぶ後発医薬品
～後発医薬品アドバンテージ情報～

平成３０年９月
奈良県福祉医療部医療政策局薬務課

★GEアドバンテージ情報1

調査対象１９品目のアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

薬剤師が選ぶ後発医薬品
～後発医薬品アドバンテージ情報～
調査の概要
１．調査目的
平成３０年３月に策定した第３期奈良県医療費適正化計画では、後発医薬品の使用
促進や重複・多剤投薬の解消が注目されている。中でも、後発医薬品については、国
の目標（平成３２年９月までに８０％以上）を前倒しにして平成３１年度中に８０％以上を
目指すとしたところである。
しかしながら、本県の現状に照らした場合、後発医薬品に係る情報、医療関係者の連
携、県民への浸透等の面で課題が散見され、目標達成には関係者が一丸となって取り
組む必要がある。
後発医薬品のアドバンテージ情報（先発品より優れているおすすめポイント）を薬局薬
剤師、病院薬剤師から収集し、病院、診療所、薬局へ情報提供することで、医療関係者
が後発医薬品を選択する際の参考情報に資することを目的とする。

２．調査対象、調査時期及び調査票の回収状況
調査対象

回答数

回答率

調査期間

日本ジェネリック製薬協会所
属の後発医薬品メーカー５３
社

23社

43.4%

平成30年1月12日～1月25日

（一社）奈良県薬剤師会の理
事が開局する薬局２０施設

5施設

25.0%

平成30年7月20日～8月3日

（一社）奈良県病院薬剤師会
の会員が所属する病院６３施
設

14施設

22.2%

平成30年7月20日～8月3日

３．調査方法
（１） 奈良県薬務課から薬局への聞き取りにより、従来から何らかの理由により後発医薬
品への移行があまり進んでいない１９品目を調査対象として選定した。
（２－１） 日本ジェネリック製薬協会へ依頼し、後発医薬品メーカーから、調査対象１９品目のア
ドバンテージ情報（先発品より優れているおすすめポイント）を調査した。（電子メールに
よる調査票の配布・回収を実施）
（２－２）

（１）の調査対象１９品目以外で、後発医薬品メーカーが特に推奨したい品目につい
て、アドバンテージ情報を調査した。（電子メールによる調査票の配布・回収を実施）

（３） （一社）奈良県薬剤師会及び（一社）奈良県病院薬剤師会へ依頼し、（２－１）及び（２
－２）の調査結果を提供した上で、薬局薬剤師及び病院薬剤師からのアドバンテージ情
報を調査した。（電子メールによる調査票の配布・回収を実施）

４．調査結果の見方
★GEアドバンテージ情報1
調査方法（２－１）及び（３）で調査した結果は、調査対象１９品目の品目毎に、先発医
薬品に対応する後発医薬品の、「製薬企業名」、「後発品の品名」、「規格」、「薬価（後
発品／先発品）」、「後発メーカーアドバンテージ情報」、「奈良県薬剤師会、奈良県病院
薬剤師会アドバンテージ情報」について一覧にした。
★GEアドバンテージ情報2
調査方法（２－２）及び（３）で調査した結果は、調査対象１９品目以外で、後発メーカー
が特に推奨する品目であり、「内服薬」、「注射剤」、「軟膏剤等」、「点眼薬」、「坐剤」、
「外用その他」に分類し、「製薬企業名」、「後発品の品名」、「先発品の品名」、「成分
名」、「規格」、「薬価（後発品／先発品）」、「後発メーカーアドバンテージ情報」、「奈良県
薬剤師会、奈良県病院薬剤師会アドバンテージ情報」について一覧にした。
「奈良県薬剤師会、奈良県病院薬剤師会アドバンテージ情報」が、薬局薬剤師、病院
薬剤師からの推奨するポイントであり、「後発メーカーアドバンテージ情報」に賛同でき
る点や特に追記すべき点について記載した。
なお、薬価は後発メーカー対象の調査時点（平成３０年１月）のものである。

ジェネリック医薬品アドバンテージ情報掲載一覧（１９品目）
従来から何らかの理由により後発医薬品への移行があまり進んでいない品目
同一剤形・規

番号

区分

薬価基準収載医
薬品コード

成分名

規格

品名

メーカー名

先発医薬 格の後発医
薬品がある
品

薬価

備考

先発医薬品

1

外用薬

1319720Q3078 ヒアルロン酸ナトリウ ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアレイン点眼液０．１％
ム
1319720Y2020 ヒアルロン酸ナトリウ ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアレイン点眼液０．３％
ム
1319739Q1037 ラタノプロスト
０．００５％１ｍＬ キサラタン点眼液０．００５％

参天製薬

先発品

○

431.80

2

外用薬

参天製薬

先発品

○

617.90

3

外用薬

ファイザー

先発品

○

739.50

4

外用薬

5

外用薬

1319742Q1039 レボフロキサシン水
和物
3339950M1137 ヘパリン類似物質

０．５％１ｍＬ

クラビット点眼液０．５％

参天製薬

先発品

○

114.90

１ｇ

ヒルドイドソフト軟膏０．３％

マルホ

準先発品

○

25.30

6

外用薬

3339950Q1074 ヘパリン類似物質

１ｇ

ヒルドイドローション０．３％

マルホ

準先発品

○

25.30

7

外用薬

2259707S1020 ツロブテロール

０．５ｍｇ１枚

ホクナリンテープ０．５ｍｇ

マイランＥＰＤ

先発品

○

43.30

8

外用薬

2649729S2169 ケトプロフェン

久光製薬

先発品

○

28.40

9

外用薬

リードケミカル

先発品

○

27.00

10

内用薬

第一三共

先発品

○

17.50 H27.10.1局

11

内用薬

ファイザー

先発品

○

29.90

12

内用薬

７ｃｍ×１０ｃｍ１ モーラステープ２０ｍｇ
枚
2649735S2024 ロキソプロフェンナト ７ｃｍ×１０ｃｍ１ ロキソニンテープ５０ｍｇ
リウム水和物
枚
1149019F1560 ロキソプロフェンナト ６０ｍｇ１錠
ロキソニン錠６０ｍｇ
リウム水和物
2171022F1029 アムロジピンベシル ２．５ｍｇ１錠
ノルバスク錠２．５ｍｇ
酸塩
1179025F1026 エチゾラム
０．５ｍｇ１錠
デパス錠０．５ｍｇ

田辺三菱製薬

先発品

○

9.00

13

内用薬

1190012F1026 ドネペジル塩酸塩

アリセプト錠３ｍｇ

エーザイ

先発品

○

225.80

14

内用薬

プラビックス錠２５ｍｇ

サノフィ

先発品

○

112.50 H27.10.1局

15

内用薬

パリエット錠１０ｍｇ

エーザイ

先発品

○

132.60

16

内用薬

3399008F1025 クロピドグレル硫酸 ２５ｍｇ１錠
塩
2329028F1023 ラベプラゾールナトリ １０ｍｇ１錠
ウム
2233002F1174 カルボシステイン
２５０ｍｇ１錠

ムコダイン錠２５０ｍｇ

杏林製薬

先発品

○

8.90

17

内用薬

2149032F1021 カルベジロール

１０ｍｇ１錠

アーチスト錠１０ｍｇ

第一三共

先発品

○

62.40

18

内用薬

５μｇ１錠

オパルモン錠５μｇ

小野薬品工業

先発品

○

69.30

19

内用薬

3399003F1073 リマプロスト アル
ファデクス
2329021F1102 レバミピド

１００ｍｇ１錠

ムコスタ錠１００ｍｇ

大塚製薬

先発品

○

16.40

３ｍｇ１錠

方品

方品

１ ヒアレイン点眼液０．１％（成分名 精製ヒアルロン酸ナトリウム）
製薬企業名

日新製薬㈱

後発品の品名

規格

ヒアルロン酸Ｎa点
0.1％5mL1瓶
眼液0.1％「日新」

日本ジェネリック㈱

0.1％・5mL・1瓶[そ
ヒアルロン酸Ｎa点
の他販売規格：
眼液0.1％「JG」
0.3%]

日東メディック㈱

ヒアロンサン点眼
液0.1%

東和薬品㈱

ヒアルロン酸ナトリ
ウム点眼液0.1％ 0.1％5mL1瓶
「トーワ」

１mg／mL

ヒアルロン酸ナトリ
株式会社日本点眼
ウムＰＦ点眼液
5mL×10、
薬研究所
0.1％「日点」

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

自社品の特徴として
■シュリンクラベル
・読みやすさを考慮したユニバーサルデザインフォン
トを採用。
168.00円／398.50 ・開封部分を大きな矢印で表示。
円
※規格違いとしてヒアルロン酸Na点眼液0.3％「日新」
あり。
0.3％製剤の化粧箱には、使用期限、製造番号、商
品コードを示すGS1コードを表示。

168.00／398.50

・製剤のｐHを涙液のpHである7.4に近くなるように設
定(規格：pH6.8～7.8)
【添付】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「JG」
標準医薬品との比較表(案)
・個装箱へ規格取り違え防止のためのオリジナル含
量マーク表示(同一成分・剤形での他規格の有無を
マークの向きで判別可)

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）
・読みやすさを考慮したユニバーサルデザイン
フォントを採用。
・開封部分を大きな矢印で表示。
・少し小さめのボトルデザインで携帯に便利であ
る。
・容器の形は違うが、押し具合も特に問題なく使
用できている。

・製剤のｐHを涙液のpHである7.4に近くなるように
設定(規格：pH6.8～7.8)
・個装箱へ規格取り違え防止のためのオリジナル
含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格の有
無をマークの向きで判別可)
・少し小さめのボトルデザインで携帯に便利であ
る。
・0.1％と識別しやすいデザイン

398.50円/5mL1瓶
・防腐剤は細胞毒性が少ないパラベン類(メチル
・防腐剤は細胞毒性が少ないパラベン類(メチルパラ
／267.30円/5mL1
パラベン、プロピルパラベン)を使用。
ベン、プロピルパラベン)を使用。
瓶
・小さめのボトルデザインで携帯に便利である。

168.00／398.50

特になし

・0.1％と識別しやすいデザイン。
・目薬と判別するイラスト。

・防腐剤を含まない精製ヒアルロン酸ナトリウム点眼
液で、ＰＦデラミ容器Ⓡを使用した５mL（瓶）製剤です。
・防腐剤を含まない精製ヒアルロン酸ナトリウム
後発品:168.00円／ ・防腐剤を配合していないので角結膜上皮障害の治
点眼液で、ＰＦデラミ容器Ⓡを使用した５mL（瓶）
療に最適な製剤です。
5mL1瓶、
製剤です。
先発品:398.50円／
・防腐剤を配合していないので角結膜上皮障害
《引用文献》
5mL1瓶
③【ヒアルロン酸PF】小林茂樹：眼科臨床紀要10(2), の治療に最適な製剤です。
119-123, 2017_SCL装用者に対するヒアルロン酸PF
の有効性

２ ヒアレイン点眼液０．３％（成分名 精製ヒアルロン酸ナトリウム）
製薬企業名

後発品の品名

規格

0.3％・5mL・1瓶[そ
ヒアルロン酸Ｎa点
日本ジェネリック㈱
の他販売規格：
眼液0.3％「JG」
0.1%]

東和薬品㈱

ヒアルロン酸ナトリ
ウム点眼液0.3％ 0.3％5mL1瓶
「トーワ」

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

226.60／570.90

・製剤のｐHを涙液のpHである7.4に近くなるように設定
(規格：pH6.8～7.8)
【添付】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「JG」
標準医薬品との比較表(案)
・個装箱へ規格取り違え防止のためのオリジナル含
量マーク表示(同一成分・剤形での他規格の有無を
マークの向きで判別可)

・製剤のｐHを涙液のpHである7.4に近くなるよう
に設定(規格：pH6.8～7.8)
・個装箱へ規格取り違え防止のためのオリジナ
ル含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格
の有無をマークの向きで判別可)

226.60／570.90

・0.1％と0.3％を識別しやすいデザイン。
・目薬と判別するイラスト。

3 キサラタン点眼液0.005%（成分名 ラタノプロスト）
製薬企業名

後発品の品名

規格

ラタノプロスト点眼
㈱三和化学研究所
0.0005%1ml
液0.005%｢三和｣

沢井製薬株式会社

東和薬品㈱

日新製薬㈱

日東メディック㈱

ラタノプロスト点眼
0.005% 1mL
液0.005%｢サワイ｣

ラタノプロスト点眼
0.005％1mL
液0.005％「トーワ」

ラタノプロスト点眼
0.005％1mL
液0.005％「NS」

ラタノプロスト点眼液0.005％「ニットー」
50μg／ mL

薬価
（後発品/先発品）

309.00円 ／
671.00円

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・室温保存が可能で(開封前、開封後ともに)眼刺激性に
室温保存が可能で(開封前、開封後ともに)眼刺激性
配慮した点眼液です。
に配慮した点眼液です。
・後発品の中でも低薬価。
5本入りの小包装です。
・5本入りの小包装です。

・貯法は遮光室温保存(先発品は２～８℃で遮光保
存)。
・残量が確認できるシュリンク包装である(UVカットの
シュリンクラベルを使用)。
・患者さんの負担軽減につながる。
309.00 ／ 671.00
・ラベルに一般名の記載がある。
・「使い方」や「自動車運転等に関する注意」に関する
指導箋を用意している(先発品も同様）。
・製品箱に投薬袋を封入している(先発品も同様）。

409.90／671.00

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

塩化ベンザルコニウムを少量に抑えた上で、安定性
を保証した処方設計。
室温保存が可能。
家兎を用いた実験により塩化ベンザルコニウムを低
減した後発品は角膜上皮バリア能に対する障害性や
眼粘膜刺激性に関しては軽減された改良製剤である
ことが示唆されている。

・貯法は遮光室温保存(先発品は２～８℃で遮光保存)
・残量が確認できるシュリンク包装である(UVカットの
シュリンクラベルを使用)。
・患者さんの負担軽減につながる。
・ラベルに一般名の記載がある。
・「使い方」や「自動車運転等に関する注意」に関する指
導箋を用意している(先発品も同様）
・製品箱に投薬袋を封入している(先発品も同様）。
・後発品の中でも低薬価。
・塩化ベンザルコニウムを少量に抑えた上で、安定性を
保証した処方設計。
・室温保存が可能
・家兎を用いた実験により塩化ベンザルコニウムを低減
した後発品は角膜上皮バリア能に対する障害性や眼粘
膜刺激性に関しては軽減された改良製剤であることが
示唆されている。

自社品の特徴として
■シュリンクラベル
・読みやすさを考慮したユニバーサルデザインフォントを
・読みやすさを考慮したユニバーサルデザインフォン
409.90円／671.00
採用。
トを採用。
円
・開封部分を大きな矢印で表示。
・開封部分を大きな矢印で表示。
・貯法：遮光、室温保存。
・貯法：遮光、室温保存。
・防腐剤ベンザルコニウム塩化物の量を先発品より
減量している。
・ジェネリック品の中で眼内移行が先発品に最も近い
671.00円/ mL ／ という報告がある。
309.00円/mL
福田正道、他 医学と薬学 68(2)283,2012
・緑内障患者に対する使用経験がある。
櫻井寿也、他：新薬と臨床 608691225-1228,2011
木村格、他：新薬と臨床 61(5)1141-1144,2012

・防腐剤ベンザルコニウム塩化物の量を先発品より減
量している。
・ジェネリック品の中で眼内移行が先発品に最も近いと
いう報告がある。福田正道、他 医学と薬学
68(2)283,2012

3 キサラタン点眼液0.005%（成分名 ラタノプロスト）
製薬企業名

日本ケミファ株式
会社

後発品の品名

規格

薬価
（後発品/先発品）

ラタノプロスト点眼 1mL中 ラタノプロス
409.9円／671.0円
液0.005%「ケミファ」 ト 50μg含有

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

〇室温保存（先発は冷所保存）

・室温保存（先発は冷所保存）

Ⓡ

・ 国内で初めての防腐剤を含まないPFデラミ容器
を使用したラタノプロスト点眼液です。
・ 防腐剤を含有していませんので角膜上皮への影響
後発品:409.90円／ が軽微です。
・国内で初めての防腐剤を含まないPFデラミ容器Ⓡを
・ 後発医薬品であり、薬剤費が軽減されます。
1mL、先発
使用したラタノプロスト点眼液です。
品:671.00円／1mL
株式会社日本点眼 ラタノプロストPF点 2.5mL×10、2.5mL
・ 防腐剤を含有していませんので角膜上皮への影響が
《引用文献》
後発品:1,024.75円
薬研究所
眼液0.005%「日点」 ×5
軽微です。
①【ラタノPF】井上賢治
他：臨床眼科紀要9(5)423/2.5mL/瓶、先発
・後発医薬品であり、薬剤費が軽減されます。
427,2016_正常眼圧緑内障に対する防腐剤無添加ラ
品:1,677.50円
・室温保存のため管理しやすい。
タノプロスト点眼剤の長期投与による効果と安全性
/2.5mL/瓶
①【ラタノPF】【訂正文】井上賢治 他：臨床眼科紀要
9(5)423-427,2016_正常眼圧緑内障に対する防腐剤
無添加ラタノプロスト点眼剤の長期投与による効果と
安全性

株式会社日本点眼 ラタノプロスト点眼
2.5mL×10、
薬研究所
液0.005%「ニッテン」

日本ジェネリック㈱

ラタノプロスト点眼
0.005%・ 1mL
液0.005%｢CH｣

長生堂製薬株式会
社 （販売元：日本 ラタノプロスト点眼
0.005%・1mL
ジェネリック株式会 液0.005%「CH」
社）

後発品:409.90円
/mL、先発
品:671.00円/mL
後発品:1,024.75円
/2.5mL/瓶、先発
品:1,677.50円
/2.5mL/瓶

・ 防腐剤として安息香酸ナトリウムを使用していま
す。
・ 後発医薬品であり、薬剤費が軽減されます。
《引用文献》
②【ラタノ「ニッテン」】【利益相反修正版】南泰明 他：
あたらしい眼科29(10), 1401-1404, 2012_ラタノプロス
トニッテン切替効果

・防腐剤として安息香酸ナトリウムを使用しています。

・貯法：室温保存（冷所の規定なし)
409.00 ／ 671.00 【添付】ラタノプロスト点眼液0.005%「CH」長期保存試 ・貯法：室温保存（冷所の規定なし)
験
409.90 ／
671.00

・ 貯法：室温保存（冷所の規定なし）
【添付】 ラタノプロスト点眼液0.005%「CH」 長期安定 ・貯法：室温保存（冷所の規定なし)
性試験

４ クラビット点眼液0.5％（レボフロキサシン水和物）
製薬企業名

大原薬品工業㈱

日新製薬㈱

後発品の品名

規格

レボフロキサシン点
眼液0.5％「オーハ 0.5％1mL
ラ」

レボフロキサシン点
0.5％1mL
眼液0.5％「日新」

薬価
（後発品/先発品）

59.40 円 ／
108.80 円

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

●「情報品質」への取り組み
・iPackage（個装箱）により、製品情報を提供
・開封部に規格違いを防止するために認識しやす
（QRコード（添付文書）、製品情報カード（10本包装 い包装。
のみ））

自社品の特徴として
■シュリンクラベル
・読みやすさを考慮したユニバーサルデザインフォン
トを採用。
59.40円／108.80円
・開封部分を大きな矢印で表示。
※規格違いとしてレボフロキサシン点眼液1.5％「日
新」あり。

日本ジェネリック㈱

レボフロキサシン点
0.5％・1mL
眼液0.5％「JG」

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・分割販売がある。
・シュリンクラベル
・読みやすさを考慮したユニバーサルデザインフォ
ントを採用。
・開封部分を大きな矢印で表示
・容器の形は違うが、押し具合も特に問題なく使用
できている。

・個装箱へ規格取り違え防止のためのオリジナル含 ・個装箱へ規格取り違え防止のためのオリジナル
59.40円／108.80円 量マーク表示(同一成分・剤形での他規格の有無を 含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格の有
マークの向きで判別可)
無をマークの向きで判別可)

５ ヒルドイドソフト軟膏0.3%（成分名 ヘパリン類似物質）
製薬企業名

共和薬品工業㈱

後発品の品名

ヘパリン類似物質
油性クリーム0.3％ 1g
「アメル」

規格

薬価
（後発品/先発品）

9.00 円／23.70
円

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイン
ト）

・パッケージにピクトグラムを使用し、識
別性に配慮しています。
・内容量を大きく記載しています。
①パッケージにピクトグラムを使用し、識別性に配慮
・先発品から切り替えても違、高橋和感
しています。
のないようなデザイン。
②内容量を大きく記載しています。
・ＧＥ品への変更後、クレームなく安価で
患者さまには好評。
・サラサラ感があり、べたつきが少ない。

６ ヒルドイドローション0.3％（成分名 ヘパリン類似物質）
製薬企業名

後発品の品名

コーアイセイ株式
会社

ヘパリン類似物質
外用スプレー0.3％ 1g
「PP」

辰巳化学㈱

ヘパリン類似物質
外用スプレー0.3％ 3mg1g
「TCK」

日新製薬㈱

規格

ヘパリン類似物質
外用スプレー0.3％ 1g
「日新」

ヘパリン類似物質
日本ジェネリック㈱ ローション0.3％
0.3%･1g
「YD」

㈱陽進堂

ヘパリン類似物質
ローション0.3％
25mg
「YD」

薬価
（後発品/先発品）

16.50／―

16.50／23.70

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）
・外用スプレー剤という先発品にはない剤形の製剤
であり、広範囲の患部や、背中にも使いやすいスプ
レータイプである。
・逆さにしてもスプレーできる製剤である。

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）
・外用スプレー剤という先発品にはない剤形の製剤であり、広
範囲の患部や、背中にも使いやすいスプレータイプである。
・逆さにしてもスプレーできる製剤である。

先発品にはない規格であるスプレー剤を採用。使用 ・先発品にはない規格であるスプレー剤を採用。
時の手の汚れ等の軽減が期待できる。
・使用時の手の汚れ等の軽減が期待できる。

自社品の特徴として
・患部皮膚に直接触れなくても、広範囲の患部皮膚
に手早く噴霧できるスプレー剤。
16.50円／23.70円 ・スプレー容器を逆さにしても噴霧可能であり、背部
や腰部にも一人で噴霧できる。
・ポリエチレン製の半透明のスプレー容器であり、液
量の確認ができる。

・患部皮膚に直接触れなくても、広範囲の患部皮膚に手早く噴
霧できるスプレー剤。
・スプレー容器を逆さにしても噴霧可能であり、背部や腰部にも
一人で噴霧できる。
・ポリエチレン製の半透明のスプレー容器であり、液量の確認
ができる。

9.00／23.70

・無色～微黄色澄明なローション剤(化粧水のような
塗り心地)

・無色～微黄色澄明なローション剤(化粧水のような塗り心地)
・乳液タイプではなくローションタイプにて広範囲に塗りやすく、
夏季でもさらっとしており使用感、かつ安価で患者様に好評。

9.00／23.70

別剤形として、外用ポンプスプレー剤あり

・別剤形として、外用ポンプスプレー剤あり)
・無色～微黄色澄明なローション剤(化粧水のような塗り心地)

７ ホクナリンテープ0.5mg（成分名 ツロブテロール）
製薬企業名

後発品の品名

規格

ツロブテロールテー
沢井製薬株式会社
0.5mg 1枚
プ0.5mg｢サワイ｣

東和薬品㈱

ツロブテロールテー
0.5mg1枚
プ0.5mg「トーワ」

ツロブテロールテー
日本ジェネリック㈱
0.5mg･1枚
プ0.5mg「テイコク」

大原薬品工業㈱

ツロブテロールテープ0.5「オーハラ」
0.5mg 1枚

薬価
（後発品/先発品）

24.90 ／ 38.90

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・患者さんの負担軽減につながる。
・製品箱に｢使用説明書｣を封入している(先
・製品箱に｢使用説明書｣を封入している(先発品も同 発品も同様）。
様）。
・先発品に類似なデザインで違和感が少な
い。

24.90／38.90

◇皮膚透過性試験(in vitro, ヘアレスマウス)で標準
製剤と比較して透過速度に有意な差を認めなかっ
た。
◇長期安定性試験の結果から、使用期限を2年から
3年に延長した。(2009年)

・皮膚透過性試験(in vitro, ヘアレスマウス)
で標準製剤と比較して透過速度に有意な差
を認めなかった。
・長期安定性試験の結果から、使用期限を2
年から3年に延長した。(2009年)

24.90／38.90

・使用期限：３年
・個装箱へ規格取り違え防止のためのオリジナル含
量マーク表示(同一成分・剤形での他規格の有無を
マークの向きで判別可)

・使用期限：３年
・個装箱へ規格取り違え防止のオリジナル
含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格
の有無をマークの向きで判別可)

18.10 円 ／
38.90 円

●「情報品質」への取り組み
・ライナーに成分名を記載
・iPackage（個装箱）により、製品情報を提供
（新バーコード、QRコード（添付文書）、製品情報
カード）

・ライナーに成分名を記載
・他の規格と区別しやすいようなカラーリング
包装
・後発品の中でも低薬価

８ モーラステープ20mg（成分名 ケトプロフェン）
製薬企業名

後発品の品名

規格

ケトプロフェンテー
㈱三和化学研究所
7cm×10cm 1枚
プ20mg｢三和｣

東和薬品㈱

日本ジェネリック㈱

ケトプロフェンテー
7cm×10cm1枚
プ20mg「トーワ」

7cm×10cm・1枚
ケトプロフェンテー
[その他販売規格：
プ20mg「テイコク」
10×14cm(40mg）]

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイン
ト）

12.10 円 ／
26.20 円

先発品と異なる製法のテープ剤であり、透湿性に優
れた製剤。汗を通しやすく蒸れにくいテープ剤。

・先発品と異なる製法のテープ剤であ
り、透湿性に優れた製剤。
・汗を通しやすく蒸れにくいテープ剤。
・否定的なご意見なし。

12.10／26.20

特になし

・個包装が紙製でゴミの破棄などの分別
に困らない。

12.10／26.20

・剥がれにくいらしい。
・チャック付袋、個装箱へ規格取り違え
・チャック付袋、個装箱へ規格取り違え防止のためオ 防止のためオリジナル含量マーク表示
リジナル含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格 (同一成分・剤形での他規格の有無を
の有無をマークの向きで判別可)
マークの向きで判別可)
・モーラステープからの切り替えでも比較
的クレームが少ない。使用感が良い？

９ ロキソニンテープ50mg（成分名 ロキソプロフェンナトリウム水和物）
製薬企業名

後発品の品名

規格

㈱三和化学研究所

ロキソプロフェンNa
7cm×10cm 1枚
テープ50mg｢三和｣

東和薬品㈱

ロキソプロフェンNa
テープ50mg「トー 7cm×10cm1枚
ワ」

7cm×10cm・1枚
ロキソプロフェンNa [その他販売規格：
日本ジェネリック㈱
テープ50mg「JG」 10×
14cm(100mg）]

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

14.70円 ／ 24.70 ・高温多湿下でも粘着性は良好です。
円
・すぐの貼り直しでも粘着力は良好です。

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・高温多湿下でも粘着性は良好です
・すぐの貼り直しでも粘着力は良好です。

14.70／24.70

・高温条件下で粘着層の支持体層(編布)へ
高温条件下で粘着層の支持体層(編布)へのしみ込
のしみ込み率、ボールタック試験による粘
み率、ボールタック試験による粘着性に変化は認め
着性に変化は認められず、夏場を考慮した
られず、夏場を考慮した高温多湿下での粘着性も良
高温多湿下での粘着性も良好な成績を示
好な成績を示した。
した。

14.70／24.70

・チャック付袋、個装箱へ規格取り違え防止のための
オリジナル含量マーク表示(同一成分・剤形での他規
格の有無をマークの向きで判別可)
・ハサミを使わなくても手で真っすぐに切れる「直進
性」のあるアルミをチャック付袋に採用

・チャック付袋、個装箱へ規格取り違え防止
のためのオリジナル含量マーク表示(同一
成分・剤形での他規格の有無をマークの向
きで判別可)
・ハサミを使わなくても手で真っすぐに切れ
る「直進性」のあるアルミをチャック付袋に
採用

１０ ロキソニン錠60mg（成分名 ロキソプロフェンナトリウム水和物）
製薬企業名

後発品の品名

規格

大原薬品工業㈱

ロブ錠60mg

沢井製薬株式会社

ロキソプロフェンNa
60mg 1錠
錠60mg｢サワイ｣

日新製薬㈱

60mg 1錠

ロキソプロフェンNa
60mg1錠
錠60mg「日新」

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

●錠剤を小型化
先発医薬品との直径差：1.1mm
●「情報品質」への取り組み
7.80 円 ／ 15.90 ・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を刻印
円
・ピッチコントロールしたPTPシートを採用
・iPackage（個装箱）により、4つの製品情報を提供
（新バーコード、QRコード（添付文書）、製品情報
カード、製剤イメージ図）

7.80 ／ 15.90

・錠剤が小型化されており、服用しやすい。
・患者さんの負担軽減につながる。
・PTPシートに一般名を記載している。

自社品の特徴として
■錠剤
・小型化。
・片面に「NS117」を刻印。
■PTPシート
7.80円／15.90円 ・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。
・PTPシート裏面に「鎮痛・抗炎症・解熱剤」を表示。
・横スリット。
■化粧箱
使用期限、製造番号、商品コードを示すGS1コードを
表示。

東和薬品㈱

ロキソプロフェンNa
60mg1錠
錠60mg「トーワ」

7.80／15.90

特になし

辰巳化学㈱

ロキソプロフェンNa
60mg1錠
錠60mg「TCK」

7.80／15.90

特筆すべきアドバンテージは有していない。

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・錠剤を小型化、先発医薬品との直径差：1.1mm
・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を刻印
・ピッチコントロールしたPTPシートを採用

・錠剤が小型化されており、服用しやすい。
・患者さんの負担軽減につながる。
・PTPシートに一般名を記載している。

・小型化
・片面に「NS117」を刻印。
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。
・PTPシート裏面に「鎮痛・抗炎症・解熱剤」を表
示
・使用期限、製造番号、商品コードを示すGS1
コードを表示。
・問題なく使用しています。
・先発品と同サイズで切り替えに違和感が少な
い。
・先発品と似ている。
・裏面下部に解熱、鎮痛または消炎剤と記載ア
リ。

・先発品と同サイズで切り替えに違和感が少な
い。

１０ ロキソニン錠60mg（成分名 ロキソプロフェンナトリウム水和物）
薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

ロキソプロフェンナ
日本ジェネリック㈱ トリウム錠60mg
60mg･1錠
「CH」

7.80／15.90

・PTPシートは裏面白地に緑の文字、また薬効部分を
黒地に白抜き文字にすることで読み取りやすい
【アドバンテージ以外の参考情報】
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品名」
「含量」「薬効」等をわかりやすく表示
・錠剤表記（刻印）表面：識別コード 裏面：なし
・片面１／２割線あり

・PTPシートは裏面白地に緑の文字、また薬効部
分を黒地に白抜き文字にすることで読み取りや
すい。
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製
品名」「含量」「薬効」等をわかりやすく表示
・ＧＥ品の特徴として製品名の印字があるのは患
者様、医療者双方にとって利点。
・錠剤表記（刻印）表面：識別コード 裏面：なし
・片面１／２割線あり。

ロキソプロフェンNa
60mg･1錠
錠60mg「NPI」

7.80／15.90

薬価化(後発品／先発品)：0.49
先発との薬価差：8.10円

・先発品と同サイズで切り替えに違和感が少な
い。

製薬企業名

日本薬品工業㈱

後発品の品名

規格

長生堂製薬株式会
ロキソプロフェンナ
社 （販売元：日本
トリウム錠60mg
60mg・1錠
ジェネリック株式会
「CH」
社）

㈱三和化学研究所

ロキソプロフェンNa
60mg 1錠
錠60mg｢三和｣

7.80

／

PTPシートは裏面白地に緑色の文字、また薬効部分
を
黒地に白抜き文字にすることで読み取りやすい
【アドバンテージ以外の参考情報】
15.90 ・ PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品
名」
「含量」「薬効」等を分かりやすく表示
・ 錠剤表記（刻印） 表面：識別コード 裏面：なし
・ 片面1/2割線あり

・PTPシートは裏面白地に緑の文字、また薬効部
分を黒地に白抜き文字にすることで読み取りや
すい。
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製
品名」「含量」「薬効」等をわかりやすく表示
・錠剤表記（刻印） 表面：識別コード 裏面：なし
・片面１／２割線あり

7.80円 ／ 15.90 先発と類似性をあるデザインを基本として、含量表示 ・先発と類似性をあるデザインを基本として、含量
円
の識別性を向上させている。
表示の識別性を向上させている。

１１ ノルバスク錠2.5mg・アムロジン錠2.5mg（成分名 アムロジピンベシル酸塩）
製薬企業名

後発品の品名

規格

薬価
（後発品/先発品）

沢井製薬株式会社

アムロジピン錠
2.5mg｢サワイ｣

2.5mg 1錠

14.20 ／ 26.70
（26.10）

辰巳化学㈱

アムロジピン錠
2.5mg｢TCK｣

2.5mg 1錠

14.20 ／ 26.70

日新製薬㈱

アムロジピン錠
2.5mg「NS」

2.5mg1錠

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）
・140錠(ウィークリーシート)の包装を用意している。
・PTPシートに一般名を記載している。
・患者さんの負担軽減につながる。
・臨床比較試験において有用性が証明されている。
・PTPシートに「高血圧症/狭心症」を記載している(先
発品も同様）。
・「自動車運転等に関する注意」や「家庭血圧の測り
方」の指導箋を用意している。
・「血圧と生活習慣」および「高血圧症患者さんのため
の減塩レシピ」の小冊子を用意している。
・「家庭血圧日誌」を用意している。
特筆すべきアドバンテージは有していない。

自社品の特徴として
■錠剤
・表面に「NS534」を刻印。
■PTPシート
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。また、
PTPシート裏面に「高血圧症・狭心症の薬です」を表
示。
・「成分名」「含量」「識別コード」を表示したピッチコン
トロール。
14.20円／26.70円
・横スリット。14錠PTPシート（ウィークリーシート）をご
用意。
■バラ包装
・ポリエチレン製ボトル。
※規格違いとしてアムロジピン錠5mg「NS」、アムロジ
ピン錠10mg「NS」あり。
5mg錠は14錠PTPシート（ウィークリーシート）をご用
意。

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）
・140錠(ウィークリーシート)の包装を用意している。
・臨床比較試験において有用性が証明されている。
・PTPシートに「高血圧症/狭心症」を記載している(先発品も
同様）。
・「自動車運転等に関する注意」や「家庭血圧の測り方」の指
導箋を用意している。
・「血圧と生活習慣」および「高血圧症患者さんのための減塩
レシピ」の小冊子を用意している。
・「家庭血圧日誌」を用意している。
・先発品（ノルバスク）に類似したデザイン。

・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。また、PTPシー
ト裏面に「高血圧症・狭心症の薬です」を表示。
「成分名」「含量」「識別コード」を表示したピッチコントロール。
・横スリット。14錠PTPシート（ウィークリーシート）をご用意。

１１ ノルバスク錠2.5mg・アムロジン錠2.5mg（成分名 アムロジピンベシル酸塩）
製薬企業名

日新製薬㈱

後発品の品名

規格

アムロジピンOD錠
2.5mg1錠
2.5mg「NS」

共和薬品工業㈱

アムロジピン錠
2.5mg「アメル」

2.5mg1錠

日本ジェネリック㈱

アムロジピン錠
2.5mg「JG」

2.5mg・1錠[その他
販売規格：5mg、
10mg]

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

自社品の特徴として
■錠剤
・両面に「アムロジピン NS OD2.5」を印字。
■PTPシート
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。また、
PTPシート裏面に「高血圧症・狭心症の薬です」を表
示。
・「成分名」「含量」「識別コード」を表示したピッチコン
トロール。
・横スリット。14錠PTPシート（ウィークリーシート）をご
用意。
■化粧箱
・使用期限、製造番号、商品コードを示すGS1コードを
14.20円／26.10円 表示。
・PTP包装の化粧箱は、使用期限、製造番号、GS1
コード表記部分を切り取り、医薬品といっしょに保管
できます。
■バラ包装
・ポリエチレン製ボトル。
・ボトルラベルの一部を切り取りボトルキャップに貼付
できます。
※規格違いとしてアムロジピンOD錠5mg「NS」、アム
ロジピンOD錠10mg「NS」あり。
5mg錠は14錠PTPシート（ウィークリーシート）をご用
意。
10mg錠はバラ包装なし。
①遮光性の高い酸化チタンを選択することで光安定
性を高め、アムロジピンに適した無水リン酸水素カル
シウムの種類を選択することで、安定性は確保して
14.20円／①26.70
います。（類縁物質の増加を抑制）
円
②26.10
②ウィークリーシートは、１日１回投与のため、縦ス
円
リットにしています。（７日分×２）
③PTPシートに「高血圧症・狭心症治療剤」を表示し
ています。
・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止のためのオ
リジナル含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格
の有無をマークの向きで判別可)
【アドバンテージ以外の参考情報】
14.20円／26.70円
・ＰＴＰシート表面へ薬効「高血圧症・狭心症治療薬」
記載
・錠剤表記(印字) 表面：識別コード 裏面：製品名

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・両面に「アムロジピン NS OD2.5」を印字。
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。また、PTPシー
ト裏面に「高血圧症・狭心症の薬です」を表示。
・「成分名」「含量」「識別コード」を表示したピッチコントロー
ル。
横スリット。14錠PTPシート（ウィークリーシート）をご用意。
・使用期限、製造番号、商品コードを示すGS1コードを表示。
・PTP包装の化粧箱は、使用期限、製造番号、GS1コード表
記部分を切りり、医薬品といっしょに保管できます。
・ポリエチレン製ボトル。
・ボトルラベルの一部を切り取りボトルキャップに貼付できま
す。

・遮光性の高い酸化チタンを選択することで光安定性を高
め、アムロジピンに適した無水リン酸水素カルシウムの種類
を選択することで、安定性は確保しています。（類縁物質の
増加を抑制）
・ウィークリーシートは、１日１回投与のため、縦スリットにして
います。（７日分×２）
・PTPシートに「高血圧症・狭心症治療剤」を表示しています。

・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止のためのオリジナ
ル含量マーク表示
・ＰＴＰシート表面へ薬効「高血圧症・狭心症治療薬」記載

１１ ノルバスク錠2.5mg・アムロジン錠2.5mg（成分名 アムロジピンベシル酸塩）
製薬企業名

小林化工㈱

東和薬品㈱

大原薬品工業㈱

後発品の品名

規格

アムロジピン錠2.5mg「KN」
2.5ｍｇ 1錠

アムロジピン錠
2.5mg「トーワ」

アムロジピン錠
2.5mg「オーハラ」

2.5mg1錠

2.5mg 1錠

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

視認性向上を目的とした両面印刷錠

・視認性向上を目的とした両面印刷錠

有効成分は光安定性が悪いため、遮光性の二層フィ
ルムコートを施した。
低用量使用に配慮し、割線を付与。
◇製品名印刷
インクジェット方式を用いて鮮明に製品名を錠剤両面
に印刷。

・有効成分は光安定性が悪いため、遮光性の二層フィルム
コートを施した。
・低用量使用に配慮し、割線を付与。
・インクジェット方式を用いて鮮明に製品名を錠剤両面に印
刷。

14.20/26.70

10.40／26.70

●高品質を保障する製剤設計と包装設計
「安定性に優れたベシル酸アムロジピン製剤の処方
設計」を別途提出いたします
14.20 円 ／ ノル
●「情報品質」への取り組み
バスク：26.70 円、
・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
アムロジン：26.10
・ピッチコントロールしたPTPシートを採用
円
・iPackage（個装箱）により、4つの製品情報を提供
（新バーコード、QRコード（添付文書）、製品情報
カード、製剤イメージ図）

・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
・ピッチコントロールしたPTPシートを採用

１２ デパス錠0.5mg（成分名 エチゾラム）
製薬企業名

後発品の品名

規格

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・錠剤が小型化されており、服用しやすい。
・PTPシートに一般名を記載している。
・患者さんの負担軽減につながる。
・「自動車運転等に関する注意」の指導箋を用意して
いる。
・「うつ病」に関する小冊子を用意している。

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・錠剤が小型化されており、服用しやすい。
・PTPシートに一般名を記載している。
・患者さんの負担軽減につながる。
・「自動車運転等に関する注意」の指導箋を用意し
ている。
・「うつ病」に関する小冊子を用意している。

沢井製薬株式会社

エチゾラム錠0.5mg
0.5mg 1錠
｢サワイ｣

東和薬品㈱

エチゾラム錠0.5mg
0.5mg1錠
「トーワ」

6.00／9.00

特になし

・製品名」「成分名」「含量」を表示したピッチコント
ロール。
・背面印字を白地に黒文字にすることで視認性を高
めている。

辰巳化学㈱

エチゾラム錠0.5mg
0.5mg1錠
「TCK」

6.30／9.00

製剤の小型化により服用しやすくなっている。

・製剤の小型化により服用しやすくなっている。

日新製薬㈱

エチゾラム錠0.5mg
0.5mg1錠
「日新」

6.30 ／ 9.00

6.30円／9.00円

自社品の特徴として
■錠剤
・表面に「NS」、裏面に「0.5」を刻印。
■PTPシート
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。
・「製品名」「成分名」「含量」を表示したピッチコントロール。
・製品名、成分名、含量を表示したピッチコントロー
・横スリット。
■化粧箱
ル。
・使用期限、製造番号、商品コードを示すGS1コードを表
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。
示。
※規格違いとしてエチゾラム錠0.25mg「日新」、エチゾラム
錠1mg「日新」あり。
0.25mg錠、1mg錠のPTPシートはピッチコントロールではあ
りません。

１２ デパス錠0.5mg（成分名 エチゾラム）
製薬企業名

共和薬品工業㈱

日本ジェネリック㈱

後発品の品名

規格

エチゾラム錠0.5mg
0.5mg1錠
「アメル」

エチゾラム錠0.5mg
0.5mg・1錠
「ＪＧ」

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

①先発品とほぼ同じ色。・サイズにしています。
②ピッチコントロールしたPTPシートで販売名と含量を
6.30 円／9.00 円 読みやすく表示しています。
③錠剤の両面に「エチゾラム」・含量・「アメル」と印刷
表示しています。

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・先発品とほぼ同じ色。・サイズにしています。
ピッチコントロールしたPTPシートで販売名と含量を
読みやすく表示しています。
・錠剤の両面に「エチゾラム」・含量・「アメル」と印刷
表示しています。

・個装箱へ規格取り違え防止のためのオリジナル含
量マーク表示(同一成分・剤形での他規格の有無を
マークの向きで判別可)
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品名」
6.30 円／9.00 円
名」「含量」等をわかりやすく表示
「含量」等をわかりやすく表示
【アドバンテージ以外の参考情報】
・錠剤表記(印字) 表面：識別コード 裏面：含量

長生堂製薬株式会
0.5mg・1錠[その他
社 （販売元：日本 エチゾラム錠0.5mg
販売規格：0.25mg、 6.30
ジェネリック株式会 「JG」
1mg]
社）

／

・ PTPシートへ規格取り違え防止のためのオリジナ
ル
含量マーク表示
（同一成分・剤形での他規格の有無をマークの向
きで判別可）
・ PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品
9.00
名」
「含量」等を分かりやすく表示

・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品
名」「含量」等をわかりやすく表示
・PTPシートへ規格違え防止のためのオリジナル含
量マーク表示

【アドバンテージ以外の参考情報】
・ 錠剤表記（刻印） 表面：識別コード 裏面：含量

大原薬品工業㈱

エチゾラム錠0.5mg
0.5mg 1錠
「オーハラ」

●「情報品質」への取り組み
・ピッチコントロールしたPTPシートを採用
6.30 円 ／ 9.00
・iPackage（個装箱）により、4つの製品情報を提供
円
（新バーコード、QRコード（添付文書）、製品情報
カード、製剤イメージ図）

・ピッチコントロールしたPTPシートを採用

13 アリセプト錠3mg（成分名 ドネペジル塩酸塩）
製薬企業名

全星薬品工業㈱

沢井製薬株式会社

日新製薬㈱

後発品の品名
ドネペジル塩酸塩
OD錠3mg「ZE」

ドネペジル塩酸塩
錠3mg｢サワイ｣

ドネペジル塩酸塩
錠3mg「日新」

規格

3mg1錠

3mg 1錠

3mg１錠

薬価（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）
・苦みを軽減。
・小型化

107.9/203.5
・製剤に製品名(一般名)、規格を印刷している。
・PTPシートに一般名を記載している。
・患者さんの負担軽減につながる。
・PTPシートに「医師・薬剤師の指示どおりお飲み下さ
い」を記載している(先発品も同様)。
・「自動車運転等に関する注意」の指導箋を用意して
85.50 ／ 203.50
いる。
・「ドネペジルの服用」に関する小冊子を用意してい
る。
・「アルツハイマー型認知症」に関する小冊子を用意
している。
自社品の特徴として
■錠剤
・表面に「NS161」、裏面に「3」を刻印。
■PTPシート
・アルミの光沢を抑えた裏面ツヤ消しPTPシート。
・「成分名」「含量」「識別コード」を表示したピッチコン
85.50円／203.50円
トロール。
・縦スリットの14錠PTPシート（ウィークリーシート）。

・製剤に製品名(一般名)、規格を印刷している。
・患者さんの負担軽減につながる。
・PTPシートに「医師・薬剤師の指示どおりお飲み
下さい」を記載している(先発品も同様)。
・「自動車運転等に関する注意」の指導箋を用意
している。
・「ドネペジルの服用」に関する小冊子を用意して
いる。
・「アルツハイマー型認知症」に関する小冊子を
用意している。

アルミの光沢を抑えた裏面ツヤ消しPTPシート。
「成分名」「含量」「識別コード」を表示したピッチコ
ントロール。
縦スリットの14錠PTPシート（ウィークリーシー
ト）。

※規格違いとしてドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」、ド
ネペジル塩酸塩錠10mg「日新」あり。

日新製薬㈱

ドネペジル塩酸塩
OD錠3mg「日新」

3mg１錠

自社品の特徴として
■錠剤
・表面に「NS156」、裏面に「3」を刻印。
■PTPシート
・アルミの光沢を抑えた裏面ツヤ消しPTPシート。
107.90円／203.50 ・「成分名」「含量」「識別コード」を表示したピッチコン
円
トロール。
・縦スリットの14錠PTPシート（ウィークリーシート）。
※規格違いとしてドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日
新」、ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日新」あり。

・アルミの光沢を抑えた裏面ツヤ消しPTPシート。
・「成分名」「含量」「識別コード」を表示したピッチ
コントロール。
・縦スリットの14錠PTPシート（ウィークリーシー
ト）。

13 アリセプト錠3mg（成分名 ドネペジル塩酸塩）
製薬企業名

共和薬品工業㈱

後発品の品名

ドネペジル塩酸塩
錠3mg「アメル」

規格

薬価（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

3mg１錠

①錠剤本体に識別コードとして、有効成分の略語
「DO」、含量、屋号の略語「AML」ろ表示しています。
②飲み込みやすいよう、錠剤を小型化しております。
85.50円／203.50円 ③ウィークリーシートは、高齢者でも見やすいように、
ピッチコントロールを活かして裏面に大きく製品名を
表示しています。また、１日１回投与のため、縦スリッ
トにしています。（７日分×２）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・飲み込みやすいよう、錠剤を小型化しておりま
す。
・ウィークリーシートは、高齢者でも見やすいよう
に、ピッチコントロールを活かして裏面に大きく製
品名を表示しています。また、１日１回投与のた
め、縦スリットにしています。（７日分×２）

日本ジェネリック㈱

ドネペジル塩酸塩
錠3mg「ＪＧ」

3mg・１錠 [その
他販売規格：5mg、
10mg]

・錠剤を小型化（3mg錠のみ）
【添付】ドネペジル塩酸塩錠3mg「ＪＧ」
標準医薬品との比較表（案）
・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止のためのオ
・錠剤を小型化（3mg錠のみ）
107.90円／203.50 リジナル含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格
・ＰＴＰシートはピッチコントロール印刷により「製
円
の有無をマークの向きで判別可)
品名」「含量」等をわかりやすく表示
【アドバンテージ以外の参考情報】
・ＰＴＰシートはピッチコントロール印刷により「製品
名」「含量」等をわかりやすく表示
・錠剤表記(印字) 表面：識別コード 裏面：含量

日本薬品工業㈱

ドネペジル塩酸塩
錠3mg「NPI」

3mg・１錠

85.50円／203.50円

㈱陽進堂

ドネペジル塩酸塩
錠3mg「ＹＤ」

3mg

大原薬品工業㈱

ドネペジル塩酸塩
錠3mg「オーハラ」

3mg 1錠

107.90／203.50

107.90 円 ／
203.50 円

薬価化(後発品／先発品)：0.42
先発との薬価差：118.00円
服用しやすい小型の錠剤

服用しやすい小型の錠剤

●「情報品質」への取り組み
・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
・ピッチコントロールしたPTPシートを採用
・iPackage（個装箱）により、4つの製品情報を提供
（新バーコード、QRコード（添付文書）、製品情報
カード、製剤イメージ図）

・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
・ピッチコントロールしたPTPシートを採用

13 アリセプト錠3mg（成分名 ドネペジル塩酸塩）
製薬企業名

後発品の品名

規格

薬価（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

大原薬品工業㈱

ドネペジル塩酸塩
OD錠3mg・5mg・
10mg「オーハラ」

●服用感良好
苦味マスキングにより服用感良好
「軽度～中等度アルツハイマー型認知症患者および
【3mg錠】 107.90 その介護者等を対象としたドネペジル塩酸塩・口腔
円 ／ 203.50 円 内崩壊錠の服用感アンケート調査結果」を別途提出
・苦味マスキングにより服用感良好
3mg 1錠 ・ 5mg 1 【5mg錠】 158.20 いたします
・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
錠 ・ 10mg 1錠
円 ／ 300.60 円 ●「情報品質」への取り組み
ピッチコントロールしたPTPシートを採用
【10mg錠】 285.60 ・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
円 ／ 537.40 円 ・ピッチコントロールしたPTPシートを採用
・iPackage（個装箱）により、4つの製品情報を提供
（新バーコード、QRコード（添付文書）、製品情報
カード、製剤イメージ図）

東和薬品㈱

ドネペジル塩酸塩
錠3mg「トーワ」

3mg1錠

85.50／203.50

5mg錠と比較し3mg錠の錠径を小型化することで、識
・5mg錠と比較し3mg錠の錠径を小型化すること
別性を向上。
で、識別性を向上。
（錠径：6.1mm, 厚さ：2.9mm）

辰巳化学㈱

ドネペジル塩酸塩
錠3mgTCK」

3mg1錠

107.90／203.50

特筆すべきアドバンテージは有していない。

・錠剤の大きさ、重さとも先発品と同等にして、違
和感なく切り替えることができる。

14 プラビックス錠25mg（成分名 クロピドグレル硫酸塩）
製薬企業名
小林化工㈱

後発品の品名

クロピドグレル錠25ｍｇ「KN」
25ｍｇ 1錠

クロピドグレル錠
㈱三和化学研究所
25mg｢三和｣

沢井製薬株式会社

辰巳化学㈱

規格

クロピドグレル錠
25mg｢サワイ｣

25mg 1錠

25mg 1錠

クロピドグレル錠25ｍｇ「TCK」
25ｍｇ 1錠

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

36.40/80.30

視認性向上を目的とした両面印刷錠

・視認性向上を目的とした両面印刷錠

36.40円 ／ 80.30
円

PTPデザインの識別性向上
・1錠単位で製品名、含量を表示
・裏面を白地にして文字のちらつきを低減
・規格間の色合いにより識別性を向上

・1錠単位で製品名、含量を表示
・裏面を白地にして文字のちらつきを低減
・規格間の色合いにより識別性を向上

・錠25mg/錠50mg/錠75mgの3規格をご用意している
(50mgは先発品にない規格）。
・PTPシートに｢抗血小板剤｣を記載している。
・PTPシートに１製剤単位で製品名(一般名)と規格を表
示している。
・製品箱の一部を切り離し、両面に製品名が入った薬
棚ネームプレートとして利用可能である(PTP包装)。
・バラ包装の小包装(バラ100錠)を用意している。
・患者さんの負担軽減につながる。
・製剤に製品名(一般名)、規格を両面に印刷している
(先発品も製品名、規格を印刷)。
・「副作用」に関する服用指導箋を用意している、
・「脳梗塞の再発抑制」に関する小冊子を用意してい
る。

・錠25mg/錠50mg/錠75mgの3規格をご用意している
(50mgは先発品にない規格）。
・PTPシートに｢抗血小板剤｣を記載している。
・PTPシートに１製剤単位で製品名(一般名)と規格を表
示している。
・製品箱の一部を切り離し、両面に製品名が入った薬
棚ネームプレートとして利用可能である(PTP包装)。
・バラ包装の小包装(バラ100錠)を用意している。
・患者さんの負担軽減につながる。
・製剤に製品名(一般名)、規格を両面に印刷している
(先発品も製品名、規格を印刷)。
・「副作用」に関する服用指導箋を用意している、
・「脳梗塞の再発抑制」に関する小冊子を用意してい
る。

36.40 ／ 80.30

36.40/80.30

・PTPシートに｢抗血小板剤｣を記載している。
服用時の利便性向上のため、先発品にはない規格と ・服用時の利便性向上のため、先発品にはない規格と
して50mg錠を販売している。
して50mg錠を販売している。

14 プラビックス錠25mg（成分名 クロピドグレル硫酸塩）
製薬企業名

日新製薬㈱

後発品の品名

クロピドグレル錠
25mg「日新」

規格

25mg1錠

25ｍｇ・ 1錠[その他
日本ジェネリック㈱ クロピドグレル錠25ｍｇ「JG」
販売規格：75mg]

㈱陽進堂

プロピドグレル錠25mg｢YD」
25mg

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

自社品の特徴として
■錠剤
・両面に「クロピドグレル 25 NS」を印字。
■PTPシート
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。
・「製品名」「成分名」「含量」を表示したピッチコント
ロール。
・横スリット。14錠PTPシート（ウィークリーシート）をご
36.40円／80.30円
用意。
■バラ包装
・ポリエチレン製ボトル。
・ボトルラベルの一部を切り取りボトルキャップに貼付
できます。

36.40/80.30

36.40／80/30

※規格違いとしてクロピドグレル錠75mg「日新」あり。
75mg錠は錠剤小型化。
・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止のためのオ
リジナル含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格
の有無をマークの向きで判別可)
・PTPシート裏面へ薬効「抗血小板剤」記載
・個装箱は「切り取りタグ」付（バラ包装除く)
・バラ包装には副片付ボトルラベルを採用（副片をは
がしてキャップに貼ることで天面からも製品名の確認
が可能)
【アドバンテージ以外の参考情報】
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品名」
「含量」「薬効」等をわかりやすく表示
・錠剤表記（印字） 両面：製品名
服用時の確認のため、ＰＴＰシートに薬効名(抗血小
板薬)を記載

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・両面に「クロピドグレル 25 NS」を印字。
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。
・「製品名」「成分名」「含量」を表示したピッチコントロー
ル。
・横スリット。14錠PTPシート（ウィークリーシート）をご
用意。

・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止のためのオリ
ジナル含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格の
有無をマークの向きで判別可)
・PTPシート裏面へ薬効「抗血小板剤」記載
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品名」
「含量」「薬効」等をわかりやすく表示
・錠剤表記（印字） 両面：製品名

・服用時の確認のため、ＰＴＰシートに薬効名(抗血小
板薬)を記載）
・鮮明に製品名を錠剤両面に印刷。

14 プラビックス錠25mg（成分名 クロピドグレル硫酸塩）
製薬企業名

東和薬品㈱

後発品の品名

クロピドグレル錠
25mg「トーワ」

規格

25mg1錠

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

36.40／80.30

◇高齢者や虚血性脳血管障害後患者での服用性に
配慮し、錠剤サイズを小型化。（錠径5.7mm、厚さ
2.8mm、質量78mg）
◇無包装状態での安定性に優れ、湿気に対する注
意不要で室温保存可能。
◇結晶形特許を回避し、FormI原薬を用いて製剤開
発。
◇製品名印刷
インクジェット方式を用いて鮮明に製品名を錠剤両面
に印刷。

・高齢者や虚血性脳血管障害後患者での服用性に配
慮し、錠剤サイズを小型化。（錠径5.7mm、厚さ2.8mm、
質量78mg）
・無包装状態での安定性に優れ、湿気に対する注意
不要で室温保存可能。
・結晶形特許を回避し、FormI原薬を用いて製剤開発。
・インクジェット方式を用いて鮮明に製品名を錠剤両面
に印刷。

15 パリエット錠10mg（成分名 ラベプラゾールナトリウム）
製薬企業名

大原薬品工業㈱

後発品の品名

規格

ラベプラゾールNa
塩錠10mg「オーハ 10mg 1錠
ラ」

沢井製薬株式会社

ラベプラゾールNa
錠10mg｢サワイ｣

東和薬品㈱

ラベプラゾールNa
錠10mg「トーワ」

辰巳化学㈱

ラベプラゾールナト
リウム錠10mg｢
10mg 1錠
TCK｣

10mg 1錠

10mg1錠

薬価
（後発品/先発品）

67.20 円 ／
115.70 円

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）
●安定性、薬理効果関連文献あり
・安定性、薬理効果関連文献あり
「優れた安定性を有するラベプラゾールNa製剤」
・「優れた安定性を有するラベプラゾールNa
「ラベプラゾールナトリウム20mg製剤OHK8252とパリ 製剤」
エット錠20mgの胃内pH値を指標とした薬理効果の比 ・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を
較」を別途提出いたします
印刷
●「情報品質」への取り組み
・ピッチコントロールしたPTPシートを採用
・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
・ピッチコントロールしたPTPシートを採用
・iPackage（個装箱）により、4つの製品情報を提供
（新バーコード、QRコード（添付文書）、製品情報
カード、製剤イメージ図）
後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・PTPシートに一般名を記載している。
・患者さんの負担軽減につながる。
・「ヘリコバクター・ピロリ除菌」に関する指導箋を用意
している。
・「逆流性食道炎」に関する小冊子を用意している。
67.20 ／ 115.70
・ＰＰＩの処方メモを用意している。

67.20／115.70

67.20 ／ 115.70

・「ヘリコバクター・ピロリ除菌」に関する指導
箋を用意している。
・患者さんの負担軽減につながる。
・「ヘリコバクター・ピロリ除菌」に関する指導
箋を用意している。
・「逆流性食道炎」に関する小冊子を用意し
ている。・
・ＰＰＩの処方メモを用意している・

◇製品名印字
転写方式を用いて鮮明に製品名を錠剤に印字。

・転写方式を用いて鮮明に製品名を錠剤に
印字。

特筆すべきアドバンテージは有していない。

・先発品とほぼ同等の大きさ、重さで違和感
なく切り替える事が出来る。

15 パリエット錠10mg（成分名 ラベプラゾールナトリウム）
製薬企業名

日新製薬㈱

共和薬品工業㈱

後発品の品名

ラベプラゾールNa
錠10mg「日新」

規格

10mg1錠

ラベプラゾールNa
錠10mg｢JG｣

㈱陽進堂

ラベプラゾールNa
錠10mg｢YD｣

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

※規格違いとしてラベプラゾールNa錠20mg｢日新｣あ
①識別コードとして共和薬品をあらわす「Kw」、ラベプ
ラゾールをあらわす「RA」、含量が表示されておりま
すので、識別性に優れています。
②ピッチコントロールしたPTPシートを採用しておりま
67.20 円 ／ 115.70 す。
円
③１日１回投与製剤のたま、ウィークリー包装には耳
部まで切れる縦スリットを採用し、調剤のしやすさを
工夫しました。

・ピッチコントロールしたPTPシートを採用して
おります。
・１日１回投与製剤のため、ウィークリー包装
には耳部まで切れる縦スリットを採用。

・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止のためのオ
リジナル含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格
の有無をマークの向きで判別可)
【アドバンテージ以外の参考情報】
10mg・ 1錠[その他 67.20 円 ／ 115.70 ・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品名」
「含量」等をわかりやすく表示
販売規格：20mg]
円
・錠剤表記（印字） 表面：識別コード 裏面：なし
・アルミピローへ入り数『PTP100錠(10錠×10）』また
は『140錠(14錠×10)』記載

・オリジナル含量マーク表示(同一成分・剤形
での他規格の有無をマークの向きで判別可）
・PTPシートはピッチコントロール印刷により
「製品名」「含量」等をわかりやすく表示

ラベプラゾールナト
リウム錠10mg｢アメ 10mg 1錠
ル｣

日本ジェネリック㈱

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）
自社品の特徴として
・片面に「NS557」を印字。
■錠剤
アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。
・片面に「NS557」を印字。
また、PTPシート裏面に「胃酸の分泌を抑え
■PTPシート
るお薬」を表示。
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。また、 ・「製品名」、「成分名」、「含量」、「識別コー
PTPシート裏面に「胃酸の分泌を抑えるお薬」を表
ド」を表示したピッチコントロール
67.20円／115.70円 示。
・横スリット。14錠PTPシート（ウィークリー
・「製品名」、「成分名」、「含量」、「識別コード」を表示 シート）をご用意。
したピッチコントロール。
・規格違いとしてラベプラゾールNa錠20mg｢
・横スリット。14錠PTPシート（ウィークリーシート）をご 日新｣あり。
用意。
薬価
（後発品/先発品）

10mg

自社製造原薬(合成法について特許出願済み)を使
67.20 円 ／ 115.70 用
円
臨床文献あり

・自社製造原薬(合成法について特許出願済
み)を使用、臨床文献あり

16 ムコダイン錠250mg（成分名 L-カルボシステイン）
製薬企業名

東和薬品㈱

日本ジェネリック㈱

後発品の品名

カルボシステイン
錠250mg「トーワ」

カルボシステイン
錠250mg「JG」

規格

250mg1錠

250mg・1錠[その他
販売規格：500mg]

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

5.60／8.30

特になし

・PTPシートはピッチコントロール印刷によ
り「製品名」「含量」等をわかりやすく表示。
・PTPシートに去たんまたは排膿剤と記
載。
・先発品とデザイン似ているので、切り替
えても違和感がない

5.60／8.30

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止のためのオ
リジナル含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格
の有無をマークの向きで判別可)
・個装箱は「切り取りタグ」付（バラ包装除く)
・バラ包装には副片付ボトルラベルを採用（副片をは
がしてキャップに貼ることで天面からも製品名の確認
が可能)
【アドバンテージ以外の参考情報】
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品名」
「含量」等をわかりやすく表示

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止
のためのオリジナル含量マーク表示(同一
成分・剤形での他規格の有無をマークの
向きで判別可
・個装箱は「切り取りタグ」付（バラ包装除
く)
・バラ包装には副片付ボトルラベルを採用
（副片をはがしてキャップに貼ることで天面
からも製品名の確認が可能
・PTPシートはピッチコントロール印刷によ
り「製品名」「含量」等をわかりやすく表示

・PTPシートに一般名を記載している。
・患者さんの負担軽減につながる。

・PTPシートに一般名を記載している。
・患者さんの負担軽減につながる。
・先発品よりも少し厚みはあるが、丸みを
帯びて飲み込みやすい。
・500mg錠は当院採用薬；見た目、大きさ
等先発品に類似している。

特筆すべきアドバンテージは有していない。

・先発品よりも少し厚みはあるが、丸みを
帯びて飲み込みやすい。

沢井製薬株式会社

カルボシステイン
錠250mg｢サワイ｣

250mg 1錠

5.60 ／ 8.30

辰巳化学㈱

クインスロン錠
250mg

250mg1錠

5.60／8.30

17 アーチスト錠10mg（成分名 カルベジロール）
製薬企業名

沢井製薬株式会社

後発品の品名

規格

カルベジロール錠
10mg 1錠
10mg｢サワイ｣

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

22.90 ／ 56.90

・錠剤が小型化されており、服用しやすい。
・患者さんの負担軽減につながる。
・PTPシートに１製剤単位で製品名(一般名)と規格を
表示している。
・「自動車運転等に関する注意」や「家庭血圧の測り
方」の指導箋を用意している、
・「血圧と生活習慣」および「高血圧症患者さんのため
の減塩レシピ」の小冊子を用意している。
・「家庭血圧日誌」を用意している。
・「慢性心不全手帳」を用意している。

・錠剤が小型化されており、服用しやすい。・
・PTPシートに１製剤単位で製品名(一般名)と規格を表示
している。・
・「自動車運転等に関する注意」や「家庭血圧の測り方」
の指導箋を用意している。
・「血圧と生活習慣」および「高血圧症患者さんのための
減塩レシピ」の小冊子を用意している。
・「家庭血圧日誌」を用意している。
・「慢性心不全手帳」を用意している。
・半錠割線が入っている。（割線がない後発品が多い）

低用量使用を考慮し割線を付与、先発品とほぼ同様
の形状とした。（錠径 8.1mm、厚さ 3.2mm、質量：
154mg）
◇製品名印刷
インクジェット方式を用いて鮮明に製品名を錠剤両面
に印刷。
割線を認識して、割線の位置に合わせた製品名印刷
をおこなった錠剤。分割後も製品名を類推可能。

・低用量使用を考慮し割線を付与、先発品とほぼ同様の
形状とした。（錠径 8.1mm、厚さ 3.2mm、質量：154mg）
・インクジェット方式を用いて鮮明に製品名を錠剤両面に
印刷。
・割線を認識して、割線の位置に合わせた製品名印刷を
おこなった錠剤。分割後も製品名を類推可能。
・問題なく使用しています。1.25ｍｇもともに。

製剤の小型化により服用しやすくなっている。

・製剤の小型化により服用しやすくなっている。

東和薬品㈱

カルベジロール錠
10mg1錠
10mg「トーワ」

22.90／56.90

辰巳化学㈱

カルベジロール錠
10mg 1錠
10mg｢TCK｣

22.90 ／ 56.90

共和薬品工業㈱

カルベジロール錠
10mg 1錠
10mg｢アメル｣

①剤型を小型化しています。
22.90 円 ／ 56.90
②錠剤本体に識別コードとしてカルベジロールの略
円
語と含量を表示しています。

・製剤の小型化により服用しやすくなっている
・錠剤本体に識別コードとしてカルベジロールの略語と含
量を表示しています。

17 アーチスト錠10mg（成分名 カルベジロール）
製薬企業名

日本ジェネリック㈱

後発品の品名

規格

10mg・ 1錠[その他
カルベジロール錠
販売規格：1.25mg、
10mg｢JG｣
2.5mg､20mg]

薬価
（後発品/先発品）

22.90 ／ 56.90

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）
・錠剤を小型化
【添付】カルベジロール錠10mg｢JG｣
標準医薬品との比較表（案）
・錠剤表記(印字) 表面：識別コード 裏面：含量
・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止のためのオ
リジナル含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格
の有無をマークの向きで判別可)
【アドバンテージ以外の参考情報】
・ＰＴＰシートはピッチコントロール印刷により「製品
名」「含量」等をわかりやすく表示

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・錠剤を小型化。
・錠剤表記(印字) 表面：識別コード 裏面：含量
・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止のためのオリジ
ナル含量マーク表示(同一成分・剤形での他規格の有無
をマークの向きで判別可)
・ＰＴＰシートはピッチコントロール印刷により「製品名」「含
量」等をわかりやすく表示

18 オパルモン錠5μg・プロレナール錠5μg（成分名 リマプロストアルファデクス）
製薬企業名

富士製薬工業㈱

後発品の品名

規格

リマプロストアル
5ug 1錠
ファデクス錠5ug「F」

リマプロストアル
沢井製薬株式会社 ファデクス錠5μg｢ 5μg 1錠
サワイ｣

リマプロストアル
日本ジェネリック㈱ ファデクス錠5μg｢ 5μg ・1錠
サワイ｣

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

・PTPシートでの保存時に乾燥剤が不要
・個装箱のサイズがコンパクト

・PTPシートでの保存時に乾燥剤が不要
・個装箱のサイズがコンパクト

24.90 ／ 63.50
(56.00)

・PTPシートに１製剤単位で製品名を表示している。
・患者さんの負担軽減につながる。
・製剤の表面に識別コード、裏面に規格を刻印してい
る。
・ウィークリーシート、10錠シートを用意している(先発
品も同様）。
・PTPシートに｢湿気注意｣の記載がある。
・PTP2シートごとにピロー包装(21Tシート)となってい
る。
・「診断サポート付(腰部脊柱管狭窄症)」を用意してい
る。

・一包化しやすいメリット。
・PTPシートに１製剤単位で製品名を表示してい
る。
・患者さんの負担軽減につながる。
・製剤の表面に識別コード、裏面に規格を刻印して
いる。
・ウィークリーシート、10錠シートを用意している(先
発品も同様）。
・PTPシートに｢湿気注意｣の記載がある。
・PTP2シートごとにピロー包装(21Tシート)となって
いる。
・「診断サポート付(腰部脊柱管狭窄症)」を用意して
いる。
・問題なく使用しています。

24.90 ／ 63.50

・錠剤表記(印字) 表面：識別コード 裏面：含量
・錠剤表記(印字) 表面：識別コード 裏面：含量
【アドバンテージ以外の参考情報】
・ＰＴＰシートはピッチコントロール印刷により「製品
・ＰＴＰシートはピッチコントロール印刷により「製品名」
名」「含量」等をわかりやすく表示
「含量」等をわかりやすく表示

24.90円/63.50円

１９ ムコスタ錠100mg（成分名 レバミピド）
製薬企業名

後発品の品名

規格

薬価
（後発品/先発品）

全星薬品工業㈱

レバミピド錠100mg
100mg1錠
｢ZE」

9.9/14.6

㈱三和化学研究所

レバミピド錠100mg
100mg 1錠
｢ZE｣

9.90円 ／ 14.60
円

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）
・ＰＴＰシートはピッチコントロール印刷により「製品
名」「含量」「胃炎・胃潰瘍治療剤」等をわかりやす
く表示

PTPデザインの識別性向上
・1錠単位で製品名、含量を表示
・裏面を白地にして文字のちらつきを低減

・製剤に製品名(一般名)のほか、規格も印刷してい
る。
・ウィークリーシートの小包装(210錠)を用意してい
る。
・PTPシートに一般名を記載している。
・患者さんの負担軽減につながる。

・ＰＴＰシートはピッチコントロール印刷により「製品
名」「含量」等をわかりやすく表示
・裏面を白地にして文字のちらつきを低減

・製剤に製品名(一般名)のほか、規格も印刷して
いる。
・ウィークリーシートの小包装(210錠)を用意してい
る。
・PTPシートに一般名を記載している。
・患者さんの負担軽減につながる。

沢井製薬株式会社

レバミピド錠100mg
100mg 1錠
｢サワイ｣

9.90 ／ 14.60

東和薬品㈱

レバミピド錠100mg
100mg1錠
「トーワ」

9.90／14.60

インクジェット方式を用いて鮮明に製品名を錠剤両面 ・インクジェット方式を用いて鮮明に製品名を錠剤
に印刷。
両面に印刷。

辰巳化学㈱

レバミピド錠100mg
100mg1錠
「TCK」

9.90／14.60

特筆すべきアドバンテージは有していない。

・錠剤が先発品とほぼ同等サイズなので、違和感
なく切り替えることができる。
・製品名を錠剤両面に印刷。

１９ ムコスタ錠100mg（成分名 レバミピド）
製薬企業名

日新製薬㈱

日新製薬㈱

後発品の品名

規格

薬価
（後発品/先発品）

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

レバミピド錠100mg
100mg1錠
「NS」

自社品の特徴として
■錠剤
・小型化。
・片面に「NS290」を刻印。
■PTPシート
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。
9.90円／14.60円
・PTPシート裏面に「胃炎・胃潰瘍治療剤」を表示。
・横スリット。21錠PTPシート（ウィークリーシート）をご
用意。
■化粧箱
使用期限、製造番号、商品コードを示すGS1コードを
表示。

・小型化。
・片面に「NS290」を刻印。
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。
・PTPシート裏面に「胃炎・胃潰瘍治療剤」を表示。
・横スリット。21錠PTPシート（ウィークリーシート）を
ご用意。
・使用期限、製造番号、商品コードを示すGS1コー
ドを表示。

レバミピドOD錠
100mg「NS」

自社品の特徴として
■錠剤
・水ありでも水なしでも服用可能な口腔内崩壊錠。
・片面に「NS27」を刻印。
9.90円／14.60円 ■PTPシート
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。
・PTPシート裏面に「胃炎・胃潰瘍治療剤」を表示。
・横スリット。21錠PTPシート（ウィークリーシート）をご
用意。

・水ありでも水なしでも服用可能な口腔内崩壊錠。
・片面に「NS27」を刻印。
・アルミの光沢を抑えた裏面白色PTPシート。
・PTPシート裏面に「胃炎・胃潰瘍治療剤」を表示。
・横スリット。21錠PTPシート（ウィークリーシート）を
ご用意。

100mg1錠

日本ジェネリック㈱

レバミピド錠100mg
100mg・1錠
「JG」

日本薬品工業㈱

レバミピド錠100mg
100mg・1錠
「NPI」

9.90／14.60

・PTPシートは裏面白地に黒色の文字、また薬効部
分を黒地に白抜き文字にすることで読み取りやすい
【アドバンテージ以外の参考情報】
・ＰＴＰシート表面へ薬効「胃炎・胃潰瘍治療剤」記載
・錠剤表記(刻印) 表面：識別コード 裏面：なし

・PTPシートは裏面白地に黒色の文字、また薬効
部分を黒地に白抜き文字にすることで読み取りや
すい。
・ＰＴＰシート表面へ薬効「胃炎・胃潰瘍治療剤」記
載
・錠剤表記(刻印) 表面：識別コード 裏面：なし

9.90／14.60

薬価化(後発品／先発品)：0.678
先発との薬価差：4.70円

・ＰＴＰシートはピッチコントロール印刷により「製品
名」「含量」等をわかりやすく表示
・ほぼ同等のサイズで違和感なく切り替えることが
できる。

１９ ムコスタ錠100mg（成分名 レバミピド）
製薬企業名

㈱陽進堂

後発品の品名

レバミピド錠100mg
100mg
「YD」

規格

薬価
（後発品/先発品）

9.90／14.60

後発メーカーアドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）

別剤形として、OD錠あり

奈良県薬剤師会 奈良県病院薬剤師会
アドバンテージ情報
（先発品より優れているおすすめポイント）
・ＰＴＰシートはピッチコントロール印刷により「製品
名」「含量」「胃炎・胃潰瘍治療剤」等をわかりやす
く表示
・別剤形として、OD錠あり

