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１）製造販売：日医工株式会社

製品名 原薬名 原薬製造国

1 注射用アイオナール・ナトリウム（0.2） セコバルビタールナトリウム 日本

2 亜鉛華軟膏「日医工」 酸化亜鉛 日本

3 アカルボース錠50mg「日医工」 アカルボース
中華人民共和国
大韓民国

4 アカルボース錠100mg「日医工」 アカルボース
中華人民共和国
大韓民国

5 アクプラ静注用10mg ネダプラチン 日本

6 アクプラ静注用50mg ネダプラチン 日本

7 アクプラ静注用100mg ネダプラチン 日本

8 アシクロビル顆粒40%「日医工」 アシクロビル イタリア

9 アシクロビル錠200mg「日医工」 アシクロビル イタリア

10 アシクロビル錠400mg「日医工」 アシクロビル イタリア

11 アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 アシクロビル イタリア

12 アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」 アシクロビル イタリア

13 アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」 アシクロビル イタリア

14 アジスロマイシン錠250mg「日医工」 アジスロマイシン水和物
中華人民共和国
インド

15 アジスロマイシン錠500mg「日医工」 アジスロマイシン水和物
中華人民共和国
インド

16 アスコルビン酸注射液100mg「日医工」 アスコルビン酸 中華人民共和国

17 アスコルビン酸注射液500mg「日医工」 アスコルビン酸 中華人民共和国

18 ジプロフィリン

19 メトキシフェナミン塩酸塩

20 ノスカピン

21 クロルフェニラミンマレイン酸塩

22 アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 アスピリン
日本
フランス

23 アスピリン「日医工」 アスピリン 日本

24 アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」 アズレンスルホン酸ナトリウム 日本

25 アセスクリン手指消毒液0.2% クロルヘキシジングルコン酸塩液 インド

26 アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「日医工」 アゼラスチン塩酸塩 日本

27 アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」 アゼラスチン塩酸塩 日本

28 アゼルニジピン錠8mg「日医工」 アゼルニジピン 日本

29 アゼルニジピン錠16mg「日医工」 アゼルニジピン 日本

30 アトモキセチンカプセル5mg「日医工」 アトモキセチン塩酸塩
日本（中華人民共和国-日本）
台湾

31 アトモキセチンカプセル10mg「日医工」 アトモキセチン塩酸塩
日本（中華人民共和国-日本）
台湾

32 アトモキセチンカプセル25mg「日医工」 アトモキセチン塩酸塩
日本（中華人民共和国-日本）
台湾

33 アトモキセチンカプセル40mg「日医工」 アトモキセチン塩酸塩
日本（中華人民共和国-日本）
台湾

34 アトルバスタチン錠5mg「日医工」
アトルバスタチンカルシウム水和
物

大韓民国
インド

35 アトルバスタチン錠10mg「日医工」
アトルバスタチンカルシウム水和
物

大韓民国
インド

36 アトルバスタチン錠20mg「日医工」
アトルバスタチンカルシウム水和
物

大韓民国
インド

37 アナストロゾール錠1mg「日医工」 アナストロゾール
インド
ドイツ

アストーマ配合カプセル

日本
日本（中華人民共和国-日本）

日本（イラン-日本）

原薬製造国情報について

　日医工株式会社，日医工ファーマ株式会社，ヤクハン製薬株式会社，エルメッド株式会社が製造販売の製品について原
薬の製造国について，情報提供を行います。
　製品品質に係る要因（含量，不純物プロファイル及び量の確定）を決定する最終精製工程を実施した製造施設が属する
国を製造国として記載しています。
　海外からの輸入により粗製品を入手し国内で最終精製工程を実施している原薬については，日本（最終精製工程前の粗
製品の製造国ー日本）と記載しています。



製品名 原薬名 原薬製造国

38 アトルバスタチンカルシウム水和
物

39 アムロジピンベシル酸塩

40 アトルバスタチンカルシウム水和
物

41 アムロジピンベシル酸塩

42 アトルバスタチンカルシウム水和
物

43 アムロジピンベシル酸塩

44 アトルバスタチンカルシウム水和
物

45 アムロジピンベシル酸塩

46 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 アマンタジン塩酸塩 中華人民共和国

47 アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」 アマンタジン塩酸塩 中華人民共和国

48 アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」 アミカシン硫酸塩 日本（中華人民共和国-日本）

49 アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 アミカシン硫酸塩 日本（中華人民共和国-日本）

50 アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」 アミカシン硫酸塩 日本（中華人民共和国-日本）

51 アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」 アミカシン硫酸塩 日本（中華人民共和国-日本）

52 L-イソロイシン

53 L-ロイシン

54 L-バリン

55 アミノフィリン静注液250mg「日医工」 アミノフィリン水和物 中華人民共和国

56 バルサルタン

57 アムロジピンベシル酸塩

58 バルサルタン

59 アムロジピンベシル酸塩

60 アムロジピンOD錠2.5mg「日医工」 アムロジピンベシル酸塩
日本
スペイン

61 アムロジピンOD錠5mg「日医工」 アムロジピンベシル酸塩
日本
スペイン

62 アムロジピンOD錠10mg「日医工」 アムロジピンベシル酸塩
日本
スペイン

63 アムロジピン錠2.5mg「日医工」 アムロジピンベシル酸塩
日本
スペイン

64 アムロジピン錠5mg「日医工」 アムロジピンベシル酸塩
日本
スペイン

65 アムロジピン錠10mg「日医工」 アムロジピンベシル酸塩
日本
スペイン

66 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 アメジニウムメチル硫酸塩 日本

67 アラセプリル錠12.5mg「日医工」 アラセプリル イタリア

68 アラセプリル錠25mg「日医工」 アラセプリル イタリア

69 アラセプリル錠50mg「日医工」 アラセプリル イタリア

70 アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 アリピプラゾール 日本

71 アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」 アリピプラゾール 日本

72 アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」 アリピプラゾール 日本

73 アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 アリピプラゾール 日本

74 アリピプラゾール散1%「日医工」 アリピプラゾール 日本

75 アリピプラゾール錠3mg「日医工」 アリピプラゾール 日本

76 アリピプラゾール錠6mg「日医工」 アリピプラゾール 日本

77 アリピプラゾール錠12mg「日医工」 アリピプラゾール 日本

78 アルガトロバン注射液10mg「日医工」 アルガトロバン 大韓民国

79
アルキルジアミノエチルグリシン消毒液10%「日医
工」
（旧名称：両性石ケン液10%「日医工」）

塩酸アルキルジアミノエチルグリ
シン液

日本

80 アルジオキサ顆粒20%「日医工」 アルジオキサ 日本

81 アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」 アルファカルシドール 日本

82 アルファカルシドールカプセル0.5μg「日医工」 アルファカルシドール 日本

83 アルファカルシドールカプセル1μg「日医工」 アルファカルシドール 日本

84 アルファカルシドールカプセル3μg「日医工」 アルファカルシドール 日本

85 アルプロスタジル注5μgシリンジ「日医工」 アルプロスタジル ハンガリー

86 アルプロスタジル注10μgシリンジ「日医工」 アルプロスタジル ハンガリー

アマルエット配合錠1番「日医工」
日本
日本（インド-日本）

アマルエット配合錠2番「日医工」
日本
日本（インド-日本）

アマルエット配合錠3番「日医工」
日本
日本（インド-日本）

アマルエット配合錠4番「日医工」
日本
日本（インド-日本）

アミノバクト配合顆粒 日本

アムバロ配合OD錠「日医工」
日本
インド

アムバロ配合錠「日医工」
日本
インド
スペイン



製品名 原薬名 原薬製造国

87 アレンドロン酸錠5mg「日医工」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ポーランド

88 アレンドロン酸錠35mg「日医工」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ポーランド

89 アロプリノール錠50mg「日医工」 アロプリノール
イスラエル
ハンガリー

90 アロプリノール錠100mg「日医工」 アロプリノール イスラエル

91 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」 アンブロキソール塩酸塩 イタリア

92 アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医
工」

アンブロキソール塩酸塩 イタリア

93 アンブロキソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 塩酸アンブロキソール イタリア

94 イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 イコサペント酸エチル
日本
英国

95 イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医
工」

イコサペント酸エチル
日本
英国

96 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医
工」

イコサペント酸エチル
日本
英国

97 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医
工」

イコサペント酸エチル
日本
英国

98 イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 イセパマイシン硫酸塩 中華人民共和国

99 イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」 イセパマイシン硫酸塩 中華人民共和国

100 イソゾール注射用0.5g チアミラールナトリウム 日本

101 イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 イトプリド塩酸塩 日本

102 イトラコナゾール錠50mg「日医工」 イトラコナゾール 大韓民国

103 イトラコナゾール錠100mg「日医工」 イトラコナゾール 大韓民国

104 イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 イフェンプロジル酒石酸塩 日本

105 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 イフェンプロジル酒石酸塩 日本

106 イマチニブ錠100mg「日医工」 イマチニブメシル酸塩
日本
大韓民国

107 イマチニブ錠200mg「日医工」 イマチニブメシル酸塩
日本
大韓民国

108 イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「日医工」 イミダプリル塩酸塩 日本

109 イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」 イミダプリル塩酸塩 日本

110 イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」 イミダプリル塩酸塩 日本

111 イルベサルタン

112 アムロジピンベシル酸塩

113 イルベサルタン

114 アムロジピンベシル酸塩

115 イルソグラジンマレイン酸塩細粒0.8%「日医工」 イルソグラジンマレイン酸塩 日本

116 イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 イルソグラジンマレイン酸塩 日本

117 イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 イルソグラジンマレイン酸塩 日本

118 イルベサルタン錠50mg「日医工」 イルベサルタン
日本（中華人民共和国-日本）
大韓民国

119 イルベサルタン錠100mg「日医工」 イルベサルタン
日本（中華人民共和国-日本）
大韓民国

120 イルベサルタン錠200mg「日医工」 イルベサルタン
日本（中華人民共和国-日本）
大韓民国

121 インドメタシンパップ70mg「日医工」 インドメタシン 中華人民共和国

122 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」
原薬インフリキシマブ（遺伝子組
換え）[インフリキシマブ後続2] 大韓民国

123 クエン酸カリウム

124 クエン酸ナトリウム水和物

125 液状フェノール「日医工」 フェノール 日本

126 エダラボン点滴静注液30mg「日医工」 エダラボン 日本

127 エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」 エダラボン 日本

128 エチゾラム錠0.25mg「日医工」 エチゾラム
日本
イタリア

129 エチゾラム錠0.5mg「日医工」 エチゾラム イタリア

130 エチゾラム錠1mg「日医工」 エチゾラム イタリア

131 ATP腸溶錠20mg「日医工」 アデノシン三リン酸二ナトリウム 日本

イルアミクス配合錠LD「日医工」

日本
日本（中華人民共和国-日本）
大韓民国
スペイン

イルアミクス配合錠HD「日医工」

日本
日本（中華人民共和国-日本）
大韓民国
スペイン

ウロアシス配合散 日本



製品名 原薬名 原薬製造国

132 エトドラク錠100mg「日医工」 エトドラク
クロアチア
イスラエル

133 エトドラク錠200mg「日医工」 エトドラク
クロアチア
イスラエル

134 ジアスターゼ

135 メタケイ酸アルミン酸マグネシウ
ム(FH1)

136 炭酸水素ナトリウム

137
「日本薬局方沈降炭酸カルシウ
ム」（製造用）（沈降炭酸カルシ
ウム）

138 チョウジ末

139 ウイキョウ末

140 ケイヒ末

141 ショウキョウ末

142 オウレン末

143 サンショウ末

144 カンゾウ末

145 エバスチンOD錠5mg「日医工」 エバスチン 日本

146 エバスチンOD錠10mg「日医工」 エバスチン 日本

147 エバスチン錠5mg「日医工」 エバスチン 日本

148 エバスチン錠10mg「日医工」 エバスチン 日本

149 エパルレスタット錠50mg「日医工」 エパルレスタット
日本
インド

150 エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」 エピナスチン塩酸塩 大韓民国

151 エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」 エピナスチン塩酸塩
日本
大韓民国

152 エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」 エピナスチン塩酸塩
日本
大韓民国

153 ヱフェドリン「ナガヰ」錠25mg エフェドリン塩酸塩 インド

154 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg エフェドリン塩酸塩 インド

155 エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 エペリゾン塩酸塩 日本（台湾-日本）

156 エルカトニン筋注10単位「日医工」 エルカトニン アメリカ合衆国

157 エルカトニン筋注20単位「日医工」 エルカトニン アメリカ合衆国

158 l-メントール「日医工」 l-メントール 日本

159 エレトリプタン錠20mg「日医工」 エレトリプタン臭化水素酸塩
スペイン
インド

160 塩化ナトリウム「日医工」 塩化ナトリウム 日本

161 塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」 濃ベンザルコニウム塩化物液５０ 日本

162 エントミン注200mg カルニチン塩化物 日本

163 オキサトミド錠30mg「日医工」 オキサトミド 日本（インド-日本）

164 オキサトミドドライシロップ小児用2%「日医工」 オキサトミド 日本（インド-日本）

165 オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」 オキサリプラチン
ドイツ
中華人民共和国

166 オキサリプラチン点滴静注液100mg「日医工」 オキサリプラチン
ドイツ
中華人民共和国

167 オキサリプラチン点滴静注液200mg「日医工」 オキサリプラチン
ドイツ
中華人民共和国

168 オキシブチニン塩酸塩錠1mg「日医工」 オキシブチニン塩酸塩
フランス
スイス

169 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 オキシブチニン塩酸塩 フランス

170 オキシブチニン塩酸塩錠3mg「日医工」 オキシブチニン塩酸塩 スイス

171 オザグレルNa静注液20mg「日医工」 オザグレルナトリウム イタリア

172 オザグレルNa静注液40mg「日医工」 オザグレルナトリウム イタリア

173 オザグレルNa静注液80mg「日医工」 オザグレルナトリウム イタリア

174 オザグレルNa静注用20mg「日医工」 オザグレルナトリウム イタリア

175 オー消エタ消毒液 エタノール 日本

176 キキョウ流エキス

177 シャゼンソウエキス

178 シャクヤクエキス

NIM配合散 日本

オピセゾールA液 日本



製品名 原薬名 原薬製造国

179 ジヒドロコデインリン酸塩

180 キキョウ流エキス

181 シャゼンソウエキス

182 シャクヤクエキス

183 カンゾウエキス

184 オフロキサシン点眼液0.3%「日医工」 オフロキサシン 中華人民共和国

185 塩化ナトリウム

186 塩化カリウム

187 無水硫酸ナトリウム

188 炭酸水素ナトリウム

189 オメプラゾール錠10mg「日医工」 オメプラゾール スペイン

190 オメプラゾール錠20mg「日医工」 オメプラゾール スペイン

191 オメプラゾール注射用20mg「日医工」 オメプラゾールナトリウム スペイン

192 オランザピンOD錠2.5mg「日医工」 オランザピン
日本
中華人民共和国

193 オランザピンOD錠5mg「日医工」 オランザピン 日本

194 オランザピンOD錠10mg「日医工」 オランザピン 日本

195 オランザピン細粒1%「日医工」 オランザピン 日本

196 オランザピン錠2.5mg「日医工」 オランザピン 日本

197 オランザピン錠5mg「日医工」 オランザピン 日本

198 オランザピン錠10mg「日医工」 オランザピン 日本

199 オリブ油「日医工」 オリブ油 スペイン

200 オルメサルタンOD錠5mg「日医工」 オルメサルタンメドキソミル
日本
大韓民国

201 オルメサルタンOD錠10mg「日医工」 オルメサルタンメドキソミル
日本
大韓民国

202 オルメサルタンOD錠20mg「日医工」 オルメサルタンメドキソミル
日本
大韓民国

203 オルメサルタンOD錠40mg「日医工」 オルメサルタンメドキソミル
日本
大韓民国

204 オルメサルタン錠5mg「日医工」 オルメサルタンメドキソミル
日本
大韓民国

205 オルメサルタン錠10mg「日医工」 オルメサルタンメドキソミル
日本
大韓民国

206 オルメサルタン錠20mg「日医工」 オルメサルタンメドキソミル
日本
大韓民国

207 オルメサルタン錠40mg「日医工」 オルメサルタンメドキソミル
日本
大韓民国

208 オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「日医工」 オロパタジン塩酸塩
日本
イタリア

209 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 オロパタジン塩酸塩
日本
イタリア

210 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 オロパタジン塩酸塩
日本
イタリア

211 オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 オロパタジン塩酸塩
日本
イタリア

212 ガスチーム散4万単位/g プロナーゼ 日本

213 カプトプリル細粒5%「日医工」 カプトプリル 日本（中華人民共和国-日本）

214 カプトプリル錠12.5mg「日医工」 カプトプリル 日本（中華人民共和国-日本）

215 カプトプリル錠25mg「日医工」 カプトプリル 日本（中華人民共和国-日本）

216 ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」 ガベキサートメシル酸塩 日本

217 ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」 ガベキサートメシル酸塩 日本

218 カペシタビン錠300mg「日医工」 カペシタビン 中華人民共和国

219 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 カモスタットメシル酸塩 日本

220 カリジノゲナーゼカプセル25単位「日医工」 カリジノゲナーゼ 日本

221 カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」 カリジノゲナーゼ 日本

222 カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 カリジノゲナーゼ 日本

223 カルチコール注射液8.5%5mL グルコン酸カルシウム水和物 日本

224 カルチコール注射液8.5%10mL グルコン酸カルシウム水和物 日本

225 カルチコール末 グルコン酸カルシウム水和物 日本

226 カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」 カルテオロール塩酸塩 日本

227 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医
工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
ウム水和物

日本

オピセゾールコデイン液 日本

オーペグ配合内用剤 日本



製品名 原薬名 原薬製造国

228 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日
医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
ウム水和物

日本

229 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日
医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
ウム水和物

日本

230 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg
「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
ウム水和物

日本

231 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg
「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
ウム水和物

日本

232 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg
「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
ウム水和物

日本

233 カルボプラチン注射液50mg「日医工」 カルボプラチン
ドイツ
アメリカ合衆国

234 カルボプラチン注射液150mg「日医工」 カルボプラチン
ドイツ
アメリカ合衆国

235 カルボプラチン注射液450mg「日医工」 カルボプラチン
ドイツ
アメリカ合衆国

236 カンデサルタン錠2mg「日医工」 カンデサルタンシレキセチル
日本
大韓民国

237 カンデサルタン錠4mg「日医工」 カンデサルタンシレキセチル
日本
大韓民国

238 カンデサルタン錠8mg「日医工」 カンデサルタンシレキセチル
日本
大韓民国

239 カンデサルタン錠12mg「日医工」 カンデサルタンシレキセチル
日本
大韓民国

240 球形吸着炭カプセル286mg「日医工」 球形吸着炭 日本

241 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 球形吸着炭 日本

242 希ヨードチンキ「日医工」 ヨウ素 日本

243 クアゼパム錠15mg「日医工」 クアゼパム 日本

244 クアゼパム錠20mg「日医工」 クアゼパム 日本

245 クエチアピン錠25mg「日医工」 クエチアピンフマル酸塩
日本
イタリア

246 クエチアピン錠100mg「日医工」 クエチアピンフマル酸塩
日本
イタリア

247 クエチアピン錠200mg「日医工」 クエチアピンフマル酸塩
日本
イタリア

248 クエン酸「日医工」 クエン酸水和物 日本

249 グラニセトロン静注液1mg「日医工」 グラニセトロン塩酸塩
イスラエル
マルタ

250 グラニセトロン静注液3mg「日医工」 グラニセトロン塩酸塩
イスラエル
マルタ

251 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」 グラニセトロン塩酸塩 イスラエル

252 クラリスロマイシンDS10%小児用「日医工」 クラリスロマイシン インド

253 クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 クラリスロマイシン インド

254 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 クラリスロマイシン インド

255 エルゴタミン酒石酸塩

256 イソプロピルアンチピリン

257 無水カフェイン

258 エルゴタミン酒石酸塩

259 イソプロピルアンチピリン

260 無水カフェイン

261 グリセリン「NikP」 グリセリン
日本
マレーシア

262 クリノリル錠50 スリンダク イタリア

263 クリノリル錠100 スリンダク イタリア

264 グリベンクラミド錠1.25mg「日医工」 グリベンクラミド
インド
イタリア

265 グリベンクラミド錠2.5mg「日医工」 グリベンクラミド インド

266 グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 グリメピリド
日本
大韓民国

267 グリメピリドOD錠1mg「日医工」 グリメピリド
日本
大韓民国

268 グリメピリドOD錠3mg「日医工」 グリメピリド
日本
大韓民国

クリアミン配合錠A1.0
日本
チェコ
中華人民共和国

クリアミン配合錠S0.5
日本
チェコ
中華人民共和国



製品名 原薬名 原薬製造国

269 グリメピリド錠0.5mg「日医工」 グリメピリド
日本
大韓民国

270 グリメピリド錠1mg「日医工」 グリメピリド
日本
大韓民国

271 グリメピリド錠3mg「日医工」 グリメピリド
日本
大韓民国

272 クリンハイド消毒液2W/V% グルタラール アメリカ合衆国

273 クリンハイド消毒液3W/V% グルタラール アメリカ合衆国

274 クリンハイド消毒液20W/V% グルタラール アメリカ合衆国

275 5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」 クロルヘキシジングルコン酸塩液
インド
スペイン

276 クレマスチン錠1mg「日医工」 クレマスチンフマル酸塩 日本

277 クレマスチンシロップ0.01%「日医工」 クレマスチンフマル酸塩 日本

278 クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」 クレマスチンフマル酸塩 日本

279 クロダミンシロップ0.05% クロルフェニラミンマレイン酸塩 日本

280 2mgクロダミン注 クロルフェニラミンマレイン酸塩 日本

281 5mgクロダミン注 クロルフェニラミンマレイン酸塩 日本

282 クロチアゼパム錠5mg「日医工」 クロチアゼパム 日本

283 クロチアゼパム錠10mg「日医工」 クロチアゼパム 日本

284 クロルフェニラミンマレイン酸塩散1%「日医工」 クロルフェニラミンマレイン酸塩 日本

285 クロルヘキシジングルコン酸塩スクラブ4%「日医
工」

クロルヘキシジングルコン酸塩液
インド
スペイン

286 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 クロルマジノン酢酸エステル
メキシコ
イタリア

287 ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 ケトチフェンフマル酸塩 中華人民共和国

288 ケトチフェン点眼液0.05%「日医工」 ケトチフェンフマル酸塩 イタリア

289 ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 ケトプロフェン
中華人民共和国
インド

290 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 ケトプロフェン
中華人民共和国
インド

291 ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 ケトプロフェン 大韓民国

292 ゲフィチニブ錠250mg「日医工」 ゲフィチニブ インド

293 ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩 スロベニア

294 ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩 スロベニア

295 ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩 スロベニア

296 コートン錠25mg コルチゾン酢酸エステル フランス

297 コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液200mg「日医
工」

コンドロイチン硫酸ナトリウム 日本

298 ベタメタゾン

299 ｄ－クロルフェニラミンマレイン
酸塩

300 酢酸「日医工」 氷酢酸 日本

301 ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 ザルトプロフェン 大韓民国

302 サルブタモール錠2mg「日医工」 サルブタモール硫酸塩 イタリア

303 サルポグレラート塩酸塩錠50mg「日医工」 サルポグレラート塩酸塩 日本

304 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 サルポグレラート塩酸塩 日本

305 酸化亜鉛「日医工」 酸化亜鉛 日本

306 ジアスターゼ「日医工」 ジアスターゼ 日本

307 シアノコバラミン注射液1mg「日医工」 シアノコバラミン フランス

308 シクロスポリンカプセル10mg「日医工」 シクロスポリン イタリア

309 シクロスポリンカプセル25mg「日医工」 シクロスポリン イタリア

310 シクロスポリンカプセル50mg「日医工」 シクロスポリン イタリア

311 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 日本（中華人民共和国-日本）

312 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 日本（中華人民共和国-日本）

313 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 日本（中華人民共和国-日本）

314
ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏25mg「日医
工」
（旧名称：レクトス注腸軟膏25mg）

ジクロフェナクナトリウム 日本（中華人民共和国-日本）

315
ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏50mg「日医
工」
（旧名称：レクトス注腸軟膏50mg）

ジクロフェナクナトリウム 日本（中華人民共和国-日本）

316 シスプラチン注10mg「日医工」 シスプラチン
ドイツ
アメリカ合衆国

サクコルチン配合錠
日本
イタリア



製品名 原薬名 原薬製造国

317 シスプラチン注25mg「日医工」 シスプラチン
ドイツ
アメリカ合衆国

318 シスプラチン注50mg「日医工」 シスプラチン
ドイツ
アメリカ合衆国

319 シチコリン注100mg/2mL「日医工」 シチコリン 日本

320 シチコリン注250mg/2mL「日医工」 シチコリン 日本

321 シチコリン注500mg/2mL「日医工」 シチコリン 日本

322 シチコリン注500mg/10mL「日医工」 シチコリン 日本

323 シチコリン注1000mg/4mL「日医工」 シチコリン 日本

324 ジピリダモール静注液10mg「日医工」 ジピリダモール 中華人民共和国

325 ジピリダモール錠25mg「日医工」 ジピリダモール 中華人民共和国

326 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 ジフェニドール塩酸塩 日本（中華人民共和国-日本）

327 ジプロフィリン注300mg「日医工」 ジプロフィリン 日本（中華人民共和国-日本）

328 シプロフロキサシン錠100mg「日医工」 塩酸シプロフロキサシン スペイン

329 シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 塩酸シプロフロキサシン スペイン

330 ジベトス錠50mg ブホルミン塩酸塩 日本

331 シメチジン錠200mg「日医工」 シメチジン 中華人民共和国

332 シメチジン錠400mg「日医工」 シメチジン 中華人民共和国

333 重質酸化マグネシウム「NikP」 酸化マグネシウム 日本

334 重質炭酸マグネシウム「日医工」 炭酸マグネシウム 日本

335 エタノール

336 イソプロパノール

337 ジラゼプ塩酸塩錠50mg「日医工」 ジラゼプ塩酸塩水和物 日本

338 ジラゼプ塩酸塩錠100mg「日医工」 ジラゼプ塩酸塩水和物 日本

339 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 日本（インド-日本）

340 ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩
日本
日本（インド-日本）

341 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 インド

342 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩
日本
日本（インド-日本）

343 シロスタゾールOD錠50mg「日医工」 シロスタゾール 日本

344 シロスタゾールOD錠100mg「日医工」 シロスタゾール 日本

345 シロスタゾール錠50mg「日医工」 シロスタゾール 日本

346 シロスタゾール錠100mg「日医工」 シロスタゾール 日本

347 シロスレット内服ゼリー50mg シロスタゾール 日本

348 シロスレット内服ゼリー100mg シロスタゾール 日本

349 シロドシン錠2mg「日医工」 シロドシン
日本
大韓民国

350 シロドシン錠4mg「日医工」 シロドシン
日本
大韓民国

351 シンバスタチン錠5mg「日医工」 シンバスタチン 大韓民国

352 シンバスタチン錠10mg「日医工」 シンバスタチン 大韓民国

353 シンバスタチン錠20mg「日医工」 シンバスタチン 大韓民国

354 水溶性ハイドロコートン注射液100mg ヒドロコルチゾンリン酸エステル
ナトリウム

フランス

355 水溶性ハイドロコートン注射液500mg ヒドロコルチゾンリン酸エステル
ナトリウム

フランス

356 スクラルファート顆粒90%「日医工」 スクラルファート水和物 日本

357 スクラルファート内用液10%「日医工」 スクラルファート水和物 日本

358 ステロネマ注腸1.5mg ベタメタゾンリン酸エステルナト
リウム

イタリア

359 ステロネマ注腸3mg ベタメタゾンリン酸エステルナト
リウム

イタリア

360 スピロノラクトン錠25mg「日医工」 スピロノラクトン
フランス
中華人民共和国

361 スマトリプタン錠50mg「日医工」 スマトリプタンコハク酸塩 大韓民国

362 スルピリン注射液250mg「日医工」 スルピリン水和物
日本（中華人民共和国-日本）
中華人民共和国

363 スルピリン注射液500mg「日医工」 スルピリン水和物
日本（中華人民共和国-日本）
中華人民共和国

364 精製水「NikP」 精製水 日本

消毒用マルオアルコール 日本



製品名 原薬名 原薬製造国

365 ジヒドロコデインリン酸塩

366 エフェドリン塩酸塩

367 塩化アンモニウム

368 セダペイン注15 エプタゾシン臭化水素酸塩 日本

369 セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」 セチリジン塩酸塩 イスラエル

370 セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」 セチリジン塩酸塩 イスラエル

371 セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%「日医工」 セチリジン塩酸塩 イスラエル

372 セファクロルカプセル250mg「日医工」 セファクロル イタリア

373 セファクロル細粒10%「日医工」 セファクロル イタリア

374 セファクロル細粒20%「日医工」 セファクロル イタリア

375 セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」 セファゾリンナトリウム イタリア

376 セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」 セファゾリンナトリウム イタリア

377 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 セファゾリンナトリウム イタリア

378 セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」 セファゾリンナトリウム イタリア

379 セファレキシン錠250「日医工」 セファレキシン イタリア

380 セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医
工」

セファレキシン イタリア

381 セフォペラゾンナトリウム

382 スルバクタムナトリウム

383 セフォペラゾンナトリウム

384 スルバクタムナトリウム

385 セフジニルカプセル50mg「日医工」 セフジニル 大韓民国

386 セフジニルカプセル100mg「日医工」 セフジニル 大韓民国

387 セフジニル細粒10%小児用「日医工」 セフジニル 大韓民国

388 セフタジジム静注用0.5g「日医工」 セフタジジム水和物 大韓民国

389 セフタジジム静注用1g「日医工」 セフタジジム水和物 大韓民国

390 セフテラムピボキシル細粒小児用10%「日医工」 セフテラム　ピボキシル 大韓民国

391 セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」
セフトリアキソンナトリウム水和
物

大韓民国

392 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」
セフトリアキソンナトリウム水和
物

大韓民国

393 セリプロロール塩酸塩錠100mg「日医工」 セリプロロール塩酸塩 スペイン

394 セリプロロール塩酸塩錠200mg「日医工」 セリプロロール塩酸塩 スペイン

395 セルトラリン錠25mg「日医工」 塩酸セルトラリン
日本（インド-日本）
インド

396 セルトラリン錠50mg「日医工」 塩酸セルトラリン
日本（インド-日本）
インド

397 セルトラリン錠100mg「日医工」 塩酸セルトラリン
日本（インド-日本）
インド

398 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」 ゾルピデム酒石酸塩
日本
イスラエル

399 ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」 ゾルピデム酒石酸塩
日本
イスラエル

400 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」 ゾルピデム酒石酸塩
日本
イスラエル

401 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「日医工」 ゾルピデム酒石酸塩
日本
イスラエル

402 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 ゾルミトリプタン
日本
台湾

403 ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「日医
工」

ゾレドロン酸水和物 日本

404 ベンフォチアミン

405 ピリドキシン塩酸塩

406 シアノコバラミン

407 タクロリムス錠0.5mg「日医工」 タクロリムス水和物 台湾

408 タクロリムス錠1mg「日医工」 タクロリムス水和物 台湾

409 タクロリムス錠5mg「日医工」 タクロリムス水和物 台湾

410 タゾバクタム

411 ピペラシリン水和物

セキコデ配合シロップ
日本
インド

セフォン静注用0.5g 日本
大韓民国

セフォン静注用1g
日本
イタリア
大韓民国

ダイメジンスリービー配合カプセル25
日本
日本（中華人民共和国-日本）
中華人民共和国
フランス

タゾピペ配合静注用2.25「日医工」
中華人民共和国
インド



製品名 原薬名 原薬製造国

412 タゾバクタム

413 ピペラシリン水和物

414 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」 タムスロシン塩酸塩
日本
ハンガリー

415 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」 タムスロシン塩酸塩
日本
ハンガリー

416 タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「日医工」 タムスロシン塩酸塩 日本

417 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」 タムスロシン塩酸塩 日本

418 タルチレリンOD錠5mg「日医工」 タルチレリン水和物 日本

419 ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日医工」 ダルテパリンナトリウム 中華人民共和国

420 炭酸水素ナトリウム「NikP」 炭酸水素ナトリウム 日本

421 単シロップ「日医工」 白糖 日本

422 タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「日医工」 タンドスピロンクエン酸塩 日本

423 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「日医工」 タンドスピロンクエン酸塩 日本

424 タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「日医工」 タンドスピロンクエン酸塩 日本

425 タンニン酸アルブミン「NikP」 タンニン酸アルブミン 日本

426 チアプリド細粒10%「日医工」 チアプリド塩酸塩 日本（中華人民共和国-日本）

427 チアプリド錠25mg「日医工」 チアプリド塩酸塩 日本（中華人民共和国-日本）

428 チアプリド錠50mg「日医工」 チアプリド塩酸塩 日本（中華人民共和国-日本）

429 チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「日医工」 チアミン塩化物塩酸塩 ドイツ

430 チオデロンカプセル5mg メピチオスタン 日本

431 チクロピジン塩酸塩細粒10%「日医工」 チクロピジン塩酸塩 日本（中華人民共和国-日本）

432 チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 チクロピジン塩酸塩 日本（中華人民共和国-日本）

433 チザニジン顆粒0.2%「日医工」 チザニジン塩酸塩 日本

434 チザニジン錠1mg「日医工」 チザニジン塩酸塩 日本

435 チンク油「日医工」 酸化亜鉛 日本

436 沈降炭酸カルシウム「日医工」 沈降炭酸カルシウム 日本

437 ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 ツロブテロール 日本

438 ツロブテロールテープ1mg「日医工」 ツロブテロール 日本

439 ツロブテロールテープ2mg「日医工」 ツロブテロール 日本

440 テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」 テイコプラニン 大韓民国

441 テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」 テイコプラニン 大韓民国

442 テオフィリン徐放錠50mg「日医工」 テオフィリン
日本（中華人民共和国-日本）
ドイツ

443 テオフィリン徐放錠100mg「日医工」 テオフィリン 日本（中華人民共和国-日本）

444 テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 テオフィリン
日本（中華人民共和国-日本）
ドイツ

445 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医
工」

テオフィリン
日本（中華人民共和国-日本）
ドイツ

446 デカドロンエリキシル0.01% デキサメタゾン フランス

447 デカドロン錠0.5mg デキサメタゾン フランス

448 デカドロン錠4mg デキサメタゾン フランス

449 デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%「日医
工」

デキストロメトルファン臭化水素
酸塩水和物

インド

450 デキストロメトルファン臭化水素酸塩注射液5mg
「日医工」

デキストロメトルファン臭化水素
酸塩水和物

インド

451 デトキソール静注液2g チオ硫酸ナトリウム水和物 日本

452 デノパミン錠5mg「日医工」 デノパミン 日本

453 デノパミン錠10mg「日医工」 デノパミン 日本

454 テプレノンカプセル50mg「日医工」 テプレノン 日本

455 テプレノン細粒10%「日医工」 テプレノン 日本

456 テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」 テモカプリル塩酸塩 日本

457 テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」 テモカプリル塩酸塩 日本

458 テモカプリル塩酸塩錠4mg「日医工」 テモカプリル塩酸塩 日本

459 テルミサルタン

460 アムロジピンベシル酸塩

461 テルミサルタン

462 アムロジピンベシル酸塩

タゾピペ配合静注用4.5「日医工」
中華人民共和国
インド

テラムロ配合錠AP「日医工」
日本
日本（中華人民共和国-日本）
スペイン

テラムロ配合錠BP「日医工」
日本
日本（中華人民共和国-日本）
スペイン



製品名 原薬名 原薬製造国

463 テルミサルタン

464 ヒドロクロロチアジド

465 テルミサルタン

466 ヒドロクロロチアジド

467 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」 テルビナフィン塩酸塩 メキシコ

468 テルビナフィン錠125mg「日医工」 テルビナフィン塩酸塩 メキシコ

469 テルミサルタン錠20mg「日医工」 テルミサルタン
日本
日本（中華人民共和国-日本）

470 テルミサルタン錠40mg「日医工」 テルミサルタン
日本
日本（中華人民共和国-日本）

471 テルミサルタン錠80mg「日医工」 テルミサルタン
日本
日本（中華人民共和国-日本）

472 トラマドール塩酸塩

473 アセトアミノフェン

474 ドキサゾシン錠0.5mg「日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩 ドイツ

475 ドキサゾシン錠1mg「日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩 ドイツ

476 ドキサゾシン錠2mg「日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩 ドイツ

477 ドキサゾシン錠4mg「日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩 ドイツ

478 トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「日医工」
トスフロキサシントシル酸塩水和
物

日本

479 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「日医工」
トスフロキサシントシル酸塩水和
物

日本

480 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 ドネペジル塩酸塩
日本
イスラエル

481 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 ドネペジル塩酸塩
日本
イスラエル

482 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医工」 ドネペジル塩酸塩
日本
イスラエル

483 ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「日医工」 ドネペジル塩酸塩
日本
イスラエル

484 ドネペジル塩酸塩錠3mg「日医工」 ドネペジル塩酸塩
日本
イスラエル

485 ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」 ドネペジル塩酸塩
日本
イスラエル

486 ドネペジル塩酸塩錠10mg「日医工」 ドネペジル塩酸塩
日本
イスラエル

487 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「日医工」 ドネペジル塩酸塩
日本
イスラエル

488 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー5mg「日医工」 ドネペジル塩酸塩
日本
イスラエル

489 ドネペジル塩酸塩内服ゼリー10mg「日医工」 ドネペジル塩酸塩
日本
イスラエル

490 トフィソパム錠50mg「日医工」 トフィソパム 日本

491 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 トラネキサム酸
日本
中華人民共和国

492 トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 トリアゾラム
日本
イタリア

493 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 トリアゾラム イタリア

494 トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 トリクロルメチアジド 日本

495 トリプタノール錠10 アミトリプチリン塩酸塩 イスラエル

496 トリプタノール錠25 アミトリプチリン塩酸塩 イスラエル

497 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 トリメブチンマレイン酸塩 中華人民共和国

498 ドルコール錠250mg ピペミド酸水和物 中華人民共和国

499 ドンペリドン錠5mg「日医工」 ドンペリドン インド

500 ドンペリドン錠10mg「日医工」 ドンペリドン インド

501 ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」 ドンペリドン インド

502 ナテグリニド錠30mg「日医工」 ナテグリニド 大韓民国

503 ナテグリニド錠90mg「日医工」 ナテグリニド 大韓民国

504 ナフトピジルOD錠25mg「日医工」 ナフトピジル
イタリア
大韓民国

テルチア配合錠AP「日医工」
日本
日本（中華人民共和国-日本）
インド

テルチア配合錠BP「日医工」
日本
日本（中華人民共和国-日本）
インド

トアラセット配合錠「日医工」
日本
インド



製品名 原薬名 原薬製造国

505 ナフトピジルOD錠50mg「日医工」 ナフトピジル
イタリア
大韓民国

506 ナフトピジルOD錠75mg「日医工」 ナフトピジル
イタリア
大韓民国

507 ナフトピジル錠25mg「日医工」 ナフトピジル 日本

508 ナフトピジル錠50mg「日医工」 ナフトピジル 日本

509 ナフトピジル錠75mg「日医工」 ナフトピジル 日本

510 ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「日医工」 ナルフラフィン塩酸塩
日本
大韓民国

511 ニカルジピン塩酸塩散10%「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 日本

512 ニカルジピン塩酸塩錠10mg「日医工」 ニカルジピン塩酸塩
日本
日本（大韓民国-日本）

513 ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 日本

514 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg「日医工」 ニカルジピン塩酸塩
日本
日本（大韓民国-日本）

515 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」 ニカルジピン塩酸塩
日本
日本（大韓民国-日本）

516 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 日本（大韓民国-日本）

517 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 日本（大韓民国-日本）

518 ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 日本（大韓民国-日本）

519 ニコランジル錠2.5mg「日医工」 ニコランジル 日本（中華人民共和国-日本）

520 ニコランジル錠5mg「日医工」 ニコランジル 日本（中華人民共和国-日本）

521 ニコランジル点滴静注用2mg「日医工」 ニコランジル 日本（中華人民共和国-日本）

522 ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」 ニコランジル 日本（中華人民共和国-日本）

523 ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」 ニコランジル 日本（中華人民共和国-日本）

524 ニセルゴリン錠5mg「日医工」 ニセルゴリン チェコ

525 ジヒドロコデインリン酸塩

526 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩

527 クロルフェニラミンマレイン酸塩

528 ニトレンジピン錠5mg「日医工」 ニトレンジピン 日本

529 ニトレンジピン錠10mg「日医工」 ニトレンジピン 日本

530 ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 ニフェジピン

日本
日本（中華人民共和国-日本）
イタリア
インド

531 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 ニフェジピン

日本
日本（中華人民共和国-日本）
イタリア
インド

532 ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 ニフェジピン

日本
日本（中華人民共和国-日本）
イタリア
インド

533 ニフェジピンL錠10mg「日医工」 ニフェジピン 日本

534 ニフェジピンL錠20mg「日医工」 ニフェジピン 日本

535 乳酸カルシウム「NikP」 乳酸カルシウム水和物 日本

536 乳糖水和物（結晶）「NikP」 乳糖水和物 オランダ

537 乳糖水和物（粉末）「日医工」 乳糖水和物 オランダ

538 ニルバジピン錠2mg「日医工」 ニルバジピン 日本

539 ニルバジピン錠4mg「日医工」 ニルバジピン 日本

540 ノフロ点眼液0.3% ノルフロキサシン 日本（インド-日本）

541 白色ワセリン「日医工」 白色ワセリン アメリカ合衆国

542 ハッカ水「日医工」 ハッカ油 日本

543 ハッカ油「日医工」 ハッカ油 日本

544 パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 パパベリン塩酸塩 イタリア

545 バラシクロビル顆粒50%「日医工」 バラシクロビル塩酸塩 日本

546 バラシクロビル錠500mg「日医工」 バラシクロビル塩酸塩 日本

547 バリエネマ300 硫酸バリウム 日本

548 バリエネマHD75% 硫酸バリウム 日本

549 バリエネマLC 硫酸バリウム 日本

550 バルサルタンOD錠20mg「日医工」 バルサルタン
日本
インド

ニチコデ配合散 日本



製品名 原薬名 原薬製造国

551 バルサルタンOD錠40mg「日医工」 バルサルタン
日本
インド

552 バルサルタンOD錠80mg「日医工」 バルサルタン
日本
インド

553 バルサルタンOD錠160mg「日医工」 バルサルタン
日本
インド

554 バルサルタン錠20mg「日医工」 バルサルタン
日本
インド

555 バルサルタン錠40mg「日医工」 バルサルタン
日本
インド

556 バルサルタン錠80mg「日医工」 バルサルタン
日本
インド

557 バルサルタン錠160mg「日医工」 バルサルタン
日本
インド

558 バルサルタン

559 ヒドロクロロチアジド

560 バルサルタン

561 ヒドロクロロチアジド

562 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 バルプロ酸ナトリウム 日本

563 パロキセチン錠5mg「日医工」 パロキセチン塩酸塩水和物
日本
スペイン

564 パロキセチン錠10mg「日医工」 パロキセチン塩酸塩水和物 日本

565 パロキセチン錠20mg「日医工」 パロキセチン塩酸塩水和物 日本

566 パンクレアチン「日医工」 パンクレアチン 日本

567 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「日医工」 バンコマイシン塩酸塩
ハンガリー
スロベニア

568 ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mgシリンジ「日
医工」

ヒアルロン酸ナトリウム 日本

569 ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mg「日医工」 ヒアルロン酸ナトリウム 日本

570 ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 ピオグリタゾン塩酸塩
日本
大韓民国

571 ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 ピオグリタゾン塩酸塩
日本
大韓民国

572 ピオグリタゾン錠15mg「日医工」 ピオグリタゾン塩酸塩 日本

573 ピオグリタゾン錠30mg「日医工」 ピオグリタゾン塩酸塩 日本

574 ビカルタミド錠80mg「日医工」 ビカルタミド
日本
イタリア

575 ビカルタミドOD錠80mg「日医工」 ビカルタミド
日本
インド

576 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」
ピコスルファートナトリウム水和
物

イタリア

577 ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%
「日医工」

ピコスルファートナトリウム水和
物

イタリア

578 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医
工」

ピコスルファートナトリウム水和
物

イタリア

579 スルバクタムナトリウム

580 アンピシリンナトリウム

581 スルバクタムナトリウム

582 アンピシリンナトリウム

583 スルバクタムナトリウム

584 アンピシリンナトリウム

585 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 ビソプロロールフマル酸塩 日本

586 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 ビソプロロールフマル酸塩 日本

587 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 ビソプロロールフマル酸塩 日本

588 ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」 ピタバスタチンカルシウム水和物
日本
大韓民国

589 ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」 ピタバスタチンカルシウム水和物
日本
大韓民国

590 ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」 ピタバスタチンカルシウム水和物
日本
大韓民国

591 ピタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」 ピタバスタチンカルシウム水和物
日本
大韓民国

592 ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 ピタバスタチンカルシウム水和物
日本
大韓民国

バルヒディオ配合錠MD「日医工」
日本
インド

バルヒディオ配合錠EX「日医工」
日本
インド

ピシリバクタ静注用0.75g 大韓民国
オーストリア

ピシリバクタ静注用1.5g 大韓民国
オーストリア

ピシリバクタ静注用3g 大韓民国
オーストリア



製品名 原薬名 原薬製造国

593 ピタバスタチンカルシウム錠4mg「日医工」 ピタバスタチンカルシウム水和物
日本
大韓民国

594 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 ピペラシリンナトリウム 中華人民共和国

595 ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」 ピペラシリンナトリウム 中華人民共和国

596 ヒマシ油「日医工」 ヒマシ油 日本

597 氷酢酸「NikP」 氷酢酸 日本

598 ピリドキシン塩酸塩注射液10mg「日医工」 ピリドキシン塩酸塩 ドイツ

599 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 日本

600 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 日本

601 ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「日医工」 ピレンゼピン塩酸塩水和物 日本

602 ピンドロール錠5mg「日医工」 ピンドロール 日本

603 ファムシクロビル錠250mg「日医工」 ファムシクロビル
大韓民国
インド

604 ファモチジンD錠10mg「日医工」 ファモチジン
日本（インド-日本）
インド

605 ファモチジンD錠20mg「日医工」 ファモチジン
日本（インド-日本）
インド

606 ファモチジン散2%「日医工」 ファモチジン 日本（インド-日本）

607 ファモチジン散10%「日医工」 ファモチジン 日本

608 ファモチジン錠10mg「日医工」 ファモチジン 日本（インド-日本）

609 ファモチジン錠20mg「日医工」 ファモチジン 日本（インド-日本）

610 ファモチジン注射用10mg「日医工」 ファモチジン 日本

611 ファモチジン注射用20mg「日医工」 ファモチジン 日本（インド-日本）

612 注射用フィルデシン1mg ビンデシン硫酸塩 ベルギー

613 注射用フィルデシン3mg ビンデシン硫酸塩 ベルギー

614 フェジン静注40mg 含糖酸化鉄 日本

615 フェルムカプセル100mg フマル酸第一鉄 ドイツ

616 注射用フサン10 ナファモスタットメシル酸塩 日本

617 注射用フサン50 ナファモスタットメシル酸塩 日本

618 ブシラミン錠50mg「日医工」 ブシラミン 日本

619 ブシラミン錠100mg「日医工」 ブシラミン 日本

620 ブドウ糖「日医工」 ブドウ糖 日本

621 20%ブドウ糖注「日医工」 ブドウ糖 日本

622 プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 プラバスタチンナトリウム 中華人民共和国

623 プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 プラバスタチンナトリウム 中華人民共和国

624 フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 フラボキサート塩酸塩 日本

625 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」 プラミペキソール塩酸塩水和物 日本

626 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」 プラミペキソール塩酸塩水和物 日本

627 プランルカストDS10%「日医工」 プランルカスト水和物 日本

628 プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 プランルカスト水和物
日本
日本（中華人民共和国-日本）

629 プランルカストカプセル225mg「日医工」 プランルカスト水和物
日本
日本（中華人民共和国-日本）

630 プリミドン細粒99.5%「日医工」 プリミドン スイス

631 プリミドン錠250mg「日医工」 プリミドン スイス

632 フルコナゾールカプセル50mg「日医工」 フルコナゾール 日本

633 フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 フルコナゾール 日本

634 フルコナゾール静注液50mg「日医工」 フルコナゾール 日本

635 フルコナゾール静注液100mg「日医工」 フルコナゾール 日本

636 フルコナゾール静注液200mg「日医工」 フルコナゾール 日本

637 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日

医工」28噴霧用
フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル

イスラエル

638 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日

医工」56噴霧用
フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル

イスラエル

639 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 フルボキサミンマレイン酸塩 日本（インド-日本）

640 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 フルボキサミンマレイン酸塩 日本（インド-日本）

641 フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」 フルボキサミンマレイン酸塩 日本（インド-日本）

642 プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 プロカイン塩酸塩
日本（チェコ-日本）
チェコ

643 プロカテロール塩酸塩錠25μg「日医工」 プロカテロール塩酸塩水和物 イタリア

644 プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」 プロカテロール塩酸塩水和物 日本

645 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」 プロカテロール塩酸塩水和物 イタリア



製品名 原薬名 原薬製造国

646 フロセミド注射液20mg「日医工」 フロセミド ドイツ

647 ブロチゾラム錠0.25mg「日医工」 ブロチゾラム 日本

648 プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「日医工」

（旧名称：ボグニン注0.5mg） プロチレリン酒石酸塩水和物 日本

649 プロチレリン酒石酸塩注射液1mg「日医工」

（旧名称：ボグニン注1mg） プロチレリン酒石酸塩水和物 日本

650 プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「日医工」

（旧名称：ボグニン注2mg） プロチレリン酒石酸塩水和物 日本

651 ブロナンセリン錠2mg「日医工」 ブロナンセリン
日本（大韓民国-日本）
大韓民国

652 ブロナンセリン錠4mg「日医工」 ブロナンセリン
日本（大韓民国-日本）
大韓民国

653 ブロナンセリン錠8mg「日医工」 ブロナンセリン
日本（大韓民国-日本）
大韓民国

654 プロピベリン塩酸塩錠10mg「日医工」 プロピベリン塩酸塩 ドイツ

655 プロピベリン塩酸塩錠20mg「日医工」 プロピベリン塩酸塩 ドイツ

656 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 プロプラノロール塩酸塩 イタリア

657 プロポフォール1%静注20mL「日医工」 プロポフォール 大韓民国

658 プロポフォール1%静注50mL「日医工」 プロポフォール 大韓民国

659 プロポフォール1%静注100mL「日医工」 プロポフォール 大韓民国

660 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 ブロムヘキシン塩酸塩
日本（中華人民共和国-日本）

日本（インド-日本）

661 ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」 ベザフィブラート 日本

662 ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 ベザフィブラート 日本

663 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工」 ベタヒスチンメシル酸塩 日本

664 ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工」 ベタヒスチンメシル酸塩 日本

665 ベックカプセル5mg アラニジピン 日本

666 ベックカプセル10mg アラニジピン 日本

667 ベック顆粒2% アラニジピン 日本

668 ベニジピン塩酸塩錠2mg「日医工」 ベニジピン塩酸塩 イタリア

669 ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」 ベニジピン塩酸塩 イタリア

670 ベニジピン塩酸塩錠8mg「日医工」 ベニジピン塩酸塩 日本

671 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 ヘパリン類似物質
イタリア
中華人民共和国

672 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ヘパリン類似物質
イタリア
中華人民共和国

673 ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「日医工」 ベポタスチンベシル酸塩
日本
大韓民国

674 ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」 ベポタスチンベシル酸塩
日本
大韓民国

675 ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「日医工」 ベポタスチンベシル酸塩
日本
大韓民国

676 ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」 ベポタスチンベシル酸塩
日本
大韓民国

677 ベラプロストナトリウム錠20μg「日医工」 ベラプロストナトリウム ハンガリー

678 ベラプロストナトリウム錠40μg「日医工」 ベラプロストナトリウム ハンガリー

679 ペリアクチン散1% シプロヘプタジン塩酸塩水和物 イタリア

680 ペリアクチン錠4mg シプロヘプタジン塩酸塩水和物 イタリア

681 ペリアクチンシロップ0.04% シプロヘプタジン塩酸塩水和物 イタリア

682 ペリンドプリル錠2mg「日医工」 ペリンドプリルエルブミン 日本

683 ペリンドプリル錠4mg「日医工」 ペリンドプリルエルブミン 日本

684 ペルゴリン顆粒0.025% ペルゴリドメシル酸塩 チェコ

685 ペングッド錠250mg バカンピシリン塩酸塩 イタリア

686 ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医
工」

濃ベンザルコニウム塩化物液５０ 日本

687 ベンザルコニウム塩化物消毒液0.05W/V%「日医
工」

濃ベンザルコニウム塩化物液５０ 日本

688 ベンザルコニウム塩化物消毒液0.1W/V%「日医工」 濃ベンザルコニウム塩化物液５０ 日本

689 ベンズブロマロン錠25mg「日医工」 ベンズブロマロン インド

690 ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 ベンズブロマロン インド



製品名 原薬名 原薬製造国

691 ホウ酸「NikP」 ホウ酸

日本（アメリカ合衆国-日本）

日本（ロシア-日本）

日本（イタリア-日本）

692 ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 ボグリボース
中華人民共和国
大韓民国

693 ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 ボグリボース
中華人民共和国
大韓民国

694 ボグリボース錠0.2mg「日医工」 ボグリボース
中華人民共和国
大韓民国

695 ボグリボース錠0.3mg「日医工」 ボグリボース
中華人民共和国
大韓民国

696 ホスホマイシンカルシウムカプセル250mg「日医
工」

ホスホマイシンカルシウム水和物 スペイン

697 ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医
工」

ホスホマイシンカルシウム水和物 スペイン

698 ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日
医工」

ホスホマイシンカルシウム水和物 スペイン

699 ホスホマイシンナトリウム静注用0.5g「日医工」 ホスホマイシンナトリウム 大韓民国

700 ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」 ホスホマイシンナトリウム 大韓民国

701 ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」 ホスホマイシンナトリウム 大韓民国

702 ポビドンヨードガーグル7%「日医工」 ポビドンヨード アメリカ合衆国

703 ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 ポリカルボフィルカルシウム 中華人民共和国

704 ボリコナゾール錠50mg「日医工」 ボリコナゾール インド

705 ボリコナゾール錠200mg「日医工」 ボリコナゾール インド

706 マキサカルシトール静注透析用2.5μg「日医工」 マキサカルシトール 台湾

707 マキサカルシトール静注透析用5μg「日医工」 マキサカルシトール 台湾

708 マキサカルシトール静注透析用10μg「日医工」 マキサカルシトール 台湾

709 水酸化アルミニウムゲル

710 水酸化マグネシウム

711 マニジピン塩酸塩錠5mg「日医工」 マニジピン塩酸塩 日本

712 マニジピン塩酸塩錠10mg「日医工」 マニジピン塩酸塩 日本

713 マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 マニジピン塩酸塩 日本

714 ミノアレ散66.7% トリメタジオン 日本

715 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩 ポルトガル

716 ミノドロン酸錠1mg「日医工」 ミノドロン酸水和物 イタリア

717 ミノドロン酸錠50mg「日医工」 ミノドロン酸水和物 日本

718 ミルタザピン錠15mg「日医工」 ミルタザピン
日本
台湾

719 ミルタザピン錠30mg「日医工」 ミルタザピン
日本
台湾

720 ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「日医工」 ミルナシプラン塩酸塩 日本

721 ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「日医工」 ミルナシプラン塩酸塩 日本

722 ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「日医工」 ミルナシプラン塩酸塩 日本

723 ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「日医工」 ミルナシプラン塩酸塩 日本

724 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 メキシレチン塩酸塩 中華人民共和国

725 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 メキシレチン塩酸塩 中華人民共和国

726 メキタジン錠3mg「日医工」 メキタジン 日本

727 メサラジン錠250mg「日医工」 メサラジン イタリア

728 メサラジン錠500mg「日医工」 メサラジン イタリア

729 メトトレキサート錠2mg「日医工」 メトトレキサート フィンランド

730 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「日医工」 メトホルミン塩酸塩
メキシコ
スペイン

731 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「日医工」 メトホルミン塩酸塩
メキシコ
スペイン

732 メナテトレノンカプセル15mg「日医工」 メナテトレノン
日本（インド-日本）
スペイン

733 メフルシド錠25mg「日医工」 メフルシド 日本

734 メロキシカム錠5mg「日医工」 メロキシカム イタリア

735 メロキシカム錠10mg「日医工」 メロキシカム イタリア

736 モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 モサプリドクエン酸塩水和物 日本

737 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」 モサプリドクエン酸塩水和物 日本

738 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 モサプリドクエン酸塩水和物 日本

マグテクト配合内服液 日本



製品名 原薬名 原薬製造国

739 モノフィリン原末 プロキシフィリン 日本

740 モノフィリン錠100mg プロキシフィリン 日本

741 モノフィリン注200mg プロキシフィリン 日本

742 モンテルカスト細粒4mg「日医工」 モンテルカストナトリウム
日本
中華人民共和国

743 モンテルカスト錠5mg「日医工」 モンテルカストナトリウム
日本
中華人民共和国

744 モンテルカスト錠10mg「日医工」 モンテルカストナトリウム
日本
中華人民共和国

745 モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 モンテルカストナトリウム
日本
中華人民共和国

746 薬用炭「日医工」 薬用炭 日本

747 ユニコン錠100 テオフィリン ドイツ

748 ユニコン錠200 テオフィリン ドイツ

749 ユニコン錠400 テオフィリン ドイツ

750 ヨウ化カリウム「日医工」 ヨウ化カリウム 日本

751 ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 ヨウ化カリウム 日本

752 ヨードチンキ「日医工」 ヨウ素 日本

753 ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」 ラタノプロスト 大韓民国

754 ラニチジン錠75mg「日医工」 ラニチジン塩酸塩
インド
中華人民共和国

755 ラニチジン錠150mg「日医工」 ラニチジン塩酸塩
インド
中華人民共和国

756 ラフチジン錠5mg「日医工」 ラフチジン 日本

757 ラフチジン錠10mg「日医工」 ラフチジン 日本

758 ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 ラベプラゾールナトリウム
日本
スペイン

759 ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」 ラベプラゾールナトリウム
日本
スペイン

760 ラモトリギン錠25mg「日医工」 ラモトリギン
ポーランド
インド

761 ラモトリギン錠100mg「日医工」 ラモトリギン
ポーランド
インド

762 ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」 ラモトリギン
ポーランド
インド

763 ラモトリギン錠小児用2mg「日医工」 ラモトリギン
ポーランド
インド

764 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 ラロキシフェン塩酸塩水和物 大韓民国

765 ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 ランソプラゾール
スペイン
イタリア

766 ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」 ランソプラゾール
スペイン
イタリア

767 ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」 ランソプラゾール
イタリア
インド

768 ランソプラゾールカプセル30mg「日医工」 ランソプラゾール
イタリア
インド

769 リシノプリル錠5mg「日医工」 リシノプリル水和物 中華人民共和国

770 リシノプリル錠10mg「日医工」 リシノプリル水和物 インド

771 リシノプリル錠20mg「日医工」 リシノプリル水和物 中華人民共和国

772 リスペリドン細粒1%「日医工」 リスペリドン インド

773 リスペリドン錠1mg「日医工」 リスペリドン インド

774 リスペリドン錠2mg「日医工」 リスペリドン インド

775 リスペリドン錠3mg「日医工」 リスペリドン イスラエル

776 リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」 リスペリドン イスラエル

777 リスペリドン内用液分包1mg「日医工」 リスペリドン イスラエル

778 リスペリドン内用液分包2mg「日医工」 リスペリドン イスラエル

779 リスペリドン内用液分包3mg「日医工」 リスペリドン イスラエル

780 リセドロン酸Na錠2.5mg「日医工」 リセドロン酸ナトリウム水和物 ポーランド

781 リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」 リセドロン酸ナトリウム水和物 ポーランド

782 リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 リトドリン塩酸塩 イタリア

783 リボフラビン注射液10mg「日医工」
リボフラビンリン酸エステルナト
リウム

フランス

784 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 リマプロストアルファデクス
日本
ハンガリー



製品名 原薬名 原薬製造国

785 硫酸マグネシウム「NikP」 硫酸マグネシウム水和物 日本

786 流動パラフィン「NikP」 流動パラフィン フランス

787 リン酸コデイン散1%「日医工」 コデインリン酸塩水和物 日本

788 リン酸ジヒドロコデイン散1%「日医工」 ジヒドロコデインリン酸塩 日本

789 アズレンスルホン酸ナトリウム

790 L-グルタミン

791 レトロゾール錠2.5mg「日医工」 レトロゾール インド

792 レバミピド顆粒20%「日医工」 レバミピド 大韓民国

793 レバミピド錠100mg「日医工」 レバミピド
日本
大韓民国

794 レボカルニチン塩化物錠100mg「日医工」 レボカルニチン塩化物 中華人民共和国

795 レボカルニチン塩化物錠300mg「日医工」 レボカルニチン塩化物 中華人民共和国

796 レボフロキサシン錠250mg「日医工」 レボフロキサシン水和物
日本（中華人民共和国-日本）
中華人民共和国

797 レボフロキサシン錠500mg「日医工」 レボフロキサシン水和物
日本（中華人民共和国-日本）
中華人民共和国

798 レボフロキサシン点眼液0.5%「日医工」 レボフロキサシン水和物 日本（中華人民共和国-日本）

799 レボフロキサシン点眼液1.5%「日医工」 レボフロキサシン水和物 日本（中華人民共和国-日本）

800 レボホリナート点滴静注用25mg「日医工」 レボホリナートカルシウム スイス

801 レボホリナート点滴静注用50mg「日医工」 レボホリナートカルシウム スイス

802 レボホリナート点滴静注用100mg「日医工」 レボホリナートカルシウム スイス

803 ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日医工」
ロキソプロフェンナトリウム水和
物

日本
大韓民国

804 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」
ロキソプロフェンナトリウム水和
物

日本
大韓民国

805 ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医
工」

ロキソプロフェンナトリウム水和
物

大韓民国
台湾

806 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

大韓民国
台湾

807 ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医
工」

ロキソプロフェンナトリウム水和
物

日本

808 ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医
工」

ロキソプロフェンナトリウム水和
物

大韓民国

809 ロサルタンカリウム錠25mg「日医工」 ロサルタンカリウム
日本
スペイン

810 ロサルタンカリウム錠50mg「日医工」 ロサルタンカリウム
日本
スペイン

811 ロサルタンカリウム錠100mg「日医工」 ロサルタンカリウム
日本
スペイン

812 ロサルタンカリウム

813 ヒドロクロロチアジド

814 ロサルタンカリウム

815 ヒドロクロロチアジド

816 ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」 ロスバスタチンカルシウム 日本

817 ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」 ロスバスタチンカルシウム 日本

818 ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」 ロスバスタチンカルシウム 日本

819 ロスバスタチン錠5mg「日医工」 ロスバスタチンカルシウム 日本

820 ロートエキス散「NikP」 ロートエキス 日本

821 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「日医工」 ロフラゼプ酸エチル 日本

822 ロフラゼプ酸エチル錠2mg「日医工」 ロフラゼプ酸エチル 日本

823 ロラタジンOD錠10mg「日医工」 ロラタジン スペイン

824 ロラタジン錠10mg「日医工」 ロラタジン スペイン

825 ロラタジンドライシロップ1%「日医工」 ロラタジン スペイン

ロサルヒド配合錠LD「日医工」
日本
スペイン
インド

ロサルヒド配合錠HD「日医工」
日本
スペイン
インド

ルフレン配合顆粒 日本



２）製造販売：日医工ファーマ株式会社

製品名 原薬名 原薬製造国

1 アテノロール錠25mg「NikP」 アテノロール
台湾
インド

2 アテノロール錠50mg「NikP」 アテノロール
台湾
インド

3 アミカシン硫酸塩注射液100mg「NikP」 アミカシン硫酸塩 日本（中華人民共和国-日本）

4 アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」 アミカシン硫酸塩 日本（中華人民共和国-日本）

5 アモキシシリンカプセル125mg「日医工」 アモキシシリン水和物 スペイン

6 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 アモキシシリン水和物 スペイン

7 アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 アロチノロール塩酸塩 日本

8 アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 アロチノロール塩酸塩 日本

9 イプリフラボン錠200mg「日医工」 イプリフラボン 日本

10 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「日医工」 イリノテカン塩酸塩水和物
フィンランド
中華人民共和国

11 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「日医工」 イリノテカン塩酸塩水和物
フィンランド
中華人民共和国

12 インドメタシン外用液1%「日医工」 インドメタシン 中華人民共和国

13 インドメタシンクリーム1%「日医工」 インドメタシン 中華人民共和国

14 インドメタシンゲル1%「日医工」 インドメタシン 中華人民共和国

15 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「NikP」 エナラプリルマレイン酸塩 日本

16 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「NikP」 エナラプリルマレイン酸塩 日本

17 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「NikP」 エナラプリルマレイン酸塩 日本

18 塩化カリウム「日医工」 塩化カリウム 日本

19 グリチルリチン酸一アンモニウム

20 グリシン

21 L-システイン塩酸塩水和物

22 ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 ケトチフェンフマル酸塩 中華人民共和国

23 ケトチフェンドライシロップ小児用0.1%「日医工」 ケトチフェンフマル酸塩 イタリア

24 ゲムシタビン点滴静注用200mg「日医工」 ゲムシタビン塩酸塩 中華人民共和国

25 ゲムシタビン点滴静注用1g「日医工」 ゲムシタビン塩酸塩 中華人民共和国

26 サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 サラゾスルファピリジン アメリカ合衆国

27 サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」 サラゾスルファピリジン アメリカ合衆国

28 サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 サラゾスルファピリジン アメリカ合衆国

29 コンドロイチン硫酸エステルナト
リウム

30 サリチル酸ナトリウム

31 コンドロイチン硫酸エステルナト
リウム

32 サリチル酸ナトリウム

33 次硝酸ビスマス「日医工」 次硝酸ビスマス 日本

34 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 ジソピラミドリン酸塩 日本

35 ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 日本

36 ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 日本

37 ジルチアゼム塩酸塩静注用250mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 日本

38 シンバスタチン錠5mg「NikP」 シンバスタチン 大韓民国

39 シンバスタチン錠10mg「NikP」 シンバスタチン 大韓民国

40 シンバスタチン錠20mg「NikP」 シンバスタチン 大韓民国

41 セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「日医工」 セフォチアム塩酸塩 大韓民国

42 セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「日医工」 セフォチアム塩酸塩 大韓民国

43 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフォチアム塩酸塩 大韓民国

44 セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」 セフォチアム塩酸塩 大韓民国

45 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%小児用「日医
工」

セフカペン　ピボキシル塩酸塩水
和物

日本
大韓民国

46 セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「日医工」
セフカペン　ピボキシル塩酸塩水
和物

日本
大韓民国

47 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」
セフカペン　ピボキシル塩酸塩水
和物

日本
大韓民国

48 セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「日医工」 セフジトレンピボキシル 大韓民国

49 セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」 セフジトレンピボキシル 大韓民国

50 セフメタゾールナトリウム静注用0.25g「日医工」 セフメタゾールナトリウム 大韓民国

グリファーゲン静注20mL 日本

ザルソロイチン静注10mL 日本

ザルソロイチン静注20mL 日本



製品名 原薬名 原薬製造国

51 セフメタゾールナトリウム静注用0.5g「日医工」 セフメタゾールナトリウム 大韓民国

52 セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」 セフメタゾールナトリウム 大韓民国

53 セフメタゾールナトリウム静注用2g「日医工」 セフメタゾールナトリウム 大韓民国

54 チアミン塩化物塩酸塩

55 リボフラビンリン酸エステルナト
リウム

56 ピリドキシン塩酸塩

57 シアノコバラミン

58 ニコチン酸アミド

59 葉酸

60 パンテノール

61 ビオチン

62 アスコルビン酸

63 レチノールパルミチン酸エステル

64 エルゴカルシフェロール

65 トコフェロール酢酸エステル

66 フィトナジオン

67 タモキシフェン錠10mg「日医工」 タモキシフェンクエン酸塩 フィンランド

68 タモキシフェン錠20mg「日医工」 タモキシフェンクエン酸塩 フィンランド

69 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg
「日医工」

トコフェロールニコチン酸エステ
ル

日本

70 トラピジル錠50mg「日医工」 トラピジル 日本

71 トラピジル錠100mg「日医工」 トラピジル 日本

72 ドロキシドパカプセル100mg「日医工」 ドロキシドパ 大韓民国

73 ドロキシドパカプセル200mg「日医工」 ドロキシドパ 大韓民国

74 ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「日医
工」

ナファモスタットメシル酸塩 日本

75 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医
工」

ナファモスタットメシル酸塩 日本

76 ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「日医
工」

ナファモスタットメシル酸塩 日本

77 ノルフロキサシン点眼液0.3%「NikP」 ノルフロキサシン 日本（インド-日本）

78 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル顆粒20%
「日医工」

ピペリジノアセチルアミノ安息香
酸エチル

日本

79 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠100mg
「日医工」

ピペリジノアセチルアミノ安息香
酸エチル

日本

80 ビオヂアスターゼ１０００

81 ニューラーゼ

82 セルラーゼＡＰ３

83 プロザイム６

84 リパーゼＡＰ６

85 膵臓性消化酵素ＴＡ

86 ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」 ブチルスコポラミン臭化物 日本

87 プラノプロフェンカプセル75mg「日医工」 プラノプロフェン 日本

88 プラバスタチンナトリウム錠5mg「NikP」 プラバスタチンナトリウム 中華人民共和国

89 プラバスタチンナトリウム錠10mg「NikP」 プラバスタチンナトリウム 中華人民共和国

90 フルスルチアミン静注液50mg「日医工」 フルスルチアミン塩酸塩 日本

91 フルチカゾン点鼻液25μg小児用「日医工」56噴霧
用

フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル

イスラエル

92 フルチカゾン点鼻液50μg「NikP」28噴霧用
フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル

イスラエル

93 フルチカゾン点鼻液50μg「NikP」56噴霧用
フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル

イスラエル

94 プロブコール錠250mg「日医工」 プロブコール 日本

95 カサンスラノール

96 ジオクチルソジウムスルホサクシ
ネート

97 ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩
イタリア
ポルトガル

98 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩
イタリア
ポルトガル

ベンコール配合錠 アメリカ合衆国

ダイメジン・マルチ注

日本
ドイツ
スイス
フランス
英国
チェコ
中華人民共和国

フェンラーゼ配合カプセル 日本



製品名 原薬名 原薬製造国

99 メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」 メロペネム水和物
大韓民国
中華人民共和国
インド

100 メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」 メロペネム水和物
大韓民国
中華人民共和国
インド

101 メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「日医工」 メロペネム水和物 インド

102 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 リトドリン塩酸塩 イタリア

103 ロキシスロマイシン錠150mg「日医工」 ロキシスロマイシン インド



３）製造販売：ヤクハン製薬株式会社

製品名 原薬名 原薬製造国

1 70%イソプロ液「ヤクハン」 イソプロパノール 日本

2 エタノール「ヤクハン」 エタノール 日本

3 50%塩化ベンザルコニウム液「ヤクハン」 濃ベンザルコニウム塩化物５０ 日本

4 オキシドール「ヤクハン」 過酸化水素 日本

5 カンフル精 ｄ－カンフル 日本（中華人民共和国-日本）

6 グリセリン「ヤクハン」 濃グリセリン 日本（マレーシア-日本）

7 グリセリンBC液「ヤクハン」 濃グリセリン 日本（マレーシア-日本）

8 グルコジンB・エタノール液0.5% クロルヘキシジングルコン酸塩液 日本（インド-日本）

9 グルコジンR・エタノール液0.5% クロルヘキシジングルコン酸塩液 日本（インド-日本）

10 0.05%グルコジンR水 クロルヘキシジングルコン酸塩液
日本
日本（インド-日本）

11 0.5%グルコジンR水 クロルヘキシジングルコン酸塩液
日本
日本（インド-日本）

12 グルコジンW・エタノール液0.5% クロルヘキシジングルコン酸塩液 日本（インド-日本）

13 0.02%グルコジンW水 クロルヘキシジングルコン酸塩液 日本（インド-日本）

14 0.05%グルコジンW水 クロルヘキシジングルコン酸塩液 日本（インド-日本）

15 0.1%グルコジンW水 クロルヘキシジングルコン酸塩液 日本（インド-日本）

16 0.5%グルコジンW水 クロルヘキシジングルコン酸塩液 日本（インド-日本）

17 グルコジン消毒用ハンドローション1% クロルヘキシジングルコン酸塩液 日本（インド-日本）

18 グルコン酸クロルヘキシジン液20%「ヤクハン」 クロルヘキシジングルコン酸塩液
日本
日本（インド-日本）

19 ザルコラブ 濃ベンザルコニウム塩化物５０ 日本

20 消毒用イソプロパノール液50%「ヤクハン」 イソプロパノール 日本

21 消毒用エタノール「ヤクハン」 エタノール 日本

22 消毒用エタライトB液 エタノール 日本

23 消毒用エタライト液 エタノール 日本

24 消毒用グルコジンハンドリキッド0.2% クロルヘキシジングルコン酸塩液 日本（インド-日本）

25 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 日本

26 ヨウ素

27 グリセリン

28 濃グリセリン

29 液状フェノール

30 プランルカスト錠112.5mg「日医工」 プランルカスト水和物
日本
日本（中華人民共和国-日本）

31 プランルカスト錠225mg「日医工」 プランルカスト水和物
日本
日本（中華人民共和国-日本）

32 ポピヨード液10% ポビドンヨード アメリカ

33 無水エタノール「ヤクハン」 エタノール 日本

34 滅菌精製水 精製水 日本

35 ヤクゾールE液0.1 濃ベンザルコニウム塩化物５０ 日本

36 ヤクラックスD液1% 次亜塩素酸ナトリウム 日本

37 ヤクラックス消毒液0.1% 次亜塩素酸ナトリウム 日本

38 ヤクラックス消毒液6% 次亜塩素酸ナトリウム 日本

39 レボフロキサシン錠250mg「日医工P」 レボフロキサシン水和物 日本（中華人民共和国-日本）

40 レボフロキサシン錠500mg「日医工P」 レボフロキサシン水和物 日本（中華人民共和国-日本）

41 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「日医工

P」 レボフロキサシン水和物 インド

複方ヨード・グリセリン「ヤクハン」
日本
日本（マレーシア-日本）



４）製造販売：エルメッド株式会社

製品名 原薬名 原薬製造国

1 アトルバスタチン錠5mg「EE」
アトルバスタチンカルシウム水和
物

大韓民国
インド
スロベニア

2 アトルバスタチン錠10mg「EE」
アトルバスタチンカルシウム水和
物

大韓民国
インド
スロベニア

3 アナストロゾール錠1mg「EE」 アナストロゾール
ドイツ
台湾

4 アムロジピンベシル酸塩

5 アトルバスタチンカルシウム水和
物

6 アムロジピンベシル酸塩

7 アトルバスタチンカルシウム水和
物

8 アムロジピンベシル酸塩

9 アトルバスタチンカルシウム水和
物

10 アムロジピンベシル酸塩

11 アトルバスタチンカルシウム水和
物

12 バルサルタン

13 アムロジピンベシル酸塩

14 アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」 アムロジピンベシル酸塩 スペイン

15 アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 アムロジピンベシル酸塩 スペイン

16 アムロジピンOD錠10mg「EMEC」 アムロジピンベシル酸塩 スペイン

17 アムロジピン錠2.5mg「EMEC」 アムロジピンベシル酸塩
日本
スペイン

18 アムロジピン錠5mg「EMEC」 アムロジピンベシル酸塩
日本
スペイン

19 アムロジピン錠10mg「EMEC」 アムロジピンベシル酸塩
日本
スペイン

20 テガフール

21 ギメラシル

22 オテラシルカリウム

23 テガフール

24 ギメラシル

25 オテラシルカリウム

26 イマチニブ錠100mg「EE」 イマチニブメシル酸塩 日本

27 イルベサルタン

28 アムロジピンベシル酸塩

29 イルベサルタン

30 アムロジピンベシル酸塩

31 イルベサルタン錠50mg「EE」 イルベサルタン
大韓民国
中華人民共和国

32 イルベサルタン錠100mg「EE」 イルベサルタン
大韓民国
中華人民共和国

33 イルベサルタン錠200mg「EE」 イルベサルタン
大韓民国
中華人民共和国

34 オランザピン錠2.5mg「EE」 オランザピン
日本
中華人民共和国

35 オランザピン錠5mg「EE」 オランザピン
日本
中華人民共和国

36 オランザピン錠10mg「EE」 オランザピン
日本
中華人民共和国

37 オランザピン錠20mg「EE」 オランザピン
日本
中華人民共和国

アマルエット配合錠3番「EE」
スペイン
大韓民国
インド

アマルエット配合錠1番「EE」
スペイン
大韓民国
インド

アマルエット配合錠2番「EE」
スペイン
大韓民国
インド

アマルエット配合錠4番「EE」
スペイン
大韓民国
インド

アムバロ配合錠「EE」

日本
中華人民共和国
スペイン
大韓民国

EEエスワン配合錠T20 日本
大韓民国

EEエスワン配合錠T25 日本
大韓民国

イルアミクス配合錠LD「EE」
中華人民共和国
インド
日本

イルアミクス配合錠HD「EE」
中華人民共和国
インド
日本



製品名 原薬名 原薬製造国

38 オルメサルタンOD錠5mg「EE」 オルメサルタン メドキソミル
日本
大韓民国

39 オルメサルタンOD錠10mg「EE」 オルメサルタン メドキソミル
日本
大韓民国

40 オルメサルタンOD錠20mg「EE」 オルメサルタン メドキソミル
日本
大韓民国

41 オルメサルタンOD錠40mg「EE」 オルメサルタン メドキソミル
日本
大韓民国

42 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「EE」 オロパタジン塩酸塩
日本
大韓民国

43 オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」 オロパタジン塩酸塩
日本
大韓民国

44 カンデサルタンOD錠2mg「EE」 カンデサルタン　シレキセチル
日本
大韓民国

45 カンデサルタンOD錠4mg「EE」 カンデサルタン　シレキセチル
日本
大韓民国

46 カンデサルタンOD錠8mg「EE」 カンデサルタン　シレキセチル
日本
大韓民国

47 カンデサルタンOD錠12mg「EE」 カンデサルタン　シレキセチル
日本
大韓民国

48 カンデサルタン錠2mg「EE」 カンデサルタン　シレキセチル
日本
大韓民国

49 カンデサルタン錠4mg「EE」 カンデサルタン　シレキセチル
日本
大韓民国

50 カンデサルタン錠8mg「EE」 カンデサルタン　シレキセチル
日本
大韓民国

51 カンデサルタン錠12mg「EE」 カンデサルタン　シレキセチル
日本
大韓民国

52 グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 グリメピリド 大韓民国

53 グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 グリメピリド 大韓民国

54 グリメピリドOD錠3mg「EMEC」 グリメピリド 大韓民国

55 グリメピリド錠0.5mg「EMEC」 グリメピリド 大韓民国

56 グリメピリド錠1mg「EMEC」 グリメピリド 大韓民国

57 グリメピリド錠3mg「EMEC」 グリメピリド 大韓民国

58 クロピドグレル錠25mg「EE」 クロピドグレル硫酸塩 大韓民国

59 クロピドグレル錠50mg「EE」 クロピドグレル硫酸塩 大韓民国

60 クロピドグレル錠75mg「EE」 クロピドグレル硫酸塩 大韓民国

61 シロドシンOD錠2mg「EE」 シロドシン
日本
大韓民国

62 シロドシンOD錠4mg「EE」 シロドシン
日本
大韓民国

63 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」 ゾルピデム酒石酸塩
日本
イスラエル

64 ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「EE」 ゾルピデム酒石酸塩
日本
イスラエル

65 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「EE」 ゾルピデム酒石酸塩
日本
イスラエル

66 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「EE」 ゾルピデム酒石酸塩
日本
イスラエル

67 テルミサルタン錠20mg「EE」 テルミサルタン
日本
大韓民国

68 テルミサルタン錠40mg「EE」 テルミサルタン
日本
大韓民国

69 テルミサルタン錠80mg「EE」 テルミサルタン
日本
大韓民国

70 トラマドール塩酸塩

71 アセトアミノフェン

72 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」 ドセタキセル
カナダ
中華人民共和国

73 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」 ドセタキセル
カナダ
中華人民共和国

74 ナフトピジルOD錠25mg「EE」 ナフトピジル
イタリア
大韓民国

75 ナフトピジルOD錠50mg「EE」 ナフトピジル
イタリア
大韓民国

トアラセット配合錠「EE」
日本
インド



製品名 原薬名 原薬製造国

76 ナフトピジルOD錠75mg「EE」 ナフトピジル
イタリア
大韓民国

77 ナフトピジル錠25mg「EE」 ナフトピジル
イタリア
大韓民国

78 ナフトピジル錠50mg「EE」 ナフトピジル
イタリア
大韓民国

79 ナフトピジル錠75mg「EE」 ナフトピジル
イタリア
大韓民国

80 ノルフロキサシン錠100mg「EMEC」 ルフロキサシン 日本（インド-日本）

81 ノルフロキサシン錠200mg「EMEC」 ルフロキサシン 日本（インド-日本）

82 バラシクロビル錠500mg「EE」 バラシクロビル塩酸塩
日本
インド

83 バルサルタン錠20mg「EE」 バルサルタン
日本
大韓民国
インド

84 バルサルタン錠40mg「EE」 バルサルタン
日本
大韓民国
インド

85 バルサルタン錠80mg「EE」 バルサルタン
日本
大韓民国
インド

86 バルサルタン錠160mg「EE」 バルサルタン
日本
大韓民国
インド

87 パロキセチン錠5mg「EE」 パロキセチン塩酸塩水和物 日本

88 パロキセチン錠10mg「EE」 パロキセチン塩酸塩水和物 日本

89 パロキセチン錠20mg「EE」 パロキセチン塩酸塩水和物 日本

90 ピオグリタゾン錠15mg「EE」 ピオグリタゾン塩酸塩 日本

91 ピオグリタゾン錠30mg「EE」 ピオグリタゾン塩酸塩 日本

92 ピタバスタチンCa錠1mg「EE」 ピタバスタチンカルシウム水和物
日本
大韓民国

93 ピタバスタチンCa錠2mg「EE」 ピタバスタチンカルシウム水和物
日本
大韓民国

94 ピタバスタチンCa錠4mg「EE」 ピタバスタチンカルシウム水和物
日本
大韓民国

95 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「EE」 フェキソフェナジン塩酸塩
日本
大韓民国
インド

96 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「EE」 フェキソフェナジン塩酸塩
日本
大韓民国
インド

97 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」 フェキソフェナジン塩酸塩
日本
大韓民国
インド

98 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 フェキソフェナジン塩酸塩
日本
大韓民国
インド

99 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「EE」 プラミペキソール塩酸塩水和物 日本

100 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「EE」 プラミペキソール塩酸塩水和物 日本

101 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 フルボキサミンマレイン酸塩
日本（インド-日本）
大韓民国

102 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 フルボキサミンマレイン酸塩
日本（インド-日本）
大韓民国

103 フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」 フルボキサミンマレイン酸塩
日本（インド-日本）
大韓民国

104 フロセミド細粒4%「EMEC」 フロセミド
イタリア
インド

105 ミルタザピン錠15mg「EE」 ミルタザピン 日本

106 ミルタザピン錠30mg「EE」 ミルタザピン 日本

107 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「EE」 モサプリドクエン酸塩水和物
日本
大韓民国

108 モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」 モサプリドクエン酸塩水和物
日本
大韓民国

109 モンテルカストOD錠5mg「EE」 モンテルカストナトリウム
大韓民国
イスラエル



製品名 原薬名 原薬製造国

110 モンテルカストOD錠10mg「EE」 モンテルカストナトリウム
大韓民国
イスラエル

111 モンテルカスト錠5mg「EE」 モンテルカストナトリウム
大韓民国
イスラエル
中華人民共和国

112 モンテルカスト錠10mg「EE」 モンテルカストナトリウム
大韓民国
イスラエル
中華人民共和国

113 モンテルカストチュアブル錠5mg「EE」 モンテルカストナトリウム
大韓民国
イスラエル

114 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「EE」 ラロキシフェン塩酸塩 大韓民国

115 レトロゾール錠2.5mg「EE」 レトロゾール
中華人民共和国
インド

116 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
ロキソプロフェンナトリウム水和
物

日本

117 ロキソプロフェンNaテープ50mg「EE」
ロキソプロフェンナトリウム水和
物

大韓民国
台湾

118 ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」
ロキソプロフェンナトリウム水和
物

大韓民国
台湾

119 ロサルタンK錠25mg「EE」 ロサルタンカリウム
日本
中華人民共和国

120 ロサルタンK錠50mg「EE」 ロサルタンカリウム
日本
中華人民共和国

121 ロサルタンK錠100mg「EE」 ロサルタンカリウム
日本
中華人民共和国

122 ロサルタンカリウム

123 ヒドロクロロチアジド

124 ロサルタンカリウム

125 ヒドロクロロチアジド

126 ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」 ロスバスタチンカルシウム
日本
大韓民国

127 ロスバスタチンOD錠5mg「EE」 ロスバスタチンカルシウム
日本
大韓民国

128 ロスバスタチン錠2.5mg「EE」 ロスバスタチンカルシウム
日本
大韓民国

129 ロスバスタチン錠5mg「EE」 ロスバスタチンカルシウム
日本
大韓民国

130 ロラタジンOD錠10mg「EE」 ロラタジン
日本
スペイン

131 ロラタジン錠10mg「EE」 ロラタジン
日本
スペイン

ロサルヒド配合錠LD「EE」

日本
中華人民共和国
イタリア
インド

ロサルヒド配合錠HD「EE」

日本
中華人民共和国
イタリア
インド
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