
各製品別「原薬製造国」の一覧                                                 ２０２２年１1 月作成 

製品名 原薬名 
最終原薬 
製造国 

粗原薬製造国 
最終原薬製造国と同じ「－」 

アシクロビル点滴静注液 250mg バッグ 100ｍL「アイロム」 
アシクロビル イタリア － 

アシクロビル点滴静注用 250mg「アイロム」 
アセトキープ３G 注（バッグ製剤） ブドウ糖 日本 － 

塩化ナトリウム 日本 － 
塩化カリウム 日本 － 
塩化マグネシウム 日本 － 
リン酸二水素カリウム 日本 － 
酢酸ナトリウム水和物 日本 － 

アセトキープ３G 注（ボトル製剤） ブドウ糖 日本 － 
塩化ナトリウム 日本 － 
塩化カリウム 日本 － 
塩化マグネシウム 日本 － 
リン酸二水素カリウム 日本 － 
酢酸ナトリウム水和物 日本 － 

エスロン B 注（バッグ製剤） 塩化ナトリウム 日本 － 
塩化カリウム 日本 － 
リン酸二水素カリウム 日本 － 
塩化マグネシウム 日本 － 
酢酸ナトリウム水和物 日本 － 
マルトース水和物 日本 － 

エスロン B 注（ボトル製剤） 塩化ナトリウム 日本 － 
塩化カリウム 日本 － 
リン酸二水素カリウム 日本 － 
塩化マグネシウム 日本 － 



酢酸ナトリウム水和物 日本 － 
マルトース水和物 日本 － 

エダラボン点滴静注 30 ㎎バッグ「アイロム」 エダラボン 
①日本 
②日本 

①－ 
②－ 

塩プロ 1％注「小林」 プロカイン塩酸塩 
①日本 
②日本 

①チェコ 
②－ 

オザグレル Na 注 80mgシリンジ「IP」 オザグレルナトリウム イタリア － 
オザグレル Na 点滴静注 20mg「IP」 オザグレルナトリウム イタリア － 
オザグレル Na 点滴静注 40mg「IP」 オザグレルナトリウム イタリア － 
オザグレル Na 点滴静注 80mg「IP」 オザグレルナトリウム イタリア － 
オザグレル Na 点滴静注 80mg/100ｍL バッグ「IP」 オザグレルナトリウム イタリア － 
オルガラン静注 1250 単位 ダナパロイドナトリウム オランダ － 

カシワドール静注 
コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム 

日本 － 

サリチル酸ナトリウム 
①ポーランド 
②日本 

①－ 
②－ 

グラニセトロン静注液 1mg「アイロム」 
グラニセトロン塩酸塩 

①イスラエル 
②日本 

①－ 
②－ 

グラニセトロン静注液 3mg「アイロム」 
グラニセトロン塩酸塩 

①イスラエル 
②日本 

①－ 
②－ 

グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg「KCC」 
グラニセトロン塩酸塩 

①イスラエル 
②日本 

①－ 
②－ 

グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ「アイロム」 
グラニセトロン塩酸塩 

①イスラエル 
②日本 

①－ 
②－ 

小林糖液 5% 精製ブドウ糖 日本 － 

サブビタン静注 
チアミン塩化物塩酸塩 ドイツ － 
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム 

日本 － 



アスコルビン酸 英国 － 

ジギラノゲン注 0.4mg デスラノシド 
①中華人民共和国 
②ポーランド 

①－ 
②－ 

10％食塩注「小林」 
塩化ナトリウム 

①日本 
②日本 

①－ 
②－ 

生食液「小林」 塩化ナトリウム 日本 － 

ソリューゲン F注 
塩化ナトリウム 日本 － 
塩化カリウム 日本 － 
塩化カルシウム水和物 日本 － 
酢酸ナトリウム水和物 日本 － 

ソリューゲンG 注（バッグ製剤） 
塩化ナトリウム 日本 － 
塩化カリウム 日本 カナダ 
塩化カルシウム水和物 日本 － 
酢酸ナトリウム水和物 日本 － 
ブドウ糖 日本 － 

ソリューゲンG 注（ボトル製剤） 
塩化ナトリウム 日本 － 
塩化カリウム 日本 － 

塩化カルシウム水和物 
①日本 
②日本 

①－ 
②－ 

酢酸ナトリウム水和物 日本 － 
ブドウ糖 日本 － 

ゾレドロン酸点滴静注 4㎎/100mL バッグ「KCC」 ゾレドロン酸水和物 日本 － 

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

ドパミン塩酸塩点滴静注 100mg「KCC」 ドパミン塩酸塩 
①日本 
②日本 

①－ 
②ドイツ 

ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mgキット「KCC」 ドパミン塩酸塩 
①日本 
②日本 

①－ 
②ドイツ 



ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mgキット「KCC」 ドパミン塩酸塩 
①日本 
②日本 

①－ 
②ドイツ 

ドブタミン点滴静注 100mg「アイロム」 ドブタミン塩酸塩 
①日本 
②日本 

①－ 
②ドイツ 

ハルトマン液「コバヤシ」（バッグ製剤） 塩化カルシウム水和物 日本 
 

塩化カリウム 日本 カナダ 
塩化ナトリウム 日本 － 
乳酸ナトリウム液 日本 － 

ハルトマン液「コバヤシ」（ボトル製剤） 
塩化カルシウム水和物 

①日本 
②日本 

①－ 
②－ 

塩化カリウム 日本 カナダ 
塩化ナトリウム 日本 － 
乳酸ナトリウム液 日本 － 

パンテチン注 200 ㎎「KCC」 パンテチン 日本 － 
パンテノール注 100mg「KCC」 パンテノール 英国 － 
パンテノール注 250mg「KCC」 パンテノール 英国 － 
パンテノール注 500mg「KCC」 パンテノール 英国 － 
ビタ C注 10% アスコルビン酸 英国 － 
ビタ C注 25% アスコルビン酸 英国 － 
ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩水和物 中華人民共和国 － 
ホリナート錠 25mg「KCC」 ホリナートカルシウム スイス － 

メキシレチン塩酸塩錠 50mg「KCC」 メキシレチン塩酸塩 
①日本 
②日本 

①－ 
②中華人民共和国 

メキシレチン塩酸塩錠 100mg「KCC」 メキシレチン塩酸塩 
①日本 
②日本 

①－ 
②中華人民共和国 

リネゾリド点滴静注液 600mg「KCC」 リネゾリド 
①インド 
②台湾 

①－ 
②－ 



レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg「KCC」 レボフロキサシン水和物 中華人民共和国 － 

 


