
亀田メディカルセンター　ジェネリック医薬品採用一覧
販売名 一般名 規格単位 販売会社等

アシクロビル軟膏5％「トーワ」 アシクロビル 5%1g 東和薬品

アズノールうがい液4％
アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物
4％1mL 日本新薬

アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」 アセトアミノフェン 100mg1個 日本ジェネリック

アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 アセトアミノフェン 200mg1個 日本ジェネリック

アダパレンゲル0.1％「ニプロ」 アダパレン 0.1％1g ニプロ

SPトローチ0.25mg「明治」 デカリニウム塩化物 0.25mg1錠 Meiji Seika ファルマ

MS温シップ「タイホウ」
サリチル酸メチル／dl-カンフ

ル／トウガラシエキス
10g 大鵬

オロパタジン点眼液0.1％「ニットー」 オロパタジン塩酸塩 0.1％1mL 日東メディック

キシロカインポンプスプレー8％ リドカイン 1g サンド

グリジール軟膏0.05％
クロベタゾールプロピオン酸

エステル
0.05％1g 佐藤製薬

クリンダマイシンリン酸エステルゲル1％

「SUN」

クリンダマイシンリン酸エス

テル
1%1g サンファーマ

ケトコナゾールクリーム2％「イワキ」 ケトコナゾール 2%1g 岩城

ケトチフェン点眼液0.05％「トーワ」 ケトチフェンフマル酸塩 3.45mg5mL1瓶 東和薬品

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

(5.1cm×2.5cm)
酸化セルロース 綿型5.1cm×2.5cm1枚 Ｊ＆Ｊ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

(10.2cm×20.3cm)
酸化セルロース 10.2cm×20.3cm1枚 Ｊ＆Ｊ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

(15.2cm×22.9cm)
酸化セルロース ニューニット15.2cm×22.9cm Ｊ＆Ｊ

10％サリチル酸ワセリン軟膏 東豊 サリチル酸 10％10g 東豊薬品

サンテゾーン0.05％眼軟膏 デキサメタゾン 0.05％1g 参天

サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1％
ベタメタゾンリン酸エステル

ナトリウム
0.1％1mL 参天

シェルガン0.5眼粘弾剤

精製ヒアルロン酸ナトリウム

／コンドロイチン硫酸エステ

ルナトリウム

0.5mL1筒 参天

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用

液5％「CEO」

ジオクチルソジウムスルホサ

クシネート
5％1mL 武田

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム 25mg1個 日本ジェネリック

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム 50mg1個 日本ジェネリック

ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05％「YD」 ジフロラゾン酢酸エステル 0.05％1g 陽進堂

硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 硝酸イソソルビド 40mg1枚 沢井

消毒用エタプロコール 消毒用エタノール 10mL 丸石

ゼスタッククリーム
副腎エキス／ヘパリン類似物

質／サリチル酸
1g 三笠

セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」 セボフルラン 1mL ヴィアトリス

ツロブテロールテープ0.5mg「NP」 ツロブテロール 0.5mg1枚 ニプロ

ツロブテロールテープ1mg「NP」 ツロブテロール 1mg1枚 ニプロ

ツロブテロールテープ2mg「NP」 ツロブテロール 2mg1枚 ニプロ

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1％「NK」 デキサメタゾン 0.1％1g 日本化薬

デスモプレシン点鼻スプレー0.01％「ILS」 デスモプレシン酢酸塩水和物 500μg1瓶 高田

テルビナフィン塩酸塩外用液1％「サワイ」 テルビナフィン塩酸塩 1%1g 沢井

【外用薬】
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テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「トーワ」 テルビナフィン塩酸塩 1％1g 東和薬品

トラニラスト点眼液0.5％「サワイ」 トラニラスト 25mg5mL1瓶 沢井

ドンペリドン坐剤10mg「タカタ」 ドンペリドン 10mg1個 高田

ドンペリドン坐剤30mg「タカタ」 ドンペリドン 30mg1個 高田

ナジフロキサシンクリーム1％「トーワ」 ナジフロキサシン 1%1g 東和薬品

ナジフロキサシンローション1％「トーワ」 ナジフロキサシン 1%1mL 東和薬品

ネリザ坐剤
ジフルコルトロン吉草酸エス

テル／リドカイン
1個 ジェイドルフ

ネリザ軟膏
ジフルコルトロン吉草酸エス

テル／リドカイン
1g ジェイドルフ

ハイジール消毒用液10％
アルキルジアミノエチルグリ

シン塩酸塩
10%10mL 丸石

ハイポアルコール液2％「ヤクハン」
チオ硫酸ナトリウム水和物／

エタノール
10mL 日医工

バリエネマLC 硫酸バリウム 30％400mL1個 日医工

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1％「生化学」 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1％0.85mL1筒 参天

ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1％MV「セン

ジュ」
精製ヒアルロン酸ナトリウム 1%1.1mL1筒 武田

ビスコート0.5眼粘弾剤

精製ヒアルロン酸ナトリウム

／コンドロイチン硫酸エステ

ルナトリウム

0.5mL1筒 日本アルコン

ビダラビン軟膏3％「F」 ビダラビン 3%1g 富士製工

ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」 ピレノキシン 0.005％5mL1瓶 参天

フェルビナクスチック軟膏3％「三笠」 フェルビナク 3％1g 三笠

フェルビナクパップ70mg「NP」 フェルビナク 10cm×14cm1枚 ニプロ

フェルビナクローション3％「ラクール」 フェルビナク 3%1mL ラクール薬品

ブセレリン点鼻液0.15％「F」 ブセレリン酢酸塩 15.75mg10mL1瓶 富士製工

ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」
ブデソニド／ホルモテロール

フマル酸塩水和物
60吸入1キット 日本ジェネリック

プラノプロフェン点眼液0.1％「ニットー」 プラノプロフェン 0.1%1mL 日東メディック

ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1％「日新」 ブリモニジン酒石酸塩 0.1％1mL 日新製薬

フルオロメトロン点眼液0.02％「日点」 フルオロメトロン 0.02%1mL ロートニッテン

フルオロメトロン点眼液0.1％「日点」 フルオロメトロン 0.1％1mL ロートニッテン

フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用
フルチカゾンプロピオン酸エ

ステル
4.08mg8mL1瓶 三和化学

プレドネマ注腸20mg
プレドニゾロンリン酸エステ

ルナトリウム
20mg1個 杏林

フローレス眼検査用試験紙0.7mg フルオレセインナトリウム 1枚 あゆみ製薬

フロジン外用液5％ カルプロニウム塩化物 5％1mL 第一三共

ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12％「トー

ワ」
ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12％1g 東和薬品

ポビドンヨードゲル10％「明治」 ポビドンヨード 10％10g Meiji Seika ファルマ

ポビドンヨードスクラブ液7.5％「イワキ」 ポビドンヨード 7.5％10mL 岩城

ポピヨドン液10％ ポビドンヨード 10％10mL 吉田製薬

マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」 マキサカルシトール 0.0025％1g 高田

モキシフロキサシン点眼液0.5％「日点」 モキシフロキサシン塩酸塩 0.5％1mL ロートニッテン

モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用
モメタゾンフランカルボン酸

エステル水和物
9mg18g1瓶 杏林

ラタノプロスト点眼液0.005％「ニッテン」 ラタノプロスト 0.005％1mL ロートニッテン
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ラノコナゾール軟膏1％「イワキ」 ラノコナゾール 1％1g 岩城

リドカインテープ18mg「ニプロ」 リドカイン (18mg)30.5mm×50.0mm1枚 ニプロ

リバスチグミンテープ4.5mg「トーワ」 リバスチグミン 4.5mg1枚 東和薬品

リバスチグミンテープ9mg「トーワ」 リバスチグミン 9mg1枚 東和薬品

リバスチグミンテープ18mg「トーワ」 リバスチグミン 18mg1枚 東和薬品

ロキソプロフェンNaゲル1％「NP」
ロキソプロフェンナトリウム

水和物
1％1g ニプロ

ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日

医工」

ロキソプロフェンナトリウム

水和物
10cm×14cm1枚 日医工
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