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一般名
【般】亜鉛華単軟膏１０％
【般】アカルボース口腔内崩壊錠１００ｍｇ
【般】アシクロビル錠２００ｍｇ
【般】アシクロビル顆粒４０％
【般】アシクロビル軟膏５％
【般】アジスロマイシンカプセル１００ｍｇ
【般】アジスロマイシン細粒１０％
【般】アジスロマイシン錠２５０ｍｇ
【般】アジルサルタン・アムロジピン５ｍｇ配合錠
【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ｃａ配合顆粒
【般】Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ
【般】Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ
【般】アスピリン３３０ｍｇ・ダイアルミネート配合錠（～2021/3/31）
【般】アスピリン８１ｍｇ・ダイアルミネート配合錠
【般】アズレンスルホン酸Ｎａ・Ｌ－グルタミン配合顆粒
【般】アズレンスルホン酸Ｎａ含嗽用液４％
【般】アズレンスルホン酸Ｎａ・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤
【般】アセトアミノフェン錠２００ｍｇ
【般】アセトアミノフェン錠３００ｍｇ
【般】アセトアミノフェン錠５００ｍｇ
【般】アセトアミノフェンシロップ２％
【般】アセトアミノフェン坐剤２００ｍｇ
【般】アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ
【般】アゼルニジピン錠１６ｍｇ
【般】アゾセミド錠３０ｍｇ
【般】アゾセミド錠６０ｍｇ
【般】アダパレンゲル０．１％
【般】アテノロール錠５０ｍｇ
【般】アトルバスタチン錠５ｍｇ
【般】アトルバスタチン錠１０ｍｇ
【般】アトモキセチンカプセル５ｍｇ
【般】アトモキセチンカプセル１０ｍｇ
【般】アトモキセチンカプセル２５ｍｇ
【般】アトモキセチンカプセル４０ｍｇ
【般】アトモキセチン経口液０．４％
【般】アナストロゾール錠１ｍｇ
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ
【般】アプレピタントカプセルセット（８０ｍｇ・１２５ｍｇ）
【般】アマンタジン塩酸塩細粒１０％
【般】アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】アミオダロン塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】アムロジピン５ｍｇ・アトルバスタチン１０ｍｇ配合錠：４
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
【般】アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ
【般】アモキシシリン細粒１０％
【般】アラセプリル錠２５ｍｇ
【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠２４ｍｇ
【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠６ｍｇ
【般】アリピプラゾール経口液０．１％３ｍＬ
【般】アリピプラゾール散１％
【般】アリピプラゾール錠３ｍｇ
【般】アリルエストレノール錠２５ｍｇ
【般】アルファカルシドールカプセル０．２５μ ｇ
【般】アルファカルシドールカプセル１μ ｇ
【般】アルファカルシドール錠０．２５μ ｇ
【般】アルファカルシドール錠０．５μ ｇ
【般】アルファカルシドール錠１μ ｇ
【般】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ
【般】アレンドロン酸錠３５ｍｇ
【般】アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】アロプリノール錠５０ｍｇ
【般】アロプリノール錠１００ｍｇ
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用１．５％
【般】アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
【般】アンブロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠４５ｍｇ
【般】アンブロキソール塩酸塩徐放錠４５ｍｇ
【般】アンブロキソール塩酸塩経口液０．７５％
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ
【般】イソソルビド経口液７０％１ｍＬ
【般】イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
【般】一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ
【般】イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ
【般】イトラコナゾール経口液１％
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ
【般】イブプロフェン錠１００ｍｇ
【般】イルベサルタン・アムロジピン１０ｍｇ配合錠
【般】イルベサルタン・アムロジピン５ｍｇ配合錠
【般】イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠０．１ｍｇ
【般】イルベサルタン錠１００ｍｇ
【般】インドメタシンパップ７０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）
【般】インドメタシン外用液１％
【般】ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ
【般】エキセメスタン錠２５ｍｇ
【般】エスゾピクロン錠１ｍｇ
【般】エスゾピクロン錠２ｍｇ
【般】エスゾピクロン錠３ｍｇ
【般】エスタゾラム錠１ｍｇ
【般】エゼチミブ錠１０ｍｇ
【般】ＡＴＰ錠２０ｍｇ

採用薬
亜鉛華（10%）単軟膏「ﾆｯｺｰ」
★グルコバイＯＤ錠100mg
★ゾビラックス錠200、アシクロビル錠200mg「ｻﾜｲ」
★ゾビラックス顆粒40%、アシクロビル顆粒40%「ｻﾜｲ」
★ゾビラックス軟膏5%、アシクロビル軟膏5%「ﾃﾊﾞ」
★ジスロマックカプセル小児用100mg
★ジスロマック細粒小児用10%、アジスロマイシン小児用細粒10%「ﾀｶﾀ」
★ジスロマック錠250mg、アジスロマイシン錠250mg「ﾀｶﾀ」
★ザクラス配合錠HD 、ジルムロ配合錠HD「武田テバ」
シナール配合顆粒
アスパラカリウム錠300mg
アスパラ－ＣＡ錠200
★バファリン配合錠A330
★バファリン配合錠A81
マーズレンS配合顆粒
アズノールうがい液4%
含嗽用ハチアズレ顆粒
カロナール錠200
★カロナール錠300
カロナール錠500
カロナールシロップ2%
カロナール坐剤200
★アゼプチン錠1mg、アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」
★カルブロック錠16mg、アゼルニジピン錠16mg「JG」
★ダイアート錠30mg
★アゾセミド錠60mg「JG」、ダイアート錠60mg、
★ディフェリンゲル0.1%
★テノーミン錠50、アテノロール錠50mg「NKiP」
★リピトール錠５mg
★リピトール錠10mg、アトルバスタチンOD錠10mg「ﾄｰﾜ」
★ストラテラカプセル5mg
★ストラテラカプセル10mg
★ストラテラカプセル25mg
★ストラテラカプセル40mg
★ストラテラ内用液0.4%
★アリミデックス錠1mg
★アスペノンカプセル10、アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」
★アスペノンカプセル20、アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
アプレピタントカプセルセット｢NK｣
アマンタジン塩酸塩細粒10%「ｻﾜｲ」
★シンメトレル錠50mg、アマンタジン塩酸塩錠50mg「ｻﾜｲ」
アミオダロン塩酸塩速崩錠50㎎「TE」
―
★カデュエット配合錠4番
★ノルバスクOD錠5mg、アムロジピンOD錠5mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
★リズミック錠10mg、アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「JG」
サワシリンカプセル250
サワシリン細粒10%
★セタプリル錠25mg
★エビリファイOD錠24mg
★エビリファイOD錠6mgアリピプラゾールOD錠６mg「明治」
★エビリファイ内用液1%3mlアリピプラゾール内用液３mg分包「明治」
★エビリファイ散1%、アリピプラゾール散1%「明治」
★エビリファイ錠3mg
★パーセリン錠25mg
★アルファロールカプセル0.25μ g
★アルファロールカプセル1μ g
★ワンアルファ錠0.25μ ｇ、アルファカルシドール錠０．２５μ ｇ「アメル」
★ワンアルファ錠0.5μ ｇ
★ワンアルファ錠1μ ｇ、アルファカルシドール錠１．０μ ｇ「アメル」
★コンスタン0.4mg錠、アルプラゾラム錠0.4mg「ｻﾜｲ」
★ボナロン錠35mg、アレンドロン酸錠35mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
★アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
★ザイロリック錠50mg
★ザイロリック錠100mg、アロプリノール錠100mg「ｹﾐﾌｧ」
★小児用ムコソルバンDS1.5%、ムコサールドライシロップ1.5%
★ムコソルバン錠15mg、★アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ｻﾜｲ」
アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠45mg「ニプロ」
★ムコソルバンＬ錠45mg
★ムコソルバン内用液0.75%
エパデールS900
★イソバイドシロップ70%イソソルビド内用液70%「CEO」
★レスキュラ点眼液0.12%、イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ｻﾜｲ」
★アイトロール錠20mg、一硝酸イソソルビド錠20mg「ｻﾜｲ」
★ガナトン錠50mg、イトプリド塩酸塩錠50mg「ｻﾜｲ」
★イトリゾールカプセル50、イトラコナゾールカプセル50mg「SW」
イトリゾール内用液1%
★セロクラール錠10mg、★イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」
★ブルフェン錠100、イブプロフェン錠100mg「ﾀｲﾖｰ」
★アイミクス配合錠ＨＤ
★アイミクス配合錠ＬＤ
★タナトリル錠5、イミダプリル塩酸塩錠5mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
★ウリトスOD錠０．１㎎
★アバプロ錠100mg、イルベサルタン錠100mg「ＤＳＰＢ」
★イドメシンコーワパップ70mg
★インテﾊﾞン外用液1%、インドメタシン外用液1%「日医工」
★ウルソ錠100mg、ウルソデオキシコール酸塩錠100mg「ﾃﾊﾞ」
★アロマシン錠25mg、エキセメスタン錠25mg「NK」
★ルネスタ錠1mg 、エスゾピクロン錠1mg「明治」
★ルネスタ錠2mg 、エスゾピクロン錠2mg「明治」
★ルネスタ錠3mg
★ユーロジン1mg錠
★ゼチーア錠１０㎎
★アデホスコーワ腸溶錠20
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一般名
【般】エチゾラム錠０．５ｍｇ
【般】エトドラク錠２００ｍｇ
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
【般】エバスチン錠１０ｍｇ
【般】エバスチン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】エパルレスタット錠５０ｍｇ
【般】エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ
【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用１％
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液０．０５％
【般】ＦＡＤ点眼液０．０５％
【般】エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】エリスロマイシン錠２００ｍｇ
【般】エルデカルシトールカプセル０．５μ ｇ
【般】エルデカルシトールカプセル０．７５μ ｇ
【般】塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ
【般】エンタカポン錠１００ｍｇ
【般】エンテカビル錠０．５ｍｇ
【般】オウヒエキスシロップ３．３％
【般】オオウメガサソウエキス１．０ｍｇ・ハコヤナギエキス等配合錠
【般】オキシコドン徐放錠５ｍｇ（乱用防止製剤）
【般】オキシコドン徐放錠１０ｍｇ（乱用防止製剤）
【般】オキシコドン徐放錠２０ｍｇ（乱用防止製剤）
【般】オキシコドン徐放錠４０ｍｇ（乱用防止製剤）
【般】オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ
【般】オランザピン錠５ｍｇ
【般】オルメサルタン錠１０ｍｇ
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠２０ｍｇ
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠４０ｍｇ
【般】オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】カプトプリル細粒５％
【般】カプトプリル錠２５ｍｇ
【般】カペシタビン錠３００ｍｇ
【般】カベルゴリン錠０．２５ｍｇ
【般】カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ
【般】β －ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）散５０％
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠４ｍｇ
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠８ｍｇ
【般】カリジノゲナーゼ錠２５単位
【般】カリジノゲナーゼ錠５０単位
【般】カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液２％（持続性）
【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ散１０％
【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠１０ｍｇ
【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
【般】カルバマゼピン細粒５０％
【般】カルバマゼピン錠１００ｍｇ
【般】カルバマゼピン錠２００ｍｇ
【般】カルプロニウム塩化物外用液５％
【般】カルベジロール錠１０ｍｇ
【般】カルベジロール錠２．５ｍｇ
【般】カルボシステイン錠２５０ｍｇ
【般】カルボシステインシロップ用５０％
【般】カルボシステインシロップ５％
【般】カンデサルタン・アムロジピン２．５ｍｇ配合錠
【般】カンデサルタン・アムロジピン５ｍｇ配合錠
【般】カンデサルタン８ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠
【般】カンデサルタン錠４ｍｇ
【般】カンデサルタン錠８ｍｇ
【般】球形吸着炭細粒
【般】クエチアピン錠２５ｍｇ
【般】クエチアピン錠１００ｍｇ
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ（鉄として）
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％（鉄として）
【般】クラリスロマイシン錠５０ｍｇ
【般】クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
【般】クラリスロマイシンシロップ用１０％
【般】グリクラジド錠２０ｍｇ
【般】グリクラジド錠４０ｍｇ
【般】グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ
【般】グリベンクラミド錠２．５ｍｇ
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠１ｍｇ
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠３ｍｇ
【般】グリメピリド錠０．５ｍｇ
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％
【般】クレンブテロール塩酸塩錠１０μ ｇ
【般】クロチアゼパム錠５ｍｇ
【般】クロピドグレル錠２５ｍｇ
【般】クロピドグレル錠７５ｍｇ
【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％
【般】クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％
【般】クロモグリク酸Ｎａ細粒１０％（～2021/3/31）
【般】クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％５ｍＬ
【般】クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％
【般】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２ｍｇ
【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠１２５ｍｇ
【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ｍｇ
【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液０．０５％
【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液５％
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ

採用薬
★デパス錠0.5mg、エチゾラム錠0.5mg「EMEC」
★ハイペン錠200mg、エトドラク錠200mg「JG」
★レニベース錠5、★エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ｻﾜｲ」
★エバステル錠10mg
★エバステルOD錠10mg、エバスチンOD錠10mg「杏林」
★キネダック錠50mg、エパルレスタット錠50mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
★アレジオン錠20mg、エピナスチン塩酸塩錠20mg「ｻﾜｲ」
★アレジオンドライシロップ1%、エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「ｻﾜｲ」
★アレジオン点眼液０．０５％
★フラビタン点眼液0.05%
★ミオナール錠50mg、★エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」
エディロールカプセル0.5μ ｇ
エディロールカプセル0.75μ ｇ
塩化カリウム徐放錠600mg｢St｣
★コムタン錠100mg、エンタカポン錠100mg「ｱﾒﾙ」
★バラクルード錠0.5mg、エンテカビル錠0.5mg「EE」
★ブロチンシロップ3.3%、サリパラ液
★エビプロスタット配合錠DB
オキシコンチンTR錠5mg
オキシコンチンTR錠10mg
オキシコンチンTR錠20mg
オキシコンチンTR錠40mg
オキシコナゾール硝酸塩腟錠600mg「F」
★ジプレキサ錠5mg、オランザピン錠5mg「ﾆﾌﾟﾛ」
★オルメテックOD錠20mg、オルメサルタンOD錠20「DSEP」
★オルメテックOD錠40mg
★アレロック顆粒0.5%、オロパダジン塩酸塩顆粒0.5%「ﾄｰﾜ」
★アレロックOD錠5、オロパダジン塩酸塩OD錠5mg「ﾄｰﾜ」
★カプトリル細粒5%
★カプトリル錠25mg
★ゼローダ錠３００、カペシタビン錠300mg「ﾔｸﾙﾄ」
★カバサール錠0.25mg、カベルゴリン錠0.25mg「ｻﾜｲ」
カモスタットメシル酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」
ガランターゼ散50%
★レミニールＯＤ錠４㎎、ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」
★レミニールＯＤ錠８㎎、ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」
★カルナクリン錠25
★カルナクリン錠50、★カリジノゲナーゼ錠50単位｢日医工｣
★ミケラン錠5mg、カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」
★ミケランLA点眼液2%、カルテオロール塩酸塩LA点眼液「わかもと」
★アドナ散10%、カルバゾクロムスルホン酸Na散10%「日医工」
★アドナ錠10mg、カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg「日医工」
★アドナ錠30mg、カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「日医工」
★テグレトール細粒50%、カルバマゼピン細粒50%「ｱﾒﾙ」
★テグレトール錠100mg
★テグレトール錠200mg、カルバマゼピン錠200mg「ｱﾒﾙ」
★フロジン外用液5%
★アーチスト錠10mg、カルベジロール錠10mg「ｻﾜｲ」
★アーチスト錠2.5mg、カルベジロール錠2.5mg「ｻﾜｲ」
★ムコダイン錠250mg、カルボシステイン錠250mg「ﾄｰﾜ」
★ムコダインDS50%、カルボシステインDS50%「ﾀｶﾀ」
★ムコダインシロップ5%、カルボシステインシロップ5%「ﾀｶﾀ」
★ユニシア配合錠LD
★ユニシア配合錠HD
★エカード配合錠HD、カデチア配合錠HD「あすか」
★ブロプレス錠4、カンデサルタン錠4mg「あすか」
★ブロプレス錠8
★クレメジン細粒分包2g、球形吸着炭細粒「日医工」
★セロクエル25mg錠、クエチアピン錠25mg「明治」
クエチアピン錠100mg「明治」
★ウラリット－Ｕ配合散
★ウラリット配合錠、クエンメット配合錠
★フェロミア錠50mg、クエン酸第一鉄Na錠５０mg「ｻﾜｲ」
フェロミア顆粒8.3%
★クラリシッド錠50mg小児用、クラリスロマイシン錠小児用50mg「ﾀｶﾀ」
★クラリシッド錠200mg、クラリスロマイシン錠200mg「ﾀｶﾀ」
★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」
★グリミクロンHA錠20mg
★グリミクロン錠40mg、グリクラジド錠40mg「ｻﾜｲ」
★ダオニール錠1.25mg
★ダオニール錠2.5mg、グリベンクラミド錠2.5mg「三和」
★アマリールOD1mg錠
★アマリールOD3mg錠
★アマリール0.5mg錠
ダラシンTゲル1%
スピロペント錠10μ g
★リーゼ錠5mg、クロチアゼパム錠5mg「ｻﾜｲ」
★プラビックス錠25mg、クロピドグレル錠25mg「SANIK」
★プラビックス錠75mg、クロピドグレル錠75mg「SANIK」
★コンプラビン配合錠、ロレアス配合錠「NS」
★デルモベート軟膏0.05%、クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ﾀｲﾖｰ」
★キンダベート軟膏0.05%、クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「ﾃｲｺｸ」
★インタール吸入液1%、クロモグリク酸Na吸入液1%「ｻﾜｲ」
―
クロモグリク酸Na点眼液2%5mL「ﾌｧｲｻﾞｰ」
クロモグリク酸Na点鼻液2%「ﾌｧｲｻﾞｰ」
ポララミン錠2mg
★リンラキサー錠125mg、クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「ｻﾜｲ」
★リンラキサー錠250mg
0.05%ヘキザック水R
5%ヘキザック液
★プロスタール錠25、クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」
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一般名
【般】ケトコナゾールクリーム２％
【般】ケトチフェンカプセル１ｍｇ
【般】ケトチフェンシロップ用０．１％
【般】ケトチフェン点眼液０．０５％５ｍＬ
【般】ケトプロフェンテープ２０ｍｇ（７×１０ｃｍ非温感）
【般】ケトプロフェンテープ４０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）
【般】ケトプロフェンパップ３０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）
【般】ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ
【般】サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
【般】サリチル酸軟膏５％
【般】ザルトプロフェン錠８０ｍｇ
【般】サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ
【般】ジアゼパム散１％
【般】ジアゼパム錠２ｍｇ
【般】ジアゼパム錠５ｍｇ
【般】シアノコバラミン点眼液０．０２％
【般】ジエノゲスト錠１ｍｇ
【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液５％
【般】シクロスポリンカプセル１０ｍｇ：ＮＥ
【般】シクロスポリンカプセル２５ｍｇ：ＮＥ
【般】シクロスポリンカプセル５０ｍｇ：ＮＥ
【般】ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａゲル１％
【般】ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ（７×１０ｃｍ非温感）
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ
【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒
【般】ジソピラミドカプセル５０ｍｇ
【般】ジソピラミドカプセル１００ｍｇ
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ
【般】シタフロキサシン錠５０ｍｇ
【般】ジピリダモール錠２５ｍｇ
【般】ジピリダモール錠１００ｍｇ
【般】ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏
【般】ジフルプレドナートクリーム０．０５％
【般】ジフルプレドナート軟膏０．０５％
【般】シプロフロキサシン錠１００ｍｇ
【般】シプロフロキサシン錠２００ｍｇ
【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ０．０４％
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ
【般】ジメチコン錠４０ｍｇ
【般】ジメチコンシロップ２％
【般】シメチジン細粒２０％
【般】シメチジン錠２００ｍｇ
【般】硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ
【般】硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ
【般】シラザプリル錠１ｍｇ
【般】ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ
【般】シルニジピン錠１０ｍｇ
【般】シルニジピン錠２０ｍｇ
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠１００ｍｇ
【般】シロドシン錠２ｍｇ
【般】シロドシン口腔内崩壊錠４ｍｇ
【般】シンバスタチン錠５ｍｇ
【般】スクラルファート経口液１０％
【般】スクラルファート顆粒９０％
【般】スピロノラクトン錠２５ｍｇ
【般】スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
【般】スマトリプタン錠５０ｍｇ
【般】スルピリドカプセル５０ｍｇ
【般】スルピリド細粒１０％
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用１．２５％
【般】セフジトレンピボキシル細粒１０％
【般】セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ
【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用５％
【般】セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
【般】セルトラリン口腔内崩壊錠２５ｍｇ
【般】セルトラリン口腔内崩壊錠５０ｍｇ
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠２．５ｍｇ
【般】セレコキシブ錠１００ｍｇ
【般】セレコキシブ錠２００ｍｇ
【般】センナ・センナ実配合顆粒
【般】センノシド錠１２ｍｇ
【般】ゾニサミド散２０％
【般】ゾニサミド錠１００ｍｇ
【般】ゾピクロン錠１０ｍｇ
【般】ゾピクロン錠７．５ｍｇ
【般】ソファルコンカプセル１００ｍｇ
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠２．５ｍｇ
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ
【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ

採用薬
★ニゾラールクリーム2%、ケトコナゾールクリーム2%「JG」
★ザジテンカプセル1mg
★ザジテンドライシロップ0.1%
★ザジテン点眼液0.05%
★モーラステープ20mg、ケトプロフェンテープ20mg「ﾃｲｺｸ」
★モーラステープ40mg、ケトプロフェンテープ40mg「ﾃｲｺｸ」
★ミルタックスパップ30mg
★イレッサ錠250
★サラゾピリン錠500mg
★アザルフィジンEN錠250mg、サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「ＣＨ」
5%サリチル酸ワセリン軟膏
★ソレトン錠80
★アンプラーグ錠100mg、サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ｻﾝﾄﾞ」
酸化マグネシウム錠250mg「ﾖｼﾀﾞ」
★セルシン散1%
★ホリゾン錠2mg、ジアゼパム錠2mg「ｱﾒﾙ」
★ホリゾン錠5mg
サンコバ点眼液0.02%
★ディナゲスト錠1mg
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「SEO」
★ネオーラル10mgカプセル
★ネオーラル25mgカプセル、シクロスポリンカプセル25mg「BMD」
★ネオーラル50mgカプセル、シクロスポリンカプセル50mg「BMD」
★ボルタレン錠25mg、ジクロフェナクNa錠25mg「YD」
★ボルタレンゲル1%
★ボルタレンテープ15mg
★ボルタレンサポ25mg、ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「CH」
★ボルタレンサポ50mg、ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「CH」
★コランチル配合顆粒
ジソピラミドカプセル50mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
★リスモダンカプセル100mg
★リスモダンR錠150mg、ジソピラミド徐放錠150mg「ﾃﾊﾞ」
★グレースビット錠50mg
★ペルサンチン錠25mg、ジピリダモール錠25mg「ＪＧ」
ジピリダモール錠100mg「ＪＧ」
★セファドール錠25mg、ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ﾀｲﾖｰ」
ネリプロクト坐剤
ネリプロクト軟膏
マイザークリーム0.05%
マイザー軟膏0.05%
★シプロキサン錠100mg
★シプロキサン錠200mg、シプロフロキサシン錠200mg「日医工」
★ペリアクチンシロップ0.04%
★シベノール錠50mg
★シベノール錠100mg、シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」
ガスコン錠40mg
ガスコンドロップ内用液2%
★タガメット細粒20%、シメチジン細粒20%「ﾄｰﾜ」
★タガメット錠200mg
★フランドル錠20mg
★ニトロールRカプセル20mg
★フランドルテープ40mg、硝酸イソソルビドテープ40mg「ｻﾜｲ」
―
★コメリアンコーワ錠50
★ヘルベッサー錠30mg、ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ｻﾜｲ」
★ヘルベッサーRカプセル100mg、ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「ｻﾜｲ」
★アテレック錠10、シルニジピン錠10mg「ｻﾜｲ」
★アテレック錠20mg
★プレタールOD錠100mg、シロスタゾールOD錠100mg「ﾄｰﾜ」
★ユリーフ錠2mg
★ユリーフＯＤ錠4mg、シロドシンＯＤ錠4mg「DSEP」
★リポバス錠5
スクラルファート内用液10%「日医工」
スクラルファート顆粒90%「日医工」
★アルダクトンA錠25mg、スピロノラクトン錠25mg「日医工」
★アイピーディーカプセル100、スプラタストトシル塩酸塩カプセル100mg「JG」
★イミグラン錠50
★ドグマチールカプセル50mg、スルピリドカプセル50mg「ﾄｰﾜ」
ドグマチール細粒10%
★ユーパスタコーワ軟膏、イソジンシュガーパスタ軟膏
★テシプール錠1mg
★ジルテックドライシロップ1.25%
★メイアクトMS小児用細粒10%、セフジトレンピボキシル細粒10%「ｻﾜｲ」
★メイアクトMS錠100mg、セフジトレンピボキシル錠100mg「ｻﾜｲ」
★バナンドライシロップ5%
★バナン錠100mg
★ジェイゾロフトOD錠25mg、セルトラリンOD錠25mg「ﾄｰﾜ」
★ジェイゾロフトOD錠50mg
エフピーOD錠2.5
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」
セレコキシブ錠200mg「ファイザー」
★アローゼン顆粒
★プルゼニド錠12mg、センノシド錠12mg「ﾄｰﾜ」
★エクセグラン散20%、ゾニサミド散20%「ｱﾒﾙ」
★エクセグラン錠100mg、ゾニサミド錠100mg「ｱﾒﾙ」
★アモバン錠10
★アモバン錠7.5
ソロンカプセル100
★ベシケアOD錠２．５mg
★ベシケアOD錠５mg、ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」
★マイスリー錠5mg
★マイスリー錠10mg
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「アメル」
★ゾーミッグRM錠2.5mg
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325
326
327
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一般名
【般】耐性乳酸菌散０．６％
【般】耐性乳酸菌錠６ｍｇ
【般】耐性乳酸菌散１．８％
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏
【般】タクロリムスカプセル０．５ｍｇ
【般】タクロリムスカプセル１ｍｇ
【般】タクロリムス軟膏０．１％
【般】タダラフィル錠５ｍｇ：ＺＡ
【般】タダラフィル錠２０ｍｇ：ＡＤ
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．２ｍｇ
【般】タモキシフェン錠２０ｍｇ
【般】タルチレリン錠５ｍｇ
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠２５０ｍｇ
【般】炭酸リチウム錠２００ｍｇ
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ
【般】チアプリド塩酸塩細粒１０％
【般】チアプリド塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】チザニジン錠１ｍｇ
【般】チメピジウム臭化物カプセル３０ｍｇ
【般】チモロール点眼液０．５％（持続性）
【般】ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
【般】ツロブテロールテープ１ｍｇ
【般】ツロブテロールテープ２ｍｇ
【般】テオフィリンシロップ用２０％
【般】テオフィリン徐放錠５０ｍｇ（１２～２４時間持続）
【般】テオフィリン徐放錠１００ｍｇ（１２～２４時間持続）
【般】テオフィリン徐放錠２００ｍｇ（１２～２４時間持続）
【般】テオフィリン徐放錠２００ｍｇ（２４時間持続）
【般】テオフィリン徐放錠４００ｍｇ（２４時間持続）
【般】テガフール２０ｍｇ・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠
【般】テガフール２０ｍｇ・ギメラシル・オテラシル配合顆粒
【般】テガフール２５ｍｇ・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠
【般】テガフール２５ｍｇ・ギメラシル・オテラシル配合顆粒
【般】デカリニウム塩化物トローチ０．２５ｍｇ
【般】デキサメタゾンエリキシル０．０１％
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１０％
【般】デノパミン錠１０ｍｇ
【般】デフェラシロクス顆粒９０ｍｇ
【般】デフェラシロクス顆粒３６０ｍｇ
【般】テプレノン細粒１０％
【般】テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ
【般】テモゾロミド錠２０ｍｇ
【般】テモゾロミド錠１００ｍｇ
【般】デュロキセチンカプセル２０ｍｇ
【般】デュロキセチンカプセル３０ｍｇ
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム１％
【般】テルビナフィン錠１２５ｍｇ
【般】テルミサルタン錠４０ｍｇ
【般】テルミサルタン４０ｍｇ・アムロジピン配合錠
【般】テルミサルタン８０ｍｇ・アムロジピン配合錠
【般】デュタステリドカプセル０．５ｍｇ：ＡＶ
【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠１ｍｇ
【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠２ｍｇ
【般】トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒１５％
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠３ｍｇ
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】トピラマート錠５０ｍｇ
【般】トフィソパム錠５０ｍｇ
【般】トラセミド口腔内崩壊錠４ｍｇ
【般】トラセミド口腔内崩壊錠８ｍｇ
【般】トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ
【般】トラニラストカプセル１００ｍｇ
【般】トラニラスト細粒１０％
【般】トラニラスト点眼液０．５％
【般】トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ
【般】トラネキサム酸シロップ５％
【般】トラピジル錠１００ｍｇ
【般】トラボプロスト点眼液０．００４％
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠
【般】トランドラプリル錠１ｍｇ
【般】トリアゾラム錠０．２５ｍｇ
【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏０．１％
【般】トリクロルメチアジド錠２ｍｇ
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液
【般】トレミフェン錠４０ｍｇ
【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠１００ｍｇ
【般】トロンビン細粒１０、０００単位
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】ドンペリドンシロップ用１％
【般】ドンペリドン坐剤１０ｍｇ
【般】ドンペリドン坐剤３０ｍｇ
【般】ナジフロキサシンクリーム１％
【般】ナジフロキサシン外用液１％
【般】ナテグリニド錠３０ｍｇ
【般】ナテグリニド錠９０ｍｇ
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠２５ｍｇ

採用薬
ビオフェルミンR散
★ビオフェルミンR錠
★レベニン散
強力ポステリザン(軟膏)
タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ｻﾝﾄﾞ」
★プログラフカプセル1mg、タクロリムスカプセル1mg「ｻﾝﾄﾞ」
★プロトピック軟膏0.1%
★ザルティア錠５㎎
★アドシルカ錠20mg
★ハルナールD錠0.2mg、タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
タモキシフェン錠20mg「MYL」
★セレジスト錠5mg、タルチレリン錠5mg「ｱﾒﾙ」
ホスレノールOD錠250mg
★リーマス錠200、炭酸リチウム錠200mg「ｱﾒﾙ」
★セディール錠5mg
★セディール錠10mg、タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「ﾄｰﾜ」
★グラマリール細粒10%、チアプリド細粒10%「ｻﾜｲ」
★グラマリール錠50mg、チアプリド錠50mg「ｻﾜｲ」
★パナルジン錠100mg
★テルネリン錠1mg、チザニジン錠1mg「日医工」
★セスデンカプセル30mg
★チモプトールXE点眼液0.5%、チモロールXE点眼液0.5%「杏林」
ホクナリンテープ0.5mg
ホクナリンテープ1mg
ホクナリンテープ2mg
★テオドールドライシロップ20%、テオフィリンドライシロップ20%「ﾀｶﾀ」
★テオドール錠50mg
★テオドール錠100mg、テオフィリン徐放錠100mg「ｻﾜｲ」
★テオドール錠200mg、テオフィリン徐放錠200mg「ｻﾜｲ」
★ユニフィルLA錠200mg
ユニフィルLA錠400mg
★ティーエスワン配合OD錠Ｔ20、エスワンタイホウ配合OD錠Ｔ20
★ティーエスワン配合顆粒Ｔ20
★ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ25、エスワンタイホウ配合OD錠Ｔ25
★ティーエスワン配合顆粒Ｔ25
ＳＰトローチ0.25mg「明治」
★デカドロンエリキシル0.01%、デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」
★アフタゾロン口腔用軟膏0.1%、デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
★メジコン散10%、デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10％「日医工」
★デノパミン錠10mg「日医工」、カルグート錠10
★ジャドニュ顆粒分包９０mg
ジャドニュ顆粒分包３６０mg
★セルベックス細粒10%、テプレノン細粒10%「ｻﾜｲ」
★エースコール錠2mg
★テモダールカプセル20mg、テモゾロミド錠20mg「NK」
★テモダールカプセル100mg、テモゾロミド錠100mg「NK」
サインバルタカプセル２０㎎
サインバルタカプセル３０㎎
★ラミシールクリーム1%、テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「ｻﾜｲ」
★ラミシール錠125mg、テルビナフィン錠125「ｻﾜｲ」
★ミカルディス錠40mg、テルミサルタン錠40mg「DSEP」
★ミカムロ配合錠AP
★ミカムロ配合錠BP
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」
カルデナリンOD錠1mg
カルデナリンOD錠2mg
ユベラ錠50mg
ユベラNカプセル100mg
★オゼックス細粒小児用15%、トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「ﾀｶﾀ」
★アリセプトD錠3mg、ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
★アリセプトD錠5mg、ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
★アリセプトD錠10mg
★トピナ錠50mg
★グランダキシン錠50、トフィソパム錠50mg「ｻﾜｲ」
トラセミドＯＤ錠4mg「TE」
トラセミドＯＤ錠8mg「TE」
★デジレル錠25mg、トラゾドン塩酸塩錠25mg「ｱﾒﾙ」
★リザベンカプセル100mg、★トラニラストカプセル100mg「CH」
リザベン細粒10%
★リザベン点眼液0.5%、トラニラスト点眼液0.5％「サワイ」
★トランサミンカプセル２５０mg
★トランサミンシロップ5%
★ロコルナール錠100mg、トラピジル錠100mg「ｻﾜｲ」
トラバタンズ点眼液0.004%
★デュオトラバ配合点眼液
★トラムセット配合錠、トアラセット配合錠「DSEP」
★プレラン1mg錠、トランドラプリル錠1mg「ｻﾜｲ」
★ハルシオン0.25mg錠、トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
オルテクサー口腔用軟膏0.1%
★フルイトラン錠2mg、トリクロルメチアジド錠2mg「JG」
★セレキノン錠100mg、トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」
★コソプト配合点眼液、ドルモロール配合点眼液「わかもと」
フェアストン錠40
ドプスOD錠100mg
★経口用トロンビン細粒1万単位、経口用トロンビン細粒1万単位「ｻﾜｲ」
ナウゼリンOD錠10
★ナウゼリンドライシロップ1%、ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」
★ナウゼリン坐剤10、ドンペリドン坐剤10mg「JG」
★ナウゼリン坐剤30、ドンペリドン坐剤30mg「JG」
★アクアチムクリーム1%、ナジフロキサシンクリーム1%「ﾄｰﾜ」
★アクアチムローション1%、ナジフロキサシンローション1%「ﾄｰﾜ」
★ファスティック錠30、ナテグリニド錠30mg「ﾃﾊﾞ」
★ファスティック錠90、★ナテグリニド錠90mg「ﾃﾊﾞ」
★フリバスOD錠25mg、ナフトピジルOD錠25mg「ﾀｶﾀ」
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一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠５０ｍｇ
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠７５ｍｇ
【般】ナラトリプタン錠２．５ｍｇ
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠２．５μ ｇ
【般】ニコランジル錠５ｍｇ
【般】ニザチジン錠７５ｍｇ
【般】ニザチジン錠１５０ｍｇ
【般】ニセルゴリン錠５ｍｇ
【般】ニトラゼパム細粒１％
【般】ニトラゼパム散１％
【般】ニトラゼパム錠５ｍｇ
【般】ニトログリセリン舌下錠０．３ｍｇ
【般】ニフェジピンカプセル１０ｍｇ
【般】ニフェジピン徐放錠１０ｍｇ（１２時間持続）
【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（１２時間持続）
【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（２４時間持続）
【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ（２４時間持続）
【般】ニプラジロール点眼液０．２５％
【般】尿素クリーム２０％
【般】ニルバジピン錠２ｍｇ
【般】ニルバジピン錠４ｍｇ
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール０．０２配合錠
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール０．０３５配合錠
【般】バゼドキシフェン錠２０ｍｇ
【般】バラシクロビル錠５００ｍｇ
【般】バラシクロビル顆粒５０％
【般】バルサルタン口腔内崩壊錠４０ｍｇ
【般】バルサルタン錠８０ｍｇ
【般】バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ
【般】バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ
【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠１００ｍｇ
【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠２００ｍｇ
【般】バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％
【般】バルプロ酸Ｎａ細粒４０％
【般】バルプロ酸Ｎａシロップ５％
【般】パロキセチン錠５ｍｇ
【般】ハロペリドール錠０．７５ｍｇ
【般】ハロペリドール細粒１％
【般】バンコマイシン塩酸塩散５００ｍｇ
【般】パンテチン散２０％
【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％５ｍＬ
【般】ピオグリタゾン錠１５ｍｇ
【般】ピオグリタゾン錠３０ｍｇ
【般】ビカルタミド錠８０ｍｇ
【般】ピコスルファートＮａ経口液０．７５％
【般】ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ
【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠２ｍｇ
【般】ビダラビン軟膏３％
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル２５ｍｇ
【般】ビフィズス菌錠１２ｍｇ
【般】ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ
【般】ビペリデン塩酸塩細粒１％
【般】ピペリドレート塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】ビホナゾールクリーム１％
【般】ビマトプロスト点眼液０．０３％
【般】ピモベンダン錠１．２５ｍｇ
【般】ピリドキサールリン酸エステル錠１０ｍｇ
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ
【般】ピルフェニドン錠２００ｍｇ
【般】ピレノキシン点眼用０．００５％
【般】ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ
【般】ピンドロール錠５ｍｇ
【般】ファムシクロビル錠２５０ｍｇ
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠２０ｍｇ
【般】ファモチジン散１０％
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠
【般】フェノフィブラート錠８０ｍｇ
【般】フェルビナクテープ７０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）
【般】フェルビナクパップ７０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ１ｍｇ（１日用）
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ２ｍｇ（１日用）
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ４ｍｇ（１日用）
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ６ｍｇ（１日用）
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ８ｍｇ（１日用）
【般】ブシラミン錠１００ｍｇ
【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液０．１５％
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤３０吸入
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤６０吸入
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム１％
【般】ブホルミン塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】プラノプロフェン点眼液０．１％
【般】プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
【般】フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ
【般】プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
【般】プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
【般】プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ

採用薬
★フリバスOD錠50mg、★ナフトピジルOD錠50mg「ﾀｶﾀ」
★フリバスOD錠75mg、ナフトピジルOD錠75mg「ﾀｶﾀ」
アマージ錠２．５㎎
レミッチOD錠2.5μ g
★シグマート錠5mg、ニコランジル錠5mg「ﾄｰﾜ」
★アシノン錠75mg
★アシノン錠150mg
★サアミオン錠5mg、ニセルゴリン錠5mg「ｻﾜｲ」
★ベンザリン細粒1%
ネルボン散1%
★ベンザリン錠5
ニトロペン舌下錠0.3mg
★アダラートカプセル10mg、ニフェジピンカプセル10mg「ｻﾜｲ」
★アダラートL錠10mg、ニフェジピンL錠10mg「ｻﾜｲ」
★アダラートL錠20mg
★アダラートCR錠20mg、ニフェジピンCR錠20mg「ｻﾜｲ」
★アダラートCR錠40mg、ニフェジピンCR錠40mg「ｻﾜｲ」
★ハイパジールコーワ点眼液0.25%
★ベギンクリーム20%
★ニバジール錠2mg
★ニバジール錠4mg、ニルバジピン錠4mg「日医工」
ルナベル配合錠ULD
★ルナベル配合錠LD
★ビビアント錠２０㎎、バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」
★バルトレックス錠500、バラシクロビル錠500mg「アスペン」
★バルトレックス顆粒50%、バラシクロビル顆粒50%「明治」
★ディオバンOD錠40mg、バルサルタンOD錠40mg「ﾄｰﾜ」
★ディオバン錠80mg
★デパケン錠100mg
★デパケン錠200mg、バルプロ酸ナトリウム錠200mg「ｱﾒﾙ」
★デパケンR錠100mg
★デパケンR錠200mg、バルプロ酸Na徐放錠Ａ200mg「ﾄｰﾜ」
★セレニカR顆粒40%、バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40%「ｱﾒﾙ」
★デパケン細粒40%、バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
★デパケンシロップ5%、バルプロ酸Naシロップ５%｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣
★パキシル錠5mg、パロキセチン錠５mg「ｱﾒﾙ」
★セレネース錠0.75mg、ハロペリドール錠0.75mg「ＪＧ」
セレネース細粒1%
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」
パントシン散20%
★ヒアレイン点眼液0.1%、ヒアルロン酸Ｎａ点眼液0.1%「ﾌｧｲｻﾞｰ」
★アクトス錠15、ピオグリタゾン錠15mg「EE」
★アクトス錠30、ピオグリタゾン錠30mg「EE」
ビカルタミド錠８０mg「DSEP」
★ラキソベロン内用液0.75%、ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」
★ラキソベロン錠2.5mg、ピコスルファートNa錠2.5mg「日医工」
★メインテート錠0.625mg、ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」
★メインテート錠2.5m、ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」
★メインテート5mg
★リバロOD錠2mg、ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
★アラセナ-A軟膏3%、ビダラビン軟膏3%「SW」
アタラックス-Pカプセル25mg
★ビオフェルミン錠剤
アキネトン錠１mg
アキネトン細粒1%
★ダクチル錠50mg、ダクチラン錠50
★マイコスポールクリーム1%
ルミガン点眼液0.03%
ピモベンダン錠1.25mg「TE」
ピドキサール錠10mg
★ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「ｻﾜｲ」、サンリズムカプセル25mg
★サンリズムカプセル50mg
ピレスパ錠２００㎎
★カタリンK点眼用0.005%
―
★カルビスケン錠5mg
★ファムビル錠250mg
★ガスターD錠10mg
★ガスターD錠20mg、ファモチジンD錠20mg「ｻﾜｲ」
★ガスター散10%、ファモチジン散10%「ｻﾜｲ」
★アレグラ錠30mg
★アレグラ錠60mg、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
★ディレグラ配合錠
リピディル錠80mg
★セルタッチテープ70
セルタッチパップ70
フェントステープ1mg
フェントステープ2mg
フェントステープ4mg
フェントステープ6mg
フェントステープ8mg
★リマチル錠100mg
★スプレキュア点鼻液0.15%
ブスコパン錠10mg
★シムビコートタービュヘイラー３０吸入
★シムビコートタービュヘイラー６０吸入、ブデホル吸入粉末剤60吸入｢JG｣
★メンタックスクリーム1%
★ジベトス錠50mg
★ニフラン点眼液0.1%、プラノプロフェン点眼液0.1%「日新」
★メバロチン錠10、プラバスタチンＮａ錠10mg「ｻﾜｲ」
★ブラダロン錠200mg
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」
★ビ・シフロール錠0.5mg
★オノンカプセル112.5mg、プランルカストカプセル112.5mg「ｻﾜｲ」
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院外処方箋の一般名処方に対応する採用薬
No.
471
472
473
474
475
476
477
478

一般名
【般】プランルカストシロップ用１０％
【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％
【般】ブリンゾラミド点眼液１％
【般】フルオロメトロン点眼液０．０２％
【般】フルオロメトロン点眼液０．１％
【般】フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
【般】フルスルチアミン錠２５ｍｇ
【般】フルタミド錠１２５ｍｇ

479

【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液２５μ ｇ５６噴霧用

480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516

【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μ ｇ５６噴霧用
【般】フルニトラゼパム錠１ｍｇ
【般】フルニトラゼパム錠２ｍｇ
【般】フルバスタチン錠２０ｍｇ
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ
【般】フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠２５ｍｇ
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠７５ｍｇ
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠１５０ｍｇ
【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液０．３％
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ０．０００５％
【般】プロカテロール塩酸塩錠０．０５ｍｇ
【般】フロセミド錠２０ｍｇ
【般】フロセミド錠４０ｍｇ
【般】フロセミド細粒４％
【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ
【般】ブロナンセリン錠４ｍｇ
【般】プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ
【般】プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ
【般】プロブコール錠２５０ｍｇ
【般】プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】ブロマゼパム錠２ｍｇ
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ
【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％
【般】プロメタジン１．３５％等配合非ピリン系感冒剤
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠２．５ｍｇ
【般】ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ
【般】ベタメタゾン錠０．５ｍｇ
【般】ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミン配合錠
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム０．１２％
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液０．１２％
【般】ベタメタゾンリン酸エステルＮａ点眼点耳点鼻液０．１％

517

【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏０．０５％

518

【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム０．０５％

519

【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液０．０５％

520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

【般】ベナゼプリル塩酸塩錠５ｍｇ
【般】ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ
【般】ヘパリン類似物質外用液０．３％
【般】ヘパリン類似物質クリーム０．３％
【般】ヘパリン類似物質スプレー０．３％
【般】ヘパリン類似物質軟膏０．３％
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ
【般】ベラプロストＮａ錠２０μ ｇ
【般】ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ
【般】ペルゴリドメシル酸塩錠２５０μ ｇ
【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠
【般】ベンザルコニウム塩化物外用液１０％
【般】ベンズブロマロン錠５０ｍｇ
【般】ベンフォチアミン錠２５ｍｇ
【般】ベンフォチアミン２５ｍｇ（Ｂ１）・Ｂ６・Ｂ１２配合カプセル
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．２ｍｇ
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．３ｍｇ
【般】ボセンタン錠６２．５ｍｇ
【般】ポビドンヨードゲル１０％
【般】ポビドンヨード外用液１０％（エタノール非含有）
【般】ポビドンヨード含嗽用液７％
【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠７５ｍｇ
【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル２５０ｍｇ
【般】ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％
【般】ボリコナゾール錠５０ｍｇ
【般】ボリコナゾール錠２００ｍｇ
【般】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％２５ｇ
【般】ホリナート錠２５ｍｇ
【般】マキサカルシトール軟膏０．００２５％
【般】マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ
【般】マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠５０ｍｇ
【般】ミグリトール錠２５ｍｇ
【般】ミグリトール錠５０ｍｇ
【般】ミゾリビン錠５０ｍｇ
【般】ミチグリニドＣａ口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠２ｍｇ
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００ｍｇ
【般】ミノドロン酸錠５０ｍｇ
【般】ミルタザピン錠１５ｍｇ

採用薬
★オノンドライシロップ10%、プランルカストDS10%「ｻﾜｲ」
★アイファガン点眼液０．１％、ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1％「SEC」
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％「サンド」
★フルメトロン点眼液0.02%、フルオロメトロン点眼液0.02%「ﾆｯﾄｰ」
★フルメトロン点眼液0.1%、フルオロメトロン点眼液0.1%「ﾆｯﾄｰ」
フルコナゾールカプセル100mg「ｻﾝﾄﾞ」
★25mgアリナミンF糖衣錠、★フルスルチアミン錠25mg「トーワ」
★オダイン錠125mg、フルタミド錠125「KN」
★小児用フルナーゼ点鼻液25μ g56噴霧用、
フルチカゾン点鼻液25μ ｇ小児用「ｱﾒﾙ」56噴霧用
★フルナーゼ点鼻液50μ g56噴霧用
★サイレース錠1mg
★サイレース錠2mg、フルニトラゼパム錠2mg「ｱﾒﾙ」
★ローコール錠20mg
★フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ｱﾒﾙ」、デプロメール錠25、
★デプロメール錠75
タンボコール錠50mg
プレガバリンOD錠25mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
プレガバリンOD錠75mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
プレガバリンOD錠150mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
リドメックスコーワローション0.3%
★メプチンシロップ50μ g/mL
★メプチン錠50μ g、プロカテロール塩酸塩錠50μ g「ｻﾜｲ」
★ラシックス錠20mg、フロセミド錠20mg「NP」
★ラシックス錠40mg、フロセミド錠40mg「NP」
フロセミド細粒4%「EMEC」
★レンドルミンD錠0.25mg、ブロチゾラムOD錠0.25mg「ｻﾜｲ」
ロナセン錠4mg
プロノン錠150mg
★バップフォー錠10、プロピベリン塩酸塩錠10mg「ﾀﾅﾍﾞ」
★バップフォー錠20、プロピベリン塩酸塩錠20mg「ﾀﾅﾍﾞ」
★ロレルコ錠250mg
インデラル錠10mg
★レキソタン錠2、ブロマゼパム錠2mg「ｻﾝﾄﾞ」
★ビソルボン錠4mg、★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シロップ0.08%「ﾄｰﾜ」
★ビソルボン吸入液0.2%、ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「ﾀｲﾖｰ」
ＰＬ配合顆粒
★パーロデル錠2.5mg
★ベザトールSR錠200mg、ベザフィブラートSR錠200mg「ｻﾜｲ」
★メリスロン錠6mg
★リンデロン錠0.5mg、ベタメタゾン錠0.5mg「ｻﾜｲ」
セレスタミン配合錠
リンデロン-V軟膏0.12%
―
―
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
★アンテベート軟膏0.05％、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏
0.05％「JG」
★アンテベートクリーム0.05%
★アンテベートローション0.05％、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
ローション0.05％「JG」
★チバセン錠5mg
★コニール錠4、ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」
ヒルドイドローション0.3%
★ヒルドイドクリーム0.3％
★ヒルドイドフォーム0.3％
ヒルドイドソフト軟膏0.3%
★タリオンOD錠10mg、ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「ﾀﾅﾍﾞ」
★ワソラン錠40mg、ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」
★ドルナー錠20μ g、ベラプロストNa錠20μ g「ｻﾜｲ」
★コバシル錠4mg、ペリンドプリル錠4mg「日医工」
★ペルマックス錠250μ g
★リーダイ配合錠
塩化ベンザルコニウム液10%
★ユリノーム錠50mg
★ベンフォチアミン錠25mg「ﾄｰﾜ」
ビタメジン配合カプセルB25
★ベイスンOD錠0.2、ボグリボースOD錠0.2「日医工」
★ベイスンOD錠0.3、ボグリボースOD錠0.3「日医工」
トラクリア錠62.5mg
★イソジンゲル10%、ポビドンヨードゲル10%
ポピヨドン液10%
★イソジンガーグル液7%、ポビドンヨードガーグル液7%「明治」
★プロマックD錠75、ポラプレジンクOD錠75mg「ｻﾜｲ」
ＥＰＬカプセル250mg
★コロネル細粒83.3%、ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」
ブイフェンド錠50mg
ブイフェンド錠200mg
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20％分包25g「三和」
★ユーゼル錠25mg、ホリナート錠25mg「ﾀｲﾎｳ」
オキサロール軟膏25μ g/g
★カルスロット錠20、マニジピン塩酸塩錠20mg「ｻﾜｲ」
★ルジオミール錠10mg
ミグリトールOD錠50mg「ｻﾜｲ」
★セイブル錠25mg
★セイブル錠50mg
★ブレディニン錠50
グルファストOD錠10mg
メトリジンD錠2mg
★ミノマイシン錠50mg、塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」
★ミノマイシンカプセル100mg、塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」
★ボノテオ錠50mg
★レメロン錠15mg
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院外処方箋の一般名処方に対応する採用薬
No.
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655

一般名
【般】ミルタザピン錠３０ｍｇ
【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠１５ｍｇ
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】メコバラミン錠０．５ｍｇ
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ
【般】メキタジン錠３ｍｇ
【般】メサラジン腸溶錠４００ｍｇ
【般】メサラジン錠５００ｍｇ
【般】メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ
【般】メトクロプラミド錠５ｍｇ
【般】メトトレキサートカプセル２ｍｇ
【般】メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ
【般】メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ
【般】メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ：ＧＬ
【般】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇ：ＭＴ
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２００ｍｇ
【般】メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
【般】メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠２０ｍｇ
【般】メロキシカム錠１０ｍｇ
【般】モキシフロキサシン点眼液０．５％
【般】モサプリドクエン酸塩散１％
【般】モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液０．１％
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏０．１％
【般】モメタゾン点鼻液５０μ ｇ１０ｇ
【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒１０ｍｇ（１２時間持続）
【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒３０ｍｇ（１２時間持続）
【般】モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】モンテルカスト細粒４ｍｇ
【般】ユビデカレノン錠１０ｍｇ
【般】ユビデカレノン顆粒１％
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ５％
【般】ラクツロースシロップ６５％
【般】ラタノプロスト点眼液０．００５％
【般】ラノコナゾール軟膏１％
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ
【般】ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ
【般】ラマトロバン錠７５ｍｇ
【般】ラモトリギン錠２ｍｇ
【般】ラモトリギン錠５ｍｇ
【般】ラモトリギン錠２５ｍｇ
【般】ラモトリギン錠１００ｍｇ
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５ｍｇ
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠３０ｍｇ
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】リシノプリル錠５ｍｇ
【般】リスペリドン錠１ｍｇ
【般】リスペリドン錠２ｍｇ
【般】リスペリドン細粒１％
【般】リスペリドン経口液０．１％０．５ｍＬ
【般】リスペリドン経口液０．１％１ｍＬ
【般】リスペリドン経口液０．１％２ｍＬ
【般】リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ
【般】リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
【般】リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ
【般】リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ
【般】リネゾリド錠６００ｍｇ
【般】リバスチグミンテープ４．５ｍｇ
【般】リバスチグミンテープ９ｍｇ
【般】リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ
【般】リバスチグミンテープ１８ｍｇ
【般】リバビリンカプセル２００ｍｇ：ＲＥ
【般】リファンピシンカプセル１５０ｍｇ
【般】リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ
【般】リマプロストアルファデクス錠５μ ｇ
【般】リルマザホン塩酸塩錠２ｍｇ
【般】レトロゾール錠２．５ｍｇ
【般】レパグリニド錠０．２５ｍｇ
【般】レバミピド錠１００ｍｇ
【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％
【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％
【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用０．５％
【般】レボドパ１００ｍｇ・カルビドパ配合錠
【般】レボフロキサシン錠２５０ｍｇ
【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ
【般】レボフロキサシン細粒１０％
【般】レボフロキサシン点眼液１．５％
【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠２５ｍｇ
【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ
【般】ロキソプロフェンＮａゲル１％
【般】ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ（７×１０ｃｍ非温感）
【般】ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温）
【般】ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温）
【般】ロサルタン５０ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠
【般】ロサルタンＫ錠５０ｍｇ

採用薬
★レメロン錠30mg
ミルタザピンＯＤ錠15mg「ｻﾜｲ」
★トレドミン錠12.5mg
★トレドミン錠25mg、ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「ｱﾒﾙ」
★トレドミン錠50mg
★メチコバール錠500μ g、メコバラミン錠500「ﾄｰﾜ」
★メキシチールカプセル50mg、メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」
★メキシチールカプセル100mg、メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」
★ゼスラン錠3mg、メキタジン錠3mg「日医工」
メサラジン腸溶錠400mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
★ペンタサ錠500mg
★ラニラピッド錠0.1、メチルジゴキシン錠0.1mg「ﾀｲﾖｰ」
★プリンペラン錠5mg、メトクロプラミド錠5mg「ﾃﾊﾞ」
★リウマトレックスカプセル2mg、メトトレキサートカプセル2mg「ｻﾜｲ」
★セロケン錠20mg
★ロプレソール錠40mg、メトプロロール酒石酸塩錠40mg「ｻﾜｲ」
★メトグルコ錠250mg、メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」
★メトグルコ錠500mg、メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」
ヒスロンＨ錠200mg
★グラケーカプセル、メナテトレノンカプセル15mg「日医工」
★トランコロン錠7.5mg
★メマリーＯＤ錠５㎎、メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」
★メマリーＯＤ錠２０㎎、メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」
★モービック錠10mg
★ベガモックス点眼液0.5％（5mL）、モキシフロキサシン点眼液０．５％「日点」
★ガスモチン散1%、★モサプリドクエン酸塩散１%「日医工」
★ガスモチン錠5mg、モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」
★フルメタローション
★フルメタ軟膏
★ナゾネックス点鼻液50μ g56噴霧用
モルペス細粒２％（0.5ｇ/包）
モルペス細粒６％（0.5ｇ/包）
★シングレアチュアブル錠5mgモンテルカルトチュアブル錠5mg「ﾀｶﾀ」
★シングレアOD錠10mg、モンテルカストOD錠10mg「ﾀｶﾀ」
★シングレア細粒4mg 、モンテルカスト細粒4mg「タカタ」
★ノイキノン錠10mg、ユビデカレノン錠10mg「日新」
★ノイキノン顆粒1%
インクレミンシロップ5%
★モニラック・シロップ65％、 ラクツロースシロップ65％「武田テバ」
★キサラタン点眼液0.005%、ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」
アスタット軟膏1%
プロテカジンOD錠10
★パリエット錠５㎎、ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」
★パリエット錠10mg
★バイナス錠75mg
ラミクタール錠小児用2mg
★ラミクタール錠小児用5mg
ラミクタール錠25mg
★ラミクタール錠100mg
★エビスタ錠60mg、ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「ｻﾜｲ」
★タケプロンOD錠15、ランソプラゾールOD錠15mg「ｻﾜｲ」
★タケプロンOD錠30
マクサルトRPD錠10mg
★ロンゲス錠5mg、★リシノプリル錠5mg「ｻﾜｲ」
★リスパダール錠1mg
★リスパダール錠2mg
★リスパダール細粒1%、リスペリドン細粒1%「ｱﾒﾙ」
リスパダール内用液1mg/mL（0.5mg/包）
リスパダール内用液1mg/mL（1mg/包）
リスパダール内用液1mg/mL（2mg/包）
★ベネット錠2.5mg
★ベネット錠17.5mg
★ベネット錠７5mg、リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」
★ウテメリン錠5mg、リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」
ザイボックス錠６００ｍｇ
―
リバスチグミンテープ９mg「ニプロ」
★イクセロンパッチ１３．５㎎
リバスチグミンテープ１８mg「ニプロ」
★レベトールカプセル200mg
リファンピシンカプセル150mg「ｻﾝﾄﾞ」
ハイボン錠20mg
★オパルモン錠5μ g、リマプロストアルファデクス錠５μ ｇ「ｻﾜｲ」
リスミー錠2mg
★フェマーラ錠2.5mg、レトロゾール錠2.5mg「ｻﾜｲ」
★シュアポスト錠０．２５㎎
★ムコスタ錠100mg、レバミピド錠100mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
★リボスチン点眼液0.025%、レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「ﾌｧｲｻﾞｰ」
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」
★ザイザルシロップ０．０５％
レボセチリジン塩酸塩DS0.5％「タカタ」
★メネシット配合錠100、カルコーパ配合錠L100
★クラビット錠250mg、レボフロキサシン錠250mg「DSEP」
★クラビット錠500mg、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
★レボフロキサシン細粒10%「DSEP」
★クラビット点眼液1.5%、レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」
ヒルナミン錠（25mg）
★ロキソニン錠60mg、ロキソプロフェン錠60mg「武田ﾃﾊﾞ」
★ロキソニンゲル1%、ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」
★ロキソニンテープ50mg、ロキソプロフェンNaテープ50mg「ﾕｰﾄｸ」
★ロキソニンテープ100mg、ロキソプロフェンNaテープ100mg「ﾕｰﾄｸ」
★ロキソニンパップ100mg、ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」
★プレミネント配合錠LD、ロサルヒド配合錠LD「EE」
★ニューロタン錠50mg、ロサルタンK錠50mg「EE」
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院外処方箋の一般名処方に対応する採用薬
No.
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666

一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ
【般】ロスバスタチン錠５ｍｇ
【般】ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ
【般】ロペラミド塩酸塩細粒０．０５％
【般】ロラゼパム錠０．５ｍｇ
【般】ロラタジン錠１０ｍｇ
【般】ロラタジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】ロラタジンシロップ用１％
【般】ロルノキシカム錠４ｍｇ
【般】ワルファリンＫ顆粒０．２％

採用薬
★クレストールOD錠2.5mg、ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
★クレストール錠5mg
★メイラックス錠1mg、ロフラゼプ酸エチル錠1mg「ｻﾜｲ」
★ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」、ロペミンカプセル1mg
ロペミン小児用細粒0.05%
★ワイパックス錠0.5、ロラゼパム錠0.5mg「ｻﾜｲ」
★クラリチン錠10mg
ロラタジンＯＤ錠10mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
★クラリチンドライシロップ1%
ロルカム錠4mg
★ワーファリン顆粒0.2％
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