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調査対象１９品目以外で
後発医薬品メーカー等が特に推奨したい品目
（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。
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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。

その他後発メーカー等推奨品目一覧（内服薬）
メーカー等から自発的に推奨のあった品目
番号
成分名
1 アジスロマイシン水和物
2 アゼルニジピン
3 アテノロール

規格

100mg･1カプセル
8mg･1錠
50mg・1錠
5mg1錠
アトルバスタチンカルシウ
4
10mg1錠
ム水和物
5 アリピプラゾール

7 アルファカルシドール
8 アロチノロール塩酸塩

3mg・1錠
3mg 1錠
6mg 1錠
12mg 1錠
24mg 1錠
0.25μg1錠
10mg･1錠

9 アンブロキソール塩酸塩

45mg1錠

先発品の品名
ジスロマックカプセル小児用100mg
カルブロック錠8mg
テノーミン錠50
リピトール錠5mg
リピトール錠10mg

10 イマチニブメシル酸塩
11 イミダプリル塩酸塩

100mg 1錠
5mg・1錠

12 イルベサルタン

200mg ・1錠

13 塩酸セルトラリン
14 エンタカポン
15 エンテカビル水和物

25mg 1錠
100mg・1錠
0.5mg・1錠

16 オメプラゾール

10mg1錠

17 オランザピン
18 オランザピン
オルメサルタン
19
メドキソミル
20 オロパタジン塩酸塩
21 オロパタジン塩酸塩
カンデサルタンシレキセチ
22
ル
23 クエチアピンフルマ酸塩

10mg1錠
5mg･1錠

エビリファイOD錠3mg
エビリファイ錠3mg
エビリファイ錠6mg
エビリファイ錠12mg
エビリファイ錠24mg
ワンアルファ錠0.25μg
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
ムコソルバン錠45mg､
ムコサールLカプセル45mg
グリベック錠100mg
タナトリル錠5
アバプロ錠200mg
イルベタン錠200mg
ジェイゾロフト錠25mg
コムタン錠100mg
バラクルード錠0.5mg
オメプラゾン錠10mg
オメプラール錠10
ジプレキサザイディス錠10mg
ジプレキサ錠5mg

20mg1錠

オルメテックOD錠20mg

2.5mg 1錠 ・ 5mg 1錠
5mg･1錠
2mg 1錠 ・ 4mg 1錠 ・ 8mg 1錠 ・
12mg 1錠
25ｍｇ 1錠

アレロック錠2.5・5
アレロックOD錠5

6 アリピプラゾール

24 グラニセトロン塩酸塩

25 グルメピリド
26 サラゾスルファピリジン
27 シクロスポリン
28 ジピロダモール
シポロフロキサシン塩酸
29
塩水和物
30 スピロノラクトン
31 スマトリプタンコハク酸塩
32 スルピリド

セロクエル25ｍｇ錠

1包（1g）中グラニセトロン塩酸塩1.12mg
カイトリル錠1㎎、
（グラニセトロンとして1mg）含有
1包（2g）中グラニセトロン塩酸塩2.23mg カイトリル錠2㎎
（グラニセトロンとして2mg）含有
1mg・1錠
3mg ・1錠
500mg･1錠
50mg・1カプセル
100mg・1錠

アマリール1mg錠
アマリール3mg錠
サラゾピリン錠500mg
ネオーラル50mgカプセル
ペルサンチン錠100mg

100mg･1錠

シプロキサン錠100mg

25mg･1錠
50mg 1錠

アルダクトンA錠25mg
イミグラン錠50
ドグマチール錠50mg
アビリット錠50mg
ミラドール錠50

50mg･1錠

セフカピンピボキシル塩酸
100mg・1錠
塩水和物
34 セレギリン塩酸塩
2.5mg1錠
35 ゾルミトリプタ
2.5mg1錠
0.5mg・1カプセル
36 タクロリムス水和物
1mg･1カプセル
37 タムスロシン塩酸塩
0.2mg・1錠
38 タルチレリン水和物
5mg１錠
39 チアプリド塩酸塩
25mg･1錠
40 テモカプリル塩酸塩
2mg･1錠
33

ブロプレス錠2・4・8・12

フロモックス錠100mg
エフピーOD錠2.5mg
ゾーミッグRM錠2.5mg
プログラフカプセル0.5mg
プログラフカプセル1mg
ハルナールD錠0.2m
セレジストOD錠5mg
グラマリール錠25mg
エースコー錠2mg

その他後発メーカー等推奨品目一覧（内服薬）
メーカー等から自発的に推奨のあった品目
番号
成分名
41 テルミサルタン
42 トピナマート
43 トラセミド

規格
40mg・1錠
100mg１錠
4mg1錠

44 トラゾドン塩酸塩

2.5mg1錠

45 トラニラスト
46 トリアゾラム

100mg・1カプセル
0.25mg・1錠
50mg 1錠
100mg 1錠
200mg 1錠

47 日局イルベサルタン
48

日局バラシクロビル塩酸
塩

先発品の品名
ミカルディス錠40mg
トピナ錠100mg
ルプラック錠4mg
デジレル錠25
レスリン錠25
リザベンカプセル100mg
ハルシオン0.25mg錠
アバプロ錠50mg・100mg・200mg
イルベタン錠50mg・100mg・200mg

500mg 1錠

バルトレックス錠500

49 ニフェジピン

10mg1錠
20mg1錠
40mg1錠

アダラートCR錠10mg
アダラートCR錠10mg
アダラートCR錠40mg

50 バルサルタン

20mg・1錠
40mg・1錠
80mg・1錠
160mg・1錠

ディオバン錠20mg
ディオバン錠40m
ディオバン錠80mg
ディオバン錠160mg

51
52
53
54
55
56
57

バルサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩
バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド
パロキセチン塩酸塩水和
ビカルタミド
日局 プレドニゾロン酢酸
エステル
ピタバスタチンカルシウム
水和物
ファムシクロビル

58 フェノフィブラート

〔バルサルタン80mg・アムロジピン
5mg〕・1錠
［バルサルタン80mg・ヒドロクロロチアジ
ド12.5mg］・１錠
10mg 1錠
80mg・1錠
2.5mg／g

プラミペキソール塩酸塩水
0.5mg･1錠
和物
プラミペキソール塩酸塩水 0.375mg 1錠
60
和物
1.5mg 1錠
59

61 フルニトラゼパム
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

フルボキサミンマレイン酸
塩
フロセミド
ペロスピロン塩酸塩水和
ボセンタン水和物
ポラプレジンク
ボリコナゾール
ポリスチレンスルホン酸カ
ルシウム
ホリナートカルシウム
ミルナシプラン塩酸塩
メコバラミン
メサラジン
メサラジン
メトホルミン塩酸塩

コディオ配合錠EＸ
パキシル錠10mg
カソデックス錠80mg
プレドニン眼軟膏0.25%

1mg 1錠
250mg･1錠
53.3mg1錠
80mg1錠

エックスフォージ配合錠

リバロOD錠1mg
ファムビル錠250mg
リピディル・トライコア錠53.3m
gリピディル・トライコア錠80mg
ビ・シフロール錠0.5mg

20mg 1錠
4mg1錠
62.5mg・1錠
75mg･1錠
200mg・1錠

ミラペックスLA錠0.375mg
ミラペックスLA錠1.5mg
サイレース錠2mg
ロヒプノール錠2
デプロメール錠25
ルボックス錠25
ラシックス錠20mg
ルーラン錠4mg
トラクリア錠62.5mg
プロマックD錠75
ブイフェンド錠200mg

89.29%1g

カリメート散

25mg 1錠
25mg1錠
0.25mg 1錠
400ｍｇ 1錠
250mg・1錠
500mg 1錠

ユーゼル錠25mg ／ ロイコボリン錠25mg
トレドミン錠25mg
メコチバール錠250μg：後発医薬品
アサコール錠400ｍｇ
ペンタサ錠250mg
メトグルコ錠500mg
シングレア錠10ｍｇ
キプレス錠10ｍｇ
シングレアチュブル錠5ｍｇ
キプレスチュアブル錠5mg
モニラックシロップ65%

2mg･1錠
2.5mg1錠

75 モンテルカストナトリウム

10mg･1錠

76 モンテルカストナトリウム

5mg・1錠

77 ラクツロース

40.496%1g

その他後発メーカー等推奨品目一覧（内服薬）
メーカー等から自発的に推奨のあった品目
番号

成分名

78 ランソプラゾール
79 リザトリプタン安息香酸塩
80 リスペリドン
81 ロサルタンカリウム
82

ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド

83 ロスバスタチンカルシウム
84 ロスバスタチンカルシウム
85 ロピニロール塩酸塩
86 沈降炭酸カルシウム錠
87

規格
15mg・1錠
30mg・1錠
10mg1錠
1mg1錠
25mg 1錠
50mg 1錠
100mg 1錠
〔ロサルタンカリウム100mg・ヒドロクロ
ロチアジド12.5mg〕・1錠
2.5mg 1錠
5mg 1錠
2.5mg 1錠
5mg 1錠
1mg1錠
500mg 1錠

バルサルタン・アムロジピ 〔バルサルタン80mg・アムロジピン
ンベシル酸塩
5mg〕・1錠

先発品の品名
タケプロンOD錠15
タケプロンOD錠30
マクサルトRＰＤ錠10mg
リスパダールOD錠1mg
ニューロタン錠25mg
ニューロタン錠50mg
ニューロタン錠100mg
プレミネント配合錠HD
クレストール錠2.5ｍｇ
クレストール錠5ｍｇ
クレストールOD錠2.5mg
クレストールOD錠5ｍｇ
レキップ錠1mg(剤形違い)
カルタン錠500
エックスフォージ配合錠

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

後発品の品名

先発品の品名

成分名

規格

アジスロマイシンカ
ジスロマックカプセ アジスロマイシン水
日本ジェネリック㈱ プセル小児用
100mg･1カプセル
ル小児用100mg
和物
100mg「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）

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）

105.60／188.30

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・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

105.60／188.30

・ カプセルに製品名をカタカナ印字
・ PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品
名」
「含量」等を分かりやすく表示

1
長生堂製薬株式会
アジスロマイシンカ
社 （販売元：日本
ジスロマックカプセ アジスロマイシン水
プセル小児用
100mg・1カプセル
ジェネリック株式会
ル小児用100mg
和物
100mg「JG」
社）

2 日本ジェネリック㈱

日本ジェネリック㈱

アゼルニジピン錠
8mg「JG」

アテノロール錠
50mg「JG」

カルブロック錠8mg アゼルニジピン

テノーミン錠50

アテノロール

8mg･1錠 [その
他販売規格：16mg]

50mg・1錠 [その
他販売規格：25mg]

16.40／32.50

・錠剤を小型化（8mg錠のみ）
・【添付】アゼルニジピン錠8mg「JG」 標準医薬品と
の比較表（案）
・錠剤を小型化（8mg錠のみ）
・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)

5.90／85.40

・錠剤を小型化（50mg錠のみ）
【添付】アテノロール錠50mg「JG」標準医薬品との比
較表（案）
・錠剤を小型化（50mg錠のみ）
・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)

5.90／85.40

・ 錠剤を小型化（50mg錠のみ）
【添付】 アテノロール錠50mg「JG」 標準医薬品との
比較表（案）
・ 錠剤を小型化（50mg錠のみ）
・ 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）

3
長生堂製薬株式会
社 （販売元：日本 アテノロール錠
ジェネリック株式会 50mg「JG」
社）

テノーミン錠50

アテノロール

50mg・1錠 [その
他販売規格：25mg]

・ カプセルに製品名をカタカナ印字

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

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
（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）

日新製薬㈱

アトルバスタチン錠
リピトール錠10mg
10mg「NS」

アトルバスタチンカ
10mg1錠
ルシウム水和物

自社品の特徴として
■錠剤
・両面に「アトルバスタチン 10 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。また、
PTPシート裏面に「高コレステロール血症治療剤」を
表示。
・「製品名」「成分名」「含量」を表示したピッチコント
50.40円／98.60円 ロール。
・両面に「アトルバスタチン 10 NS」を印字。
・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
を表示。
■バラ包装
・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。

第一三共エスファ

アトルバスタチン錠
リピトール錠10mg
10mg「DSEP」

アトルバスタチンカ
10mg1錠
ルシウム水和物

43.50円／98.60円

43.50／98.60

◇アトルバスタチン製剤初のOD錠。
飲みやすさに配慮し、OD錠を剤形追加。
東和薬品独自のOD錠製造技術であるRACTAB技術
を採用。有効成分の苦味を抑えた上で、OD錠に要求
される速崩壊性と、耐湿性(錠剤硬度維持)を両立し
た製剤。 清涼感のある甘味。バラ包装あり。
◇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、割線の位置に合わせた製品名印刷を
おこなった世界初のOD錠。分割後も製品名を類推可
能。

・飲みやすさに配慮し、OD錠を剤形追加。
・有効成分の苦味を抑えた上で、OD錠に要求される
速崩壊性と、耐湿性(錠剤硬度維持)を両立した製
剤。
・有効成分の苦みを抑えた清涼感のある甘味。

22.90／51.80

◇アトルバスタチン製剤初のOD錠。
飲みやすさに配慮し、OD錠を剤形追加。
東和薬品独自のOD錠製造技術であるRACTAB技術
を採用。有効成分の苦味を抑えた上で、OD錠に要求
される速崩壊性と、耐湿性(錠剤硬度維持)を両立し
た製剤。 清涼感のある甘味。バラ包装あり。
◇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。

・飲みやすさに配慮し、OD錠を剤形追加。
・有効成分の苦味を抑えた上で、OD錠に要求される
速崩壊性と、耐湿性(錠剤硬度維持)を両立した製
剤。
・有効成分の苦みを抑えた清涼感のある甘味。

4

東和薬品㈱

東和薬品㈱

アトルバスタチン リピトール錠10mg
OD錠10mg「トーワ」 （剤形違い）

アトルバスタチン リピトール錠5mg
OD錠5mg「トーワ」 （剤形違い）

アトルバスタチンカ
10mg1錠
ルシウム水和物

アトルバスタチンカ
5mg1錠
ルシウム水和物

・MRよりの情報が期待できる。

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

共和薬品工業㈱

後発品の品名

先発品の品名

アリピプラゾール
OD錠3mg「アメル」

成分名

アリピプラゾール

規格

アリピプラゾール
OD錠3mg「JG」

エビリファイOD錠
3mg

アリピプラゾール

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

①十分な硬度と崩壊性を有するOD錠です。
②識別性に配慮し、「アリピ」、「OD」、含量、「アメル」
を錠剤に印刷表示しています。
③甘味のあるレモン風味の製剤です。
④ピットコントロール表示によりPTP１錠単位で成分
28.40 円／82.50 名・含量を、PTP上下2ヶ所にＧＳ１コードを表記してい
円
ます。
⑤含量規格色を採用したＰＴＰで、含量毎の識別性を
確保しています。
➅可変情報対応GS1ｺｰﾄﾞを採用した個装箱です。
⑦個装箱は再封可能、解体用ミシン目入り、PTP用
では切り取りラベル付きです。

3mg・1錠 [その
他販売規格：6mg、
12mg、24mg]

・ほのかな甘みのある製剤(香料未添加）
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・含量規格によって錠剤色調を変えることで識別性向
上 3mg：青色 6mg:白色 12mg:黄色 24mg:
28.40 円／82.50
白色(6mgと24mgでは明らかに大きさが異なるため同
円
色とした）
・PTPシートへ1錠中の成分および含量を明確に表示
・PTPシート裏面へ薬効「高血圧症治療薬」記載
・個装箱は「切り取りタグ」付

5

日本ジェネリック㈱

薬価
（後発品/先発品）

【3mg錠】28.40 円
／ 82.50 円
【6mg錠】54.00 円
3mg 1錠 ・ 6mg 1 ／ 156.70 円
錠 ・ 12mg 1錠 ・ 【12mg錠】102.60
24mg 1錠
円 ／ 297.80
円
【24mg錠】195.00
円 ／ ― 円

6 大原薬品工業㈱

アリピプラゾール錠
エビリファイ錠3mg・
3mg・6mg・12mg・
アリピプラゾール
6mg・12mg・24mg
24mg「オーハラ」

7 共和薬品工業㈱

カルフィーナ錠0.25 ワンアルファ錠0.25 アルファカルシドー
0.25μg1錠
μg
μg
ル

5.80 円／20.40
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）

●独自の処方設計
「アリピプラゾール錠「オーハラ」およびアリピプラゾー
ルOD錠「オーハラ」の製剤設計」を別途提出いたしま
す
●「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）

①先発品とほぼ同じ色・サイズにしています。
②錠剤本体に識別コードと含量を表示しています。

・先発品とほぼ同じ色・サイズにしています。
・錠剤本体に識別コードと含量を表示しています。

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

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
（先発品より優れているおすすめポイント）
・錠剤を小型化（10mg錠のみ）
・【添付】アロチノロール塩酸塩錠10mg「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
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)

8 日本ジェネリック㈱

アロチノロール塩
酸塩錠10mg「JG」

アロチノロール塩 アロチノロール塩
酸塩錠10mg「DSP」 酸塩

10mg･1錠 [その
他販売規格：5mg]

10.50／44.60

9 全星薬品工業㈱

アンブロキソール
塩酸塩徐放OD錠
45mg｢ZE｣

ムコソルバン錠
アンブロキソール
45mg､ムコサールL
塩酸塩
カプセル45mg

45mg1錠

33.70/62.30

10 大原薬品工業㈱

11 日本ジェネリック㈱

イマチニブ錠
100mg「オーハラ」

グリベック錠100mg

イミダプリル塩酸塩
タナトリル錠5
錠5mg「JG」

イマチニブメシル酸
100mg 1錠
塩

5mg・1錠 [その
イミダプリル塩酸塩 他販売規格：
25mg、10mg]

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）

1290.20円／
2465.50円

●錠剤を小型化
先発医薬品との直径差：1.6mm
●抗白血病作用に関する比較検討文献あり
「イマチニブメシル酸塩製剤、グリベック錠とその後発
医薬品（OHK9511）の抗白血病作用に関する比較検
・錠剤を小型化
討」を別途提出いたします
●「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
・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）

30.30／54.40

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・含量規格によって錠剤色調を変えることで識別性向
上 2.5mg：白色 10mg:薄いだいだい色
・つまみやすい大きさとするため錠剤径7.00mmで3規
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
格統一
・含量規格によって錠剤色調を変えることで識別性向
・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止のためのオ
上 2.5mg：白色 10mg:薄いだいだい色
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

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

12 日本ジェネリック㈱

後発品の品名

イルベサルタン錠
200mg「オーハラ」

先発品の品名

アバプロ錠200mg
／ イルベタン錠
200mg

成分名

イルベサルタン

規格

200mg ・1錠[その
他販売規格：
50mg、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）

・錠剤を小型化（200mg錠のみ）
【添付】イルベサルタン錠200mg「オーハラ」
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・PTPシート表面へ用法「１日１回服用」および薬効
84.30 ／
「血圧降下薬」記載
(アバプロ）173.20
・個装箱へ規格取り違え防止のためのオリジナル含
(イルベタン）170.80
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」付標準医薬品との比較表
（案）
①錠剤の両面へ「一般名」・「含量」・「アメル」・印刷
し、視認性と識別性を確保しています。
②セルトラリンの「S」の字をイメージうぃたPTPデザイ
ンです。含量別規格色を採用し、含量ごとの判別性
を確保しています。
③ピッチコントロールにより、PTP１錠単位で成分、含
量、屋号を表記しています。
④バラボトルに薄利ラベルを採用しています。
⑤PTPの箱に切り取りラベル、再封仕様及び廃棄用
ミシン目を採用しています。25mg錠と50mg錠の
PTP100およびPTP140錠包装については「開封済」の
表示を採用しました。
➅識別性を高めるため、パッケージに剤型を表すピ
クトグラムを採用しています。

セルトラリン錠
25mg｢アメル｣

ジェイゾロフト錠
25mg

塩酸セルトラリン

25mg 1錠

42.1 円／93.50
円

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ セルトラリン錠
ルマ
25mg｢明治｣

ジェイゾロフト錠
25mg

塩酸セルトラリン

25mg 1錠

42.10円／93.50 円

100mg1錠

①自社特許出願の技術を用いた変色を抑えた製剤と
なっております。
②識別性を考慮して「エンタカポン 100 「アメル」
」を片面に印刷した印刷錠です。
92.00 円／217.30
③バラボトルには剥離ラベルを採用し、PTPの箱に切
円
り取りラベル、再封仕様及び廃棄用ミシン目を採用し
ていおります。
④ピッチコントロールにより、PTP１錠単位で成分、含
量、屋号を表記しています。

共和薬品工業㈱
13

共和薬品工業㈱

エンタカポン錠
100mg「アメル」

コムタン錠100mg

エンタカポン

14

エンタカポン錠
日本ジェネリック㈱
100mg「ＪＧ」

コムタン錠100mg

エンタカポン

100mg・1錠

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）

92.00／217.30

・錠剤の両面へ「一般名」・「含量」・「アメル」・印刷し、
視認性と識別性を確保しています。
・セルトラリンの「S」の字をイメージうぃたPTPデザイ
ンです。含量別規格色を採用し、含量ごとの判別性
を確保しています。

・販売チャネルが多く安定入手できる。MRよりの情報
を期待できる。

・錠剤表面に製品名をカタカナ印字(裏面は印字なし)
・バラ包装には副片付ボトルラベルを採用(副片をは
・錠剤表面に製品名をカタカナ印字(裏面は印字なし)
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)

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

後発品の品名

先発品の品名

15 日本ジェネリック㈱

エンテカビル錠
0.5mg「JG」

バラクルード錠
0.5mg

16 共和薬品工業㈱

オメプラゾール錠
10mg「アメル」

①オメプラゾン錠
10mg
②オメプラール錠
10

成分名

エンテカビル水和
物

オメプラゾール

規格

0.5mg・1錠

10mg1錠

オランザピンOD錠 ジプレキサザイディ
オランザピン
10mg「アメル」
ス錠10mg

10mg1錠

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ オランザピンOD錠 ジプレキサザイディ
オランザピン
ルマ
10mg「明治」
ス錠10mg

10mg1錠

共和薬品工業㈱
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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）

・貯法：室温保存(遮光の規定)
【添付】エンテカビン錠0.5mg「JG」 無包装状態での
安定性試験
・錠剤を小型化
・貯法：室温保存(遮光の規定)
【添付】エンテカビン錠0.5mg「JG」 標準医薬品との
363.10／1061.80
・錠剤を小型化
比較表（案）
・錠剤表記(刻印） 表面：識別コード 裏面：含量
・使用期限：３年
・服薬指導時に錠剤が見える藤明PTPシート採用
・個装箱は「切り取りタグ」付

31.80 円／
①75.00円
②74.70円

識別コードに識別性向上のためオメプラゾールの略
語OMと含量を表示しています。

識別コードに識別性向上のためオメプラゾールの略
語OMと含量を表示しています。

①新含量規格として、OD錠1.25mg開発しています。
②識別性に考慮し、錠剤の両面に共和を表す「KW」
「OD」「含量」を刻印しています。
③ほのかな甘みがあり、グレープフルーツの香りの
する製剤です。
④取扱い易い通常のPTP包装を採用しています。
⑤バラ包装をご用意しています。
・新含量規格として、OD錠1.25mg開発しています。
➅バラボトルには剥離ラベルを採用し、PTPの箱には
158.40円／489.80
・ほのかな甘みがあり、グレープフルーツの香りのす
切り取りラベル、再封仕様及び廃棄用ミシン目を採用
円
る製剤です。
しております。
⑦ピッチコントロールにより、１錠単位で成分、含量、
屋号を表記しています。
⑧GS-1コードをPTP上下二ヶ所に配置しております。
⑨普通錠との識別性を確保するため、個装箱にOD
錠のアイコンを記載し、箱の上部に青色ラインを採用
しております。

158.40円／489.80
円

・販売チャネルが多く安定入手できる。

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

18 日本ジェネリック㈱

後発品の品名

先発品の品名

オランザピン錠5mg
ジプレキサ錠5mg
「JG」

成分名

オランザピン

規格

5mg･1錠[その他販
売規格：2.5mg、
10mg］

共和薬品工業㈱

オルメサルタンOD オルメテックOD錠
錠20mg「アメル」
20mg

オルメサルタン
メドキソミル

20mg1錠

第一三共エスファ

オルメサルタンOD オルメテックOD錠
錠20mg「ＤＳＥＰ」 20mg

オルメサルタン
メドキソミル

20mg1錠

19

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）

83.50／258.30

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)

①甘味剤(スクラロース)、l-メントール、オレンジ香料
を使用し、原薬の苦味をマスキングしています。
②識別性に配慮し、「オルメサルタン（裏面はオル
メ）」、「アメル」、「OD」、含量を錠剤の両面に印刷表
示しています。
③降圧をイメージした下向きのPTPデザインです。
GS1コードは上下2か所に表記しています。
45.10 円／112.80
④ピッチコントロール表示により、PTP１錠単位で成
円
分名、含量、屋号を表記しています。
⑤PTPへ含量を大きく見やすく表記しています。
⑥バラボトルは剥離ラベル仕様です。
⑦個装箱は可変情報対応GS!コードを採用していま
す。
⑧個装箱は再封可能仕様、解体用ミシン目入り、
PTP用は切り取りラベル付です。
56.40円／112.80
円

アレロック錠2.5・5

オロパタジン塩酸
塩

【2.5mg錠】
2.5mg 1錠 ・ 5mg 16.60円／40.40円
1錠
【5mg錠】
27.60円／51.50円

オロパタジン塩酸
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
塩錠2.5mg・5mg「明 アレロック錠2.5・5
ルマ
治」

オロパタジン塩酸
塩

【2.5mg錠】
2.5mg 1錠 ・ 5mg 16.60円／40.40円
1錠
【5mg錠】
21.70円／51.50円

大原薬品工業㈱

オロパタジン塩酸
塩錠2.5mg・5mg
「オーハラ」

20

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）

・甘味剤(スクラロース)、l-メントール、オレンジ香料を
使用し、原薬の苦味をマスキングしています。
・識別性に配慮し、「オルメサルタン（裏面はオル
メ）」、「アメル」、「OD」、含量を錠剤の両面に印刷表
示しています。

・オーソライズド・ジェネリック

●抗アレルギー作用の検討文献あり
「オロパタジン塩酸塩錠OHK8232のラット受身皮膚ア
ナフィラキシー反応による抗アレルギー作用の検討」
を別途提出いたします
●「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
・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）

・販売チャネルが多く安定入手できる。

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

21 日本ジェネリック㈱

大原薬品工業㈱

後発品の品名

オロパタジン塩酸
塩OD錠5mg「JG」

カンデサルタン錠
2mg・4mg・8mg・
12mg「オーハラ」

先発品の品名

アレロックOD錠5

成分名

オロパタジン塩酸
塩

規格

5mg･1錠 [その
他販売規格：
2.5mg]

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）

21.70／51.50

・錠剤を小型化（25mg錠のみ）
【添付】オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「JG」標準医薬
品との比較表（案）
・オレンジ風味の製剤
・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

ブロプレス錠2・4・
8・12

【2mg錠】
12.20円／35.00円
【4mg錠】
2mg 1錠 ・ 4mg 1
カンデサルタンシレ
22.90円／65.00円
錠 ・ 8mg 1錠 ・
キセチル
【8mg錠】
12mg 1錠
45.30円／126.30円
【12mg錠】
82.70円／193.60円

ブロプレス錠2・4・
8・12

【2mg錠】
18.60円／35.00円
【4mg錠】
2mg 1錠 ・ 4mg 1
カンデサルタンシレ
36.10円／65.00円
錠 ・ 8mg 1錠 ・
キセチル
【8mg錠】
12mg 1錠
70.10円／126.30円
【12mg錠】
82.70円／193.60円
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あすか製薬

カンデサルタン錠
2mg・4mg・8mg・
12mg「あすか」

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）

●降圧作用の検討文献あり
「ブロプレス錠8およびカンデサルタン錠8mg「オーハ
ラ」の高血圧自然発症ラット（SHR）および腎性高血圧
（2K1C）ラットにおける降圧作用の検討」を別途提出
いたします
●「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）

・オーソライズド・ジェネリック
・ある卸が絶対に品切れさせない責任を持っている。

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

後発品の品名

先発品の品名

成分名

規格

クエチアピン錠25
ｍｇ「アメル」

セロクエル25ｍｇ錠

クエチアピンフマル
25ｍｇ 1錠
酸塩

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ クエチアピン錠25
ルマ
ｍｇ「明治」

セロクエル25ｍｇ錠

クエチアピンフマル
25ｍｇ 1錠
酸塩

共和薬品工業㈱
23

日本ケミファ株式
24
会社

グラニセトロン内服
ゼリー1mg「ケミ
ファ」
カイトリル錠1㎎、
グラニセトロン内服 カイトリル錠2㎎
ゼリー2mg「ケミ
ファ」

1包（1g）中グラニセ
トロン塩酸塩
1.12mg（グラニセト
ロンとして1mg）含
グラニセトロン塩酸 有
塩
1包（2g）中グラニセ
トロン塩酸塩
2.23mg（グラニセト
ロンとして2mg）含
有

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）

①新含量規格の錠12.5mg、錠50mgを追加し、細やか
な用量調節に対応できます。
②錠剤本体に有効成分の略語「Que」、含量、屋号の
「アメル」をレーザー印刷しています。
③ピッチコントロールしたＰＴＰシートに、成分名、含
量、GS-1コードを表示しており、１錠ずつ切り離して
・新含量規格の錠12.5mg、錠50mgを追加し、細やか
14.70 円／38.30 も、販売名と含量がわかります。
な用量調節に対応できます。
円
④バラボトルに剥離ラベルを採用しております。（販
売名とバーコードが記載された容器ラベルの一部を
切り取って、ボトルキャップや調剤棚に貼付できま
す。)
⑤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。また、フラップ部には成分名・含量等を表
示し、保管時の利便性を向上させています。

14.70円／38.30
円

1㎎：445.90円／
572.10円
2㎎：774.10円／
1086.90円

販売チャネルが多く安定入手できる。

〇先発品にはない剤形
グラニセトロン製剤としては国内初の剤形（半固形
状のゼリー）であり、錠剤等の嚥下が困難な患者や、
〇先発品にはない剤形
化学療法に伴う口内炎ができている患者には、特に
コンプライアンスの向上に寄与できる製剤と考えま
す。

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

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
（先発品より優れているおすすめポイント）

㈱三和化学研究所

グリメピリド錠1mg｢
アマリール1mg錠
三和｣

グリメピリド

1mg 1錠

・つかみやすく、飲みやすい大きさの割線入り楕円錠
9.90円／17.10円 です。
・簡単に半分割でき、細かい容量調節が可能です。

日医工

グリメピリド錠1mg
「日医工｣

グリメピリド

1mg 1錠

9.90円／17.10円

アマリール1mg錠

25

日本ジェネリック㈱

グリメピリド錠３mg｢
アマリール３mg錠
JG｣

グリメピリド

３mg ・1錠 [その
他販売規格：
0.5mg、1mg]

21.60／40.10

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）

・販売チャネルが多く安定入手できる。

・錠剤を小型化（200mg錠のみ）
【添付】グルメピリド錠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
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)

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

後発品の品名

先発品の品名

サラゾスルファピリ サラゾピリン錠
26 日本ジェネリック㈱
ジン錠500mg「JG」 500mg

成分名

規格

サラゾスルファピリ
500mg･1錠
ジン

薬価
（後発品/先発品）

9.40／20.00

シクロスポロンカプ
ネオーラル50mgカ
日本ジェネリック㈱ セル錠50mg
シクロスポリン
プセル
「BMD」

50mg・1カプセル
[その他販売規格：
10mg、25mg]

238.60／394.50

シクロスポロンカプ
ネオーラル50mgカ
セル錠50mg「日医
シクロスポリン
プセル
工」

50mg・1カプセル
[その他販売規格：
10mg、25mg]

173.40／394.50

27

日医工

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）

・錠剤を小型化（ただし、先発品と異なる円形の錠剤）
・錠剤を小型化（ただし、先発品と異なる円形の錠
・【添付】サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」標準医
剤）
薬品との比較表（案）

・カプセルを小型化
【添付】シクロスポロンカプセル錠50mg「BMD」標準医
薬品との比較表（案）
・カプセルを小型化
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字(裏面は印字なし)
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字(裏面は印字なし)
・服薬指導時にカプセルが見える透明PTPシート採用
・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)

・分割販売がある

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

後発品の品名

長生堂製薬株式会
社 （販売元：日本 ジピリダモール錠
ジェネリック株式会 100mg「JG」
社）

先発品の品名

ペルサンチン錠
100mg

成分名

規格

薬価
（後発品/先発品）

100mg・1錠
ジピリダモール

［そ
5.80／21.90
の他販売規格：
12.5mg，25mg］

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（100mg錠のみ）
【添付】 ジピリダモール錠100mg「JG」
標準医薬品との比較表（案）
・ 錠剤表記（刻印） 表面：識別コード
裏面：なし
・ 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）

28

日本ジェネリック㈱

ジピリダモール錠
100mg「JG」

ペルサンチン錠
100mg

長生堂製薬株式会
社 （販売元：日本 シプロフロキサシン シプロキサン錠
ジェネリック株式会 錠100mg「JG」
100mg
社）

ジピロダモール

100mg・1錠 [そ
の他販売規格：
12.5mg、25mg]

100mg・1錠 [その
シプロフロキサシン
他販売規格：
塩酸塩水和物
200mg]

5.80／21.90

・錠剤を小型化（100mg錠のみ）
【添付】ジピリダモール錠100mg「JG」標準医薬品との
比較表（案）
・錠剤表記(刻印) 表面：識別コード 裏面：なし
・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)

11.40／48.60

・ 錠剤を小型化（100mg錠のみ）
【添付】 シプロフロキサシン錠100mg「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）

11.40／48.60

・錠剤を小型化（100mg錠のみ）
【添付】シポロフロキサシン錠100mg「JP」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
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)

29

日本ジェネリック㈱

シプロフロキサシン シプロキサン錠
錠100mg「JP」
100mg

シポロフロキサシ
ン塩酸塩水和物

100mg･1錠 [そ
の他販売規格：
200mg]

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）

・先発品と比較しヒートに規格が大きく表示されてい
るため、取り間違い防止に繋がる。(25mg採用)

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

日本ジェネリック㈱

後発品の品名

先発品の品名

スピロノラクトン錠 アルダクトンA錠
25mg「CH」
25mg

成分名

スピロノラクトン

規格

25mg･1錠 [その
他販売規格：50mg]

薬価
（後発品/先発品）

13.50／20.70

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）
・錠剤を小型化（25mg錠のみ）
【添付】スピロノラクトン錠25mg「CH」標準医薬品との
比較表（案）
・フィルムコーティング錠にすることにより原薬のにお
いを抑えた製剤、香料としてメントール配合(25mg錠
のみ)
・PTPシート裏面へ薬効「利尿降圧剤」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）
・錠剤を小型化（25mg錠のみ）
・フィルムコーティング錠にすることにより原薬のにお
いを抑えた製剤、香料としてメントール配合(25mg錠
のみ)
・PTPシート裏面へ薬効「利尿降圧剤」記載）

30

長生堂製薬株式会
社 （販売元：日本 スピロノラクトン錠 アルダクトンA錠
ジェネリック株式会 25mg「CH」
25mg
社）

31 共和薬品工業㈱

スマトリプタン錠
50mg｢アメル｣

イミグラン錠50

スピロノラクトン

25mg・1錠 [その
他販売規格：50mg]

スマトリプタンコハ
50mg 1錠
ク酸塩

スルピリド錠50mg
日本ジェネリック㈱
「CH」

ドグマチール錠
50mg、アビリット錠
スルピリド
50mg、ミラドール錠
50

長生堂製薬株式会
社 （販売元：日本 スルピリド錠50mg
ジェネリック株式会 「CH」
社）

ドグマチール錠
50mg ，アビリット錠
スルピリド
50mg ，ミラドール
錠50

13.50／20.70

・ 錠剤を小型化（25mg錠のみ）
【添付】 スピロノラクトン錠25mg「CH」 標準医薬品と
の比較表（案）
・ フィルムコーティング錠にすることにより原薬のにお
いを 抑えた製剤、香料としてメントール配合（25mg錠
のみ）
・ PTPシート裏面へ薬効「利尿降圧剤」記載

・ 錠剤を小型化（25mg錠のみ）
・ フィルムコーティング錠にすることにより原薬のにお
いを 抑えた製剤、香料としてメントール配合（25mg錠
のみ）
・ PTPシート裏面へ薬効「利尿降圧剤」記載

①錠剤本体に有効成分の略語「SUM」、含量、共和
薬品の「KW」を刻印しています。②ピットコントロール
329.80円／763.90 したPTPシートに、販売名、含量、薬効、GS1コードを
円
表示しています。
③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。

50mg･1錠

6.30／
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
(ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ)14.20
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品名」
(ｱﾋﾞﾘｯﾄ)10.70
「含量」等をわかりやすく表示
(ﾐﾗﾄﾞｰﾙ)9.90

50mg・1錠

6.30／
・ 錠剤両面に製品名をカタカナ印字
（ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ）14.20
・ PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品
（ｱﾋﾞﾘｯﾄ）10.70
名」 「含量」等を分かりやすく表示
（ﾐﾗﾄﾞｰﾙ）9.90
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セフカペンピボキシ
フロモックス錠
日本ジェネリック㈱ ル塩酸塩錠100mg
100mg
「CH」

100mg・1錠
[そ
セフカピンピボキシ
の他販売規格：
ル塩酸塩水和物
75mg]

31.30／50.00

PTP120錠(15錠×8)包装あり(100mg錠のみ〔包装規
格：PTP100錠、PTP120錠、PTP500錠〕
・PTPシート裏面へ薬効「抗生物質」記載

長生堂製薬株式会
セフカペンピボキシ
社 （販売元：日本
フロモックス錠
ル塩酸塩錠100mg
ジェネリック株式会
100mg
「CH」
社）

［そ
セフカペンピボキシ 100mg・1錠
の他販売規格：
ル塩酸塩水和物
75mg］

31.30／50.00

・ PTP120錠（15錠×8）包装あり（100mg錠のみ）
［包装規格：PTP100錠，PTP120錠，TP500錠］
・ PTPシート裏面へ薬効「抗生物質」記載

33

・ 錠剤両面に製品名をカタカナ印字

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

34 共和薬品工業㈱

後発品の品名

先発品の品名

セレギリン塩酸塩
錠2.5mg「アメル」

エフピーOD錠
2.5mg（剤形違い)

成分名

セレギリン塩酸塩

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）

2.5mg1錠

183.80円／313.40 識別コードに識別性向上のためセレギリンの略語
円
SELと含量を表示しています。

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）

共和薬品工業㈱

ゾルミトリプタンOD ゾーミッグRM錠
錠2.5mg「アメル」 2.5mg

ゾルミトリプタン

2.5mg1錠

①識別性に配慮し、共和を表す「KW」、有効成分の
略語「ZMT」、「OD」、「含量」を刻印しています。
②オレンジ風味の製剤です。
③PTP包装を採用しています。
④ＰＴＰシートに薬効（片頭痛治療剤）表示をしていま
358.00円／784.90 す。
・オレンジ風味の製剤です。
円
⑤ＰＴＰシートはピッチコントロールにより、「成分名」
「含量」が１錠単位で確認できる表示です。
⑥再封性を担保し、パッケージに開封口と反対面に
解体に便利なミシン目を採用しています。識別性を高
めるため、パッケージに剤形を表すピクトグラムを採
用しています。

マイラン

ゾルミトリプタンOD
ゾーミッグRM錠
錠2.5mg「ファイ
2.5mg
ザー」

ゾルミトリプタン

2.5mg1錠

406.50円／784.90
円
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・包装単位が手ごろ

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

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
（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）

249.30／424.70

服用性に配慮し、錠剤を剤形追加。
また、高活性薬物（免疫抑制）の配慮から暴露防止
のためフィルムコーティング錠(FC錠）として開発。

・服用性に配慮し、錠剤を剤形追加。
・また、高活性薬物（免疫抑制）の配慮から暴露防止
のためフィルムコーティング錠(FC錠）として開発。

438.10／750.30

服用性に配慮し、錠剤を剤形追加。
また、高活性薬物（免疫抑制）の配慮から暴露防止
のためフィルムコーティング錠(FC錠）として開発。

・服用性に配慮し、錠剤を剤形追加。
・また、高活性薬物（免疫抑制）の配慮から暴露防止
のためフィルムコーティング錠(FC錠）として開発。

615.60／
424.70（プログラフ
カプセル0.5mg）
615.60／
750.30（プログラフ
カプセル1mg）

服用性に配慮し、錠剤を剤形追加。
また、高活性薬物（免疫抑制）の配慮から暴露防止
のためフィルムコーティング錠(FC錠）として開発。
関節リウマチの一日用量1.5mg、3mgに合わせた、
1.5mg錠と3mg錠を含量規格追加。

・服用性に配慮し、錠剤を剤形追加。
・また、高活性薬物（免疫抑制）の配慮から暴露防止
のためフィルムコーティング錠(FC錠）として開発。
・関節リウマチの一日用量1.5mg、3mgに合わせた、
1.5mg錠と3mg錠を含量規格追加。

36 東和薬品㈱

プログラフカプセル
0.5mg（剤形・含量
タクロリムス錠2mg 違い）
タクロリムス水和物 2mg1錠
「トーワ」
プログラフカプセル
1mg（剤形・含量違
い）

769.90／
424.70（プログラフ
カプセル0.5mg）
769.90／
750.30（プログラフ
カプセル1mg）

服用性に配慮し、錠剤を剤形追加。
また、高活性薬物（免疫抑制）の配慮から暴露防止
のためフィルムコーティング錠(FC錠）として開発。
患者さんの服薬用量に合わせ、2mgの含量規格追
加。

・服用性に配慮し、錠剤を剤形追加。
・また、高活性薬物（免疫抑制）の配慮から暴露防止
のためフィルムコーティング錠(FC錠）として開発。
・患者さんの服薬用量に合わせ、2mgの含量規格追
加。

東和薬品㈱

プログラフカプセル
0.5mg（剤形・含量
タクロリムス錠3mg 違い）
タクロリムス水和物 3mg1錠
「トーワ」
プログラフカプセル
1mg（剤形・含量違
い）

1,080.30／
424.70（プログラフ
カプセル0.5mg）
1,080.30／
750.30（プログラフ
カプセル1mg）

服用性に配慮し、錠剤を剤形追加。
また、高活性薬物（免疫抑制）の配慮から暴露防止
のためフィルムコーティング錠(FC錠）として開発。
関節リウマチの一日用量1.5mg、3mgに合わせた、
1.5mg錠と3mg錠を含量規格追加。

・服用性に配慮し、錠剤を剤形追加。
・また、高活性薬物（免疫抑制）の配慮から暴露防止
のためフィルムコーティング錠(FC錠）として開発。
・関節リウマチの一日用量1.5mg、3mgに合わせた、
1.5mg錠と3mg錠を含量規格追加。

東和薬品㈱

タクロリムス錠5mg プログラフカプセル
タクロリムス水和物 5mg1錠
「トーワ」
5mg（剤形違い）

服用性に配慮し、錠剤を剤形追加。
1,416.00／2,858.30 また、高活性薬物（免疫抑制）の配慮から暴露防止
のためフィルムコーティング錠(FC錠）として開発。

東和薬品㈱

タクロリムス錠
0.5mg「トーワ」

東和薬品㈱

タクロリムス錠1mg プログラフカプセル
タクロリムス水和物 1mg1錠
「トーワ」
1mg（剤形違い）

東和薬品㈱

タクロリムス錠
1.5mg「トーワ」

プログラフカプセル
タクロリムス水和物 0.5mg1錠
0.5mg（剤形違い）

プログラフカプセル
0.5mg（剤形・含量
違い）
タクロリムス水和物 1.5mg1錠
プログラフカプセル
1mg（剤形・含量違
い）

1mg･1カプセル
タクロリムスカプセ プログラフカプセル
日本ジェネリック㈱
タクロリムス水和物 [その他販売規格：
ル1mg「JG」
1mg
0.5mg、5mg]

438.10／750.30

・服用性に配慮し、錠剤を剤形追加。
また、高活性薬物（免疫抑制）の配慮から暴露防止
のためフィルムコーティング錠(FC錠）として開発。

・カプセル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 ・カプセルに製品名をカタカナ印字
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)

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

後発品の品名

先発品の品名

成分名

タムスロシン塩酸 ハルナールD錠
日本ジェネリック㈱
塩OD錠0.2mg「CH」 0.2m

タムスロシン塩酸
塩

長生堂製薬株式会
37 社 （販売元：日本 タムスロシン塩酸 ハルナールD錠
ジェネリック株式会 塩OD錠0.2mg「CH」 0.2mg
社）

タムスロシン塩酸
塩

タムスロシン塩酸
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
塩OD錠0.1mg「明
ルマ
治」

38 共和薬品工業㈱

ハルナールD錠
0.1mg

タルチレリンOD錠 セレジストOD錠
5mg「アメル」
5mg

チアプリド錠25mg
日本ジェネリック㈱
「JG」

グラマリール錠
25mg

タムスロシン塩酸
塩

規格

0.2mg・1錠
[そ
の他販売規格：
0.1mg]

0.2mg・1錠［その他
販売規格：0.1mg］

0.1mg・1錠

タルチレリン水和
物

5mg１錠

チアプリド塩酸塩

25mg･1錠 [その
他販売規格：50mg]

薬価
（後発品/先発品）

50.10／121.60

50.10／121.60

・錠剤を小型化(0.2mg錠のみ)
【添付】タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「CH」
医薬品との比較表（案）
・甘みのある製剤（香料未添加)

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）

標準

・ 錠剤を小型化（0.2mg錠のみ）
【添付】 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「CH」 標
準医薬品との比較表（案)
・ 甘みのある製剤（香料未添加）

25.90／62.40

・販売チャネルが多く安定入手できる。

①先発とほぼ同じ大きさ・色調の割線入り素錠で、分
割しやすくしています。
②錠剤本体に有効成分の略語「TAL」、含量、共和薬
581.50円／1042.30 品の「KW」、「OD」を刻印しています。
・先発とほぼ同じ大きさ・色調の割線入り素錠で、分
円
ピッチコントロールしたPTPシートで、販売名と含量を 割しやすくしています。
読みやすく表示しています。
④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。

7.80／23.20

・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)

・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)

・ 錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・ 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）

・ 錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・ 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）

39 長生堂製薬株式会
社 （販売元：日本 チアプリド錠25mg
ジェネリック株式会 「JG」
社）

グラマリール錠
25mg

チアプリド塩酸塩

25mg・1錠 [その
他販売規格：50mg]

7.80／23.20

チアプリド錠25mg
「サワイ」

グラマリール錠
25mg

チアプリド塩酸塩

25mg･1錠 [その
他販売規格：50mg]

7.80／23.20

沢井製薬

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）

・包装単位が豊富

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

40 日本ジェネリック㈱

後発品の品名

テモカプリル塩酸
塩錠2mg「JG」

先発品の品名

エースコー錠2mg

成分名

テモカプリル塩酸
塩

規格

2mg･1錠 [その
他販売規格：1mg､
4mg]

テルミサルタン錠
日本ジェネリック㈱
40mg「JG」

ミカルディス錠
40mg

テルミサルタン

40mg・1錠 [その
他販売規格：
20mg、80mg]

テルミサルタン錠
40mg「EE」

ミカルディス錠
40mg

テルミサルタン

40mg・1錠 [その
他販売規格：
20mg、80mg]

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）

35.00／66.20

・錠剤を小型化（3cm錠のみ）
・【添付】テモカプリル塩酸塩錠2mg「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)
・アルミピローへ入り数『PTP100錠(10錠×10）』記載

46.00／115.00

・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)
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・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)

46.00／115.00

41

エルメッドエーザイ

42 共和薬品工業㈱

トピラマート錠
100mg「アメル」

トピナ錠100mg

トピナマート

100mg１錠

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）

薬価
（後発品/先発品）

①識別性を高めるために、表面にトピラマートの略号
の「TPM」、「KW」、裏面に「含量」を刻印しておりま
す。
②ピッチコントロールを採用し、PTP１錠単位で成分、
76.90 円／176.00 含量、屋号を表記しており、GS-1コードを上下二ヶ所
円
に配置しております。
③他含量規格表示を外箱に採用しております。
④バラボトルには剥離ラベルを採用しております。
⑤PTPの箱に切り取りラベルを採用し、再封仕様及
び廃棄ミシン目を採用しております。

・包装が豊富

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

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
（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）

寿製薬㈱

トラセラミド錠4mg｢
ルプラック錠4mg
KO｣

トラセミド

4mg1錠

11.70/23.40

・添加物が先発品と同一
・カラテ錠の為、半錠に割り易い

・添加物が先発品と同一
・カラテ錠の為、半錠に割り易い

寿製薬㈱

トラセラミド錠8mg｢
ルプラック錠8mg
KO｣

トラセミド

8mg1錠

18.50/37.00

・添加物が先発品と同一
・カラテ錠の為、半錠に割り易い

・添加物が先発品と同一
・カラテ錠の為、半錠に割り易い

43

トラゾドン塩酸塩錠 ①デジレル錠25
25mg「アメル」
②レスリン錠25

トラゾドン塩酸塩

2.5mg1錠

トラニラストカプセ
ル100mg「CH」

リザベンカプセル
100mg

トラニラスト

100mg・1カプセル

長生堂製薬株式会
社 （販売元：日本 トラニラストカプセ
ジェネリック株式会 ル100mg「CH」
社）

リザベンカプセル
100mg

44 共和薬品工業㈱

日本ジェネリック㈱

①先発品とほぼ同じ色・サイズにしています。
7.50 円／①16.80 ②錠剤本体に識別コードを表示しています。
円
③錠剤に含量を表示しています。
②16.50円
④ピッチコントロールしたPTPシートで成分名と含量
を読みやすく表示しています。

7.70／47.00

・カプセルを小型化
【添付】トラニラストカプセル100mg「CH」
品との比較表(案)

標準医薬 ・カプセルを小型化

45
トラニラスト

100mg・1カプセル

7.70

／

・先発品とほぼ同じ色・サイズにしています。
・錠剤本体に識別コードを表示しています。
・錠剤に含量を表示しています。
・ピッチコントロールしたPTPシートで成分名と含量を
読みやすく表示しています。

・ カプセルを小型化
47.00 【添付】 トラニラストカプセル100mg「CH」 標準医薬
品との比較表（案）

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

後発品の品名

トリアゾラム錠
日本ジェネリック㈱
0.25mg「CH」

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）

5.80／13.80

・錠剤を小型化（0.25mg錠のみ）
【添付】トリアゾラム錠0.25mg「CH」 標準医薬品と
の比較表（案）
・服薬指導時にカプセルが見える透明PTPシート採用
・PTPシート裏面へ薬効「睡眠導入剤」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

ハルシオン0.25mg
トリアゾラム
錠

0.25mg・1錠 [その
他販売規格：
0.125mg

5.80／13.80

・ 錠剤を小型化（0.25mg錠のみ）
【添付】 トリアゾラム錠0.25mg「CH」 標準医 薬品
との比較表（案）
・ 服薬指導時に錠剤が見える透明PTPシート採用
・ PTPシート裏面へ薬効「睡眠導入剤」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」等を分かりやすく表示

ハルシオン0.25mg
トリアゾラム
錠

0.25mg・1錠 [そ
の他販売規格：
0.125mg]

5.80／13.80

先発品の品名

成分名

ハルシオン0.25mg
トリアゾラム
錠

規格

0.25mg・1錠 [そ
の他販売規格：
0.125mg]

46
長生堂製薬株式会
社 （販売元：日本 トリアゾラム錠
ジェネリック株式会 0.25mg「CH」
社）

サンノーバ

47 大原薬品工業㈱

48 大原薬品工業㈱

トリアゾラム錠
0.25mg「ＥＭＥＣ」

イルベサルタン錠
50mg・100mg・
200mg「オーハラ」

バラシクロビル錠
500mg「オーハラ」

アバプロ錠50mg・
50mg 1錠 ・
100mg・200mg ／ 日局イルベサルタ
100mg 1錠 ・
イルベタン錠50mg・ ン
200mg 1錠
100mg・200mg

バルトレックス錠
500

日局バラシクロビ
ル塩酸塩

500mg 1錠

【50mg錠】29.50 円
／
アバプロ：59.10 円
イルベタン：58.80 円
【100mg錠】 56.20 ／
アバプロ：112.70
円、イルベタン：
111.90 円
【200mg錠】 84.30円
／ アバプロ：173.20
円、イルベタン：
170.80 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）
・錠剤を小型化（0.25mg錠のみ）
・服薬指導時にカプセルが見える透明PTPシート採
用
・PTPシート裏面へ薬効「睡眠導入剤」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

・ 錠剤を小型化（0.25mg錠のみ）
・ 服薬指導時に錠剤が見える透明PTPシート採用
・ PTPシート裏面へ薬効「睡眠導入剤」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」等を分かりやすく表示

・口腔内崩壊錠に近い

●独自の処方設計
独自の安定化処方により、苛酷な条件下でも品質を
担保
●「情報品質」への取り組み
・独自の安定化処方により、苛酷な条件下でも品質
・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
を担保
・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）

●小包装あり
適正な在庫管理のための小包装（5錠シート）を用意
●「情報品質」への取り組み
219.40円／405.60 ・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
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）

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

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
（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）

全星薬品工業㈱

ニフェランタンCR錠 アダラートCR錠
20
20mg

ニフェジピン

20mg1錠

13.50/29.70

東和薬品㈱

ニフェジピンCR錠
10mg「トーワ」

アダラートCR錠
10mg

ニフェジピン

10mg1錠

8.70／17.30

東和薬品独自の特許技術により開発した長時間持
続型ニフエジピン有核錠。

・東和薬品独自の特許技術により開発した長時間持
続型ニフエジピン有核錠。

東和薬品㈱

ニフェジピンCR錠
20mg「トーワ」

アダラートCR錠
20mg

ニフェジピン

20mg1錠

13.50／29.70

東和薬品独自の特許技術により開発した長時間持
続型ニフエジピン有核錠。

・東和薬品独自の特許技術により開発した長時間持
続型ニフエジピン有核錠。

東和薬品㈱

ニフェジピンCR錠
40mg「トーワ」

アダラートCR錠
40mg

ニフェジピン

40mg1錠

28.60／55.80

東和薬品独自の特許技術により開発した長時間持
続型ニフエジピン有核錠。

・東和薬品独自の特許技術により開発した長時間持
続型ニフエジピン有核錠。

11.40／29.60

・錠剤を小型化（20mg錠のみ）
【添付】バルサルタン錠20mg「JG」 標準医薬品との
比較表（案）
・錠剤表記(刻印) 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)
・POPシート両面へ薬効「高血圧症治療薬」記載
・個装箱は「切り取りタグ」付
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バルサルタン錠
日本ジェネリック㈱
20mg「JG」

ディオバン錠20mg バルサルタン

50

大原薬品工業㈱

バルサルタン錠
ディオバン錠20mg・
20mg・40mg・80mg・
バルサルタン
40mg・80mg・160mg
160mg「オーハラ」

20mg・1錠 [その
他販売規格：
40mg、80mg、
160mg]

【20mg錠】
11.40円／29.60 円
【40mg錠】
27.00 円／53.50
20mg 1錠 ・ 40mg
円
1錠 ・ 80mg 1錠
【80mg錠】
・ 160mg 1錠
50.90 円／99.60
円
【160mg錠】
63.80 円／194.10
円

●降圧作用検討文献あり
「ディオバン錠80mgおよびバルサルタン錠80mg「オー
ハラ」の高血圧自然発症ラット（SHR）および腎性高血
圧（2K 1C）ラットにおける降圧作用の検討」を別途提
出いたします
・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
●「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）

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

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）

バルサルタン・アム 〔バルサルタン
エックスフォージ配
ロジピンベシル酸 80mg・アムロジピン
合錠
塩
5mg〕・1錠

43.70／105.50

バルサルタン・アム 〔バルサルタン
アムバロ配合錠「タ エックスフォージ配
ロジピンベシル酸 80mg・アムロジピン
ナベ」
合錠
塩
5mg〕・1錠

43.70／105.50

アムバロ配合錠
日本ジェネリック㈱
「JG」

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）

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・PTPシートへ1錠中の成分および含量を明確に表示
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・PTPシート裏面へ薬効「高血圧症治療薬」記載
・個装箱は「切り取りタグ」付(バラ包装除く)

51

ニプロＥＳファーマ

バルヒディオ配合
52 日本ジェネリック㈱
錠EX「JG」

［バルサルタン
80mg・ヒドロクロロ
バルサルタン・ヒド チアジド12.5mg］・１
コディオ配合錠EＸ
ロクロロチアジド
錠［その他販売規
格：80mg＋
6.25mg(MD)］

パロキセチン錠
10mg｢アメル｣

パキシル錠10mg

パロキセチン塩酸
10mg 1錠
塩水和物

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ パロキセチン錠
ルマ
10mg｢明治｣

パキシル錠10mg

パロキセチン塩酸
10mg 1錠
塩水和物

共和薬品工業㈱
53

54 日本ジェネリック㈱

ビカルタミド錠80mg カソデックス錠
「JG」
80mg

ビカルタミド

80mg・1錠

53.90/107.70

・販売チャネルが多く安定入手できる

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・PTPシートへ1錠中の成分および含量を明確に表示 ・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・ＰＴＰシート裏面へ薬効「高血圧症治療薬」記載
・個装箱は「切り取りタグ」付

①錠剤本体の有効成分の「パロキセチン」、含量、屋
号の「アメル」を印刷表示しています。
②ウィークリーシートは、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販売名、含量を表示し
ています。また、1日1回投与のため、縦スリットにして
37.90 円／92.30 います（7日分×２）。
円
③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。また、フラッグ部には「販売名」等を表示
し、保管時の利便性を向上させています。
④バラ包装は、成分名・含量・バーコードの記載され
た容器のラベルの一部を切り取って、ボトルキャップ
や調剤棚に貼付できます。
・販売チャネルが多く安定入手できる

37.90円／92.30 円

427.50／813.20

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

55 日東メディック㈱

後発品の品名

先発品の品名

酢酸プレドニゾロン プレドニン眼軟膏
酢酸エステル
0.25%

成分名

規格

日局 プレドニゾロ
2.5mg／g
ン酢酸エステル

薬価
（後発品/先発品）

49.00円/ g／
8.70円/mL

ピタバスタチンCa・
リバロOD錠1mg
OD錠1mg「JG」

ピタバスタチンカル
シウム水和物

1mg 1錠
[そ
の他販売規格：
2mg、4mg]

24.40／58.70

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ ピタバスタチンCa・
リバロOD錠1mg
ルマ
OD錠1mg「明治」

ピタバスタチンカル
シウム水和物

1mg 1錠
[そ
の他販売規格：
2mg、4mg]

24.40／58.70

日本ジェネリック㈱
56

ファムシクロビル錠
57 日本ジェネリック㈱
ファムビル錠250mg ファムシクロビル
250mg「JG」

250mg･1錠

209.70／489.90

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）

・防腐剤無添加
・基剤にはゲル化炭化水素を使用。四季を通じて硬
さの変化が少ない。

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）
・防腐剤無添加
・基剤にはゲル化炭化水素を使用。四季を通じて硬
さの変化が少ない。

・錠剤を小型化（1mg錠のみ）
【添付】ピタバスタチンCa・OD錠1mg「JG」 標準医薬
品との比較表（案）
・メントール風味の製剤
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・PTPシート裏面へ薬効「高コレステロール血症治療
薬」記載
・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

・販売チャネルが多く安定入手できる。

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品名」 ・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
「含量」等をわかりやすく表示
・個装箱は「切り取りタグ」付

寿製薬㈱

フェノフィブラートカ リピディル・トライコ
フェノフィブラート
プセル67mg｢KTB｣ ア錠53.3mg

67mg1ｶﾌﾟｾﾙ(先発
53.3mg1錠)

16.70/28.40

・カプセル錠としては1社のみの販売
・原薬・製剤共に日本の寿製薬で製造

寿製薬㈱

フェノフィブラートカ
リピディル・トライコ
プセル100mg｢
フェノフィブラート
ア錠80mg
KTB｣

100mg1ｶﾌﾟｾﾙ(先
発80mg1錠)

12.70/37.00

・カプセル錠としては1社のみの販売
・原薬・製剤共に日本の寿製薬で製造
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その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

後発品の品名

先発品の品名

プラミペキソール塩 ビ・シフロール錠
日本ジェネリック㈱
酸塩錠0.5mg「JG」 0.5mg

成分名

規格

0.5mg･1錠 [その
プラミペキソール塩
他販売規格：
酸塩水和物
0.125mg]

59

共和薬品工業㈱

プラミペキソール塩
ビ・シフロール錠
酸塩錠0.5mg「アメ
0.5mg
ル」

プラミペキソール塩
0.5mg1錠
酸塩水和物

薬価
（後発品/先発品）

83.10／155.40

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）

・錠剤を小型化（0.5mg錠のみ）
【添付】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「JG」 標準
医薬品との比較表（案）
・分割しやすい両面凹型の錠剤(PTPシートのまま、
・錠剤を小型化（0.5mg錠のみ）
硬い麺に置いて上から指で押すことでアルミを破らず
に分割可能）
・遮光PTPシート採用
・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)

①赤色透明PTPシートで、調剤時の監査がしやすく
なっています。
②ピッチコントロールしたPTPシートに、販売名、含
68.60 円／155.40 量、GS1コードを表示しており、１錠ずつ切り離して
円
も、販売名と含量がわかります。
③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。また、フラップ部には「販売名」等を表示
し、保管時の利便性を向上させています。

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

後発品の品名

先発品の品名

プラミペキソール塩
酸塩LA錠
ミラペックスLA錠
日本ジェネリック㈱
0.375mg5mgMI
0.375mg
「JG」

60 大原薬品工業㈱

共和薬品工業㈱

61 日本ジェネリック㈱

プラミペキソール塩
ミラペックスLA錠
酸塩LA錠0.375mg・
0.375mg・1.5mg
1.5mgMI「オーハラ」

プラミペキソール塩
ミラペックスLA錠
酸塩LA錠1.5mgMI
1.5mg
「アメル」

フルニトラゼパム
錠2mg「ＪＰ」

成分名

規格

0.375mg 1錠
プラミペキソール塩
[その他販売規格：
酸塩水和物
1.5mg]

薬価
（後発品/先発品）

64.80／155.50

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）

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・遮光PTPシート採用
・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止のためのオ ・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
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

プラミペキソール塩 0.375mg 1錠 ・
酸塩水和物
1.5mg 1錠

●独自処方
遮光剤入り基剤でフィルムコーティング
【0.375mg錠】
●「情報品質」への取り組み
52.80円／155.50円
・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
【1.5mg錠】
・ピッチコントロールしたPTPシートを採用
185.90円／533.70
・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）

プラミペキソール塩
1.5mg1錠
酸塩水和物

①錠剤の両面に「プラミペキソールLA」、「含量」、「M
ｌ」、「アメル」を印刷表示しています。
②ピッチコントロールを採用し、PTP１錠単位で成分、
185.90円／533.70
①錠剤の両面に「プラミペキソールLA」、「含量」、「M
含量、屋号を表記しています。
円
ｌ」、「アメル」を印刷表示しています。
③コンパクトなPTP包装を採用しています。
④他含量規格表示を外箱に採用しております。
⑤PTPの箱に切り取りラベルを採用しております。

サイレース錠2mg、
フルニトラゼパム
ロヒプノール錠2

・錠剤を小型化（2mg錠のみ）
【添付】フルニトラゼパム錠2mg「ＪＰ」標準医薬品との
5.80／
比較表（案）
2mg･1錠 [その
(サイレース)20.00 ・PTPシート、個装箱へ規格取り違え防止のためのオ
他販売規格：1mg]
(ロヒプノール)19.60 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)

・錠剤の両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷

・錠剤を小型化（2mg錠のみ）
・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)

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

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）

フルボキサミンマレ ①デプロメール錠
フルボキサミンマレ
イン塩酸錠25mg
25 ②ルボックス錠
2.5mg1錠
イン酸塩
「アメル」
25

14.40円／
①32.50円
②32.70円

フルボキサミンマレ ①デプロメール錠
フルボキサミンマレ
エルメッドエーザイ イン酸塩錠25mg「Ｅ 25 ②ルボックス錠
2.5mg1錠
イン酸塩
ＭＥＣ」
25

18.50円／
①32.50円
②32.70円

共和薬品工業㈱
62

63 日本ジェネリック㈱

フロセミド錠20mg
「JG」

ラシックス錠20mg

フロセミド

20mg 1錠
[そ
の他販売規格：
40mg]

6.00／9.60

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）

①識別コードとして共和薬品をあらわす「KW」、フル
ボキサミンをあらわす「F」を印刷しています。
②光安定性（遮光）及び苦味マスキング効果のある
フィルムコーティング錠です。
③PTPの材質として、防湿ポリプロピレンを使用して
いますので、防湿効果に優れています。
④ピッチコントロールしたPTPシートに販売名、含量、
GS1コードを表示しており、１錠ずつ切り離しても、販
売名と含量がわかります。
⑤バラボトルに切り取りラベルを採用しております。
（販売名とバーコードが記載された容器ラベルの一部
を切り取って、ボトルキャップや調剤棚に貼付できま
す。
➅PTP100錠包装は、パッケージに切り取りラベルを
採用し、一緒に保管することで、箱から出したPTP
シートの管理を容易にします。
⑦PTP100錠包装は、開封すると「開封済」の文字が
あらわれるパッケージデザインを採用し、開封済みか
どうかが一目で確認できます。
⑧PTP100錠包装は、開封口と反対面に解体に便利
なミシン目をいれました。

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
（先発品より優れているおすすめポイント）

・識別コードとして共和薬品をあらわす「KW」、フルボ
キサミンをあらわす「F」を印刷しています。
・光安定性（遮光）及び苦味マスキング効果のある
フィルムコーティング錠です。
・PTPの材質として、防湿ポリプロピレンを使用してい
ますので、防湿効果に優れています。

・販売チャネルが多く安定入手できる

・光安定化を目的としたフィルムコーティング錠(20mg
錠のみ)
【添付】フロセミド錠20mg「JG」」
光安定性試験
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字(20mg錠のみ)
・PTPシート裏面へ薬効「利尿降圧剤」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
・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)

・光安定化を目的としたフィルムコーティング錠(20mg
錠のみ)
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字(20mg錠のみ)
・PTPシート裏面へ薬効「利尿降圧剤」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
・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)

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

後発品の品名

先発品の品名

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）

4mg1錠

トラクリア錠62.5mg ボセンタン水和物

62.5mg・1錠

2045.40／4495.00

・小包装あり
［包装規格：PTP20錠(10錠×2)］

トラクリア錠62.5mg ボセンタン水和物

62.5mg・1錠

2,045.40／4,495.00

・ 小包装あり
［包装規格：PTP20錠（10錠×2）］

ルーラン錠4mg

ボセンタン錠
62.5mg「JG」

長生堂製薬株式会
社 （販売元：日本 ボセンタン錠
ジェネリック株式会 62.5mg「JG」
社）

日本ジェネリック㈱

規格

①錠剤本体に識別コードとして、有効成分の略語
10.10 円／17.80 「PEE」ｔｐ含量を表示しています。
円
②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。

ペロスピロン塩酸
塩錠4mg「アメル」

64 共和薬品工業㈱

成分名

ペロスピロン塩酸
塩水和物

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）

65

日本ジェネリック㈱

ポラプレジンクOD
錠75mg「JG」

プロマックD錠75

ポラプレジンク

75mg･1錠

19.50／32.00

66

長生堂製薬株式会
社 （販売元：日本 ポラプレジンクOD
ジェネリック株式会 錠75mg「JG」
社）

プロマックD錠75

ポラプレジンク

75mg・1錠

19.50／32.00

・甘みのある製剤
(香料を使用しないことによりメントールの風味が苦手
な患者様にも服用しやすい)
・錠剤表記(刻印) 表面：識別コード 裏面：含量
・PTPシート裏面へ薬効「胃潰瘍治療剤」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
・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)
・ 甘みのある製剤
（香料を使用しないことによりメントールの風味が苦
手な患者さまにも服用しやすい）
・ 錠剤表記（刻印） 表面：識別コード 裏面：含量
・ PTPシート裏面へ薬効「胃潰瘍治療剤」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」等を分かりやすく表示
・ PTPシート、個装箱へ剤形を示すピクトマークを表
示
・ 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）

・甘みのある製剤(香料を使用しないことによりメン
トールの風味が苦手な患者様にも服用しやすい)
・錠剤表記(刻印) 表面：識別コード 裏面：含量
・PTPシート裏面へ薬効「胃潰瘍治療剤」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
・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)

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

共和薬品工業㈱

後発品の品名

ボリコナゾール錠
200mg「アメル」

先発品の品名

ブイフェンド錠
200mg

成分名

ボリコナゾール

規格

200mg１錠

薬価
（後発品/先発品）

1481.80円／
3505.00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）

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）

①錠200mgは、特許出願技術を用いて小型し、両面
割線を付与した製剤です。
②錠剤の片片に、「ボリコナゾール 含量 アメル 」
を印刷表示しています。
③PTPの箱に再封仕様及び廃棄用のミシン目を採用 ②錠剤の片片に、「ボリコナゾール 含量 アメル」を
し、切り取りラベルと他含量表示を採用しています。 印刷表示しています。
④ピッチコントロールにより、PTP１錠単位で成分、含
量、屋号を表記しています。
⑤抗菌をイメージした表記にをPTPへ追加しておりま
す。
※新剤形規格として錠100mgを開発しております。

67

日本ジェネリック㈱

㈱三和化学研究所

ボリコナゾール錠
200mg「JG」

ブイフェンド錠
200mg

アーガメイト89.29%
カリメート散
顆粒5.6g

ボリコナゾール

200mg・1錠 [そ
の他販売規格：
50mg、100mg]

ポリスチレンスルホ
89.29%1g
ン酸カルシウム

・錠剤を小型化（200mg錠のみ）
【添付】ボリコナゾール錠200mg「JG」 標準医薬品
との比較表（案）
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・両面1/2割線あり(100mgは片面、50mg錠はなし)
・錠剤を小型化（200mg錠のみ）
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品名」
1481.80／3505.00
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
「含量」等をわかりやすく表示
・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)
・100mg錠は後発医薬品のみ含量規格

89.29%1g 14.00円
／
1g 15.20円
(1包5.6g 78.40円
／
(1包5g 76.00円)

１．服用時に懸濁の必要がなく、少量の水でも拭くよ
うしやすくなっています。
２．顆粒の表面を滑らかな粒子状に加工して原薬の
もつザラザラ感・灼熱感を軽減しました。

・服用時に懸濁の必要がなく、少量の水でも拭くよう
しやすくなっています。
・顆粒の表面を滑らかな粒子状に加工して原薬のも
つザラザラ感・灼熱感を軽減しました。

.20%25g 87.90円／
1g 15.20円
(1包5g 76.00円)
(1包5.6g 78.40円
／
(1包5g 76.00円)

１．初めてのポリスチレンスルホン酸カルシウムのゼ
リー剤です。
２．ポリスチレンスルホン酸カルシウム散剤の服用時
のザラザラ感をゼリー剤にすることにより抑えていま
す。
３．服用時に水を必要とせず、水分制限をしている腎
不全患者に、より適しています。
４．服薬今プライアンスの改善をめざした高カリウム
血症改善剤です。

・初めてのポリスチレンスルホン酸カルシウムのゼ
リー剤です。
・ポリスチレンスルホン酸カルシウム散剤の服用時の
ザラザラ感をゼリー剤にすることにより抑えていま
す。
・服用時に水を必要とせず、水分制限をしている腎不
全患者に、より適しています。
・服薬今プライアンスの改善をめざした高カリウム血
症改善剤です。
・フレーバーがあり服用しやすい

68

㈱三和化学研究所

アーガメイト20%ゼ
カリメート散
リー25g

ポリスチレンスルホ
20%25g1個
ン酸カルシウム

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

後発品の品名

先発品の品名

成分名

規格

ユーゼル錠25mg
ホリナートカルシウ
／ ロイコボリン錠
25mg 1錠
ム
25mg

69 大原薬品工業㈱

ホリナート錠25mg
「オーハラ」

70 共和薬品工業㈱

ミルナシプラン塩酸
トレドミン錠25mg
塩錠25mg「アメル」

ミルナシプラン塩酸
25mg1錠
塩

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）

●独自の処方設計
光及び湿度に安定なフィルムコーティング錠
「ホリナート錠25mg「オーハラ」の製剤設計」を別途提
出いたします
925.60 円 ／ ●小包装あり
ユーゼル：2264.90
適正な在庫管理のための小包装（21錠シート）を用意
円
ロイコボリン：2229.80 ●「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
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）

18.50 円／30.10 初期容量(12.5mg)に対応するため割線を追加してい ・初期容量(12.5mg)に対応するため割線を追加して
円
ます。
います。

71 日本ジェネリック㈱

メコバラミン錠250
μg「JG」

メチコバール錠250
メコバラミン
μg：後発医薬品

0.25mg 1錠
[その他販売規格：
0.5mg]

5.60／12.00

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・含量規格によって錠剤色調を変えることで識別性向
上 250μg：ごくうすい赤色 500μg:白色
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品名」
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
「含量」等をわかりやすく表示
・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（バラ包装は除く)

72 小林化工㈱

メサラジン腸溶錠
400ｍｇ「KN」

アサコール錠400ｍ
メサラジン
ｇ

400ｍｇ 1錠

44.60/76.20

両面刻印刷（表面「KN」裏面「400」）

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

73 日本ジェネリック㈱

74 日本ジェネリック㈱

小林化工㈱

75

後発品の品名

先発品の品名

メサラジン錠250ｍ
ペンタサ錠250mg
ｇ「JG」

成分名

メサラジン

規格

250mg・1錠
[そ
の他販売規格：
500mg]

500mg 1錠
メトホルミン塩酸塩
メトグルコ錠500mg メトホルミン塩酸塩 [その他販売規格：
錠500mgMT「JG」
250mg]

モンテルカスト錠10 シングレア錠10ｍｇ モンテルカストナト
10ｍｇ 1錠
ｍｇ「KN」
キプレス錠10ｍｇ リウム

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）

25.00／46.10

・光安定化を目的としたフィルムコーティング錠
【添付】メサラジン錠250ｍｇ「JG」
無包装状態での安定性試験
・コンプライアンス向上に配慮した錠剤色
(白色～淡黄白色)
・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)

9.90／16.70

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
(250mgは裏面のみ、表面は識別コード）
・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)

81.40/
シングレア錠
・視認性向上を目的とした両面印刷錠
203.50、キプレス錠 ・調剤に便利なバラ包装（100錠）あり
203.50

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)

・視認性向上を目的とした両面印刷錠

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・PTPシートは裏面へ薬効「気管支喘息・アレルギー
鼻炎治療薬」記載
81.40／
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品名」
モンテルカスト錠10 シングレア錠10ｍｇ モンテルカストナト 10mg･1錠 [その
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
日本ジェネリック㈱
(シングレア)203.50 「含量」「薬効」等をわかりやすく表示
ｍｇ「JG」
キプレス錠10ｍｇ リウム
他販売規格：5mg]
(キプレス)203.50 ・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

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

後発品の品名

先発品の品名

成分名

規格

シングレアチュブル
モンテルカストチュ 錠5ｍｇ、キプレス モンテルカストナト
76 日本ジェネリック㈱
5mg・1錠
アブル錠5ｍｇ「JG」 チュアブル錠5mg リウム
キプレス錠10ｍｇ

77 ㈱三和化学研究所

ラグノスゼリー分包 モニラックシロップ
ラクツロース
16.05g
65%

40.496%1g

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）

・イチゴ風味の製剤
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
76.30／
・イチゴ風味の製剤
・PTPシートは裏面へ薬効「気管支喘息治療薬」記載
(シングレア)190.90
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・PTPシートはピッチコントロール印刷により「製品名」
(キプレス)190.70
「含量」「薬効」等をわかりやすく表示
・個装箱は「切り取りタグ」付

40.496%1g 3.30円
／65%1ml 6.40円
(1包16.05g 49.70
円／(1包10ml
64.00円)

・ゼリー化することによりラクツロース特有の甘味が
抑えられています。
・柔らかく付着しにくいゼリーのため口の中のベタツ
キが少なく飲みやすい製剤です。
・スティックタイプで携帯に優れ計量せずに服用でき
ます。

・ゼリー化することによりラクツロース特有の甘味が
抑えられています。
・柔らかく付着しにくいゼリーのため口の中のベタツ
キが少なく飲みやすい製剤です。
・スティックタイプで携帯に優れ計量せずに服用でき
ます。
・分包品なので調剤時・配薬時に便利

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

東和薬品㈱

後発品の品名

成分名

ランソプラゾール
タケプロンOD錠15 ランソプラゾール
OD錠15mg「トーワ」

78 日本ジェネリック㈱ ランソプラゾール
OD錠15mg「JG」

東和薬品㈱

先発品の品名

タケプロンOD錠15 ランソプラゾール

ランソプラゾール
タケプロンOD錠30 ランソプラゾール
OD錠30mg「トーワ」

規格

15mg1錠

15mg・1錠 [その
他販売規格：30mg]

30mg1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）

31.50／80.60

東和薬品独自のOD錠製造技術であるRACTAB技術
に、腸溶性機能を組み入れた製剤で、OD錠に要求さ
れる速崩壊性と、耐湿性(錠剤硬度維持)を両立した
製剤。
ランソプラゾールOD錠製剤の中で唯一バラ包装のあ
る製品として2009年5月に発売開始。
清涼感のある甘味。
◇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。
オレンジ色の腸溶性顆粒を含むため難易度が高く、
検査機の設定を研究し工夫することによりランソプラ
ゾールOD錠製剤で製品名印刷を初めて実現。

31.50／80.60

55.60／140.30

・ココア風味の製剤
・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)

東和薬品独自のOD錠製造技術であるRACTAB技術
に、腸溶性機能を組み入れた製剤で、OD錠に要求さ
れる速崩壊性と、耐湿性(錠剤硬度維持)を両立した
製剤。
ランソプラゾールOD錠製剤の中で唯一バラ包装のあ
る製品として2009年5月に発売開始。
清涼感のある甘味。
◇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。
オレンジ色の腸溶性顆粒を含むため難易度が高く、
検査機の設定を研究し工夫することによりランソプラ
ゾールOD錠製剤で製品名印刷を初めて実現。

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）
・東和薬品独自のOD錠製造技術であるRACTAB技
術に、腸溶性機能を組み入れた製剤で、OD錠に要
求される速崩壊性と、耐湿性(錠剤硬度維持)を両立
した製剤。
・ランソプラゾールOD錠製剤の中で唯一バラ包装の
ある製品として2009年5月に発売開始。
・清涼感のある甘味。
・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。
・オレンジ色の腸溶性顆粒を含むため難易度が高く、
検査機の設定を研究し工夫することによりランソプラ
ゾールOD錠製剤で製品名印刷を初めて実現。

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

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
（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）

79 共和薬品工業㈱

リザトリプタンOD錠 マクサルトRＰＤ錠 リザトリプタン安息
10mg1錠
10mg「アメル」
10mg
香酸塩

①ペパーミント風味の製剤です。
②刻印を採用し、表面に一般名の略号である「ＲＺＴ」
と含量、裏面にはＯＤ、アメルを表記しています。
③持ち歩きやすいプリスターシートを採用していま
す。
・ペパーミント風味の製剤です。
382.20円／945.10
④１錠単位で分割が可能な包装です。
・持ち歩きやすいプリスターシートを採用しています。
円
⑤ピッチコントロールしたPTPで、１錠単位で成分名、 ・コンパクトな個装箱です。
含量を表記しています。
⑥GS1コードをシートの上下２か所に配置していま
す。
⑦コンパクトな個装箱です。

80 共和薬品工業㈱

リスペリドンOD錠
1mg「アメル」

・甘味剤の味質特性（甘みの後味が長く残る）を生か
10.10 円／28.70 甘味剤の味質特性（甘みの後味が長く残る）を生かし
した苦味マスキングを施しています。
円
た苦味マスキングを施しています。

大原薬品工業㈱

81

リスパダールOD錠
リスペリドン
1mg

1mg1錠

【25mg錠】
25.70 円／66.10
円
ロサルタンK錠
【50mg錠】
ニューロタン錠
25mg 1錠 ・ 50mg
25mg・50mg・100mg
ロサルタンカリウム
64.40 円／125.10
25mg・50mg・100mg
1錠 ・ 100mg 1錠
「オーハラ」
円
【100mg錠】
74.80 円／188.50
円

ロサルタンK錠
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファ
ニューロタン錠
25mg 1錠 ・ 50mg
25mg・50mg・100mg
ロサルタンカリウム
ルマ
25mg・50mg・100mg
1錠 ・ 100mg 1錠
「明治」

【25mg錠】
25.70円／66.10
円
【50mg錠】
50.20円／125.10
円
【100mg錠】
97.00円／188.50

●降圧作用検討文献あり
「ロサルタンカリウム錠OHK6882/EPH0006の高血圧
自然発症ラットおよび腎血管性高血圧ラットにおける
降圧作用の検討」を別途提出いたします
●「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
・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）

・販売チャネルが多く安定入手できる。
・MRよりの情報が期待できる。

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

82 日本ジェネリック㈱

共和薬品工業㈱

後発品の品名

ロサルヒド配合錠
HD「JG」

ロスバスタチン錠
2.5mg「アメル」

先発品の品名

成分名

ロサルタンカリウ
プレミネント配合錠
ム・ヒドロクロロチ
HD
アジド

クレストール錠
2.5mg

規格

〔ロサルタンカリウ
ム100mg・ヒドロク
ロロチアジド
12.5mg〕・1錠〔その
他販売規格：50mg
＋12.5mg(LD)〕

ロスバスタチンカル
2.5mg1錠
シウム

薬価
（後発品/先発品）

74.90／192.20

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）

・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
(HDのみ、LDは識別コード片面印字)
・PTPシートへ1錠中の成分および含量を明確に表示
・PTPシート両面へ薬効「高血圧症治療薬」記載
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・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
・個装箱は「切り取りタグ」付

①識別性に配慮し、「ロスバ」、含量、「アメル」を錠剤
の両面に印刷表示しています。
②ピッチコントロール表示により、PTP1錠単位で成分
名、含量、屋号を表記しています。GS1コードは上下2
か所に表記しています。
・識別性に配慮し、「ロスバ」、含量、「アメル」を錠剤
25.20 円／63.10
③PTPへ含量を大きく見やすく表記しています。
の両面に印刷表示しています。
円
④バラボトルは剥離ラベル仕様です。
⑤個装箱は可変情報対応GS1コードを採用していま
す。
⑥個装箱は再封可能仕様、解体用ミシン目入り、
PTP用は切り取りラベル付です。

83

日本ジェネリック㈱

5ｍｇ/ 1錠 [その
ロスバスタチン錠5 クレストール錠5ｍ ロスバスタチンカル
他販売規格：
ｍｇ「JG」
ｇ
シウム
2.5mg]

48.40/121.30

第一三共エスファ

5ｍｇ/ 1錠 [その
ロスバスタチン錠5 クレストール錠5ｍ ロスバスタチンカル
他販売規格：
ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ｇ
シウム
2.5mg]

60.70/121.30

・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)
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・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ることで天面からも製品名の確
認が可能）

・オーソライズド・ジェネリック

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

84

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
（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
・調剤に便利なバラ包装（100錠）あり
・ほのかな甘み（香料無添加）のOD錠
・調剤に便利な割線入りのOD錠

小林化工㈱

ロスバスタチンOD クレストールOD錠 ロスバスタチンカル
2.5ｍｇ 1錠
錠2.5ｍｇ「KN」
2.5ｍｇ
シウム

大原薬品工業㈱

●味
さわやかな風味（ｌ-メントール配合）
【2.5mg錠】
●「情報品質」への取り組み
25.20 円／63.10 ・2.5mg錠は表面に「一般名」、裏面に「1錠中の含量」
ロスバスタチンOD
・2.5mg錠は表面に「一般名」、裏面に「1錠中の含量」
クレストールOD錠 ロスバスタチンカル 2.5mg 1錠 ・ 5mg
円
と「屋号」「OD」を印刷
錠2.5mg・5mg「オー
と「屋号」「OD」を印刷
2.5mg・5mg
シウム
1錠
【5mg錠】
・5mg錠は両面に「製品名」「1錠中の含量」を印刷
ハラ」
48.40 円／121.30 ・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）

5ｍｇ/ 1錠 [その
ロスバスタチンOD クレストールOD錠5 ロスバスタチンカル
日本ジェネリック㈱
他販売規格：
錠5ｍｇ「JG」
ｍｇ
シウム
2.5mg]

25.20/63.10

48.40/121.30

・光安定化を目的としたフィルムコーティング錠
【添付】ロスバスタチンOD錠5ｍｇ「JG」
無包装状態での安定性試験
・錠剤を小型化（25mg錠のみ）
【添付】ロスバスタチンOD錠5ｍｇ「JG」
標準医薬
・錠剤を小型化（25mg錠のみ）
品との比較表（案）
・錠剤両面に製品名をカタカナ印字
・メントール風味の製剤
・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

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

共和薬品工業㈱

共和薬品工業㈱

後発品の品名

先発品の品名

ロピニロールOD錠 レキップ錠1mg(剤
1mg「アメル」
形違い)

ロピニロールOD錠 レキップ錠2mg(剤
2mg「アメル」
形違い)

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
（先発品より優れているおすすめポイント）

ロピニロール塩酸
1mg1錠
塩

①新剤形のOD錠として開発しております。
②パーキンソン病患者でも取扱いしやすいようにつま
み易く、飲みやすい大きさの8mmとしております。
③識別性向上のため、「ロピニ」「含量」「アメル」の組
み合わせで両面刻印を行っています。
82.20 円／202.20
④味はスクラロースとグレープフルーツ香料によりと
円
官能的マスキングを行っております。
⑤PTPの箱に再封仕様及び廃棄用ミシン目を採用し
ております。
⑥ピッチコントロールにより、PTP1錠単位で成分、含
量、屋号を表記しています。

ロピニロール塩酸
1mg2錠
塩

①新剤形のOD錠として開発しております。
②パーキンソン病患者でも取扱いしやすいようにつま
み易く、飲みやすい大きさの8mmとしております。
③識別性向上のため、「ロピニ」「含量」「アメル」の組
み合わせで両面刻印を行っています。
82.20 円／202.21
④味はスクラロースとグレープフルーツ香料によりと
円
官能的マスキングを行っております。
⑤PTPの箱に再封仕様及び廃棄用ミシン目を採用し
ております。
⑥ピッチコントロールにより、PTP2錠単位で成分、含
量、屋号を表記しています。

ロピニロール塩酸
1mg3錠
塩

①新剤形のOD錠として開発しております。
②パーキンソン病患者でも取扱いしやすいようにつま
み易く、飲みやすい大きさの8mmとしております。
③識別性向上のため、「ロピニ」「含量」「アメル」の組
み合わせで両面刻印を行っています。
82.20 円／202.22
④味はスクラロースとグレープフルーツ香料によりと
円
官能的マスキングを行っております。
⑤PTPの箱に再封仕様及び廃棄用ミシン目を採用し
ております。
⑥ピッチコントロールにより、PTP3錠単位で成分、含
量、屋号を表記しています。

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）

・新剤形のOD錠として開発しております。
・パーキンソン病患者でも取扱いしやすいようにつま
み易く、飲みやすい大きさの8mmとしております。
・識別性向上のため、「ロピニ」「含量」「アメル」の組
み合わせで両面刻印を行っています。
・味はスクラロースとグレープフルーツ香料によりと官
能的マスキングを行っております。

・新剤形のOD錠として開発しております。
・パーキンソン病患者でも取扱いしやすいようにつま
み易く、飲みやすい大きさの9mmとしております。
・識別性向上のため、「ロピニ」「含量」「アメル」の組
み合わせで両面刻印を行っています。
・味はスクラロースとグレープフルーツ香料によりと官
能的マスキングを行っております。

85

共和薬品工業㈱

ロピニロールOD錠 レキップ錠3mg(剤
3mg「アメル」
形違い)

・新剤形のOD錠として開発しております。
・パーキンソン病患者でも取扱いしやすいようにつま
み易く、飲みやすい大きさの10mmとしております。
・識別性向上のため、「ロピニ」「含量」「アメル」の組
み合わせで両面刻印を行っています。
・味はスクラロースとグレープフルーツ香料によりと官
能的マスキングを行っております。

85

その他後発メーカー等推奨品目（内服薬）
番号

製薬企業名

共和薬品工業㈱

後発品の品名

先発品の品名

ロピニロールOD錠 レキップ錠4mg(剤
4mg「アメル」
形違い)

成分名

規格

ロピニロール塩酸
1mg4錠
塩

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新剤形のOD錠として開発しております。
②パーキンソン病患者でも取扱いしやすいようにつま
み易く、飲みやすい大きさの8mmとしております。
③識別性向上のため、「ロピニ」「含量」「アメル」の組
み合わせで両面刻印を行っています。
82.20 円／202.23
④味はスクラロースとグレープフルーツ香料によりと
円
官能的マスキングを行っております。
⑤PTPの箱に再封仕様及び廃棄用ミシン目を採用し
ております。
⑥ピッチコントロールにより、PTP4錠単位で成分、含
量、屋号を表記しています。

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）

・新剤形のOD錠として開発しております。
・パーキンソン病患者でも取扱いしやすいようにつま
み易く、飲みやすい大きさの11mmとしております。
・識別性向上のため、「ロピニ」「含量」「アメル」の組
み合わせで両面刻印を行っています。
・味はスクラロースとグレープフルーツ香料によりと官
能的マスキングを行っております。

その他後発メーカー等推奨品目一覧（注射剤）
メーカー等から自発的に推奨のあった品目
番号

成分名

規格

1 アシクロビル

1アンプル（10mL）中に（日局）アシクロ
ビル250mg含有

2 アルプロスタジル

5μg、10μg

3 アルプロスタジル
4 オキサリプラチン

5 オザグレルナトリウム

先発品の品名
ゾビラックス点滴静注用250

パルクス注5μg、10μg
リプル注5μg、10μg
パルクス注ディスポ10μg
5μg、10μg
リプルキット注10μg
1バイアル中 オキサリプラチン50.0mg エルプラット点滴静注液50㎎／10ml「ケミ
を含有
ファ」
1バイアル中 オキサリプラチン100.0mg エルプラット点滴静注液100㎎／20ml「ケミ
を含有
ファ」
1アンプル(1mL)中（日局）オザグレルナ
カタクロット注射液20㎎、40㎎
トリウム20mg含有
キサンボンS注射液20㎎、40㎎
1アンプル(2mL)中（日局）オザグレルナ

6 トラネキサム酸

10％10mL1管

7 ニカルジピン塩酸塩

1アンプル中（日局）ニカルジピン塩酸塩 ペルジピン注射液2㎎
2mg（2mL）含有
ペルジピン注射液10㎎
1アンプル中（日局）ニカルジピン塩酸塩 ペルジピン注射液25㎎

8 ファモチジン

20mg20mL1管

9 フルマゼニル

1アンプル中2mL（フルマゼニル0.2mg）
含有
アネキセート注射液0.5㎎
1アンプル中5mL（フルマゼニル0.5mg）
含有

10 マキサカルシトール

5μg 1mL

11 リドカイン塩酸塩

（5mL）1％5mL1管
管

トランサミン注10％

ガスター注射液20mg

オキサロール注5μg
（10mL）1％10mL1

キシロカイン注ポリアンプ1％

その他後発メーカー等推奨品目（注射剤）
番号

1

製薬企業名

日本ケミファ株式
会社

後発品の品名

先発品の品名

アシクロビル点滴静注 ゾビラックス点滴静注
液250mg「日医工」
用250

成分名

アシクロビル

規格

1アンプル（10mL）
中に（日局）アシク 600.00円／3696.00円
ロビル250mg含有

50㎎／10ml：
12276円／27923円
100㎎／20ml：
〇50mg・100mgは、５バイアル包装を扱っている。
23125円／51378円 （先発は１バイアル包装のみ）
200㎎／40ml：
50047円／93955円

日本ケミファ株式
会社

エルプラット点滴静
注液50㎎／10ml
「ケミファ」、エルプ
ラット点滴静注液
オキサリプラチン
100㎎／20ml「ケミ
ファ」、エルプラット
点滴静注液200㎎
／40ml「ケミファ」

日本ケミファ株式
会社

1アンプル(1mL)中
（日局）オザグレル
オザグレルNa点滴
ナトリウム20mg含
静注液20mg「ケミ
有
ファ」
カタクロット注射液
1アンプル(2mL)中
オザグレルNa点滴
20㎎、40㎎、キサ オザグレルナトリウ （日局）オザグレル
静注液40mg「ケミ
ンボンS注射液20 ム
ナトリウム40mg含
ファ」
㎎、40㎎
有
オザグレルNa点滴
1アンプル(4mL)中
静注液80mg「ケミ
（日局）オザグレル
ファ」
ナトリウム80mg含
有

4

5

・使用期限２年と先発品より長い。

1バイアル中 オキ
サリプラチン50.0mg
を含有
1バイアル中 オキ
サリプラチン
100.0mgを含有
1バイアル中 オキ
サリプラチン
200.0mgを含有

オキサリプラチン点
滴静注液 50mg／
10mL「ケミファ」、
オキサリプラチン点
滴静注液100mg／
20mL「ケミファ」、
オキサリプラチン点
滴静注液200mg／
40mL「ケミファ」

アルプロスタジル

〇使用期限２年と先発品より長い。

5μg、10μg

日本ケミファ株式
会社

パルクス注ディス
ポ10μg、リプル
キット注10μg

3

・使用期限３年と先発品より長い。（先発品
は2年）
・水性注射液となっている。

5μg：1455円／先
発品なし
10μg：1648円／ 〇使用期限２年と先発品より長い。
4492円（パルク
〇シリンジの5μgは先発にない規格
ス）、4072円（リプ
ル）

アルプロスタジル
注 5μgシリンジ
「F」
アルプロスタジル
注10μgシリンジ
「F」

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）

〇使用期限３年と先発品より長い。（先発品は2年）

5μg、10μg

アルプロスタジル
注 5μg「F」
アルプロスタジル
注10μg「F」

アルプロスタジル

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）

5μg：1514円／
2739円（パルク
ス）、2602円（リプ
ル）
10μg：1540円／
4449円（パルク
ス）、4124円（リプ
ル）

日本ケミファ株式
2
会社

パルクス注5μg、
10μg、リプル注5
μg、10μg

薬価
（後発品/先発品）

20㎎：399円／1124
円（カタクロット）、
809円（キサンボ
ン）
40㎎：707円／2079
〇80mg製剤は先発にはない規格
円（カタクロット）、
1498円（キサンボ
ン）
80㎎：1042円／（先
発品なし）

・使用期限２年と先発品より長い。
・シリンジの5μgは先発にない規格
・使用期限が長く、5ｼﾘﾝｼﾞ入りなので不動
在庫の防止にもなる。

・80mg製剤は先発にはない規格

その他後発メーカー等推奨品目（注射剤）
番号

製薬企業名

6 日新製薬㈱

日本ケミファ株式
7
会社

8 日新製薬㈱

後発品の品名

先発品の品名

成分名

規格

トラネキサム酸注
1000mg/10mL「日 トランサミン注10％ トラネキサム酸
新」

10％10mL1管

ニカルジピン塩酸
塩注射液 2mg
「FY」、
ニカルジピン塩酸
塩注射液10mg
「FY」、
ニカルジピン塩酸
塩注射液25mg
「FY」

1アンプル中（日
局）ニカルジピン塩
酸塩 2mg（2mL）含
有
1アンプル中（日
局）ニカルジピン塩
酸塩10mg（10ｍL）
含有
1バイアル中（日
局）ニカルジピン塩
酸塩25mg（25mL）
含有

ファモチジン静注
20mg「日新」

ペルジピン注射液2
㎎、ペルジピン注 ニカルジピン塩酸
射液10㎎、ペルジ 塩
ピン注射液25㎎

ガスター注射液
20mg

ファモチジン

20mg20mL1管

薬価
（後発品/先発品）

68円／123円

2㎎：92円/177円
10㎎：207円／642
円
25㎎：497円／1397
円

123円／232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）

自社品の特徴として、本剤はポリエチレン容器の注 ・自社品の特徴として、本剤はポリエチレ
射剤。シリンジ先端部とボトル開口部をフィットさせ薬 ン容器の注射剤。シリンジ先端部とボトル
液を吸引できるルアーフィットポリエチレンボトル。
開口部をフィットさせ薬液を吸引できるル
アーフィットポリエチレンボトル。
※規格違いとしてトラネキサム酸注250mg/5mL｢日 ・本剤はポリエチレン容器の注射剤である
新｣あり。
ため、破損しにくい。

〇安定性向上のために、酸性緩衝液を用いて製剤
化を施しています。（特許取得：特許第3462399号）
〇25mg製剤は、割れにくさを考慮し、取り扱い易いバ
イアル液剤製剤としています。（先発はアンプル）

自社品の特徴として
・静注時に希釈不要
・用法・用量は静注のみ
・貯法：室温保存
・使用期限：3年
・本剤はポリエチレン容器の注射剤。シリンジ先端部
とボトル開口部をフィットさせ薬液を吸引できるル
アーフィットポリエチレンボトル。

・安定性向上のために、酸性緩衝液を用
いて製剤化を施しています。（特許取得：
特許第3462399号）
・25mg製剤は、割れにくさを考慮し、取り
扱い易いバイアル液剤製剤としています。
（先発はアンプル）

・使用期限：3年
・本剤はポリエチレン容器の注射剤。シリ
ンジ先端部とボトル開口部をフィットさせ薬
液を吸引できるルアーフィットポリエチレン
ボトル

※規格違いとしてファモチジン静注10mg「日新」（規
格：10mg10mL1管）あり。

日本ケミファ株式
9
会社

フルマゼニル静注
液0.2㎎「ケミファ」 アネキセート注射
フルマゼニル静注 液0.5㎎
液0.5㎎「ケミファ」

フルマゼニル

1アンプル中2mL
（フルマゼニル
0.2mg）含有
1アンプル中5mL
（フルマゼニル
0.5mg）含有

〇先発にない0.2mg製剤を開発しました。
（治療実態及び医療経済学的観点
0.2㎎： 682円／ 0.2mgで十分な効果が得られる症例が多数あり廃棄
(先発品なし）
がなくなりコスト削減に寄与できます）
0.5㎎：1,634円／0.5 〇添加物は、先発品と同一で医薬品の製造に使用
㎎：2,791円
が認められている添加物を用いて製剤化を行ってお
ります。

・先発にない0.2mg製剤を開発しました。
・添加物は、先発品と同一で医薬品の製
造に使用が認められている添加物を用い
て製剤化を行っております。
・0.2mg製剤使用でコスト削減となる。添加
物は、先発品と同一で問題なく使用できて
いる。

その他後発メーカー等推奨品目（注射剤）
番号

10

製薬企業名

コーアイセイ株式
会社

11 日新製薬㈱

後発品の品名

先発品の品名

マキサカルシトー
オキサロール注5
ル静注透析用シリ
μg
ンジ5μg「イセイ」

成分名

マキサカルシトー
ル

リドカイン塩酸塩注
キシロカイン注ポリ
1％「日新」（5mL、
リドカイン塩酸塩
アンプ1％
10mL）

規格

5μg 1mL

（5mL）1％5mL1管
（10mL）1％10mL1
管

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）

751／1,351

・医療現場での薬剤調整の迅速性や安全性（細菌汚
染のリスク）を考慮し、薬液をあらかじめ充填したプレ
フィルドシリンジであり、先発品にはない剤形である。
・本剤のシリンジは、ルアースリップ式であり、その特
徴としては接続部が差し込み式であり、着脱が簡便
なことがある。
＊販売会社：扶桑薬品工業株式会社の専売です。

・医療現場での薬剤調整の迅速性や安全
性（細菌汚染のリスク）を考慮し、薬液をあ
らかじめ充填したプレフィルドシリンジであ
り、先発品にはない剤形である。
・本剤のシリンジは、ルアースリップ式であ
り、その特徴としては接続部が差し込み式
であり、着脱が簡便なことがある。

自社品の特徴として
本剤はポリエチレン容器の注射剤。シリンジ先端部と
ボトル開口部をフィットさせ薬液を吸引できるルアー ・本剤はポリエチレン容器の注射剤。
（5mL）58円／58円
フィットポリエチレンボトル。
シリンジ先端部とボトル開口部をフィットさ
（10mL）79円／98
せ薬液を吸引できるルアーフィットポリエ
円
※規格違いとしてリドカイン塩酸塩注0.5％「日新」
チレンボトル。
（5mL、10mL）、リドカイン塩酸塩注2％「日新」（5mL、
10mL）あり。

その他後発メーカー等推奨品目一覧（軟膏剤・クリーム剤・ローション剤 ）
メーカー等から自発的に推奨のあった品目
番号

成分名

規格

先発品の品名

1 クロベタゾン酪酸エステル 0.05%(0.5mg/ｇ

キンダベード軟膏0.05%

2 ケトコナゾール

2％(20mg⁄g)

ニゾラールクリーム2g

3 ケトコナゾール

2％(20mg⁄g)

ニゾラールローション2g

4

ジフルコルトロン吉草酸エ
ｇ
ステル・リドカイン

ネリプロクト軟膏

5

大腸菌死菌浮遊液・ヒドロ
ｇ
コルチゾン

強力ポステリザン(軟膏)

6 テルビナフィン塩酸塩

１%・1g

日局 エリスロマイシンラ
クトビオン酸塩
7
日局 コリスチンメタンス
ルホン酸ナトリウム

エリスロマイシンラクトビオン酸塩：
5mg(力価)／g
エコリシン眼軟膏
コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム：
15万単位／g

ヒドロコルチゾン・ジブカイ
8 ン塩酸塩・フラジオマイシ ｇ
ン硫酸塩・エスクロシド

ラミシールクリーム1%

プロクトセディル軟膏

その他後発メーカー等推奨品目（軟膏剤・クリーム剤・ローション剤 ）
番号

製薬企業名

岩城製薬㈱

岩城製薬㈱
1

後発品の品名

パルデス軟膏0.05%

パルデスクリーム
0.05%

先発品の品名

キンダベード軟膏
0.05%

成分名

規格

クロベタゾン酪酸エ
0.05%(0.5mg/ｇ
ステル

先発品にない剤型
クロベタゾン酪酸エ
(キンダベード軟膏
0.05%(0.5mg/ｇ
ステル
0.05%)

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）

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）

10.20 円/g ／
31.70 円/ｇ

・1992年に発売し、後発医薬品として25年以上ご活
用いただいています。
・先発品からの切り替えに違和感の少ないシンプル
な軟膏剤です。発売から長い期間を経過し、安心感
の高い基剤と考えます。
・本軟膏剤を基本に、先発医薬品にはない、クリーム
剤・ローション剤がお展開しています。ワセリン軟膏
剤が使いにくいときお使いいただけます。
(補足)
・添加物は異なりますがいずれも日局または医薬品
添加物の規格に適合した、多くの医療用医薬品で使
用前例のある添加物を使用しています。切り替え時
の過敏症にご注意下さい。
・機器分析による物性比較試験で、先発品と粘度(硬
さ)や展延性(のび)、pHは同程度です。

10.20 円/g ／
31.70 円/ｇ

・1992年に発売し、後発医薬品として25年以上ご活
用いただいています。
・先発品に同剤型のない、本成分で唯一のクリーム
剤です。
ワセリン主体の軟膏剤が使いにくいときにお使いい
ただけます。
発売から長い期間を経過し、安心感の高い基剤と考
えます。
・先発品軟膏剤と生物学的同等性を確認していま
・先発品に同剤型のない、本成分で唯一のク
す。
リーム剤です。
(補足)
・添加物は異なりますがいずれも日局または医薬品
添加物の規格に適合した、多くの医療用医薬品で使
用前例のある添加物を使用しています。切り替え時
の過敏症にご注意下さい。
・機器分析による物性比較試験では、ｐHは弱酸性で
温度に影響を受けにくい物性です。
・薬剤及び製品について動物の眼粘膜における刺激
性を検討したところ、いずれもほとんど刺激性のない
ことを確認しています。

1

その他後発メーカー等推奨品目（軟膏剤・クリーム剤・ローション剤 ）
番号

製薬企業名

岩城製薬㈱

2 岩城製薬㈱

後発品の品名

先発品の品名

成分名

規格

先発品にない剤型
パルデスローション
クロベタゾン酪酸エ
(キンダベード軟膏
0.05%(0.5mg/ｇ
0.05%
ステル
0.05%)

ニトラゼンクリーム ニゾラールクリーム
ケトコナゾール
2g
2g

2％(20mg⁄g)

薬価
（後発品/先発品）

10.20 円/g ／
31.70 円/ｇ

21.00 円/g ／
36.90 円/ｇ

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）

・1992年に発売し、後発医薬品として25年以上ご活
用いただいています。
・先発品に同剤型のない、O/Wローション剤です。
ワセリン主体の軟膏剤が使いにくいときにお使いい
ただけます。
発売から長い期間を経過し、安心感の高い基剤と考
えます。
・先発品軟膏剤と生物学的同等性を確認していま
す。
・先発品に同剤型のない、O/Wローション剤で
(補足)
す。
・添加物は異なりますがいずれも日局または医薬品
添加物の規格に適合した、多くの医療用医薬品で使
用前例のある添加物を使用しています。切り替え時
の過敏症にご注意下さい。
・機器分析による物性比較試験では、ｐHは弱酸性で
温度に影響を受けにくい物性です。
・薬剤及び製品について動物の眼粘膜における刺激
性を検討したところ、いずれもほとんど刺激性のない
ことを確認しています。

・2003年に発売し、後発医薬品として10年以上ご活
用いただいています。
・使用期限は一般的な3年間で、先発品より1年間延
長しています。貯法は先発品と同様です。
・先発品からの切り替えに違和感の少ない白色の
O/Wクリーム。発売から長い期間を経過し、安心感の
高い基剤と考えます。
(補足)
・添加物は異なりますがいずれも日局または医薬品
添加物の規格に適合した、多くの医療用医薬品で使
用前例のある添加物を使用しています。切り替え時
の過敏症にご注意下さい。
・機器分析による物性比較試験で、先発品と粘度(硬
さ)や展延性(のび)、pHは同程度です。
・ヒトにて皮膚刺激性を検討し、先発品と遜色のない
結果を確認しています。

・2003年に発売し、後発医薬品として10年以
上ご活用いただいています。
・使用期限は一般的な3年間で、先発品より1
年間延長しています。貯法は先発品と同様で
す。
・先発品からの切り替えに違和感の少ない白
色のO/Wクリーム。発売から長い期間を経過
し、安心感の高い基剤と考えます。
・機器分析による物性比較試験で、先発品と
粘度(硬さ)や展延性(のび)、pHは同程度で
す。
・ヒトにて皮膚刺激性を検討し、先発品と遜色
のない結果を確認しています。

その他後発メーカー等推奨品目（軟膏剤・クリーム剤・ローション剤 ）
番号

製薬企業名

3 岩城製薬㈱

後発品の品名

成分名

ニトラゼンローショ ニゾラールローショ
ケトコナゾール
ン2g
ン2g

4 ジョイドルフ製薬㈱ ネリザ軟膏

5 ジョイドルフ製薬㈱ ヘモポリゾン軟膏

6 日本ジェネリック㈱

先発品の品名

規格

2％(20mg⁄g)

ネリプロクト軟膏

ジフルコルトロン吉
草酸エステル・リド ｇ
カイン

強力ポステリザン
(軟膏)

大腸菌死菌浮遊
液・ヒドロコルチゾ
ン

テルビナフィン塩酸 ラミシールクリーム テルビナフィン塩酸
塩クリーム1%「JG」 1%
塩

薬価
（後発品/先発品）

21.00 円/g ／
36.90 円/ｇ

16.40/21.20

ｇ

20.20/33.10

１%・1g

15.50／35.70

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）

・2004年に発売し、後発医薬品として10年以上ご活
用いただいています。
同時期に発売された二ゾラールローション2%の後発
医薬品として10年以上にわたってご活用いただいて
いる製品です。
・使用期限は一般的な3年間で、先発品より1年間延
長しています。貯法は先発品と同様です。
・先発品からの切り替えに違和感の少ない白色の乳
剤性ローション。発売から長い期間を経過し、安心感
の高い基剤と考えます。
(補足)
・添加物は異なりますがいずれも日局または医薬品
添加物の規格に適合した、多くの医療用医薬品で使
用前例のある添加物を使用しています。切り替え時
の過敏症にご注意下さい。
・先発品と粘度は同程度でpHが異なります。有効成
分安定性を監み、pH7～8を設定しています。ヒトにて
皮膚刺激性を実施し、先発品ローション剤、クリーム
剤と遜色のない結果を確認しています。

・該当成分で唯一の後発品である。
・容器の尾部を丸め、柔らかい素材でつかみ易い特
徴を持つ製剤工夫を実施。
・該当成分で唯一の後発品である。
・容器の尾部を丸め、柔らかい素材でつかみ易い特
徴を持つ製剤工夫を実施。
・全包装単位でウィークリー包装を採用。
・添加物にベンジンアルコールを使用しないことによ
り不快なにおいを軽減
【添付】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」 標準
医薬品との比較表（案）
チューブの口を折りたたみやすくすることで使い切り
向上を目的とした、くびれのあるエンボスチューブを
採用

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）

・2004年に発売し、後発医薬品として10年以
上ご活用いただいています。
同時期に発売された二ゾラールローション2%
の後発医薬品として10年以上にわたってご活
用いただいている製品です。
・使用期限は一般的な3年間で、先発品より1
年間延長しています。貯法は先発品と同様で
す。
・先発品からの切り替えに違和感の少ない白
色の乳剤性ローション。発売から長い期間を
経過し、安心感の高い基剤と考えます。
・先発品と粘度は同程度でpHが異なります。
有効成分安定性を監み、pH7～8を設定してい
ます。ヒトにて皮膚刺激性を実施し、先発品
ローション剤、クリーム剤と遜色のない結果を
確認しています。

・容器の尾部を丸め、柔らかい素材でつかみ
易い特徴を持つ製剤工夫を実施。
・容器の尾部を丸め、柔らかい素材でつかみ
易い特徴を持つ製剤工夫を実施。

・添加物にベンジンアルコールを使用しないこ
とにより不快なにおいを軽減
チューブの口を折りたたみやすくすることで使
い切り向上を目的とした、くびれのあるエンボ
スチューブを採用

その他後発メーカー等推奨品目（軟膏剤・クリーム剤・ローション剤 ）
番号

製薬企業名

7 日東メディック㈱

後発品の品名

エリコリ眼軟膏T

8 ジョイドルフ製薬㈱ ヘモレックス軟膏

先発品の品名

エコリシン眼軟膏

成分名

規格

薬価
（後発品/先発品）

日局 エリスロマイ
シンラクトビオン酸
塩
日局 コリスチンメ
タンスルホン酸ナト
リウム

エリスロマイシンラ
クトビオン酸塩：
5mg(力価)／g
コリスチンメタンス
ルホン酸ナトリウ
ム：15万単位／g

45.80円/ g ／
39.20円/mL

ヒドロコルチゾン・
プロクトセディル軟 ジブカイン塩酸塩・
ｇ
膏
フラジオマイシン硫
酸塩・エスクロシド

16.10/23.61

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）

・基剤にはゲル化炭化水素を使用。四季を通じて硬
さの変化が少ない。

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）

・基剤にはゲル化炭化水素を使用。四季を通
じて硬さの変化が少ない。

・該当成分で唯一の後発品である。
・該当成分で唯一の後発品である。
・容器の尾部を丸め、柔らかい素材でつかみ易い特 ・容器の尾部を丸め、柔らかい素材でつかみ
徴を持つ製剤工夫を実施。
易い特徴を持つ製剤工夫を実施。

その他後発メーカー等推奨品目一覧（点眼薬 ）
メーカー等から自発的に推奨のあった品目
番号

成分名

規格

先発品の品名

1

日局 クロモグリク酸ナトリ
20mg／mL
ウム

2

日局 チモロールマイレン 3.42mg／mL（チモロールとして2.50mg／ チモプトールXE点眼液0.25%
酸塩
mL）
チモプトールXE点眼液0.5%

インタール点眼液2%

3 日局 トラニラスト

5mg／mL

リザベン点眼液0.5%

日局 トロピカミド
4 日局 フェニレフリン塩酸
塩

トロピカミド：5mg／ｍL
フェニレフリン塩酸塩：5mg／ｍL

ミドリン点眼液

0.1％1mL

ブロナック点眼液0.1％

5

ブロムフェナクナトリウム
水和物

その他後発メーカー等推奨品目（点眼薬 ）
番号

製薬企業名

1 日東メディック㈱

後発品の品名

アルギノン点眼液
2%

先発品の品名

インタール点眼液
2%

成分名

規格

日局 クロモグリク
20mg／mL
酸ナトリウム

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）

・クロモグリク酸製剤の中で最も細胞障害が低いとい
653.30円/5mL1瓶
う報告がある。
／ 331.10円
福田正道、他：あたらしい眼科
/5mL1瓶
22(12)1675,2005

日東メディック㈱

チモロールXE点眼 チモプトールXE点 日局 チモロール
液0.25%「ニットー」 眼液0.25%
マイレン酸塩

3.42mg／mL
（チモロールとして
2.50mg／mL）

475.50円/ mL ／
・先発品と比べ粘度が低減している。
296.00円/mL

日東メディック㈱

チモロールXE点眼 チモプトールXE点 日局 チモロール
液0.5%「ニットー」
眼液0.5%
マイレン酸塩

6.93mg／mL
（チモロールとして
5.00mg／mL）

673.90円/ mL ／
・先発品と比べ粘度が低減している。
389.80円/mL

3 日東メディック㈱

アレニスト点眼液
0.5%

5mg／mL

634.00円/5mL1瓶
・防腐剤は細胞毒性が少ないパラベン類
・防腐剤は細胞毒性が少ないパラベン類(メチルパラ
／ 404.50円
(メチルパラベン、プロピルパラベン)を使
ベン、プロピルパラベン)を使用。
/5mL1瓶
用。

4 日東メディック㈱

ミドレフリンP点眼
液

5 日新製薬㈱

ブロムフェナクＮa
点眼液0.1％「日
新」

・先発品と比べ粘度が低減している。

2

リザベン点眼液
0.5%

日局 トラニラスト

ミドリン点眼液

トロピカミド：5mg／
日局 トロピカミド
ｍL
日局 フェニレフリ
フェニレフリン塩酸
ン塩酸塩
塩：5mg／ｍL

ブロナック点眼液
0.1％

ブロムフェナクナト
0.1％1mL
リウム水和物

・防腐剤ベンザルコニウム塩化物の量を先発品より
29.10円/ mL ／
減量している。
23.00円/mL
自社品の特徴として
■シュリンクラベル
62.90円／105.10円 ・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。

・先発品と比べ粘度が低減している。

・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。
■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。

その他後発メーカー等推奨品目（坐剤 ）
番号

製薬企業名

後発品の品名

ジクロフェナクナト
1 日本ジェネリック㈱ リウム坐剤50mg
「JG」

2

先発品の品名

ボルタレンサポ
50mg

成分名

ジクロフェナクナト
リウム

規格

50mg･１個
[その他販売規格：
12.5mg、25mg]

長生堂製薬株式会
社 （販売元：日本 ピロキシカム坐剤
ジェネリック株式会 20mg「JG」
社）

フェルデン坐剤
20mg
バキソ坐剤20mg

ピロキシカム

20mg・1個

ピロキシカム坐剤
20mg「JG」

フェルデン坐剤
20mg
バキソ坐剤20mg

ピロキシカム

20mg･1個

日本ジェネリック㈱

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）

19.90／57.40

・坐剤を軽量化
【添付】ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 標準
医薬品との比較表（案）
・プラスチックコンテナへ薬効「鎮痛・解熱・抗炎症剤」
記載
・個包装のアルミ袋へ入り数『10個(5個×2）』記載
・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)

・坐剤を軽量化
・包装の材質は先発品と違うが、特に問
題なく使用できている。包装に薬効が記載
されているため、他の効能の違う坐薬製
剤との使用間違えの防止にもなる。

21.50
／（フェルデン）
133.60
（バキソ）133.70
21.50
／(フェルデ
ン)133.60
(バキソ)133.70

・ 坐剤を軽量化
【添付】 ピロキシカム坐剤20mg「JG」 標準医薬品と ・ 坐剤を軽量化
の比較表（案）
・坐剤を軽量化
【添付】ピロキシカム坐剤20mg「JG」 標準医薬品と
の比較表（案）

・坐剤を軽量化

その他後発メーカー等推奨品目（外用その他 ）
規格

薬価
後発メーカーアドバンテージ情報
（後発品/先発品） （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）

1 コーアイセイ株式会社

フルチカゾン点鼻液
フルナーゼ点鼻液50
50μg「イセイ」56噴
μg56噴霧用
霧用

フルチカゾンプロピ 4.08mg
オン酸エステル
8mL

・容器の外側に点字で「はなのくすり」と記
載しており、目のご不自由な患者様へも配
593.50／1,385.70 慮した製品にしている。
・本剤は清涼なペパーミントの香りを有して
いる。

・容器の外側に点字で「はなのくすり」と記載
しており、目のご不自由な患者様へも配慮し
た製品にしている。
・本剤は清涼なペパーミントの香りを有してい
る。

2 日新製薬㈱

リドカイン塩酸塩ビ
スカス2％「日新」

リドカイン塩酸塩

番号

製薬企業名

後発品の品名

先発品の品名

キシロカインビスカス
2％

成分名

2％1mL

4.40円／5.80円

自社品の特徴として、使用期限3年。

・使用期限3年

