
 

【調査事項６】 

 ○薬局において、先発医薬品から後発医薬品へ変更した後、再度

先発医薬品に変更（戻した）実績（平成２０年４月１日以降） 

 

 

【集計】 

 ○後発医薬品から先発医薬品への変更事例 

  ＜変更した後発医薬品を先発医薬品へ戻した事例＞ 

 

 ○後発医薬品から先発医薬品への変更事由 

  ＜後発医薬品を先発医薬品に変更した事由＞ 

 

 

※ 後発医薬品から先発医薬品への変更事例及びその変更事由

については、報告件数の多寡にかかわらず調査で報告された医

薬品名及び事由をすべて掲載した。 

   なお、変更事由については、報告のあった事由が当該医薬品

に必ず該当するというものではなく、また「…気がする。」、「…

感じがする。」など、使用者の主観に大きく依拠する事由もあ

ることから、別リストとして掲載した。 



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

Ｃ－チスチン細粒 ムコダイン細粒50％

Ｌアスパラギン酸ＣＡ錠200㎎「サワイ」 アスパラＣＡ錠200㎎

ＮＥコタニカプセル ユベラＮカプセル100㎎

ＮＥソフトカプセル200㎎ ユベラＮソフトカプセル200㎎

アーチワン10㎎ アーチスト10㎎

アーツェー錠30㎎ アドナ錠30㎎

アーデフィリンＤＳ20％ テオドールＤＳ20％

アーデフィリン錠100㎎ テオドール錠100㎎

アイケア点眼液 ヒアレイン点眼液

アイロクール錠20㎎ アイトロール錠20㎎

アカルボース錠100㎎「タイヨー」 グルコバイ錠100㎎

アカルボース錠50㎎「タイヨー」 グルコバイ錠50㎎

アサシオン錠0.25㎎ ハルシオン0，25㎎錠

アザスルファン腸溶錠500㎎ アザルフィジンＥＮ錠500㎎

アスゼスパップ(70) セルタッチパップ(70)

アスモット錠10㎎ アレジオン錠10㎎

アゾリタン ソラナックス

アチネス錠50㎎ ミオナール錠

アデフロニックＬカプセル37.5㎎ ボルタレンＳＲカプセル37.5㎎

アデフロニックズポ50㎎ ボルタレンサポ50㎎

アデフロニック錠25㎎ ボルタレン錠25㎎

アニスタジン錠2㎎ フルイトラン錠2㎎

アパティアテープ40㎎ フランドルテープ40㎎

アポノール錠20㎎ セロクラール錠20

アポノール錠10㎎ セロクラール錠10㎎

アポラスノン錠25㎎ アルダクトンＡ錠25㎎

アマゾロン錠50㎎ シンメトレル錠50㎎

アミオダロン塩酸塩崩壊錠 アンカロン錠

アミノバクト配合顆粒　4.74ｇ　「日医工」 リーバクト配合顆粒　4.15ｇ

アミノマイラン配合顆粒 リーバクト配合顆粒

アムロジピンＯＤ錠2.5㎎(トーワ) アムロジンＯＤ錠2.5

アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「ＮＰ」 アムロジンＯＤ錠2.5㎎

アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「ＮＳ」 ノルバスクＯＤ錠2.5㎎

アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「フソー」 アムロジンＯＤ錠2.5㎎

アムロジピンＯＤ錠5㎎「ＮＰ」 アムロジンＯＤ錠5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「ＥＭＥＣ」 アムロジン錠2.5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「あすか」 ノルバスク錠2.5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「アメル」 アムロジン錠2.5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「オｰハラ」 アムロジン錠2.5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「ケミファ」 ノルバスク錠2.5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「コーワ」 ノルバスク錠2.5㎎

アムロジピン錠5㎎「ＥＭＥＣ」 アムロジン錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「ＪＧ」 ノルバスク錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「ＮＰ」 アムロジン錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「あすか」 ノルバスク錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「アメル」 ノルバスク錠5㎎

変更した後発医薬品を先発医薬品へ戻した事例



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

アムロジピン錠5㎎「オーハラ」 アムロジン錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「ケミファ」 アムロジン錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「コーワ」 ノルバスク錠5

アムロジピン錠5㎎「サワイ」 ノルバスク錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「サンド」 アムロジン錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「タナベ」 ノルバスク錠5㎎　　　　　　　　　　　　　

アムロジピン錠5㎎「トーワ」 ノルバスク錠5㎎

アムロジピン錠5㎎「明治」 ノルバスク5㎎

アムロジピン錠2.5㎎「明治」 ノルバスク錠2.5㎎

アムロジピン錠5㎎「ＹＤ」 ノルバスク錠5㎎

アムロジンＯＤ　2.5㎎「あすか」 アムロジンＯＤ　2.5㎎

アラジオフ点眼液0.1％ アレギサール点眼液0.1％

アリアロンＦ25 アリナミンＦ糖衣錠(25g)

アリスリズムカプセル50 サンリズムカプセル50

アリマン錠 ゼスラン錠

アルセチン錠10㎎ メバロチン錠10㎎

アルマイラー錠25㎎ テノーミン錠25㎎

アルマトール錠 アルダクトンＡ錠25㎎

アレキサン錠25㎎ アルダクトンＡ錠25㎎

アレナピオン錠20 アレジオン錠20

アレナピオン錠10 アレジオン錠10

アレルオフ錠20 アレジオン錠20

アレンドロン酸錠5㎎「ＳＮ」 ボナロン錠5㎎

アレンドロン酸錠5㎎「ＤＫ」 フォサマック錠5

アロクール錠20㎎ アイトロール錠20㎎

アロシトール錠100㎎ ザイロリック錠100

アロシトール錠100㎎ ザイロリック錠100

アロチーム錠100㎎ ザイロリック錠100

アロファルム錠0.5㎎ デパス錠0.5㎎

アロプリノール錠100㎎「アメル」 ザイロリック錠100

アロプリノール錠100㎎「キョウリン」 ザイロリック錠100

アロリン錠（100） ザイロリック錠100

アンタゴスチンカプセル50㎎ セルベックスカプセル50㎎

アンデプレ錠50㎎ デジレル錠50㎎

アンフラベートクリーム アンテベートクリーム

アンフラベートローション0.05％ アンテベートローション0.05％

イコサペント酸エチル粒状カプセル600㎎「サワイ」 エパデールＳ600

イコサペント酸エチル粒状カプセル600㎎「日医工」 エパデールＳ600

イコサペント酸エチル粒状カプセル900㎎「サワイ」 エパデールＳ900

イコサペント酸エチル粒状カプセル900㎎「日医工」 エパデールＳ900

イコサペント酸エチル粒状カプセル900㎎「ＴＣＫ」 エパデールＳ900

イソクリン糖衣錠5㎎ リーゼ錠5㎎

イソコロナールＲＣＡＰ20㎎ ニトロールＲＣＡＰ20㎎

イソピットテープ40㎎ フランドルテープ40㎎

イトラートカプセル50 イトリゾールカプセル50

イミダプリル塩酸塩錠2.5㎎「ＴＹＫ」 タナトリル錠2.5

イミダプリル塩酸塩錠5㎎「ＴＹＫ] タナトリル錠5



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

イミダプリル塩酸塩錠5㎎「日医工」 タナトリル錠5

イルガス2㎎ ガスロンＮ2㎎

インドメタシンパップ カトレップ

インナミット外用液1％ インテバン外用液1％

ヴェロニカ25 プロスタール25

ウビロン錠100㎎ ウルソ錠100㎎

ウリンメット錠 ウラリット錠

ウリンメット配合錠 ウラリット配合錠

ウルサミック錠100 ウルソ錠100㎎

ウルソデオキシコール酸錠100㎎「ＺＥ」 ウルソ錠100㎎

ウルデナシン錠100 ウルソ錠100㎎

ウロナベリン錠10㎎ パップフォー錠10㎎

ウロリープ錠50 ユリノーム錠50㎎

エストリオール膣錠0.5㎎「Ｆ」 エストリール膣錠0.5㎎

エチカーム デパス錠

エチセダン錠0.5㎎ デパス錠0.5㎎

エチセダン錠1㎎ デパス錠1㎎

エチゾラム錠0.5㎎ デパス錠0.5㎎

エッパッタト錠50㎎ キネッダク錠50㎎

エナラート錠5㎎ レニベース錠5㎎

エナラプリル錠5「ＭＥＥＫ」 レニベース錠5㎎

エバスチン錠10㎎「トーワ」 エバステル錠10㎎

エパタット錠50㎎ キネダック錠50㎎

エパルドース錠50 キネダック錠50㎎

エパンドカプセル300 エパデールカプセル300

エピナジオン錠20㎎ アレジオン錠20㎎

エピナスチン塩酸塩錠20㎎「タイヨー」 アレジオン錠20㎎

エペナルド錠50㎎ ミオナール錠50㎎

エメロミンカプセル2㎎ レミカットカプセル2㎎

エルサメットＳ配合錠 エビプロスタット配合錠ＤＢ

エルスプリーＣＡ錠200㎎ アスパラＣＡ錠200

エルピナン錠10㎎ アレジオン錠10㎎

塩酸プロピベリン錠10㎎「ＳＷ」 バップフォー錠10㎎

塩酸ベニジピン錠4「ＭＥＥＫ」 コニール錠4

塩酸ベニジピン錠4「ＭＥＥＫ」 コニール錠4

塩酸リルマザホン錠2「ＭＥＥＫ」 リスミー錠2㎎

エンセロン錠20㎎ セロクラール錠20㎎

エンペラシン配合錠 セレスタミン配合錠

オキサトーワ錠30㎎ セルテクト錠30㎎

オスペイン錠200 オステラック錠200

オドメール点眼液0.1％ フルメトロン点眼液0.1％

オパプロスモン錠5μg オパルモン錠5μg

オプチラン錠5μg オパルモン錠5μg

オブランゼ錠20㎎ オメプラール錠20㎎

オペアミン錠2.5㎎ タオニール錠2.5㎎

オメプラゾール錠「トーワ」10㎎ オメプラール錠10

オメプラゾール錠10㎎「ＳＷ」 オメプラゾン錠10㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

オメプラゾール錠20㎎「ＳＷ」 オメプラゾン錠20㎎

オメプラゾール錠20㎎「アメル」 オメプラール錠20

オメプロトン錠10㎎ オメプラール錠10

オメプロトン錠20㎎ オメプラール錠20

オメラップ錠10 オメプラール錠10

オメラップ錠20 オメプラール錠20

ガスオール錠40㎎「陽進」 ガスコン錠40㎎

ガスポートＤ錠10㎎ ガスターＤ錠10㎎

ガスポートＤ錠20㎎ ガスターＤ錠20㎎

ガスポート錠20㎎ ガスター錠20㎎

カデメシン錠1㎎ カルデナリン錠1㎎

カデメシン錠2㎎ カルデナリン錠2㎎

カプトプリルＲカプセル18.75㎎「ＳＷ」 カプトリルＲカプセル18.75㎎

カベルゴリン錠1.0㎎「サワイ」 カバサール錠1.0㎎

カモステート錠100㎎ フオイパン錠100㎎

ガモファーＤ錠20㎎ ガスターＤ錠20㎎

ガモファー錠10㎎ ガスター錠10㎎

ガモファー錠20㎎ ガスター錠20㎎

カリクロモン錠50 カルナクリン錠50

カリセラムＮａ末 ケイキサレート散　　　　　　　　

カルシタミンカプセル1.0μg アルファロールカプセル1μg

カルトールカプセル0.25 ロカルトロールカプセル0.25

カルトールカプセル0.5 ロカルトロールカプセル0.5

カルネート錠5㎎ レニベース錠5

カルバゲドン錠2㎎ カルデナリン錠2㎎

カルバドゲン錠1㎎ カルデナリン錠1㎎

カルバドゲン錠4㎎ カルデナリン錠4㎎

カルフィーナ錠1μg ワンアルファ錠1μg

カルフィーナ錠0.5μg ワンアルファ錠0.5μg

カルボシステイン錠500㎎「タイヨー」 ムコダイン錠500㎎

キネックス錠50 キネダック錠50㎎

キャルマック錠50㎎ キネダック錠50㎎

キューカル細粒 クレメジン細粒

球形吸着炭細粒「マイラン」 クレメジン細粒

クアゼパム錠15㎎「トーワ」 ドラール錠15

グッドミン錠0.25㎎ レンドルミン錠0.25㎎

クラウナート錠40㎎ グリミクロン錠40㎎

クラドイド軟膏0.3％ ヒルドイドソフト軟膏0.3％

クラリスロマイシンＤＳ10％小児用「サワイ」 クラリシッド・ドライシロップ10％小児用

クラリスロマイシンＤＳ小児用10％「タカタ」 クラリスドライシロップ10％小児用

クラリスロマイシン錠200㎎「サワイ」 クラリス錠200㎎

クラリスロマイシン錠200㎎「サンド」 クラリス錠200㎎

クラリスロマイシン錠200㎎「タカタ」 クラリシッド錠200㎎

クラリスロマイシン錠200㎎「日医工」 クラリス200㎎錠

クリード吸入液1％ インタール吸入液1％

グリクラジド錠40㎎「ＮＰ」 グリミクロン錠40㎎

グリベンクラミド錠2.5㎎「トーワ」 オイグルコン錠2.5㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

グリベンクラミド錠1.25㎎「ＥＭＥＣ」 ダオニール錠1.25㎎

グリマック配合顆粒 マーズレンＳ配合顆粒

クリンダマイシンゲル1％「クラシエ」 ダラシンＴゲル1％

クロキナン錠25㎎ プロスタール錠25㎎

グロリアミン顆粒 マーズレンＳ配合顆粒

クロルマジノン酢酸エステル錠25㎎「タイヨー」 プロスタール錠25

ケトタックステープＬ モーラステープＬ

ケトテンカプセル1㎎ ザジテンカプセル1㎎

ケトプロフェンテープ20㎎「日医工」 モーラステープ20㎎

ケトプロフェンテープ40㎎「日医工」 モーラステープＬ40㎎

ケトプロフェンパップ30㎎「ラクール」 モーラスパップ30㎎

ケンエーＧ浣腸液50％30ｍＬ グリセリン浣腸液50％「東豊」

ケンタン錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

ケントンカプセル200㎎ ユベラＮソフトカプセル200㎎

ゴクミシン錠100 ウルソ錠100㎎

コバルノンカプセル50㎎ セルベックスカプセル50㎎

コバロキニン錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

コフノール錠15㎎ ムコソルバン錠15㎎

コリクール錠250㎎ リンラキサー錠250㎎

コリネールＣＲ錠10 アダラートＣＲ錠10㎎

コリネールＣＲ錠20 アダラートＣＲ錠20㎎

コリネールＣＲ錠40 アダラートＣＲ錠40㎎

コリネールＬ錠10㎎ アダラートＬ錠10㎎

コリネールＬ錠20㎎ アダラートＬ錠20㎎

コロナモール錠25 ペルサンチン錠25㎎

コロヘルサーＲカプセル100㎎ ヘルベッサーＲカプセル100㎎

コンベルミン錠6㎎ メリスロン錠6㎎

ザトフェロン錠80 ペオン錠80

サフィルジンＥＮ錠500 アザルフィジンＥＮ錠500㎎

サリペックスＬＡカプセル40㎎ ペルジピンＬＡカプセル40㎎

ザルトプロフェン錠80㎎「日医工」 ペオン錠80

サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「オーハラ」 アンプラーグ錠100㎎

サルボグレラート塩酸塩錠100㎎「サワイ」 アンプラーグ錠100㎎

サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「日医工」 アンプラーグ錠100㎎

サルモシン錠5㎎ サアミオン錠5㎎

サワダロン錠200㎎ ブラダロン錠200㎎

サワチオン錠5㎎ サアミオン錠5㎎

サワテン錠250㎎ ムコダイン錠250㎎

サワドールＬ錠20㎎ フランドル錠20㎎

サワドールテープ40㎎ フランドルテープ40㎎

ジアゼパム錠2「トーワ」 2㎎セルシン錠

ジアゼパム錠5「トーワ」 ホリゾン錠5㎎

シクポラールカプセル50 ネオーラル50㎎カプセル

シグマビタンカプセル ビタメジン配合カプセルＢ25

シクロスポリンカプセル10㎎「マイラン」 ネオーラル10㎎カプセル

シクロスポリンカプセル25㎎「マイラン」 ネオーラル25㎎カプセル

ジクロフェナクナトリウム坐剤25㎎「ＪＧ」 ボルタレンサポ25㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ジクロフェナクナトリウムテープ15㎎「テイコク」 ボルタレンテープ15㎎

ジクロフェナクナトリウムテープ15㎎「ユートク」 ボルタレンテープ15㎎

シスダイン錠250㎎ ムコダイン錠250㎎

ジスチグミン臭化物錠5㎎「タイヨー」 ウブレチド錠5㎎

シノベジール錠50㎎ シベノール錠50㎎

シベンゾリン酸コハク酸塩錠100㎎「サワイ」 シベノール錠100㎎

シマターゼ錠5㎎ ダーゼン5㎎錠

シメチラン錠200㎎ タガメット錠200㎎

ジメトックス錠1 メイラックス錠1㎎

硝酸イソソルビドテープ40㎎「ＥＭＥＣ」 フランドルテープ40㎎

シルニジピン錠10㎎「サワイ」 アテレック錠10

シルニジピン錠10㎎「タイヨー」 アテレック錠10　　　　　　　

シルニジピン錠5㎎「サワイ」 アテレック錠5

シロステート錠100 プレタール錠100㎎

シロステート錠50 プレタール錠50㎎

シンスタチン錠5㎎ リポバス錠5㎎

スタンゾームＯＤ錠15 タケプロンＯＤ錠15

スタンゾームＯＤ錠30 タケプロンＯＤ錠30

スチブロン軟膏0.05％ マイザー軟膏0.05％

スピロノラクトン錠25㎎「トーワ」 アルダクトンＡ錠25㎎

スプデルＤＳ小児用0.1％ ザジテンドライシロップ1％

スリノフェン錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

スルピリドカプセル50㎎「トーワ」 ドグマチールカプセル50㎎

スルピリド錠50㎎（ＴＹＫ） ドグマチール錠50㎎

スルピリド錠50㎎「アメル」 ドグマチール錠50㎎

スローハイム錠7.5 アモバン錠7.5

セーブテンス錠50㎎ テノーミン錠50㎎

セオノマール錠5 アルマール錠5

セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＣＨ」 ジルテック錠10

セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＮＭＰ」 ジルテック錠10

セチリジン塩酸塩錠10㎎「ＮＰ」 ジルテック錠10

セチリジン塩酸塩錠10㎎「オｰハラ」 ジルテック錠10

セチリジン塩酸塩錠10㎎「サワイ」 ジルテック錠10

セチリジン塩酸塩錠10㎎「日医工」 ジルテック錠10

セデコパン錠0.5㎎ デパス錠0.5㎎

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100㎎「サワイ」 フロモックス錠100㎎

セフタックカプセル50㎎ セルベックスカプセル50㎎

セリナート顆粒 アローゼン顆粒

セループカプセル50㎎ セルベックスカプセル50㎎

セループ細粒10％ セルベックス細粒10％

セルスポットパップ70㎎ セルタッチパップ70

セレガスロン錠2 ガスロンＮ錠2㎎

セレスターナ錠 セレスタミン錠

センナル錠12㎎ プルゼニド錠12㎎

センノシド錠12㎎「タイヨー」 プルゼニド錠12㎎

ソアレジン錠250㎎ アザルフィジンＥＮ錠250㎎

ゾピクール錠10 アモバン錠10



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ゾピクール錠7.5 アモバン錠7.5

ソビラール錠150 プロノン錠150㎎

ソファリン錠25㎎ ボルタレン錠25㎎

ソファルコン細粒20％「ＴＹＫ」 ソロン細粒20％

ソフティア点眼液0.02％ サンコバ点眼液0.02％

ソブラリン錠 セファドール錠

ソルドール錠12㎎ プルゼニド錠12㎎

ソルミラン顆粒状カプセル600㎎ エパデールＳ600㎎

ソレントミン錠0.25㎎ レンドルミン錠0.25㎎

ダウナット錠0.5㎎ ミニプレス錠0.5㎎

ダウナット錠1㎎ ミニプレス錠1.0㎎

タスオミン錠10㎎ ノルバデックス錠10㎎

タスオミン錠20㎎ ノルバデックス錠20㎎

タスモリン錠1㎎ アキネトン錠1㎎

タツゾシン錠4㎎ カルデナリン錠4㎎

タッチロンテープ20 モーラステープ20㎎

タッチロンテープ40 モーラステープ40㎎

タピゾールカプセル15 タケプロンＯＤ錠15㎎

炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 リーマス錠200

炭酸リチウム錠200㎎「アメル」 リーマス錠200

チクピロン錠100㎎ パナルジン錠100㎎

チザニン錠1㎎ テルネリン錠1㎎

沈降炭酸カルシウム錠500㎎「三和」 カルタン錠500

ツロブテロールテープ0.5㎎ 「ＨＭＴ」 ホクナリンテープ0.5㎎

ツロブテロールテープ0.5㎎「ＥＭＥＣ」 ホクナリンテープ0.5㎎

ツロブテロールテープ0.5㎎「サワイ」 ホクナリンテープ0.5㎎

ツロブテロールテープ0.5㎎「日医工」 ホクナリンテープ0.5㎎

ツロブテロールテープ1㎎ 「ＨＭＴ」 ホクナリンテープ1㎎

ツロブテロールテープ1㎎「ＥＭＥＣ」 ホクナリンテープ1㎎

ツロブテロールテープ1㎎「サワイ」 ホクナリンテープ1㎎

ツロブテロールテープ1㎎「日医工」 ホクナリンテープ1㎎

ツロブテロールテープ2㎎ 「ＨＭＴ」 ホクナリンテープ2㎎

ツロブテロールテープ2㎎「ＱＱ」 ホクナリンテープ2㎎

ツロブテロールテープ2㎎「サワイ」 ホクナリンテープ2㎎

ティアバランス点眼液0.1％ ヒアレイン点眼液0.1％

ディーアルファカプセル0.25 アルファロールカプセル0.25μg

ディーアルファカプセル0.5 アルファロールカプセル0.5μg

ディーアルファカプセル1 アルファロールカプセル1μg

テオスロー錠100㎎ テオドール錠100㎎

テオスロー錠200㎎ テオドール錠200㎎

テオフィリン錠100㎎「ＴＹＫ」 テオドール錠100㎎

テオフルマートＬ錠200㎎ ユニフィルＬＡ錠200㎎

デキサンＶＧ軟膏0.12％ リンデロン‐ＶG軟膏0.12％

テクニス錠20 セロクラール錠20㎎

デゾラム錠0.5㎎ デパス錠0.5㎎

デゾラム錠1㎎ デパス錠1㎎

テモカプリル塩酸塩錠2㎎「サワイ」 エースコール錠2㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

テルフィナビン錠125㎎ ラミシール錠125㎎

デルモゾール軟膏0.12％ リンデロン‐ＶG軟膏0.12％

テンポラルパップ70㎎ カトレップパップ70㎎

トーワミン錠25 テノーミン錠25

トーワラートＣＲ錠40㎎ アダラートＣＲ錠40㎎

トーワラートＣＲ錠20㎎ アダラートＣＲ錠20㎎

トーワラートＬ錠20㎎ アダラートＬ錠20㎎

ドキサゾシンＭ錠2「ＥＭＥＣ」 カルデナリン錠2㎎

ドキサゾン錠1㎎ カルデナリン錠1㎎

トコニジャストカプセル200㎎ ユベラＮソフトカプセル200㎎

ドセル錠25㎎ ボルタレン錠25㎎

ドパコール錠100㎎ メネシット配合錠100㎎

ドパコール錠50㎎ メネシット配合錠100㎎

トフィス錠50㎎ グランダキシン錠50㎎

トヨファロールカプセル1.0 アルファロールカプセル1μg

トラニラストカプセル100㎎「日医工」 リザベンカプセル100㎎

トリアラム錠0.25㎎ ハルシオン錠0.25㎎

トルクシール錠50㎎ コメリアンコーワ錠50

トレビアノーム錠50㎎ ユリノーム錠50㎎

ドロキシドパカプセル100㎎「日医工」 ドプスカプセル100㎎

トロンへイム錠50㎎ グランダキシン錠50㎎

ドンペリン錠10 ナウゼリン錠10㎎

ナーカシリン錠25㎎ ユリノーム錠25㎎

ナーカリシン錠50㎎ ユリノーム錠50㎎

ニコ200ソフトカプセル ユべラＮ200ソフトカプセル

二コナス錠200㎎ ハイペン錠200㎎

ニコラーゼ錠10㎎ ダーゼン錠10㎎

ニコランジス錠5㎎ シグマート錠5㎎

ニコランタ錠5 シグマート錠5㎎

ニコランマート錠5㎎ シグマート錠5㎎

ニザトリック錠150㎎ アシノン錠150㎎

ニチＥネートカプセル100㎎ ユベラＮカプセル100㎎

ニチステート錠100㎎ パナルジン錠100㎎

ニチマロン錠100㎎ セレキノン錠100㎎

ニトラステープ40㎎ フランドルテープ40㎎

ニトラゼパム錠5㎎「トーワ」 ベンザリン錠5

ニトルビン錠5 シグマート錠5㎎

ニトレナール錠5㎎ バイロテンシン錠5㎎

ニバディップ錠4 ニバジール錠4㎎

ニフェジピンＣＲ錠10㎎「ＮＴ」 アダラートＣＲ錠10㎎

ニフェジピンＣＲ錠20㎎「サワイ」 アダラートＣＲ錠20㎎

ニフェランタンＣＲ錠10 アダラートＣＲ錠10㎎

ニフェランタンＣＲ錠20 アダラートＣＲ錠20㎎

ニフェランタンＣＲ錠40 アダラートＣＲ錠40㎎

ネドリール錠125㎎ ラミシール錠125㎎

ネルロレン錠「10」 ベンザリン錠10

ノイオミール錠10㎎ ルジオミール錠10㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ノイクロニック錠5 ベンザリン錠5

ノイファン錠100㎎ ザイロリック錠100㎎

パーキストン錠100㎎ メネシット錠100㎎

パーキストン配合錠Ｌ100 メネシット配合錠100

パーロミン錠2.5㎎ パーロデル錠2.5㎎

バソゴリンＳ錠5㎎ サアミオン錠5㎎

バチール錠100㎎ バルネチール錠100

バッップヘリン錠10㎎ バップフォー錠10㎎

パテルテープ20 モーラステープ20㎎

パテルテープ40 モーラステープＬ40㎎

パナピジン錠100㎎ パナルジン錠100㎎

パミルコン錠1.25㎎ ダオニール錠1.25㎎

パミルコン錠2.5㎎ オイグルコン錠2.5㎎

ハルーリン配合錠 エビプロスタット錠

パルギン錠0.5㎎ デパス錠0.5㎎

ハルスローＯＤ錠0.1㎎ ハルナールＤ錠0.1㎎

ハルスローＯＤ錠0.2㎎ ハルナールＤ錠0.2㎎

パルデス軟膏0.05％ キンダベート軟膏0.05％

バルブロ酸ナトリウムＳＲ錠200㎎「アメル」 デパケンＲ錠200

ハルラック錠0.125㎎ ハルシオン0.125㎎錠

ハルラック錠0.25㎎ ハルシオン0.25㎎錠

パルレオン錠0.125㎎ ハルシオン0.125㎎錠

パルレオン錠0.25㎎ ハルシオン0.25㎎錠

ビアセチルカプセル156.7㎎ エストラサイトカプセル156.7㎎

ビーソフテンローション0.3％ ヒルドイドローション0.3％

ビカルタミド錠80㎎「ＮＫ」 カソデックス錠80㎎

ビカルタミド錠80㎎「あすか」 カソデックス錠80㎎

ビカルタミド錠80㎎「サンド」 カソデックス錠80㎎

ビカルタミド錠80㎎「タイヨー」 カソデックス錠80㎎

ビカルタミド錠80㎎「日医工」 カソデックス錠80㎎

ビカルタミド錠80㎎「マイラン」 カソデックス錠80㎎

ヒスポラン錠3㎎ ニポラジン錠3㎎

ビタファントＦ錠25 アリナミンＦ糖衣錠[25㎎]

ピナトスカプセル10㎎ ケタスカプセル10㎎

ピナロック配合錠 ウラリット配合錠

ピネロロ錠25㎎ セファドール錠25㎎

ビフェルチン錠1 アゼプチン錠1㎎

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25㎎「タナベ」 サンリズムカプセル25㎎

ピルジニックカプセル50 サンリズムカプセル50㎎

ヒルブリンＮ錠5㎎ サアミオン錠5㎎

ピロラクトン錠25㎎ アルダクトンＡ錠25㎎

ファモスタジンＤ錠10 ガスターＤ錠10㎎

ファモスタジンＤ錠20 ガスターＤ錠20㎎

ファモチジンＤ錠10㎎「サワイ」 ガスターＤ錠10㎎

ファモチジンＤ錠20㎎「ＫＯＢＡ」 ガスターＤ錠20㎎

ファモチジンＤ錠20㎎「サワイ」 ガスターＤ錠20㎎

ファモチジンＯＤ錠20㎎「ＹＤ」 ガスターＤ錠20㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ファモチジン錠10「サワイ」 ガスター錠10㎎

ファモチジン錠20「サワイ」 ガスター錠20㎎

ファルチモ点眼液0.5 チモプトール点眼液0.5％

フェニタレン坐剤50 ボルタレンサポ50㎎

フェノフィブラート錠100㎎「日医工」 リピディルカプセル100

フェノフィブラｰト錠67㎎「日医工」 トライコアカプセル67㎎

フェルナビオンパップ70 セルタッチパップ70

フェルビナクテープ70㎎ 「ＥＭＥＣ」 セルタッチパップ70

フェロチーム錠50 フェロミア錠50㎎

フォルセニッド錠12㎎ プルゼニド錠12㎎

ブシラミン錠100㎎「トーワ」 リマチル錠100㎎

ブシレート錠100 リマチル錠100㎎

プラチビットカプセル0.5μg アルファロールカプセル0.5μg

プラトゲン錠2.5㎎ ダオニール錠2.5㎎

プラバスタチンＮa錠10㎎「アメル」 メバロチン錠10

プラバスタン錠10 メバロチン錠10

プラバスタン錠5 メバロチン錠5

プラバチン錠10 メバロチン錠10

プラバチン錠5 メバロチン錠5

プラバピーク錠5㎎ メバロチン錠5

プラバメイト錠10㎎ メバロチン錠10

プラバメイト錠5㎎ メバロチン錠5

プラメバン錠5 メバロチン錠5

プランルカストＤＳ10％「アメル」 オノンドライシロップ10％

プランルカストＤＳ10％「オーハラ」 オノンドライシロップ10％

プランルカストカプセル112.5㎎「サワイ」 オノンカプセル112.5㎎

プランルカストカプセル112.5㎎「タイヨー」 オノンカプセル112.5㎎

プランルカストカプセル112.5㎎「トーワ」 オノンカプセル112.5㎎

プランルカストカプセル112.5㎎「日医工」 オノンカプセル112.5㎎

プランルカストカプセル112.5㎎「科研」 オノンカプセル112.5㎎

プランルカストドライシロップ10％「タイヨー」 オノンドライシロップ10％

ブリマーニ錠100㎎ リマチル錠100㎎

フルオメソロン0.1％点眼液 フルメトロン点眼液0.1％

フルニトラゼパム錠1㎎「アメル」 ロヒプノール錠1

フルニトラゼパム錠2㎎「アメル」 ロヒプノール錠2

フルバスタチン錠10㎎「タイヨー」 ローコール錠10㎎

フルバスタチン錠20㎎「サワイ」 ローコール錠20㎎

フルバスタチン錠30㎎「サワイ」 ローコール錠30㎎

ブレシン錠25㎎ ボルタレン錠25㎎

フレストルテープ20㎎ モーラステープ20㎎

プレドリック錠1 オドリック錠1㎎

フレニード錠100 プレタール錠100㎎

フレニード錠50㎎ プレタール錠50㎎

プロスペリン錠2.5㎎ パーロデル錠2.5㎎

フロセミド錠40「タイヨー」 ラシックス錠40㎎

フロセミド錠20「タイヨー」 ラシックス錠20㎎

ブロチゾラムＯＤ錠0.25㎎「タイヨー」 レンドルミンＤ錠0.25㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ブロチゾラム錠0.25㎎「タイヨー」 レンドルミン錠0.25㎎

ブロチゾラン錠0.25㎎ レンドルミン錠0.25㎎

プロドナー錠20 プロサイリン錠20

プロバチン錠10 メバロチン錠10

フロプロピオンカプセル40㎎「日医工」 コスパノンカプセル40㎎

プロルナー錠20μg プロサイリン錠20

ベザスターＳＲ錠200 ベザトールＳＲ錠200㎎

ベザテートＳＲ錠200 ベザトールＳＲ錠200㎎

ベザフィブラートＳＲ錠200㎎「日医工」 ベザトールＳＲ錠200㎎

ベザフィブレートＳＲ錠200㎎ ベザトールＳＲ錠200㎎

ベセラール錠250μg ペルマックス錠250μg

ベタマック錠50㎎ ドグマチール錠50㎎

ベニジピン塩酸塩錠2㎎「タナベ」 コニール錠2

ベニジピン塩酸塩錠4㎎「サワイ」 コニール錠4

ベニジピン塩酸塩錠4㎎「タナベ」 コニール錠4

ベニジピン塩酸塩錠4㎎「日医工」 コニール錠4

ベニジピン塩酸塩錠8㎎「日医工」 コニール錠8

ベニジピン塩酸塩錠4㎎「ＮＰＩ」 コニール錠4

ベラパミル塩酸塩錠40㎎「タイヨー」 ワソラン錠40㎎

ペリゼリン錠10㎎ ナウゼリン錠10

ペリンドプリル錠4㎎「日医工」 コバシル錠4㎎

ヘルツベース錠10㎎ インデラル錠10㎎

ベンズフォー錠10㎎ バップフォー錠10

ベンズフォー錠20㎎ バップフォー錠20

ボグリボースＯＤ錠0.2㎎「サワイ」 ベイスンＯＤ錠0.2

ボグリボースＯＤ錠0.2㎎「タイヨー」 ベイスンＯＤ錠0.2

ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「ＭＥＥＫ」 ベイスンＯＤ錠0.3

ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「ケミファ」 ベイスンＯＤ錠0.3

ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「サワイ」 ベイスンＯＤ錠0.3

ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「トーワ」 ベイスンＯＤ錠0.3

ボグリボースＯＤフィルム0.2「ＱＱ」 ベイスンＯＤ錠0.2

ボグリボース錠0.3㎎「ＯＭＥ」 ベイスン錠0.3

ボグリボース錠0.3㎎「ＳＷ」 ベイスン錠0.3

ボグリボース錠0.2㎎「ＳＷ」 ベイスン錠0.2

ボナフェック坐剤50 ボルタレンサポ50㎎

ホフバン錠10㎎ アストミン錠10㎎

ポラプレジンク顆粒15％「ＹＤ」 プロマック顆粒15％

ボルマゲン坐剤50㎎ ボルタレンサポ50㎎

ボルマゲン錠25㎎ ボルタレン錠25㎎

ポロセーブカプセル0.5μg アルファロールカプセル0.5μg

ボンフェナック坐剤50 ボルタレンサポ50㎎

マイアロンローション0.05％ デルモベートスカルプローション0.05％

マインベース錠200 クラリス錠200

マニジップ錠10 カルスロット錠10

マニジップ錠5㎎ カルスロット錠5

マリレオンＮ錠5㎎ サアミオン錠5㎎

マルチネスパップ70㎎ セルタッチパップ70



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ミオリラーク錠50㎎ ミオナール錠50㎎

ミクトノーム錠10㎎ バップフォー錠10

ミノペン錠100 ミノマイシンカプセル100㎎

ミノペン錠50 ミノマイシン錠50㎎

ミリカレット点鼻液50μg28噴霧用 フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用

ミロベクト錠50 テノーミン錠50

ミンザイン錠0.25㎎ ハルシオン0.25㎎錠

ムコトロン錠250㎎ ムコダイン錠250㎎

メイントーワ錠5 メインテート錠5

メインハーツ錠2.5 メインテート錠2.5

メインロール錠5 メインテート錠5

メタヒスロン錠6㎎ メリスロン錠6㎎

メタヒスロン錠12㎎ メリスロン錠12㎎

メチクール錠500μg メチコバール錠500μg

メチスタ錠500㎎ ムコダイン錠500㎎

メディピース錠0.5 デパス錠0.5㎎

メディピース錠1 デパス錠1㎎

メデタックス錠1 メイラックス錠1㎎

メデット錠250㎎ グリコラン錠250㎎

メデット錠250㎎ メルビン錠250㎎

メデポリン錠0.4 コンスタン0.4㎎錠

メデポリン錠0.4 ソラナックス0.4㎎錠

メトトレキサートカプセル2㎎「トーワ」 リウマトレックスカプセル2㎎

メトトレキサートカプセル2㎎「マイラン」 リウマトレックスカプセル2㎎

メトリオン錠250 グリコラン錠250㎎

メトローム錠10 アモバン錠10

メナテトレノンカプセル15㎎「日医工」 グラケーカプセル15㎎

メニエース錠6㎎ メリスロン錠6㎎

メニエトール錠6㎎ メリスロン錠6㎎

メバリッチ錠10 メバロチン錠10

メバリッチ錠5 メバロチン錠5

メバン錠10 メバロチン錠10

メバン錠5 メバロチン錠5

メロキシカム錠10㎎「ケミファ」 モービック錠10㎎

ユーパン錠0.5㎎ ワイパックス錠0.5

ユーリック錠100㎎ ザイロリック錠100

ユピテル錠20 アレジオン錠20

ライペック錠200 ハイペン錠200㎎

ライラテープ20㎎ モーラステープ20㎎

ライラテープ40㎎ モーラステープＬ40㎎

ラソプランＯＤ錠15㎎ タケプロンＯＤ錠15

ラソプランＯＤ錠30㎎ タケプロンＯＤ錠30

ラソプランカプセル15㎎ タケプロンカプセル15

ラソプランカプセル30㎎ タケプロンカプセル30

ラタノプラスト点眼液0.005％「科研」 キサラタン点眼液0.005％

ラタノプラスト点眼液0.005％「わかもと」 キサラタン点眼液0.005％

ラタノプロスト点眼液0.005％「キッセイ」 キサラタン点眼液0.005％



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

ラタノプロスト点眼液0.005％「コーワ」 キサラタン点眼液0.005％

ラタノプロスト点眼液0.005％「センジュ」 キサラタン点眼液0.005％

ラタノプロスト点眼液0.005％「トーワ」 キサラタン点眼液0.005％

ラデン錠150 ザンタック錠150

ラニタック錠150 ザンタック錠150

ラニタック錠150 ザンタック錠150

ラミタレートＬ錠20㎎ アダラートＬ錠20㎎

ラミテクト錠125㎎ ラミシール錠125㎎

ランソプラゾールＯＤ錠15㎎「ＤＫ」 タケプロンＯＤ錠15

ランソプラゾールＯＤ錠15㎎「タイヨー」 タケプロンＯＤ錠15

ランソプラゾールＯＤ錠15㎎「トーワ」 タケプロンＯＤ錠15

ランソプラゾールＯＤ錠30㎎「タイヨー」 タケプロンＯＤ錠30

ランソラールカプセル15 タケプロンカプセル15

ランソラールカプセル30 タケプロンカプセル30

リシノプリル錠10㎎「マイラン」 ロンゲス錠10㎎

リストールカプセル0.5 ロカルトロールカプセル0.5

リスペリドン細粒1％「ヨシトミ」 リスパダール細粒1％

リスペリドン錠1㎎「ヨシトミ」 リスパダール錠1㎎

リスペリドン錠2㎎「ヨシトミ」 リスパダール錠2㎎

リズモン点眼液0.5％ チモプトール点眼液0.5％

リポオフ錠5 リポバス錠5

リポダウン錠10 リポバス錠10

リポダウン錠5 リポバス錠5

リマルモン錠5μg オパルモン錠5μg

リモデリンカプセル1.0μg アルファロールカプセル1μg

リリーゼン錠2㎎ セルシン錠［2㎎］

リリフター錠5 リーゼ錠5㎎

リンプラール錠50㎎ ミオナール錠50㎎

ルーク錠2.5 メインテート錠2.5

ルテオニン錠5㎎　 ウテメリン錠5㎎

レイナノンテープ20㎎ モーラステープ20㎎

レイナノンテープ40㎎ モーラステープＬ40㎎

レキシン錠200㎎ テグレトール錠200㎎

レコルク錠25㎎ プロスタール錠25

レトラック錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

レニベーゼ錠10 レニベース錠10

レニベーゼ錠2.5 レニベース錠2.5

レニベーゼ錠5 レニベース錠5

レパミピド錠100㎎「ＥＭＥＣ」 ムコスタ錠100㎎

レバミピド錠100㎎「ＮＳ」 ムコスタ錠100㎎

レバミピド錠100㎎「あすか」 ムコスタ錠100㎎

レバミピド錠100㎎「サワイ」 ムコスタ錠100㎎

レバミピド錠100㎎「タナベ」 ムコスタ錠100㎎

レバミピド錠100㎎「ＴＣＫ」 ムコスタ錠100㎎

レプリントン錠100㎎ メネシット錠100

レボフロキサシン錠100㎎「ＤＫ」 クラビット錠

レンデムＤ錠0.25㎎ レンドルミンＤ錠0.25㎎



変更した後発医薬品名（製品名） 再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）

レンデム錠0.25㎎ レンドルミン錠0.25㎎

ロカルシトールカプセル0.25「ＹＤ」 ロカルトロールカプセル0.25

ロキシスロマイシン錠150㎎「タナベ」 ルリッド錠150

ロキソプロフェン錠60㎎「ＥＭＥＣ」 ロキソニン錠60㎎

ロキソプロフェンナトリウム錠60㎎「タイヨー」 ロキソニン錠60㎎

ロキタットカプセル75㎎ アルタットカプセル75

ロキプロナール錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

ロキペイン錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

ロシゾピロン錠25㎎ ロドピン錠25㎎

ロゼオール錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

ロブ錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

ロペミックカプセル1㎎ ロペミンカプセル1㎎

ロペラニールカプセル1㎎ ロペミンカプセル1㎎

ロマールテープ20 モーラステープ20㎎

ロマールテープ40 モーラステープＬ40㎎

ロルフェナミン錠60㎎ ロキソニン錠60㎎

ロンゲリール錠10 ロンゲス錠10㎎

ロンフルマン錠0.25㎎ レンドルミン錠0.25㎎

ワークミンカプセル0.5 アルファロールカプセル0.5μg

ワークミンカプセル1.0 アルファロールカプセル1μg

塩酸タムスロシンカプセル0.2「ＯＨＡＲＡ」 ハルナールＤ錠0.2㎎

塩酸ベニジピン錠2「ＭＥＥＫ」 コニール錠2

炭酸リチウム錠200㎎「アメル」 リーマス錠200



後発医薬品を先発医薬品に変更した事由

先発医薬品に戻した理由

「後発品を服用したら調子が良くない気がする。」
2錠ずつの折り目がなくて使いづらい
GEに変更後血圧変調あり（患者自己申告）

GEは苦みが強く患児が服薬拒否する
GEﾒｰｶｰの供給停止のため
HｂA1cの上昇のため
ＬＤＨが上がってしまった。
ＯＤ錠の味の問題

PTPより取り出しにくい異和感
PTPより取り出しにくい効かない気がする
TVで添加物違うと言っていたから
朝、早く起きてしまう1時間
味、大きさがちがう

味、見ためが違い、効いてるきがしない
味があわない
味が変わり飲みにくい

味が変わる
味が気に入らない
味が気になって服用できない
味が異なる、症状悪化

味がまずい
足がむくんだため

足がもぞもぞする
味が悪い、苦い
味が悪い溶けない

味が悪く、飲みづらい

足の痛みが増したような気がする
汗の臭い、特に髪が臭い
値が上がってしまった

頭がカーっとした
頭がスッキリしない

後発品では効果に不安だから
あまり効かない

あまり調子がよくないため
あまり良くなかった
アレルギー(湿疹)発現

安定供給できなかったため
安定していた血圧が上昇した為

胃潰瘍が悪化した
胃が逆にまた悪くなった

息苦しくなった
胃酸の逆流の症状悪化
意識不明となり倒れる。
以前から服用している安心感
以前より痛み出た

以前より眠れなかったから
痛みが出てきた為
痛みがとれなかった。
一包化できない
一包化の方。剤形が違うため混乱。誤飲を防ぐため先発に戻した
胃腸の不調
胃痛、食欲不振
胃痛の副作用発現の為



先発医薬品に戻した理由

胃に違和感を感じた。

胃の具合が悪くなった
胃の調子が良くない
胃の不快感がとれなかった

胃のむかつき
胃部不快感、湿疹
胃もたれ有
色が違いすぎた為
違和感があったから

動いている間に端がはがれてしまう為
液漏れ発生の為
嘔吐
大きくて服用しづらい。
大きさが小さく効果が悪い気がする

大きさの違い

落とした時、見つけにくい
お腹が張るような気がする

お腹がゆるくなった
思ったほど安くならない
外出時、持参したら溶けた

変えてから胸やけするようになった
顔、頭がぽっぽと熱くなる
顔が赤くほてる。

顔がむくんだ・効かない
顔に湿疹

家族からの反対
家族の希望検査結果が下がった
形が違うので間違えやすい

家庭血圧が上がった(効果に不安）

カプセルがやわらかく取り出すとき潰れたりはずれたりする
カプセルが弱く不安
カプセル径が大きく呑みにくい

かぶれ・発疹・貼り難い

かぶれ剥がれやすい
かぶれる、肌に合わない
かゆい感じがする。発疹なし
かゆみ・湿疹
空咳（副作用）が出た

体に合わない気がする。
体に合わないと訴えあり
体に合わなかったため
顆粒が細かく入れ歯に挟まる

皮疹発現
眼圧降下作用が弱いのではないか(Dr.談)・眼の周りが黒くなる
肝機能値の悪化（因果関係不明）

患者が"効かない"との訴えにより。
患者が効果が弱くおもったため
患者が先発品がよい
患者家族の後発品に対する不安感
患者から効果不足戻して
患者からの要望（効果が悪くなった為）
患者希望（胃部不快感有り）
患者希望（家族・Dr・友人と相談の結果）

患者希望（効いていなさそう）
患者希望(先発品志向)薬効の変化や副作用ではない



先発医薬品に戻した理由

患者希望（溶けかたが違う）

患者希望（剥がれ易い）
患者希望（貼り難い）
患者希望（ブランドが安心）

患者希望。GE品による胸やけ感の訴え。先発へ戻した結果、改善。
患者希望による（身内からの提案があったとのこと）
患者様の希望（理由不明）
患者さんの気分的問題
患者さんの心理的要因

患者さんの不信感により
患者さんより以前に比べしみるとうったえ有り
患者に吐き気が出たため
患者に不安感が出た為
患者の希望(やわらかくて使いにくい）

患者本人と家族の意見不一致

患者様態変化のため（Bpの変動）
患者より、めまいがすると訴えられたため

患者より効果に疑問
患者より効果不充分とのこと
患者より前の方がいいとの事

効いている感じがしない
効いている時間が先発品より少し短く、体がかゆくなってしまった為。
効かない、むくみあり

効かない。
効かない感じがする

効かないような気がする。ハードチューブが破れた。
効き方が異なる様に感じた。
効きが悪い

効きが悪い気がする

効き目が違う
起床時、すっきりしない
期待した効果が得られなかったため

気分が悪くなった

気分的・数値が上がった
気分的に
気分的に合わない気がした。
気分的に先発の方がスッキルする感じ
気分的に先発品の方が良い

気分的にちがうような気がする
気分悪い(3件）
気持ちが悪くなったため
吸着が悪いとの論文を読んで患者と相談して。

供給できなくなった
供給不足
狭心症症状の悪化

金額があまり変わらない為
金額的のあまり変わらないし先発品のほうが安全だから。
筋症状発現（因果関係は不明）
空腹時の脂汗、しめつけられる感じ
薬が変わったらよく眠れなくなった。
薬が小さすぎて、歯に挟まり飲みずらい
薬が分からなくなって混乱する為
薬のせいかわからないが、下痢をした

薬を変えた時体調が悪くなった
薬疹の疑い



先発医薬品に戻した理由

口当たりが悪い

口渇
口どけが悪い便秘
口中での服用感が悪い

口に入れるとすぐに溶けてしまい、のみにくい
口の中で解ける感じがいや
首すじに発疹ができる
形状が大きかった。
血圧が上がった

血圧が上がった気がする
血圧が上がってしまった。味が変
血圧が安定しなくなった
血圧下降効果が不安
血圧が下がらない

血圧が下がり過ぎる

血圧が上昇下痢
血圧降下

血圧コントロール不良
血圧上昇・ふらつきあり
血圧の薬は先発品がよい

血圧の変動があった
血液検査での尿酸値の上昇
血液検査の結果が悪かった

血中濃度・Ｔmaxの違い
血糖値悪化のため

血糖値が下がらなかったため
欠品続き
ゲップが沢山出た

下痢、腹痛、副作用がでたため。

下痢気味になってしまった為
原因不明の体調悪化
原因不明の体調変化があった

減価幅少ない

元気が出ないため
検査値悪化
検査値が変わらない
検査値が下がらない為
検査値が上昇した為

検査値を比べたかった。その後変わらなかったようだが、先発品のまま。
検査値を比べたかった。その後再び後発品にしている。(値かわらなかった為)
倦怠感、めまい、胸の圧迫感が出たため
降圧作用が弱い・頭痛

抗炎症効果が弱い
効果が落ちた
効果が劣る

効果が確認できなかった
効果が感じられなかった。
効果が異なると感じられたため
効果が心配な為
効果が違うような気がする
効果が出ない
効果がないようだ(安いと効果が悪い気がする)
効果が低いような気がする

効果が不安
効果が不安定



先発医薬品に戻した理由

効果が不十分（自覚）

効果が全くなかった。
効果が良くない
効果が弱い

効果が弱い気がする
効果が弱いと言われたので
効果が弱かった。
効果が弱く感じた。
効果が弱くなった気がする(胸やけするようになった)

効果が悪い、カプセル溶けずに便にでてくる
効果時間が後発品は短く、効果も悪い
高価でもブランド品が効く様な気がする
効果長く続かない
効果に不満

効果不十分に感じた事と粘着力の弱さを患者さんが指摘

効果短い副作用
口中に長く留まり、飲み込みにくい

口中に苦味感じる
口内炎ができるようになった
後発医薬品に関するマイナスのイメージ

後発医薬品への不安が生じた為
後発医薬品へ変更後、症状が悪くなった為
後発が舌にのせたとき少しざらっとしているため。

後発に変わったら頓服の服用回数増えてしまった、効き目が悪く感じる
後発に抵抗あり

後発は効かない気がする。
後発品が供給されなかったため
後発品行政処分報道、後発不信

後発品では効果がでないため

後発品では眠れない。
後発品で副作用が出た為
後発品に変えてから血圧が高いため、先発品に戻して様子をみたいとの申し出あり

後発品に変更後の診察で、体調が安定するまで変更不可とＤｒから指示が出たので。

後発品のイメージ悪化（新聞）
後発品の製造中止
後発品の容器が使いにくいため
後発品は効かないから、先発にに戻してほしいとの要望があった。
後発品ははがれる。

後発品は容器が固く使いづらい。
後発品を服用して気持ち悪くなったという訴えがあり、先発品に戻した。
後発不安定製造中止
後発変更後の検査値悪化の為

公費(特定患者)になり負担金がなくなった為
公費対象で負担金ない為
公費になったので先発で。

興奮が見られた
コレステロールが上昇したから
コレステロール値が高くなる(ＬＤＬ値）
コレステロール値の下がりが悪い
剤型が大きく服用しにくい
先発品の方が効いた気がする
先発品の方が効果が高いと感じられる。
先発品の方が飲み易い。

作用発現時間が遅い
三種同時変更で血糖値上昇した為



先発医薬品に戻した理由

シートが硬くて錠剤を出す時にバラバラになる

シートの色が違ったため
ジェネリック医薬品による肝機能障害疑い、医師指示により
ジェネリック医薬品による低血糖疑い、医師指示により

次回から地元の医療機関にかかるため
刺激があった
自己負担3割→1割になったため
四肢にしびれ出現
持続時間や効果が良くない

下着の汚れが気になる
舌で溶ける感じが嫌
舌に赤い色が移ってしまう
舌の先がぴりぴりするような気がしたので
湿疹

湿疹かゆみ（アトピー体質で治療中）

湿疹調子が悪い
品薄で供給不安定

しびれがあり
しびれがひどくなった
しみる

主訴である胃のムカムカが治らなかった
消化器症状の副作用出現
使用感が違う

使用感が悪い付きが悪い
使用感に不満

使用感粘着性
錠剤が厚みがあり飲みにくい
錠剤が大きく違和感あり

錠剤が大きく飲みにくいため

錠剤が湿けた感じがするため
錠剤に欠けているところがあり気になる
錠剤の色,形状異なり、元の先発品に戻したいと患者からの申し出

錠剤の大きさが異なり飲むときに違和感がある

錠剤の大きさが飲みにくい
錠剤の堅さの相違（患者希望で変更）
錠剤のコーティングの違いで
錠剤の溶けが良すぎる
錠剤の服用感覚・悪い

錠剤をとりだしにくい。
錠剤を取り出すとき崩れてしまう
使用しにくい
症状が悪化した

症状が改善しない(ただしこの方はこの後後発品変更再度希望）
症状が改善せず、医師の指示により先発品に戻した
症状が芳しくなく、Ｄｒから戻してはどうかとのすすめがあって。

症状の改善が感じられないと本人
食欲不振になった為
処方医からの指示（胃腸障害がでた為）
処方医の指示(効果に差が出る）
処方箋通りの薬が欲しい
処方せんに''後発品では効果減の印象あり"との記載あり
徐脈？服用停止後消失
腎検査値悪化

心臓がくるしくなった
すぐ溶けるのがいや



先発医薬品に戻した理由

すぐはがれてしまうため

頭痛、めまいがした
すっきりしない変更不可のコメントﾎｯﾄﾌﾗｼｭ
ずっと前から服用し慣れているものが良い

すっぱくて飲みづらい
精神科の患者さん外観が変更になっただけでも影響あり
製品欠品
製品の回収の為
咳が悪化したような気がした

全身の湿疹かゆみ
先発医薬品の効能効果が追加になったため
先発と比べ効果が出る時間が遅い
先発のほうが味（清涼感）がよい

先発の方が味が良い

先発の方が安心になった。

先発のほうが効果がある気がする
先発の方が効果が実感できた

先発のほうが効果を感じられたため
先発の方がのみやすいと。
先発品長期使用の安心感

先発品長期服用による安心感
先発品で様子を見たい
先発品と比べ剥がれやすい

先発品と比べ負担金の差額が少ないから
先発品に比べて甘い

先発品に対する安心感（今まで飲んでいた薬が良い）
先発品の貼り心地の方が良い
先発品のほうが、効果が良かったように感じた。

先発品の方が味がよくて効果良い

先発品の方が効き目がよい感じがする
先発品の方が効く気がする。
先発品の方が効果があった為

先発品の方が効果良い

先発品の方がなんとなくいい
先発品の方が貼り付きがよい
先発品の方がよく眠れる
先発品のまま(現行のまま)の方が安心する為、戻してほしいと申し出があった為
先発品より効果が無かった

先発薬品名で何の薬か覚えていたので後発品に変えたら、何の薬なのかわからなくなった
それほど値段が変わらないから
そんなに安くならないから
体重増加（体重が減らないことを言ったら先生に戻しを勧められた）

体調が悪くなった
体調の変化
体調不良の為

体調変化があり不安を感じられた
体調変化服用感が違う
体調悪くなる回数が増えたと元に戻す。その後体調良いと。
ダオニール1.25㎎を併用、調節服用時形状が同じでわかりにくい
降圧効果がいまいち。苦い
たまに調子悪くなるため
だるくなった。
小さすぎてヒートから出しにくい

ちがう名前の薬になると、自分の飲んでいる薬が理解できなくなる。
長期日数の一包化の為



先発医薬品に戻した理由

調子が良くなかった。

調子が悪い血圧降下
調子悪くなった
貼付した箇所のかぶれがひどすぎる

貼付力不足
貼付粘着度が弱く剥がれてしまう
治療法見直しのため
鎮痛効果が確認できなかった
鎮痛効果が弱い

使い心地が違った
使いづらい、しみる
付け心地が悪い、容器の財形が違う
手・腰のしびれがひどくなったため
低血糖が頻発したため。

手が震える感じがする

適応症が違うので
鉄くさい為服用しずらかった

手のしびれ
テレビ報道による不安
添加物の違いにより薬疹が出たため

点眼液１滴の出方が先発よりも容易に出すぎて使いづらい為
点眼瓶が滴下しにくい
点眼容器が使いにくい

動悸がする感じ
動悸が出た

特に理由無いが、先発のほうが良いと
特に理由はないが飲み慣れていたほうがいい
溶けが悪い

溶けた後上顎にはりつく

溶けたときの清涼感がない
取り出しにくい、転がる
名前が違うことと容器の違いで液の出る量が違うのが気に入らず前に戻す

名前が安っぽい

慣れ親しんだ名前でないと効いた気がしない。
軟カプセルの方が飲みやすい
なんだか心配
なんとなくＧＥは嫌
なんとなく味が好みでない

なんとなく合わない気がする
なんとなく胃の調子が悪い
何となく嫌だ
なんとなく違和感を感じたため

何となくおかしい
なんとなく効かない感じがする
なんとなく効きが弱い気がする

何となく効き目が違うきがする
何となく気分がよくない
なんとなく検査結果が悪くなった胃の調子が悪くなった
なんとなく検査の結果が悪くなった
何となく先発品がいいような気がする
何となく不安
なんとなく元の方がいい
軟便のため

臭い味が合わない
臭いが気になる



先発医薬品に戻した理由

入院後は変更希望がなかった為

入院され、院内ではクレメジンだったため
入院し先発に戻ったうえ他薬局で先発調剤される、また公費適用となったため
入院時に先発に戻った。血圧が下がらなくて

入荷が不安定になった
入荷しない
尿が臭う気がする
尿酸値、ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ値上昇
尿酸値上昇

尿の色が濃くなった
尿の黄色化が強く心配になったと患者より
尿の出が悪くなった気がする
尿の出が悪くなったため
値段があまり変わらない。

値段が変わらず、商品名が気に入らないから

値段も変わらないし、形なども前のに親しみがあるので
熱が出た(どのクスリによるものなのか原因不明)

寝付きが良くない気がする
寝付きが悪くなった
眠気

眠気が現れたため
眠気が強い
眠気が強いような気がする

眠れない
眠れなかった（効果がなかった）

眠れなかったため
眠れなくなったため
粘着力が弱く剥がれ易くなった

喉がイガイガする感じ

のどが焼けるような感じ
のどにつかえた感じで飲み込みずらい
のどにひっかかる、服用感悪い

のぼせが出た

飲みづらい（つるつるしていない）
飲みづらい（苦い）
飲みづらい（飲んだ感じが先発の方が良い）
飲みなれている先発品を希望
吐いて発疹がでたため

剥がしやすさの違い
剥がせにくい
はがれてしまう。使いづらい。
はがれてしまう・効かないような気がする

はがれやすい,かぶれる
はがれやすい/効果ない/処方箋通りがいい
歯茎が腫れた

肌への感触が良くなかった為
肌への密着感が強力で、肌アレ症状が現われ、はがす時の痛みもあったため
ハッカの味が強すぎ、食事の味が変わる
ハッカのような味が嫌。
発汗、下肢のほてり発生の為
歯にくっつき飲み難いため
早く目薬が終わってしまう
腹のはり気のせい変更不可

貼り心地が違う
貼り心地が悪い効かない



先発医薬品に戻した理由

はりつき方がちがう

張り付きが悪い
貼りつき感の違いから
貼りにくい、はがした時にのりが残る

半錠にして服用する習慣があって割線がみえにくい)
半錠にして服用するのに割りにくい
ヒートが硬く取り出しに苦労する
ヒートから出す際に割れる

ヒート切りづらい

ヒートに曜日が入っていないので元に戻すことを希望
ヒートの色剤形が類似のため飲み間違いが何回もあった為
ヒートのデザインがだいぶ違う為効果が同じと思えない
皮膚がピリピリするから
皮膚掻痒感

品質があまり信用できないから

頻脈が悪化した
フィルムをはがしにくとの患者からの申し出により

副作用が疑われたため(結局因果関係はなかったが）
副作用の疑い（併用薬の副作用だった可能性もある）
副作用発現の可能性

福祉医療給付金が戻るようになったため
福祉受給者になり負担金がもどってくる為
腹痛

腹部膨満感で便秘
服用2日で尿閉

服用中なんの薬か判らなくなった
不整脈・血圧に変動あり
不整脈がおきるようになった

不眠、体調不良

不眠のため
ふらつき
ふらふらして起き上がることができなくなった

ふわっとして気持ち悪い

分包紙にくっついて飲みづらい
べたつきが違う
ベタベタする
変更したが、気になり先発品に戻して欲しいと申し出があったため

便中に溶けずに排出(この方は先発品でも便中に溶けずに排出されたので後になって後発品変更を再度
希望した)

便秘・めまいがでた
便秘が改善されない
便秘がちになった

便秘になり、味が気に入らなかった
包装から取り出しづらい・日数経過すると固まってしまう
他のＧＥが効果不良のため一緒に

他の薬との見分けがつきにくくなってしまい、飲み間違えたため。
他の薬とヒートが類似しているため
他の病院で先発で処方されたから
発作が増えた気がする
発疹（薬剤との因果関係無）
発疹・かゆみ
発疹はないが足がかゆい
ほてり

ほてり発生の為
ボトルが使いにくかった。



先発医薬品に戻した理由

本人が家族に後発品を止めるように言われたため

本人が脈が乱れると感じたため
本人がよくわからなくなる
本人希望剤形がジェネリックの２種類が似ていたので、区別つきにくい

本人の希望(理由は不明、副作用ではない)
見た目の感じが悪い
見慣れている薬がいい
むかつきが出たため
むくみ状態の悪化

胸焼け等症状の悪化
メーカーの供給不足
目がかゆくなった

目がゴロゴロしたので
目がちくちくした

目薬がすぐに終ってしまう

目薬がポトポトでて使いにくい
夜間トイレに3回位起きてしまうため

薬疹、胃部不快感
夕食後服用後胸やけ症状が現われたことで主治医よりストップがかかったため
友人にジェネリックはよくないと言われた

容器が堅く使いにくかったため
容器が違い点眼しにくい
容器の違いにより使いずらいと。

容器の不具合
溶出試験が外れ自主回収

溶出試験不適合により回収になったため
夜中起きる回数が先発品の方が少ない
夜中に目が覚めてしまった。

ライナーテープの違いで使いづらい

臨床の治験のため
悪心、腰痛
安価な薬だと効果ないような気がした

汗をかくとはがれてしまう

製剤の厚みが変わり、貼りづらくなった
痛みが止まらない、症状が改善しない
名称が変わって覚えられないから
薬のせいかわからないが、耳の後ろが痒くなった。


