
先発薬品名称 一般名処方オーダー名称 当 院 採 用 薬
アーチスト錠1.25mg 【般】カルベジロール錠1.25mg
アーチスト錠2.5mg 【般】カルベジロール錠2.5mg カルベジロール錠2.5mg「サワイ」
アーチスト錠10mg 【般】カルベジロール錠10mg カルベジロール錠10mg「サワイ」
アーチスト錠20mg 【般】カルベジロール錠20mg

アイトロール錠10mg 【般】一硝酸イソソルビド錠10mg
アイトロール錠20mg 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg タイシロール錠20mg
アイピーディカプセル50 【般】スプラタストトシル酸塩カプセル50mg
アイピーディカプセル100 【般】スプラタストトシル酸塩カプセル100mg スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」
アクトスＯＤ錠15 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg ピオグリタゾンＯＤ錠15mg「MEEK」
アクトスＯＤ錠30 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg 院外採用(ピオグリタゾンＯＤ錠30mg「MEEK」
アサコール錠400mg 【般】メサラジン腸溶錠400mg アサコール錠400mg
アザルフィジンＥＮ錠250mg 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」
アザルフィジンＥＮ錠500mg 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」
アスペノンカプセル10 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg 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 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg
アダラートＣＲ錠10mg 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続)
アダラートＣＲ錠20mg 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) ニフェジピンＣＲ錠20mg「サワイ」
アダラートＣＲ錠40mg 【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続) 院外採用(アダラートＣＲ錠40mg)
アダラートＬ錠10mg 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続) 院外採用(アダラートＬ錠10mg)
アダラートＬ錠20mg 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続) ニフェジピンＬ錠20㎎「日医工」
アダラートカプセル5mg 【般】ニフェジピンカプセル5mg
アダラートカプセル10mg 【般】ニフェジピンカプセル10mg ニフェジピンカプセル10㎎「TC」
アタラックスＰカプセル25㎎ 【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25㎎ アタラックスＰカプセル25㎎
アデホスコーワ腸溶錠 20 【般】ＡＴＰ錠 20mg ＡＴＰ腸溶錠 20mg「日医工」
アテレック錠5 【般】シルニジピン錠5㎎ 院外採用(アテレック錠5mg)
アテレック錠10 【般】シルニジピン錠10mg シルニジピン錠10mg「サワイ」
アドナ散10％ 【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ散10％
アドナ錠10㎎ 【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠10mg
アドナ錠30㎎ 【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠30mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」
アプレース細粒20％ 【般】トロキシピド細粒20％
アプレース錠100㎎ 【般】トロキシピド錠100mg アプレース錠100㎎
アマリールOD錠0.5mg 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠0.5㎎ 院外採用(アマリール錠0.5mg)
アマリールOD錠1mg 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1㎎ グリメピリドＯＤ錠1㎎「EMEC」
アマリールOD錠3mg 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg 院外採用(グリメピリドＯＤ錠3mg「EMEC」)
アモバン錠7.5 【般】ゾピクロン錠7.5㎎ ゾピクロン錠7.5㎎「トーワ」
アモバン錠10 【般】ゾピクロン錠10㎎ 院外採用(アモバン錠10mg)
アラセナ－Ａクリーム3％ 【般】ビダラビンクリーム3％
アラセナ－Ａ軟膏3％ 【般】ビダラビン軟膏3％ ビダラビン軟膏3％「トーワ」
アリセプトＤ錠3mg 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠3㎎「タナベ」
アリセプトＤ錠5mg 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠5㎎「タナベ」
アリセプトＤ錠10mg 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg 院外採用(アリセプトＤ錠10mg)
アリセプト細粒0.5％ 【般】ドネペジル塩酸塩細粒0.5％
アリセプト内服ゼリー3mg 【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー3mg
アリセプト内服ゼリー5mg 【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー5mg

　　　　　　　　　一般名処方・当院採用薬対応表　　　　　2018. 3

1/11



先発薬品名称 一般名処方オーダー名称 当 院 採 用 薬
アリセプト内服ゼリー10mg 【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー10mg

25mgアリナミンF糖衣錠 【般】フルスルチアミン錠25mg アリナミンＦ糖衣錠25mg
アリミデックス錠1mg 【般】アナストロゾール錠1mg アリミデックス錠1㎎
アルダクトンＡ細粒10％ 【般】スピロノラクトン細粒10％ 院外採用(アルダクトンＡ細粒10％)
アルダクトンＡ錠25mg 【般】スピロノラクトン錠25㎎ スピロノラクトン錠25㎎「日医工」
アルダクトンＡ錠50mg 【般】スピロノラクトン錠50㎎
アルピニー坐剤 200mg 【般】アセトアミノフェン坐剤 200mg
アルロイドＧ内用液5％ 【般】アルギン酸Ｎａ経口液5％ アルクレイン内用液5％
アレグラ錠60mg 【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60㎎ フェキソフェナジン塩酸塩錠60㎎「SANIK」
アレジオン錠 10㎎ 【般】エピナスチン塩酸塩錠 10mg
アレジオン錠 20mg 【般】エピナスチン塩酸塩錠 20mg エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」
アレジオンドライシロップ 1％ 【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用 1％
アレロックＯＤ錠2.5 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg 院外採用(アレロックＯＤ錠2.5mg)
アレロックＯＤ錠5 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠5mg「明治」
アレロック顆粒0.5％ 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5％ 院外採用(アレロック顆粒0.5％)
アローゼン顆粒 【般】センナ・センナ実配合顆粒 アローゼン顆粒
アロフト錠20mg 【般】アフロクアロン錠20㎎ アフロクアロン錠20㎎「サワイ」
アンテベート軟膏 0.05％ 5g 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏 0.05％ 5g ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏 0.05％ 5g「JG」
アンテベートクリーム 0.05％ 5g 【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％ 5g
アンテベートローション 0.05％ 10g 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液 0.05％ 10g ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルローション0.05％10g「JG」
イソジンガーグル液7％30ml 【般】ポビドンヨード含嗽用液7％30ml ポビドンヨードガーグル7％30ml「マイラン」
イソジンゲル 10％ 90g 【般】ポビドンヨードゲル 10％ 90g ポビドンヨードゲル 10％ 90g「マイラン」
イドメシンコーワクリーム1％ 【般】インドメタシンクリーム1％ 院外採用(イドメシンコーワクリーム1％)
インタール細粒 10％ 【般】クロモグリク酸Ｎａ細粒 10％
インタール点眼液2％5mL 【般】クロモグリク酸Ｎａ点眼液2％5mＬ 院外採用(インタール点眼液2％5mL)
インテバン外用液1％ 【般】インドメタシン外用液1％ イドメシンコーワゾル1％
インテバン軟膏1％ 【般】インドメタシン軟膏1％
インデラル錠10㎎ 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10㎎ プロプラノロール塩酸塩錠10㎎「日医工」

ウテメリン錠 5mg 【般】リトドリン塩酸塩錠 5mg リトドリン錠 5mg「PP」
ウラリット-Ｕ配合散 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散 ウラリット-Ｕ配合散
ウラリット配合錠 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 ウラリット配合錠
ウルソ錠50mg 【般】ウルソデオキシコール酸錠50㎎
ウルソ錠100mg 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg ウルソデオキシコール酸錠100㎎「ZE」
エクラークリーム0.3％ 【般】デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3％ 院外採用(エクラークリーム0.3％)
エクラー軟膏0.3％ 【般】デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3％ 院外採用(エクラー軟膏0.3％)
エパデールＳ300 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル300㎎

エパデールＳ600 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600㎎ エパデールＳ600
エパデールＳ900 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900㎎ エパデールＳ900
エパデールカプセル300 【般】イコサペント酸エチルカプセル300㎎ 院外採用(エパデールカプセル300mg)
エビプロスタット配合錠ＤＢ 【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 エビプロスタット配合錠ＤＢ
エフピーＯＤ錠2.5 【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg エフピーＯＤ錠2.5
エンペシドクリーム1％ 【般】クロトリマゾールクリーム1％ エンペシドクリーム1％
エンペシド膣錠100mg 【般】クロトリマゾール腟錠100mg エンペシド膣錠100mg
エンペシド外用液1％ 【般】クロトリマゾール外用液1％

オキサロール軟膏 25μg/g 10g 【般】マキサカルシトール軟膏 25μg/g 10g
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先発薬品名称 一般名処方オーダー名称 当 院 採 用 薬
オキシコンチン錠5㎎ 【般】オキシコドン徐放錠5mg オキシコドン徐放カプセル5mg
オキシコンチン錠10㎎ 【般】オキシコドン徐放錠10mg
オキシコンチン錠20㎎ 【般】オキシコドン徐放錠20mg オキシコドン徐放カプセル20mg
オキシコンチン錠40㎎ 【般】オキシコドン徐放錠40mg オキシコドン徐放カプセル40mg
オゼックス細粒小児用15％ 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15％ トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15％「タカタ」
オゼックス錠75 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠75mg
オゼックス錠150 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg
オダイン錠125㎎ 【般】フルタミド錠125㎎ オダイン錠125㎎
オノンカプセル112.5mg 【般】プランルカストカプセル112.5㎎ プランルカスト錠112.5「EK」
オノンドライシロップ10％ 【般】プランルカストシロップ用10％ オノンドライシロップ10％
オパルモン錠5μg 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」

オルメテックＯＤ錠 5mg 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 5mg 院外採用(オルメテック錠5mg)

オルメテックＯＤ錠 20mg 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg オルメサルタンＯＤ錠20mg「DSEP」

オルメテックＯＤ錠 40mg 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 40mg 院外採用(オルメテックＯＤ錠40mg)
ガスコンドロップ内用液2％ 【般】ジメチコンシロップ2％ バリトゲン消泡内用液2％
ガスターＤ錠10mg 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10㎎ 院外採用(ガスターＤ錠10mg)
ガスターＤ錠20mg 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20㎎ ファモチジンＤ錠20㎎「サワイ」
ガスター散2％ 【般】ファモチジン口腔内崩壊散2％ ファモチジン細粒2％「サワイ」
ガスモチン散1％ 【般】モサプリドクエン酸塩散1％
ガスモチン錠2.5mg 【般】モサプリドクエン酸塩錠2.5mg
ガスモチン錠5mg 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」
カソデックスＯＤ錠80mg 【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg ビカルタミド錠80mg「NK」
ガナトン錠50mg 【般】イトプリド塩酸塩錠50mg 院外採用(ガナトン錠50mg)
ガランターゼ散50％ 【般】β－ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50％ ガランターゼ散50％
カリメート経口液20％25g 【般】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口液20％25g 院外採用(カリメート経口液20％25g)
カルタンＯＤ錠250mg 【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠250mg(高リン血症用)
カルタンＯＤ錠500mg 【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠500mg(高リン血症用) 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
カルデナリンＯＤ錠0.5mg 【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠0.5㎎
カルデナリンＯＤ錠1mg 【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠1㎎ ドキサゾシン錠1㎎「タナベ」
カルデナリンＯＤ錠2mg 【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠2㎎ ドキサゾシン錠2㎎「タナベ」
カルデナリンＯＤ錠4mg 【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠4㎎
カルナクリンカプセル25 【般】カリジノゲナーゼカプセル25単位 カリジノゲナーゼカプセル25単位「日医工」
カルブロック錠8mg 【般】アゼルニジピン錠8mg
カルブロック錠16mg 【般】アゼルニジピン錠16㎎ アゼルニジピン錠16mg「トーワ」
キサラタン点眼液0.005％2.5ml 【般】ラタノプロスト点眼液0.005％2.5mＬ ラタノプロスト点眼液0.005％「日医工」2.5ml

キプレス細粒 4mg 【般】モンテルカスト細粒 4mg モンテルカスト細粒4mg/包「サワイ」

キプレスチュアブル錠 5mg 【般】モンテルカストチュアブル錠 5mg モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」
クラビット細粒10％ 【般】レボフロキサシン細粒10％ 院外採用(クラビット細粒10％)
クラビット点眼液1.5％ 【般】レボフロキサシン点眼液1.5％ レボフロキサシン点眼液1.5％「ファイザー」
クラビット錠250mg 【般】レボフロキサシン錠250mg 院外採用(クラビット錠250mg)
クラビット錠500mg 【般】レボフロキサシン錠500mg レボフロキサシン錠500㎎「DSEP」
グラマリール細粒10％ 【般】チアプリド塩酸塩細粒10％
グラマリール錠25mg 【般】チアプリド塩酸塩錠25mg チアプリド錠25㎎「サワイ」
グラマリール錠50mg 【般】チアプリド塩酸塩錠50mg
クラリスドライシロップ10％小児用 【般】クラリスロマイシンシロップ用10％ クラリスロマイシンＤＳ10％小児用
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先発薬品名称 一般名処方オーダー名称 当 院 採 用 薬
クラリス錠200 【般】クラリスロマイシン錠200㎎ クラリスロマイシン錠200㎎「EMEC」
クラリス錠50小児用 【般】クラリスロマイシン錠50㎎ 院外採用(クラリス錠50mg小児用)
グランダキシン細粒10％ 【般】トフィソパム細粒10％
グランダキシン錠50 【般】トフィソパム錠50mg トフィソパム錠50mg「サワイ」

クレストールＯＤ錠 2.5mg 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2.5mg ロスバスタチンＯＤ錠2.5mg「DSEP」
クレメジン細粒分包2g 【般】球形吸着炭細粒 球形吸着炭細粒「マイラン」
ケイキサレート散5g 【般】ポリスチレンスルホン酸Ｎａ原末5g ケイキサレート散5g
ケフラール細粒小児用100mg 【般】セファロクロル細粒10％ セファロクロル細粒10％「日医工」
ゲンタシン軟膏0.1％ 【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％ ゲンタシン軟膏0.1％
コニール錠2 【般】ベニジピン塩酸塩錠2㎎ ベニジピン塩酸塩錠2㎎「サワイ」
コニール錠4 【般】ベニジピン塩酸塩錠4㎎ ベニジピン塩酸塩錠4㎎「サワイ」
コニール錠8 【般】ベニジピン塩酸塩錠8㎎ 院外採用(コニール錠8mg)
コランチル配合顆粒 【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑｹﾞﾙ等配合顆粒 院外採用(コランチル配合顆粒)
コロネル細粒83.3％ 【般】ポリカルボフィルＣａ細粒83.3％ ポリカルボフィルＣａ細粒83.3％「日医工」
サアミオン錠5mg 【般】ニセルゴリン錠5mg ニセルゴリン錠5mg「サワイ」
サイレース錠1mg 【般】フルニトラゼパム錠1㎎ フルニトラゼパム錠1㎎「アメル」
サイレース錠2mg 【般】フルニトラゼパム錠2㎎ 院外採用(サイレース錠2mg)
ザイロリック錠50 【般】アロプリノール錠50㎎
ザイロリック錠100 【般】アロプリノール錠100㎎ サロベール錠100㎎
ザジテンシロップ 0.02％ 【般】ケトチフェンシロップ 0.02％
ザジテンドライシロップ 0.1％ 【般】ケトチフェンシロップ用 0.1％ ケトチフェンＤＳ小児用0.1％「サワイ」
サワシリンカプセル125 【般】アモキシシリンカプセル125mg
サワシリンカプセル250 【般】アモキシシリンカプセル250mg アモキシシリンカプセル「日医工」250mg

先発なし 【般】酸化マグネシウム細粒 83％ 酸化マグネシウム

先発なし 【般】酸化マグネシウム錠 250mg 院外採用(酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」)

先発なし 【般】酸化マグネシウム錠 330mg 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」

先発なし 【般】酸化マグネシウム錠 500mg 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」
サンコバ点眼液0.02％5mL 【般】シアノコバラミン点眼液0.02％5mL サンコバ点眼液0.02％5mL
サンリズムカプセル25㎎ 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25㎎ ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」
サンリズムカプセル50㎎ 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50㎎
シグマート錠2.5mg 【般】ニコランジル錠2.5mg
シグマート錠5mg 【般】ニコランジル錠5㎎ ニコランジル錠5㎎「日医工」
ジクロード点眼液0.1％ 【般】ジクロフェナクＮａ点眼液0.1％ ジクロフェナクＮａ点眼液0.1％「日新」
ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ2g 【般】アジスロマイシン水和物 ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ2g
ジスロマックカプセル小児用100mg 【般】アジスロマイシンカプセル100㎎ 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％ 【般】アジスロマイシン細粒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 【般】アジスロマイシン錠250㎎ ジスロマック錠250mg
ジフラール軟膏 0.05％ 5g 【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏 0.05％ 5g ジフロラゾン酢酸エステル軟膏 0.05％ 5g「YD」
ジフラールクリーム 0.05％ 5g 【般】ジフロラゾン酢酸エステルクリーム 0.05％ 5g ジフロラゾン酢酸エステルクリーム 0.05％ 5g「YD」
シプロキサン錠100mg 【般】シプロフロキサシン錠100mg
シプロキサン錠200mg 【般】シプロフロキサシン錠200mg シプロフロキサシン錠200mg「JG」
シベノール錠50mg 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50㎎ シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」
シベノール錠100mg 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100㎎
シンメトレル細粒10％ 【般】アマンタジン塩酸塩細粒10％ アマンタジン塩酸塩細粒10％「サワイ」
シンメトレル錠50mg 【般】アマンタジン塩酸塩錠50㎎ アマンタジン塩酸塩錠50㎎「サワイ」
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シンメトレル錠100mg 【般】アマンタジン塩酸塩錠100mg 院外採用(アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」)
スピロペント錠10μg 【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg トニール錠10μg

セイブルＯＤ錠 25mg 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠 25mg

セイブルＯＤ錠 50mg 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠 50mg ミグリトール錠50mg「トーワ」

セイブルＯＤ錠 75mg 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠 75mg ミグリトール錠75mg「トーワ」
セディール錠5㎎ 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠5㎎ 院外採用(セディール錠5㎎)
セファドール錠25mg 【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg ジフェニドール塩酸塩錠25mg「JG」
セフゾン細粒小児用10％ 【般】セフジニル細粒10％ セフジニル細粒小児用10「JG」
2mgセルシン錠 【般】ジアゼパム錠2㎎ ジアゼパム錠2㎎「アメル」
5mgセルシン錠 【般】ジアゼパム錠5㎎ ジアゼパム錠5㎎「アメル」
10mgセルシン錠 【般】ジアゼパム錠10㎎
セルタッチテープ70 【般】フェルビナクテープ70㎎(10×14cm非温感)
セルタッチパップ70 【般】フェルビナクパップ70㎎(10×14cm非温感) フェルビナクパップ70㎎「NP」
セルタッチパップ140 【般】フェルビナクパップ140㎎(20×14cm非温感)
セルベックスカプセル50mg 【般】テプレノンカプセル50㎎ セルテプノンカプセル50㎎
セレキノン細粒20％ 【般】トリメブチンマレイン酸塩細粒20％
セレキノン錠100mg 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg トリメブチンマレイン酸塩錠100㎎「日医工」
セレジストＯＤ錠5mg 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg タルチレリンＯＤ錠5㎎「日医工」
セレスタミン配合錠 【般】ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミン配合錠 セレスタミン配合錠
セレニカＲ顆粒40％ 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒40％ セレニカＲ顆粒40％
セロクエル25mg錠 【般】クエチアピン錠25㎎ クエチアピン錠25㎎「明治」
セロクエル100mg錠 【般】クエチアピン錠100㎎ クエチアピン錠100㎎「明治」
セロクエル200mg錠 【般】クエチアピン錠200㎎

ゾビラックス顆粒40％ 【般】アシクロビル顆粒40％
ゾビラックス錠200㎎ 【般】アシクロビル錠200mg アシクロビル錠 200mg「トーワ」
ソラナックス0.4mg錠 【般】アルプラゾラム錠0.4㎎ アルプラゾラム錠0.4㎎「サワイ」
ソラナックス0.8mg錠 【般】アルプラゾラム錠0.8mg
ソレトン錠80 【般】ザルトプロフェン錠80㎎ ザルトプロフェン錠80㎎「日医工」
タケプロンＯＤ錠15 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15㎎ ランソプラゾールＯＤ錠15㎎「トーワ」
タケプロンＯＤ錠30 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30㎎ ランソプラゾールＯＤ錠30㎎「テバ」
タチオン錠100mg 【般】グルタチオン錠100mg 院外採用(タチオン錠100mg)
チモプトール点眼液0.25％5ml 【般】チモロール点眼液0.25％(非持続性)5mL

チモプトール点眼液0.5％5ml 【般】チモロール点眼液0.5％(非持続性)5mL 院外採用(チモプトール点眼液0.5％5ml)
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ＯＤ錠Ｔ20 【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 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ20
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ＯＤ錠Ｔ25 【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 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ25
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合顆粒Ｔ20 0.2g 【般】テガフール20mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒 院外採用(ティーエスワン配合顆粒Ｔ20）
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合顆粒Ｔ25 0.25g 【般】テガフール25mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒 院外採用(ティーエスワン配合顆粒Ｔ25）
ディナゲストＯＤ錠 1mg 【般】ジエノゲスト口腔内崩壊錠 1mg ディナゲスト錠1mg
テオドール錠100mg 【般】テオフィリン徐放錠100㎎(12～24時間持続) テオフィリン徐放錠100㎎「サワイ」
テオドール錠200mg 【般】テオフィリン徐放錠200mg(12～24時間持続)
テグレトール細粒50％ 【般】カルバマゼピン細粒50％ カルバマゼピン細粒50％「アメル」
テグレトール錠100mg 【般】カルバマゼピン錠100㎎ 院外採用(テグレトール錠100mg)
テグレトール錠200mg 【般】カルバマゼピン錠200㎎ カルバマゼピン錠200㎎「アメル」
デパケンＲ錠100mg 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠100㎎ 院外採用(デパケンＲ錠100mg)
デパケンＲ錠200mg 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠200㎎ バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠200㎎「アメル」
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デパケンシロップ5％ 【般】バルプロ酸Ｎａシロップ5％ バレリンシロップ5％
デパケン細粒40％ 【般】バルプロ酸Ｎａ細粒40％ デパケン細粒40％
デパケン錠100mg 【般】バルプロ酸Ｎａ錠100㎎ バレリン錠100㎎
デパス細粒1％ 【般】エチゾラム錠細粒1％
デパス錠0.25mg 【般】エチゾラム錠0.25㎎
デパス錠0.5mg 【般】エチゾラム錠0.5㎎ エチゾラム錠0.5㎎「EMEC」
デパス錠1mg 【般】エチゾラム錠1㎎ 院外採用(デパス錠1mg)
デプロメール錠25 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25㎎ フルボキサミンマレイン酸塩錠25㎎「EMEC」
デプロメール錠50 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50㎎
デプロメール錠75 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75㎎ 院外採用(デプロメール錠75mg)
テルネリン顆粒0.2％ 【般】チザニジン顆粒0.2％
テルネリン錠1mg 【般】チザニジン錠1mg モトナリン錠1㎎
テルロン錠0.5 【般】テルグリド錠0.5mg テルロン錠0.5
ドグマチール細粒10％ 【般】スルピリド細粒10％
ドグマチール細粒50％ 【般】スルピリド細粒50％
ドグマチール錠50mg 【般】スルピリド錠50㎎ スルピリド錠50㎎「サワイ」
ドグマチール錠100mg 【般】スルピリド錠100㎎ スルピリド錠100㎎「サワイ」
ドグマチール錠200mg 【般】スルピリド錠200㎎
ドプスＯＤ錠100㎎ 【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100㎎ ドプスＯＤ錠100㎎
ドプスＯＤ錠200㎎ 【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠200㎎
トレドミン錠12.5㎎ 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠12.5㎎ 院外採用(トレドミン錠12.5mg)
トレドミン錠15㎎ 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15㎎ トレドミン錠15㎎
トレドミン錠25㎎ 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25㎎ トレドミン錠25㎎
トレドミン錠50㎎ 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠50㎎ 院外採用(トレドミン錠50mg)
ナウゼリンドライシロップ1％ 【般】ドンペリドンシロップ用1％
ナウゼリン錠5 【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠5mg
ナウゼリン錠10 【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg ドンペリドン錠10㎎「EMEC」
ナパゲルンローション3％ 【般】フェルビナク外用液3％
ナパゲルン軟膏3％ 【般】フェルビナク軟膏3％
ナボールパップ70mg 【般】ジクロフェナクＮａパップ70㎎(7×10cm非温感)
ナボールパップ140mg 【般】ジクロフェナクＮａパップ140㎎(10×14cm非温感)
ニゾラール外用液2％ 【般】ケトコナゾール外用液2％ ケトコナゾールローション2％「JG」
ニゾラールクリーム2％ 【般】ケトコナゾールクリーム2％ 院外採用(ニゾラールクリーム2％)
ニューロタン錠25mg 【般】ロサルタンＫ錠25㎎
ニューロタン錠50mg 【般】ロサルタンＫ錠50㎎ ロサルタンカリウム錠50㎎「アメル」
ニューロタン錠100mg 【般】ロサルタンＫ錠100㎎ 院外採用(ニューロタン錠50mg)
ネオーラル10mgカプセル 【般】シクロスポリンカプセル10mg：ＮＥ

ネオーラル25mgカプセル 【般】シクロスポリンカプセル25mg：ＮＥ シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」

ネオーラル50mgカプセル 【般】シクロスポリンカプセル50mg：ＮＥ シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」

ネオマレルミンＴＲ錠 6mg 【般】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6mg ネオマレルミンＴＲ錠6mg
ネリプロクト坐剤 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤 ネリプロクト坐剤
ネリプロクト軟膏2g 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏2g 院外採用(ネリプロクト軟膏2g)
ノイキノン錠5㎎ 【般】ユビデカレノン錠5mg
ノイキノン錠10㎎ 【般】ユビデカレノン錠10mg ノイキノン糖衣錠10㎎
ノイキノン顆粒1％ 【般】ユビデカレノン顆粒1％
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ノルバスクＯＤ錠2.5mg 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg アムロジピンＯＤ錠「EMEC」2.5㎎
ノルバスクＯＤ錠5mg 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5㎎ アムロジピンＯＤ錠「EMEC」5mg
ノルバスクＯＤ錠10mg 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg 院外採用(ノルバスクＯＤ錠10mg)
ノルバデックス錠10mg 【般】タモキシフェン錠10㎎
ノルバデックス錠20mg 【般】タモキシフェン錠20㎎ ノルバデックス錠20mg
パーセリン錠25㎎ 【般】アリルエストレノール錠25mg 院外採用(パーセリン錠25mg)

バイアスピリン錠 100mg 【般】アスピリン腸溶錠 100mg バイアスピリン錠100mg
ハイペン錠100mg 【般】エトドラク錠100㎎
ハイペン錠200mg 【般】エトドラク錠200mg エトドラク錠200㎎「タイヨー」
パキシル錠5mg 【般】パロキセチン錠5㎎ 院外採用(パキシル錠5mg)
パキシル錠10mg 【般】パロキセチン錠10㎎ パロキセチンＯＤ錠10㎎「トーワ」
パキシル錠20mg 【般】パロキセチン錠20㎎ 院外採用(パキシル錠20mg)
パスタロンクリーム10％ 【般】尿素クリーム10％ 院外採用(パスタロンクリーム10％)
パスタロンクリーム20％ 【般】尿素クリーム20％ 尿素クリーム20％「SN」
バップフォー10㎎ 【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg 塩酸プロピベリン錠10mg「SW」
バップフォー20㎎ 【般】プロピベリン塩酸塩錠20mg
パナルジン細粒10％ 【般】チクロピジン塩酸塩細粒10％
パナルジン錠100㎎ 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg 院外採用(パナルジン錠100㎎)
バナン錠100㎎ 【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg 院外採用(バナン錠100mg)
バナンドライシロップ5％ 【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5％
パリエット錠10mg 【般】ラベプラゾールＮａ錠10mg ラベプラゾールＮａ錠10mg「ファイザー」
パリエット錠20mg 【般】ラベプラゾールＮａ錠20㎎
ハルシオン0.125mg錠 【般】トリアゾラム錠0.125mg
ハルシオン0.25mg錠 【般】トリアゾラム錠0.25mg トリアゾラム錠0.25㎎「EMEC」
バルトレックス錠500 【般】バラシクロビル錠500mg バラシクロビル錠500mg「科研」
バルトレックス顆粒50％ 【般】バラシクロビル顆粒50％ バラシクロビル顆粒50％「明治」

ハルナールＤ錠0.1mg 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1㎎
ハルナールＤ錠0.2mg 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2㎎ タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠0.2㎎「明治」
ヒアレイン点眼液0.1％5ml 【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液0.1％5mＬ ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液0.1％「日点」5ml

ヒアレイン点眼液0.3％5ml 【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液0.3％5mＬ

ヒアレインミニ点眼液0.3％0.4ml 【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液0.3％0.4mＬ ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3％「日点」0.4ml
ＰＬ配合顆粒 【般】プロメタジン1.35％等配合非ピリン系感冒剤 ＰＬ配合顆粒
ヒルドイドクリーム0.3％ 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3％25g ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「日医工」
ヒルドイドソフト軟膏0.3％ 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3％20g 院外採用(ヒルドイドソフト軟膏0.3％)
ヒルドイドローション0.3％ 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3％25g 院外採用(ヒルドイドローション0.3％)

ファスティック錠 30mg 【般】ナテグリニド錠 30mg 院外採用(ナテグリニド錠30mg「テバ」)

ファスティック錠 90mg 【般】ナテグリニド錠 90mg 院外採用(ナテグリニド錠30mg「テバ」)
フェロミア錠50mg 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50㎎ クエン酸第一鉄ナトリウム錠50㎎「サワイ」
フェロミア顆粒8.3％ 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3％ 院外採用(フェロミア顆粒8.3％)
ブスコパン錠10mg 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg ブスコパン錠10㎎
ブラダロン錠200㎎ 【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」
プラビックス錠 25mg 【般】クロピドグレル錠 25mg クロピドグレル錠 25mg「SANIK」
プラビックス錠 75mg 【般】クロピドグレル錠 75mg クロピドグレル錠 75mg「SANIK」
フランドルテープ40mg 【般】硝酸イソソルビドテープ40㎎ 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
フランドル錠20㎎ 【般】硝酸イソソルビド徐放錠20㎎ 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」
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フリバスＯＤ錠25㎎ 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg ナフトピジルＯＤ錠25mg「あすか」
フリバスＯＤ錠50㎎ 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg
フリバスＯＤ錠75㎎ 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg 院外採用(フリバスＯＤ錠75mg)
プリンペラン細粒2％ 【般】メトクロプラミド細粒2％
プリンペランドライシロップ0.1％ 【般】メトクロプラミドシロップ0.1％
プリンペラン錠5 【般】メトクロプラミド錠5mg メトクロプラミド錠5㎎「テバ」
プルゼニド錠12mg 【般】センノシド錠12㎎ センノシド錠12㎎「サワイ」
フルメトロン点眼液0.02％5ml 【般】フルオロメトロン点眼液0.02％5mL 院外採用(フルメトロン点眼液0.02％5ml)
フルメトロン点眼液0.1％5ml 【般】フルオロメトロン点眼液0.1％5mL フルオロメトロン0.1％点眼液Ｔ5ml

プレタールＯＤ錠50mg 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50㎎ 院外採用(プレタールＯＤ錠50mg)
プレタールＯＤ錠100mg 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100㎎ プレタールＯＤ錠100㎎
ブレディニン錠 25㎎ 【般】ミゾリビン錠 25mg
ブレディニン錠 50mg 【般】ミゾリビン錠 50mg ミゾリビン錠 50mg「サワイ」
プレドニン眼軟膏5g 【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25％5g 院外採用(プレドニン眼軟膏5g)
プログラフカプセル 1㎎ 【般】タクロリムスカプセル 1mg プログラフカプセル 1㎎
プログラフカプセル 0.5㎎ 【般】タクロリムスカプセル 0.5mg プログラフカプセル 0.5㎎
プロサイリン錠20 【般】ベラプロストＮａ錠20μg ベラプロストＮａ錠20μg「JG」
プロスタールＬ錠50mg 【般】クロルマジノン酢酸エステル徐放錠50mg
プロスタール錠25 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg クロルマジノン酢酸エステル25mg「タイヨー」
プロトピック軟膏0.1％ 【般】タクロリムス軟膏0.1％ タクロリムス軟膏0.1％「NP」
ブロナック点眼液0.1％5ml 【般】ブロムフェナクＮａ点眼液0.1％5mL ブロナック点眼液0.1％5ml
ブロプレス錠2㎎ 【般】カンデサルタン錠2mg
ブロプレス錠4㎎ 【般】カンデサルタン錠4mg カンデサルタン錠 4mg「あすか」
ブロプレス錠8㎎ 【般】カンデサルタン錠8mg カンデサルタン錠 8mg「あすか」
ブロプレス錠12㎎ 【般】カンデサルタン錠12mg 院外採用(ブロプレス錠12mg)
プロマックＤ錠75 【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg ポラプレジンクＯＤ錠75mg「サワイ」
プロマック顆粒15％ 【般】ポラプレジンク顆粒15％
フロモックス錠75mg 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg
フロモックス錠100mg 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」
ベイスンＯＤ錠0.3 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3㎎ ボグリボースＯＤ錠0.3㎎「タイヨー」
ベネット錠2.5mg 【般】リセドロン酸Ｎａ錠2.5mg 院外採用(ベネット錠2.5mg)
ベネット錠17.5mg 【般】リセドロン酸Ｎａ錠17.5mg 院外採用(ベネット錠17.5mg)
ヘルベッサーＲカプセル100mg 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ100mg ジルチアゼムＲカプセル100mg「サワイ」
ヘルベッサーＲカプセル200mg 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ200㎎
ヘルベッサー錠30 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30㎎ ジルチアゼム塩酸塩錠30㎎「サワイ」
ヘルベッサー錠60 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠60㎎
ベンザリン細粒1％ 【般】ニトラゼパム細粒1％ 院外採用(ベンザリン細粒1％)
ベンザリン錠5 【般】ニトラゼパム錠5㎎ ニトラゼパム錠5㎎「JG」
ベンザリン錠10 【般】ニトラゼパム錠10㎎ 院外採用(ベンザリン錠10mg)
ペンタサ錠250mg 【般】メサラジン錠250㎎ メサラジン錠250㎎「AKP」
ペンタサ錠500mg 【般】メサラジン錠500㎎ 院外採用(ペンタサ錠500mg)
ペンタサ注腸1g 【般】メサラジン注腸剤1g ペンタサ注腸1g
ホクナリンテープ0.5mg 【般】ツロブテロールテープ0.5mg ツロブテロールテープ 0.5mg「HMT」
ホクナリンテープ1mg 【般】ツロブテロールテープ1mg ツロブテロールテープ 1mg「HMT」
ホクナリンテープ2mg 【般】ツロブテロールテープ2mg ツロブテロールテープ 2mg「HMT」
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ボナロン錠5mg 【般】アレンドロン酸錠5mg 院外採用(ボナロン錠5mg)
ボナロン錠35mg 【般】アレンドロン酸錠35mg アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」
ポラキス錠1㎎ 【般】オキシブチニン塩酸塩錠1mg
ポラキス錠2㎎ 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg 院外採用(ポラキス錠2㎎)
ポラキス錠3㎎ 【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg 院外採用(ポラキス錠3㎎)
ボルタレンＳＲカプセル37.5mg 【般】ジクロフェナクＮａ徐放カプセル37.5mg 院外採用(ボルタレンＳＲカプセル37.5mg)
ボルタレンゲル1％ 【般】ジクロフェナクＮａゲル1％ 院外採用(ボルタレンゲル1％)
ボルタレンサポ12.5mg 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤12.5㎎ ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5㎎「JG」
ボルタレンサポ25mg 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤25㎎ 院外採用(ボルタレンサポ25mg)
ボルタレンサポ50mg 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤50㎎ ジクロフェナクナトリウム坐剤50㎎「JG」
ボルタレンテープ15mg 【般】ジクロフェナクＮａテープ15㎎(7×10cm非温感) 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30mg 【般】ジクロフェナクＮａテープ30㎎(10×14cm非温感)
ボルタレンローション1％ 【般】ジクロフェナクＮａ外用液1％
ボルタレン錠25mg 【般】ジクロフェナクＮａ錠25㎎ ジクロフェナクＮａ錠25㎎「YD」
ボンアルファクリーム2μg／g 【般】タカルシトールクリーム0.0002％
ボンアルファ軟膏2μg/g 【般】タカルシトール軟膏0.0002％ ボンアルファ軟膏2μg/g
マーズレンＳ配合顆粒 【般】アズレンスルホン酸Ｎａ・Ｌ－グルタミン配合顆粒 アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」
マイスリー錠5mg 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg ゾルピデムＯＤ錠5mg「EE」
マイスリー錠10mg 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 院外採用(マイスリー錠10mg)
ミオナール錠50mg 【般】エペリゾン塩酸塩錠50㎎ エペリゾン塩酸塩錠50㎎「日医工」
ミケランＬＡ点眼液1％2.5ml 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1％(持続性)2.5mL

ミケランＬＡ点眼液2％2.5ml 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2％(持続性)2.5mL ミケランＬＡ点眼液2％5ml
ミノマイシン錠50mg 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg 塩酸ミノサイクリン錠50㎎「日医工」
ミノマイシン錠100mg 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg 塩酸ミノサイクリンカプセル100㎎「日医工」
ムコスタ錠100mg 【般】レバミピド錠100㎎ レバミピド錠100㎎「ケミファ」
ムコソルバンＤＳ1.5％ 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用1.5％ 小児用ムコソルバンＤＳ1.5％
ムコソルバンＬカプセル45mg 【般】アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45㎎ アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠45mg「ニプロ」
ムコソルバンシロップ0.3％ 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ0.3％ 小児用ムコソルバンシロップ0.3％
ムコソルバン錠15mg 【般】アンブロキソール塩酸塩錠15㎎ アンブロキソール塩酸塩錠15㎎「サワイ」
ムコダインＤＳ50％ 【般】カルボシステインシロップ用50％ カルボシステインＤＳ50％「タカタ」
ムコダインシロップ5％ 【般】カルボシステインシロップ5％ カルボシステインシロップ5％「タカタ」
ムコダイン錠250mg 【般】カルボシステイン錠250㎎ カルボシステイン錠250㎎「サワイ」
ムコダイン錠500mg 【般】カルボシステイン錠500mg 院外採用(ムコダイン錠500mg)
メイアクトＭＳ小児用細粒10％ 【般】セフジトレンピボキシル錠100mg セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」
メイアクトＭＳ錠100mg 【般】セフジトレンピボキシル細粒10％ セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「サワイ」
メイラックス錠1mg 【般】ロフラゼプ酸エチル錠1㎎ ロフラゼプ酸エチル錠1㎎「サワイ」
メイラックス錠2mg 【般】ロフラゼプ酸エチル錠2㎎ 院外採用(メイラックス錠2mg)
メインテート錠0.625mg 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625㎎ ビソプロロールフマル酸塩錠0.625㎎「トーワ」
メインテート錠2.5mg 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5㎎ 院外採用(メインテート錠2.5mg)
メインテート錠5mg 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5㎎ ビソプロロールフマル酸塩錠5㎎「サワイ」
メトグルコ錠250mg 【般】メトホルミン塩酸塩錠250㎎:ＭＴ メトホルミン塩酸塩錠250㎎ＭＴ「トーワ」

先発なし 【般】レボドパ50ｍｇ・カルビドパ配合錠
メネシット配合錠100 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 メネシット配合錠100
メネシット配合錠250 【般】レボドパ250mg・カルビドパ配合錠

メバロチン錠5 【般】プラバスタチンＮａ錠5㎎
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メバロチン錠10 【般】プラバスタチンＮａ錠10㎎ プラバスタチンＮａ塩錠10㎎「タナベ」
メリスロン錠6mg 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6㎎ ベタヒスチンメシル酸塩錠6㎎「テバ」
メリスロン錠12mg 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠12㎎
モニラック・シロップ 65％ 【般】ラクツロースシロップ 65％
モービック錠10㎎ 【般】メロキシカム錠10㎎ 院外採用(モービック錠10mg)
モーラステープ20mg 【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) 院外採用(モーラステープ20㎎)
モーラステープ40mg 【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) 院外採用(モーラステープＬ40㎎)
モーラスパップ30mg 【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)
モーラスパップ60mg 【般】ケトプロフェンパップ60mg(20×14cm非温感) 院外採用(モーラスパップ60㎎)
ユーロジン1mg錠 【般】エスタゾラム錠1㎎ 院外採用(ユーロジン錠1mg)
ユーロジン2mg錠 【般】エスタゾラム錠2㎎ エスタゾラム錠2㎎「アメル」
ユベラＮカプセル100mg 【般】トコフェロールニコチン酸エステルｶﾌﾟｾﾙ100mg トコフェロールニコチン酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg「NP」
ユベラＮソフトカプセル200mg 【般】トコフェロールニコチン酸エステルｶﾌﾟｾﾙ200mg

ユリノーム錠 25mg 【般】ベンズブロマロン錠 25mg

ユリノーム錠 50mg 【般】ベンズブロマロン錠 50mg ベンズブロマロン錠50mg「テバ」
ラキソベロン錠2.5mg 【般】ビコスルファートＮａ錠2.5㎎
ラキソベロン内用液0.75％ 【般】ビコスルファートＮａ経口液0.75％ ピコスルファート内用液0.75％「CHOS」
ラシックス細粒4％ 【般】フロセミド細粒4％ 院外採用(ラシックス細粒4％)
ラシックス錠10mg 【般】フロセミド錠10㎎ 院外採用(ラシックス錠10mg)
ラシックス錠20mg 【般】フロセミド錠20㎎ フロセミド錠20㎎「テバ」
ラシックス錠40mg 【般】フロセミド錠40㎎ フロセミド錠40㎎「テバ」
ラニラピッド錠0.1mg 【般】メチルジゴキシン錠0.1mg メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」
ラミシールクリーム1％ 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1％ 塩酸テルビナフィンクリーム1％「MEEK」
ラミシール外用スプレー1％ 【般】テルビナフィン塩酸塩スプレー1％
ラミシール外用液1％ 【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1％
リーゼ錠5mg 【般】クロチアゼパム錠5㎎ クロチアゼパム錠5㎎「サワイ」
リーゼ錠10mg 【般】クロチアゼパム錠10㎎

リウマトレックスカプセル2mg 【般】メトトレキサートカプセル2㎎ メトレート錠2mg
リザベン細粒 10％ 【般】トラニラスト細粒 10％
リザベンカプセル 100mg 【般】トラニラストカプセル 100mg トラニラストカプセル 100mg「CH」
リザベン点眼液0.5％5ml 【般】トラニラスト点眼液0.5％5mL トラニラスト点眼液0.5％「サワイ」
リスパダールＯＤ錠0.5mg 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠0.5㎎ 院外採用(リスパダールＯＤ錠0.5mg)
リスパダールＯＤ錠1mg 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1㎎ リスペリドンＯＤ錠1㎎「サワイ」
リスパダールＯＤ錠2mg 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠2㎎ 院外採用(リスパダールＯＤ錠2mg)
リスパダール細粒1％ 【般】リスペリドン細粒1％ 院外採用(リスパダール細粒1％)
リスパダール内用液1mg／mＬ 【般】リスペリドン経口液0.1％ リスペリドン内用液1㎎/ml「ﾖｼﾄﾐ」
リスミー錠1mg 【般】リルマザホン塩酸塩錠1㎎ 塩酸リルマザホン錠1mg「MEEK」
リスミー錠2mg 【般】リルマザホン塩酸塩錠2㎎ 院外採用(リスミー錠2mg)
リズモンＴg点眼液0.25％2.5ml 【般】チモロール点眼液0.25％(持続性)2.5mL

リズモンＴg点眼液0.5％2.5ml 【般】チモロール点眼液0.5％(持続性)2.5mL リズモンＴＧ点眼液0.5％2.5ml

リドメックスコーワ軟膏 0.3％ 5g 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0.3％ 5g リドメックスコーワ軟膏 0.3％ 5g
リドメックスコーワクリーム 0.3% 5g 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム 0.3％ 5g
リドメックスコーワローション 0.3% 10g 【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％ 10g リドメックスコーワローション 0.3% 10g
リバロＯＤ錠1mg 【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠1mg ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠1mg「トーワ」
リバロＯＤ錠2mg 【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠2mg
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先発薬品名称 一般名処方オーダー名称 当 院 採 用 薬
リバロＯＤ錠4mg 【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠4mg
リピトール錠5mg 【般】アトルバスタチン錠5㎎ 院外採用(リピトール錠5mg)
リピトール錠10mg 【般】アトルバスタチン錠10㎎ アトルバスタチン錠10㎎「トーワ」
リボスチン点眼液0.025％5ml 【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025％5mL 院外採用(リボスチン点眼液0.025％5ml)
リルテック錠50㎎ 【般】リルゾール錠50mg リルゾール錠50mg「AA」
リンデロン‐DPクリーム5g 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064％5g リンデロン‐ＤＰクリーム5g
リンデロン‐DP軟膏5g 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064％5g リンデロン‐ＤＰ軟膏5g
リンデロン-Ｖクリーム0.12％5g 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12％5g リンデロン-Ｖクリーム0.12％5g
リンデロン-Ｖローション0.12％10ml 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12％10ml リンデロン-Ｖローション0.12％10ml
リンデロン-Ｖ軟膏0.12％5g 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12％5g リンデロン-Ｖ軟膏0.12％5g
リンデロン散0.1％ 【般】ベタメタゾン散0.1％
リンデロン眼耳鼻科用液0.1％5ml 【般】ベタメタゾンリン酸エステルＮａ点眼点耳点鼻液0.1％5mL サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1％5ml
リンデロン錠0.5mg 【般】ベタメタゾン錠0.5mg ベタメタゾン錠0.5㎎「サワイ」
ルーラン錠4mg 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg ペロスピロン錠4㎎「アメル」
ルーラン錠8mg 【般】ペロスピロン塩酸塩錠8mg 院外採用(ルーラン錠8mg)
ルーラン錠16mg 【般】ペロスピロン塩酸塩錠16mg 院外採用(ルーラン錠16mg)
レキソタン細粒1％ 【般】ブロマゼパム細粒1％
レキソタン錠2 【般】ブロマゼパム錠2㎎ レキソタン錠2mg
レキソタン錠5 【般】ブロマゼパム錠5㎎ レキソタン錠5mg
レスキュラ点眼液0.12％5ml 【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12％5mL 院外採用(レスキュラ点眼液0.12％5ml)
レスリン錠25㎎ 【般】トラゾドン塩酸塩錠25㎎ レスリン錠25㎎
レスリン錠50㎎ 【般】トラゾドン塩酸塩錠50㎎
レニベース錠2.5 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5㎎ 院外採用(レニベース錠2.5mg)
レニベース錠5 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5㎎ エナラプリルM錠5mg「EMEC」
レニベース錠10 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10㎎
レンドルミンＤ錠0.25mg 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25㎎ ブロチゾラムＯＤ錠0.25㎎「テバ」
ロカルトロールカプセル0.25μg 【般】カルシトリオールカプセル0.25μg カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」
ロカルトロールカプセル0.5μg 【般】カルシトリオールカプセル0.5μg
ロキソニンゲル1％ 【般】ロキソプロフェンＮａゲル1％ ロキソプロフェンＮａゲル1％「NP」
ロキソニンテープ50mg7cm×10cm7枚 【般】ロキソプロフェンＮａテープ50㎎(7×10cm非温感) 院外採用(ロキソニンテープ50mg7cm×10cm7枚)
ロキソニンテープ100mg10cm×14cm7枚 【般】ロキソプロフェンＮａテープ100㎎(10×14cm非温) 院外採用(ロキソニンテープ100mg10cm×14cm7枚)
ロキソニンパップ100㎎10×14㎝7枚 【般】ロキソプロフェンＮａパップ100mg(10×14ｃm非温) 院外採用(ロキソニンパップ100mg10cm×14cm7枚)
ロキソニン細粒10％ 【般】ロキソプロフェンＮａ細粒10％
ロキソニン錠60mg 【般】ロキソプロフェンＮａ錠60mg ロキソプロフェン錠60㎎「EMEC」
ロペミンｶﾌﾟｾﾙ1㎎ 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg ロペラミド錠1mg「EMEC」
ロペミン小児用細粒0.05％ 【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05％ ロペラミド塩酸塩小児用 0.05％「タイヨー」
ロペミン小児用細粒0.1％ 【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.1％
ワイパックス錠0.5mg 【般】ロラゼパム錠0.5㎎ 院外採用(ワイパックス錠0.5mg)
ワイパックス錠1mg 【般】ロラゼパム錠1㎎ ロラゼパム錠1㎎「サワイ」
ワソラン錠40mg 【般】ベラパミル塩酸塩錠40㎎ ベラパミル塩酸塩錠40㎎「JG」
ワンアルファ錠0.25μg 【般】アルファカルシドール錠0.25μg
ワンアルファ錠0.5μg 【般】アルファカルシドール錠0.5μg
ワンアルファ錠1μg 【般】アルファカルシドール錠1μg カルフィーナ錠1μg
塩酸バンコマイシン散0.5g 【般】バンコマイシン塩酸塩散500mg 塩酸バンコマイシン散0.5mg「MEEK」
強力ポステリザン(軟膏)2g 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏2g 強力ポステリザン(軟膏)2g
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