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当院採用薬品名 一般名処方の標準的な記載 成分名

ｱｰﾁｽﾄ錠1.25mg 【般】カルベジロール錠１．２５ｍｇ カルベジロール

アーチスト錠２．５㎎ 【般】カルベジロール錠２．５ｍｇ カルベジロール

アーチスト錠２０ｍｇ 【般】カルベジロール錠２０ｍｇ カルベジロール

アイトロール錠１０ｍｇ 【般】一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ 一硝酸イソソルビド

アイトロール錠２０ｍｇ 【般】一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ 一硝酸イソソルビド

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

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 スプラタストトシル酸塩

アカルディカプセル１．２５ 【般】ピモベンダンカプセル１．２５ｍｇ ピモベンダン

アカルディカプセル２．５ 【般】ピモベンダンカプセル２．５ｍｇ ピモベンダン

アクトス錠１５ 【般】ピオグリタゾン錠１５ｍｇ ピオグリタゾン塩酸塩

アクトス錠３０ 【般】ピオグリタゾン錠３０ｍｇ ピオグリタゾン塩酸塩

アクトネル錠２．５㎎ 【般】リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物

アクリノール液　0.1%　　500ml/本 【般】アクリノール外用液０．１％ アクリノール水和物

ｱｼﾉﾝ錠150ｍｇ 【般】ニザチジン錠１５０ｍｇ ニザチジン

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

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 アプリンジン塩酸塩

アゼプチン錠１ｍｇ 【般】アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ アゼラスチン塩酸塩

アゼルニジピン錠16mg 【般】アゼルニジピン錠１６ｍｇ アゼルニジピン

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

アタラックス－Ｐカプセル　２５ｍｇ 【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル２５ｍｇ ヒドロキシジンパモ酸塩

アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」 【般】アテノロール錠２５ｍｇ アテノロール

アデホスコーワ腸溶錠２０ 【般】ＡＴＰ錠２０ｍｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アテレック錠１０　１０㎎ 【般】シルニジピン錠１０ｍｇ シルニジピン

アドナ錠１０ｍｇ 【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠１０ｍｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

アドナ錠３０ｍｇ 【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水和物

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢NS」 【般】アトルバスタチン錠１０ｍｇ アトルバスタチンカルシウム水和物

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg「日医工」 【般】アトルバスタチン錠１０ｍｇ アトルバスタチンカルシウム水和物

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg日医工 【般】アトルバスタチン錠５ｍｇ アトルバスタチンカルシウム水和物

アプレース錠１００ｍｇ 【般】トロキシピド錠１００ｍｇ トロキシピド

ｱﾏﾘｰﾙ0.5mg錠 【般】グリメピリド錠０．５ｍｇ グリメピリド

アマリール１㎎錠 【般】グリメピリド錠１ｍｇ グリメピリド

アマリール３㎎錠 【般】グリメピリド錠３ｍｇ グリメピリド

ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠50mg 【般】アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ アマンタジン塩酸塩

ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠100mgTE 【般】アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ アミオダロン塩酸塩

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg「杏林」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg「杏林」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠２．５ｍｇ「KRM」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠５ｍｇ「KRM」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢日医工」 【般】アムロジピン錠２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩

アモバン錠１０ 【般】ゾピクロン錠１０ｍｇ ゾピクロン

アモバン錠７．５ 【般】ゾピクロン錠７．５ｍｇ ゾピクロン

アリナミンＦ糖衣錠２５ｍｇ 【般】フルスルチアミン錠２５ｍｇ フルスルチアミン

アリミデックス錠　１㎎ 【般】アナストロゾール錠１ｍｇ アナストロゾール

アルカドールカプセル１．０ 【般】アルファカルシドールカプセル１μｇ アルファカルシドール

アルクレイン内用液５％ 【般】アルギン酸Ｎａ経口液５％ アルギン酸ナトリウム

アルダクトンＡ錠　２５ｍｇ 【般】スピロノラクトン錠２５ｍｇ スピロノラクトン
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アルダクトンＡ錠５０ｍｇ 【般】スピロノラクトン錠５０ｍｇ スピロノラクトン

アルファロールカプセル０．２５ｕｇ 【般】アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ アルファカルシドール

アルファロールカプセル０．５ｕｇ 【般】アルファカルシドールカプセル０．５μｇ アルファカルシドール

アルファロールカプセル１ｕｇ 【般】アルファカルシドールカプセル１μｇ アルファカルシドール

ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ0.4ｍｇ「トーワ」 【般】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ アルプラゾラム

アルロイドＧ内服液５％ 【般】アルギン酸Ｎａ経口液５％ アルギン酸ナトリウム

アレグラ錠３０ｍｇ 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩

アレグラ錠６０㎎ 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩

アレジオン錠１０ 【般】エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ エピナスチン塩酸塩

アレジオン錠２０ 【般】エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ エピナスチン塩酸塩

ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠20 【般】エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ エピナスチン塩酸塩

ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 【般】アレンドロン酸錠３５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物

ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ塩酸塩錠10mgDSP 【般】アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇDSP 【般】アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ アロチノロール塩酸塩

アロフト　２０ｍｇ 【般】アフロクアロン錠２０ｍｇ アフロクアロン

アロプリノール錠１００ｍｇ 【般】アロプリノール錠１００ｍｇ アロプリノール

アロマシン錠25ｍｇ 【般】エキセメスタン錠２５ｍｇ エキセメスタン

アンカロン錠１００ 【般】アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ アミオダロン塩酸塩

アンプラーグ錠１００ｍｇ 【般】サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ サルポグレラート塩酸塩

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ小児用 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ０．３％ アンブロキソール塩酸塩

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15mgﾀｲﾖｰ 【般】アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ300mg｢ｻﾜｲ｣ 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ イコサペント酸エチル

イトプリド錠５０ｍｇ「NP」 【般】イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ イトプリド塩酸塩

イトリゾールカプセル５０ 【般】イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ イトラコナゾール

イミグラン錠５０ 【般】スマトリプタン錠５０ｍｇ スマトリプタンコハク酸塩

ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ」 【般】イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ イミダプリル塩酸塩

インヒベース錠１ 【般】シラザプリル錠１ｍｇ シラザプリル水和物

インプロメン錠１ｍｇ 【般】ブロムペリドール錠１ｍｇ ブロムペリドール

インプロメン錠３ｍｇ 【般】ブロムペリドール錠３ｍｇ ブロムペリドール

インプロメン錠６ｍｇ 【般】ブロムペリドール錠６ｍｇ ブロムペリドール

ウテメリン　５ｍｇ 【般】リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ リトドリン塩酸塩

ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸塩錠100mgZE 【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

ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 【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

ウルソ錠１００ 【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

ウルソ錠５０ｍｇ 【般】ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ ウルソデオキシコール酸

エースコール錠１ｍｇ 【般】テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ テモカプリル塩酸塩

エースコール錠２ｍｇ 【般】テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ テモカプリル塩酸塩

エクセグラン錠１００ｍｇ 【般】ゾニサミド錠１００ｍｇ ゾニサミド

エストラサイトカプセル 156.7mg 【般】エストラムスチンリン酸エステルＮａカプセル１５６．７ｍｇ エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg「トーワ」 【般】エチゾラム錠０．５ｍｇ エチゾラム

ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠1mg「アメル」 【般】エチゾラム錠１ｍｇ エチゾラム

ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg(ﾄｰﾜ） 【般】エトドラク錠２００ｍｇ エトドラク

ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩

エバステルOD錠１０ｍｇ 【般】エバスチン口腔内崩壊錠１０ｍｇ エバスチン

エバステル錠１０㎎ 【般】エバスチン錠１０ｍｇ エバスチン

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３００ｍｇ イコサペント酸エチル

ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠20mg 【般】エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ エピナスチン塩酸塩

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 セレギリン塩酸塩

ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50mg 【般】エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩

エラスチーム錠　１８００ 【般】エラスターゼ錠１，８００単位 エラスターゼ
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エリーテン錠　５ｍｇ 【般】メトクロプラミド錠５ｍｇ メトクロプラミド

オイグルコン錠１．２５ｍｇ 【般】グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ グリベンクラミド

オイグルコン錠２．５ｍｇ 【般】グリベンクラミド錠２．５ｍｇ グリベンクラミド

オキシコンチン錠　5mg 【般】オキシコドン徐放錠５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチン錠10mg 【般】オキシコドン徐放錠１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチン錠20ｍｇ 【般】オキシコドン徐放錠２０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物

ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠40mg 【般】オキシコドン徐放錠４０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物

オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ 【般】オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ オキシブチニン塩酸塩

オステン錠２００㎎ 【般】イプリフラボン錠２００ｍｇ イプリフラボン

オダイン錠　１２５ｍｇ 【般】フルタミド錠１２５ｍｇ フルタミド

オダノン錠３０ｍｇ 【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水和物

オドリック錠０．５㎎ 【般】トランドラプリル錠０．５ｍｇ トランドラプリル

オドリック錠１㎎ 【般】トランドラプリル錠１ｍｇ トランドラプリル

オノンカプセル　１１２．５ｍｇ 【般】プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ プランルカスト水和物

オパルモン錠　５ｕｇ 【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

オメプラール錠１０ 【般】オメプラゾール錠１０ｍｇ オメプラゾール

オメプラール錠２０ 【般】オメプラゾール錠２０ｍｇ オメプラゾール

ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg｢ｱﾒﾙ｣ 【般】オメプラゾール錠２０ｍｇ オメプラゾール

ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠10ｍｇ（ﾄｰﾜ） 【般】オメプラゾール錠１０ｍｇ オメプラゾール

ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ腸溶錠２０ｍｇ「マイラン」 【般】オメプラゾール錠２０ｍｇ オメプラゾール

ガスコンドロップ内用液　２％ 【般】ジメチコンシロップ２％ ジメチコン

ガスコン錠８０ｍｇ 【般】ジメチコン錠８０ｍｇ ジメチコン

ガスターＤ錠１０㎎ 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ ファモチジン

ガスターＤ錠２０㎎ 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠２０ｍｇ ファモチジン

ガスター錠１０ｍｇ 【般】ファモチジン錠１０ｍｇ ファモチジン

ガスター錠２０ｍｇ 【般】ファモチジン錠２０ｍｇ ファモチジン

ガストロゼピン錠　２５ｍｇ 【般】ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ ピレンゼピン塩酸塩水和物

ガスメット錠２０㎎ 【般】ファモチジン錠２０ｍｇ ファモチジン

ガスロンＮ錠２ｍｇ 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンＮ錠４ｍｇ 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ イルソグラジンマレイン酸塩

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

カチーフＮ錠　５ｍｇ 【般】フィトナジオン錠５ｍｇ フィトナジオン

ガナトン錠５０㎎ 【般】イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ イトプリド塩酸塩

カバサール錠０．２５㎎ 【般】カベルゴリン錠０．２５ｍｇ カベルゴリン

カバサール錠１．０㎎ 【般】カベルゴリン錠１ｍｇ カベルゴリン

カプトリル－Ｒ　１８．７５ｍｇ 【般】カプトプリル徐放カプセル１８．７５ｍｇ カプトプリル

ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100mg「日医工」 【般】カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ カモスタットメシル酸塩

カルグート錠１０ 【般】デノパミン錠１０ｍｇ デノパミン

カルグート錠５ 【般】デノパミン錠５ｍｇ デノパミン

カルスロット錠１０ 【般】マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ マニジピン塩酸塩

カルスロット錠２０ 【般】マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ マニジピン塩酸塩

カルデナリン錠０．５ｍｇ 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠０．５ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠１ｍｇ 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠１ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠２ｍｇ 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠２ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠４ｍｇ 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠４ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩

カルナクリン錠５０ 【般】カリジノゲナーゼ錠５０単位 カリジノゲナーゼ

ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠30mg 【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水和物

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣ 【般】カルバマゼピン錠１００ｍｇ カルバマゼピン

カルブロック錠１６㎎ 【般】アゼルニジピン錠１６ｍｇ アゼルニジピン

カルブロック錠８mg 【般】アゼルニジピン錠８ｍｇ アゼルニジピン
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カルベジロール錠2.5mg 【般】カルベジロール錠２．５ｍｇ カルベジロール

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ小児用5%「ﾃﾊﾞ｣ 【般】カルボシステインシロップ５％ カルボシステイン

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg 【般】カルボシステイン錠５００ｍｇ カルボシステイン

キネダック錠　５０ｍｇ 【般】エパルレスタット錠５０ｍｇ エパルレスタット

ｷﾈﾙﾀﾞｰ錠50 【般】エパルレスタット錠５０ｍｇ エパルレスタット

ｸｴﾝ酸第一鉄Na錠50mg(鉄50mg) 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ（鉄として） クエン酸第一鉄ナトリウム

グラケーカプセル１５㎎ 【般】メナテトレノンカプセル１５ｍｇ メナテトレノン

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg 【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ レボフロキサシン水和物

グラマリール錠２５ｍｇ 【般】チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ チアプリド塩酸塩

グラマリール錠５０ｍｇ 【般】チアプリド塩酸塩錠５０ｍｇ チアプリド塩酸塩

クラリシッド錠２００ｍｇ 【般】クラリスロマイシン錠２００ｍｇ クラリスロマイシン

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠２００ｍｇタイヨ－ 【般】クラリスロマイシン錠２００ｍｇ クラリスロマイシン

クラリス錠２００ 【般】クラリスロマイシン錠２００ｍｇ クラリスロマイシン

クラリス錠５０小児用 【般】クラリスロマイシン錠５０ｍｇ クラリスロマイシン

クラリチン錠１０㎎ 【般】ロラタジン錠１０ｍｇ ロラタジン

グランダキシン錠５０ 【般】トフィソパム錠５０ｍｇ トフィソパム

グリクラジド錠４０ｍｇ 【般】グリクラジド錠４０ｍｇ グリクラジド

ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mgテバ 【般】チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ チアプリド塩酸塩

ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mgテバ 【般】チアプリド塩酸塩錠５０ｍｇ チアプリド塩酸塩

グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ 【般】グリクラジド錠２０ｍｇ グリクラジド

グリミクロン錠　４０ｍｇ 【般】グリクラジド錠４０ｍｇ グリクラジド

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠0.5mg「三和」 【般】グリメピリド錠０．５ｍｇ グリメピリド

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg「EMEC」 【般】グリメピリド錠１ｍｇ グリメピリド

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｵｰﾊﾗ」 【般】グリメピリド錠３ｍｇ グリメピリド

グルコバイ錠１００ｍｇ 【般】アカルボース錠１００ｍｇ アカルボース

グルコバイ錠５０ｍｇ 【般】アカルボース錠５０ｍｇ アカルボース

クレメジンカプセル２００ｍｇ 【般】球形吸着炭カプセル２００ｍｇ 球形吸着炭

ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg 【般】クロチアゼパム錠５ｍｇ クロチアゼパム

クロマイ膣錠　１００㎎ 【般】クロラムフェニコール腟錠１００ｍｇ クロラムフェニコール

ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｴｽﾃﾙ錠250mg 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ｍｇ クロルフェネシンカルバミン酸エステル

ケーサプライ錠６００ｍｇ 【般】塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ 塩化カリウム

ケーワン錠　５ｍｇ 【般】フィトナジオン錠５ｍｇ フィトナジオン

ケタスカプセル１０ｍｇ 【般】イブジラスト徐放カプセル１０ｍｇ イブジラスト

ケフラールカプセル２５０ｍｇ 【般】セファクロルカプセル２５０ｍｇ セファクロル

ケフレックスカプセル　２５０ｍｇ 【般】セファレキシンカプセル２５０ｍｇ セファレキシン

ケルロング錠１０ｍｇ 【般】ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ ベタキソロール塩酸塩

ケルロング錠５ｍｇ 【般】ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ ベタキソロール塩酸塩

コニール錠２ 【般】ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ ベニジピン塩酸塩

コニール錠４ 【般】ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ ベニジピン塩酸塩

コバシル錠２mg 【般】ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ ペリンドプリルエルブミン

コバシル錠４mg 【般】ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ ペリンドプリルエルブミン

コメリアンコーワ錠５０ 【般】ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ ジラゼプ塩酸塩水和物

コリクール錠250ｍｇ 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ｍｇ クロルフェネシンカルバミン酸エステル

コンスタン０．４ｍｇ錠 【般】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ アルプラゾラム

サークレチンＳ錠２５ 【般】カリジノゲナーゼ錠２５単位 カリジノゲナーゼ

サアミオン錠　５ｍｇ 【般】ニセルゴリン錠５ｍｇ ニセルゴリン

サイレース錠２ｍｇ 【般】フルニトラゼパム錠２ｍｇ フルニトラゼパム

ザイロリック錠１００ 【般】アロプリノール錠１００ｍｇ アロプリノール

ザイロリック錠５０ｍｇ 【般】アロプリノール錠５０ｍｇ アロプリノール

ザジテンカプセル　１ｍｇ 【般】ケトチフェンカプセル１ｍｇ ケトチフェンフマル酸塩
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ザジテンシロップ　０．０２％ 【般】ケトチフェンシロップ０．０２％ ケトチフェンフマル酸塩

ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠100mg 【般】サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ サルポグレラート塩酸塩

ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ 【般】サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ サルポグレラート塩酸塩

サロベール錠　１００ｍｇ 【般】アロプリノール錠１００ｍｇ アロプリノール

サワシリンカプセル　２５０ｍｇ 【般】アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ アモキシシリン水和物

サワシリン錠２５０ 【般】アモキシシリン錠２５０ｍｇ アモキシシリン水和物

ｻﾜﾀﾞﾛﾝ錠200ｍｇ 【般】フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ フラボキサート塩酸塩

ザンタック錠１５０ 【般】ラニチジン錠１５０ｍｇ ラニチジン塩酸塩

サンリズムカプセル２５ｍｇ 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズムカプセル５０ｍｇ 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物

シグマート錠２．５ｍｇ 【般】ニコランジル錠２．５ｍｇ ニコランジル

シグマート錠５ｍｇ 【般】ニコランジル錠５ｍｇ ニコランジル

ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg「SW」 【般】ジソピラミドカプセル１００ｍｇ ジソピラミド

ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg「SW」 【般】ジソピラミドカプセル５０ｍｇ ジソピラミド

シナロング錠１０ｍｇ 【般】シルニジピン錠１０ｍｇ シルニジピン

ジフェニドール塩酸塩錠25mg 【般】ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ ジフェニドール塩酸塩

ジフルカンカプセル１００ｍｇ 【般】フルコナゾールカプセル１００ｍｇ フルコナゾール

シプロキサン錠１００ｍｇ 【般】シプロフロキサシン錠１００ｍｇ 塩酸シプロフロキサシン

シプロキサン錠２００ｍｇ 【般】シプロフロキサシン錠２００ｍｇ 塩酸シプロフロキサシン

シベノール錠１００ｍｇ 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩

シベノール錠５０ｍｇ 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩

ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ100mg[日医工｣ 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩

ジルテック錠１０ 【般】セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ セチリジン塩酸塩

シロスタゾールOD錠１００ｍｇ「サワイ」 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠１００ｍｇ シロスタゾール

シンメトレル錠５０ｍｇ 【般】アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ アマンタジン塩酸塩

シンレスタール錠　２５０ｍｇ 【般】プロブコール錠２５０ｍｇ プロブコール

スターシス錠３０㎎ 【般】ナテグリニド錠３０ｍｇ ナテグリニド

スターシス錠９０㎎ 【般】ナテグリニド錠９０ｍｇ ナテグリニド

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25ｍｇ「ﾄｰﾜ」 【般】スピロノラクトン錠２５ｍｇ スピロノラクトン

スピロペント錠　１０ｕｇ 【般】クレンブテロール塩酸塩錠１０μｇ クレンブテロール塩酸塩

スプレキュア点鼻液１５．７５㎎１０ml 【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液０．１５％ ブセレリン酢酸塩

スプレンジール錠５ｍｇ 【般】フェロジピン錠５ｍｇ フェロジピン

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 【般】スルピリド錠５０ｍｇ スルピリド

スローケー　６００ｍｇ 【般】塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ 塩化カリウム

セスデンカプセル　３０ｍｇ 【般】チメピジウム臭化物カプセル３０ｍｇ チメピジウム臭化物水和物

ゼストリル錠１０ 【般】リシノプリル錠１０ｍｇ リシノプリル水和物

ゼスラン錠　３ｍｇ 【般】メキタジン錠３ｍｇ メキタジン

セタプリル錠２５ｍｇ 【般】アラセプリル錠２５ｍｇ アラセプリル

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ(NP） 【般】セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ セチリジン塩酸塩

セディール錠１０ 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ タンドスピロンクエン酸塩

セニラン錠５ｍｇ 【般】ブロマゼパム錠５ｍｇ ブロマゼパム

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

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg「日医工」 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物

セフジニルカプセル100mg｢JG｣ 【般】セフジニルカプセル１００ｍｇ セフジニル

セフゾンカプセル１００ｍｇ 【般】セフジニルカプセル１００ｍｇ セフジニル

セルシン錠〔１０ｍｇ〕 【般】ジアゼパム錠１０ｍｇ ジアゼパム

セルシン錠〔２ｍｇ〕 【般】ジアゼパム錠２ｍｇ ジアゼパム

セルシン錠〔５ｍｇ〕 【般】ジアゼパム錠５ｍｇ ジアゼパム

セルテクト錠　３０ｍｇ 【般】オキサトミド錠３０ｍｇ オキサトミド

セルベックスカプセル５０ｍｇ 【般】テプレノンカプセル５０ｍｇ テプレノン
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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

セレクトール錠１００ｍｇ 【般】セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ セリプロロール塩酸塩

セレジスト錠５ 【般】タルチレリン錠５ｍｇ タルチレリン水和物

セレネース錠０．７５㎎ 【般】ハロペリドール錠０．７５ｍｇ ハロペリドール

セレネース錠１．５㎎ 【般】ハロペリドール錠１．５ｍｇ ハロペリドール

セロクエル１００㎎錠 【般】クエチアピン錠１００ｍｇ クエチアピンフマル酸塩

セロクエル２５ｍｇ 【般】クエチアピン錠２５ｍｇ クエチアピンフマル酸塩

セロクラール錠　１０ｍｇ 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩

セロクラール錠２０ｍｇ 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩

セロケン錠２０ｍｇ 【般】メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩

センナリド錠１２ｍｇ 【般】センノシド錠１２ｍｇ センノシド

センノシド錠１２ｍ 【般】センノシド錠１２ｍｇ センノシド

ゾビラックス錠２００ 【般】アシクロビル錠２００ｍｇ アシクロビル

ゾビラックス錠４００ 【般】アシクロビル錠４００ｍｇ アシクロビル

ソラナックス０．４ｍｇ錠 【般】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ アルプラゾラム

ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠10mg「ﾄｰﾜ｣ 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩

ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠10mg「日医工」 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩

ソレトン錠８０ 【般】ザルトプロフェン錠８０ｍｇ ザルトプロフェン

ソロン錠５０ 【般】ソファルコン錠５０ｍｇ ソファルコン

ﾀﾞｲｱｰﾄ30mg 【般】アゾセミド錠３０ｍｇ アゾセミド

ダイアート錠６０㎎ 【般】アゾセミド錠６０ｍｇ アゾセミド

ダイタリック錠６０ｍｇ 【般】アゾセミド錠６０ｍｇ アゾセミド

ダオニール１．２５ｍｇ 【般】グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ グリベンクラミド

ダオニール２．５ｍｇ 【般】グリベンクラミド錠２．５ｍｇ グリベンクラミド

タガメット錠２００ｍｇ 【般】シメチジン錠２００ｍｇ シメチジン

ダクチル錠　５０ｍｇ 【般】ピペリドレート塩酸塩錠５０ｍｇ ピペリドレート塩酸塩

タケプロンＯＤ錠３０ 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠３０ｍｇ ランソプラゾール

タケプロンカプセル３０ 【般】ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ ランソプラゾール

タスオミン２０ｍｇ 【般】タモキシフェン錠２０ｍｇ タモキシフェンクエン酸塩

タチオン錠１００ｍｇ 【般】グルタチオン錠１００ｍｇ グルタチオン

タナトリル錠１０ 【般】イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ イミダプリル塩酸塩

タナトリル錠２．５ 【般】イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ イミダプリル塩酸塩

タナトリル錠５ 【般】イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ イミダプリル塩酸塩

ﾀﾋﾟｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30ｍｇ 【般】ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ ランソプラゾール

ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠0.2mg｢日医工」 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．２ｍｇ タムスロシン塩酸塩

ダレンカプセル２ｍｇ 【般】エメダスチンフマル酸塩カプセル２ｍｇ エメダスチンフマル酸塩

チアトカプセル１０ｍｇ 【般】チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ チキジウム臭化物

チアトンカプセル５ｍｇ 【般】チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ チキジウム臭化物

チアプリド錠２５ｍｇ 【般】チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ チアプリド塩酸塩

チアプリド錠５０ｍｇ 【般】チアプリド塩酸塩錠５０ｍｇ チアプリド塩酸塩

チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ 【般】チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ チクロピジン塩酸塩

チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 【般】チザニジン錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩

チバセン錠２．５ｍｇ 【般】ベナゼプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ ベナゼプリル塩酸塩

チバセン錠５ｍｇ 【般】ベナゼプリル塩酸塩錠５ｍｇ ベナゼプリル塩酸塩

ツロブテロールテープ0.5mg 【般】ツロブテロールテープ０．５ｍｇ ツロブテロール

ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ0.5ｍｇ（HMT) 【般】ツロブテロールテープ０．５ｍｇ ツロブテロール

ツロブテロールテープ1mg 【般】ツロブテロールテープ１ｍｇ ツロブテロール

ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ1ｍｇ（HMT) 【般】ツロブテロールテープ１ｍｇ ツロブテロール

ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」 【般】ツロブテロールテープ２ｍｇ ツロブテロール

ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ2mg日医工 【般】ツロブテロールテープ２ｍｇ ツロブテロール
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ディーアルファカプセル１ 【般】アルファカルシドールカプセル１μｇ アルファカルシドール

ディオバン錠２０㎎ 【般】バルサルタン錠２０ｍｇ バルサルタン

ディオバン錠４０㎎ 【般】バルサルタン錠４０ｍｇ バルサルタン

ディオバン錠８０㎎ 【般】バルサルタン錠８０ｍｇ バルサルタン

ﾃｸﾆｽ錠20 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩

テグレトール錠１００㎎ 【般】カルバマゼピン錠１００ｍｇ カルバマゼピン

テグレトール錠２００㎎ 【般】カルバマゼピン錠２００ｍｇ カルバマゼピン

テシプール錠　１㎎ 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ セチプチリンマレイン酸塩

デジレル錠２５ 【般】トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ トラゾドン塩酸塩

ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠１ｍｇ 【般】エチゾラム錠１ｍｇ エチゾラム

テノーミン　錠５０㎎ 【般】アテノロール錠５０ｍｇ アテノロール

テノーミン錠２５ 【般】アテノロール錠２５ｍｇ アテノロール

デパケンシロップ　５％　50mg/1ｍｌ 【般】バルプロ酸Ｎａシロップ５％ バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠１００ｍｇ 【般】バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠２００ｍｇ 【般】バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム

デパス錠０．５㎎ 【般】エチゾラム錠０．５ｍｇ エチゾラム

デパス錠１㎎ 【般】エチゾラム錠１ｍｇ エチゾラム

テプレノンカプセル５０ｍｇ「ｻﾜｲ」 【般】テプレノンカプセル５０ｍｇ テプレノン

デプロメール錠２５ 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ フルボキサミンマレイン酸塩

テルネリン錠１㎎ 【般】チザニジン錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩

テルロン錠０．５ 【般】テルグリド錠０．５ｍｇ テルグリド

ﾄｰﾌｧﾙﾐﾝ錠50 【般】アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ アマンタジン塩酸塩

ﾄｰﾜﾐﾝ錠25 【般】アテノロール錠２５ｍｇ アテノロール

ドキサゾシン錠１ｍｇ「アメル」 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠１ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩

ドグマチール錠１００㎎ 【般】スルピリド錠１００ｍｇ スルピリド

ドグマチール錠５０㎎ 【般】スルピリド錠５０ｍｇ スルピリド

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル

トスキサシン錠１５０㎎ 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ トスフロキサシントシル酸塩水和物

ﾄﾞﾊﾟﾘｰﾙ錠10ｍｇｷｮｰﾘﾝ 【般】ゾピクロン錠１０ｍｇ ゾピクロン

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠１００ｍｇ ドロキシドパ

ドメナン錠１００㎎ 【般】オザグレル塩酸塩錠１００ｍｇ オザグレル塩酸塩水和物

ドメナン錠２００㎎ 【般】オザグレル塩酸塩錠２００ｍｇ オザグレル塩酸塩水和物

トヨファロールカプセル1.0 【般】アルファカルシドールカプセル１μｇ アルファカルシドール

ドラール錠１５ 【般】クアゼパム錠１５ｍｇ クアゼパム

ドラール錠２０ 【般】クアゼパム錠２０ｍｇ クアゼパム

トラネキサム酸錠250mg「YD」 【般】トラネキサム酸錠２５０ｍｇ トラネキサム酸

トランサミンシロップ　５％ 【般】トラネキサム酸シロップ５％ トラネキサム酸

トランサミン錠２５０㎎ 【般】トラネキサム酸錠２５０ｍｇ トラネキサム酸

トランサミン錠５００㎎ 【般】トラネキサム酸錠５００ｍｇ トラネキサム酸

トランドラプリル錠１㎎「OHARA」 【般】トランドラプリル錠１ｍｇ トランドラプリル

トリアゾラム錠0.125mg「ﾃﾊﾞ｣ 【般】トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ トリアゾラム

トリアゾラム錠0.25mg｢ﾃﾊﾞ」 【般】トリアゾラム錠０．２５ｍｇ トリアゾラム

トリノシン腸溶錠２０㎎ 【般】ＡＴＰ錠２０ｍｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

ドルナー錠２０μg 【般】ベラプロストＮａ錠２０μｇ ベラプロストナトリウム

トレドミン錠１５ 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩

トレドミン錠２５ 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩

ドンペリドン錠１０ｍｇ 【般】ドンペリドン錠１０ｍｇ ドンペリドン

ナウゼリン錠１０ 【般】ドンペリドン錠１０ｍｇ ドンペリドン

ナウゼリン錠５ 【般】ドンペリドン錠５ｍｇ ドンペリドン

ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ錠90mg「日医工」 【般】ナテグリニド錠９０ｍｇ ナテグリニド
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ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ20mg 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩

ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg「ｻﾜｲ」 【般】ニコランジル錠５ｍｇ ニコランジル

ニコランマート錠　５㎎ 【般】ニコランジル錠５ｍｇ ニコランジル

ニセルゴリン錠５ｍｇ沢井 【般】ニセルゴリン錠５ｍｇ ニセルゴリン

ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠100mg 【般】チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ チクロピジン塩酸塩

ニトロールＲカプセル２０㎎ 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ 硝酸イソソルビド

ニバジール錠２㎎ 【般】ニルバジピン錠２ｍｇ ニルバジピン

ニバジール錠４㎎ 【般】ニルバジピン錠４ｍｇ ニルバジピン

ニフラン錠　７５㎎ 【般】プラノプロフェン錠７５ｍｇ プラノプロフェン

ニポラジン錠　３㎎ 【般】メキタジン錠３ｍｇ メキタジン

ニューロタン錠２５㎎ 【般】ロサルタンＫ錠２５ｍｇ ロサルタンカリウム

ニューロタン錠５０mg 【般】ロサルタンＫ錠５０ｍｇ ロサルタンカリウム

ノイエルカプセル　２００㎎ 【般】セトラキサート塩酸塩カプセル２００ｍｇ セトラキサート塩酸塩

ノイキノン錠１０㎎ 【般】ユビデカレノン錠１０ｍｇ ユビデカレノン

ﾉｸｽﾀｰﾙ錠0.25mg 【般】ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム

ﾉﾙﾊﾞｽｸOD5mg 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩

ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠2.5mg 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩

ノルバデックス錠１０㎎ 【般】タモキシフェン錠１０ｍｇ タモキシフェンクエン酸塩

ノルバデックス錠２０㎎ 【般】タモキシフェン錠２０ｍｇ タモキシフェンクエン酸塩

パーセリン錠２５㎎ 【般】アリルエストレノール錠２５ｍｇ アリルエストレノール

パーロデル２．５㎎ 【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠２．５ｍｇ ブロモクリプチンメシル酸塩

ハイゼット錠５０ 【般】ガンマオリザノール錠５０ｍｇ ガンマオリザノール

ハイペン錠１００㎎ 【般】エトドラク錠１００ｍｇ エトドラク

ハイペン錠２００㎎ 【般】エトドラク錠２００ｍｇ エトドラク

ハイボン錠２０㎎ 【般】リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ リボフラビン酪酸エステル

バイミカード錠５㎎ 【般】ニソルジピン錠５ｍｇ ニソルジピン

バイロテンシン錠１０㎎ 【般】ニトレンジピン錠１０ｍｇ ニトレンジピン

バイロテンシン錠５㎎ 【般】ニトレンジピン錠５ｍｇ ニトレンジピン

バクシダール錠１００㎎ 【般】ノルフロキサシン錠１００ｍｇ ノルフロキサシン

バクシダール錠２００㎎ 【般】ノルフロキサシン錠２００ｍｇ ノルフロキサシン

パセトシンカプセル　２５０㎎ 【般】アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ アモキシシリン水和物

バップフォー錠１０㎎ 【般】プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ プロピベリン塩酸塩

バップフォー錠２０ 【般】プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ プロピベリン塩酸塩

バナールNカプセル１００ｍｇ 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル

パナルジン錠　１００㎎ 【般】チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ チクロピジン塩酸塩

バナン錠　１００㎎ 【般】セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ セフポドキシム　プロキセチル

ﾊﾟﾐﾙｺﾝ錠2.5mg 【般】グリベンクラミド錠２．５ｍｇ グリベンクラミド

パリエット錠１０㎎ 【般】ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠２０㎎ 【般】ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム

バルギン消泡内用液２％ 【般】ジメチコンシロップ２％ ジメチコン

ハルシオン０．１２５㎎錠 【般】トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ トリアゾラム

ハルシオン０．２５㎎錠 【般】トリアゾラム錠０．２５ｍｇ トリアゾラム

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０．２ｍｇ タムスロシン塩酸塩

バルネチール錠１００ 【般】スルトプリド塩酸塩錠１００ｍｇ スルトプリド塩酸塩

バルネチール錠２００ 【般】スルトプリド塩酸塩錠２００ｍｇ スルトプリド塩酸塩

バレリンシロップ５％ 【般】バルプロ酸Ｎａシロップ５％ バルプロ酸ナトリウム

ﾊﾞﾚﾘﾝ錠200 【般】バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム

バロジピン錠５㎎ 【般】ニトレンジピン錠５ｍｇ ニトレンジピン

パントシン錠６０㎎ 【般】パンテチン錠６０ｍｇ パンテチン

ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ錠15mg「日医工」 【般】ピオグリタゾン錠１５ｍｇ ピオグリタゾン塩酸塩
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ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ錠30mg「日医工」 【般】ピオグリタゾン錠３０ｍｇ ピオグリタゾン塩酸塩

ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg「SN」 【般】ビカルタミド錠８０ｍｇ ビカルタミド

ヒスロンＨ２００ 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２００ｍｇ メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ﾋﾞｿﾌﾟ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０．６２５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩

ビソルボンシロップ 0.08% (0.8mg/ml) 【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％ ブロムヘキシン塩酸塩

ビソルボン吸入液　０．２％ 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％ ブロムヘキシン塩酸塩

ビソルボン錠　４㎎ 【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ ブロムヘキシン塩酸塩

ピタバスタチンCa・OD錠2mg 【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム

ﾋﾞﾀﾌｧﾝﾄF錠２５ｍｇ 【般】フルスルチアミン錠２５ｍｇ フルスルチアミン

ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25mg日医工 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物

ファスティック錠３０ 【般】ナテグリニド錠３０ｍｇ ナテグリニド

ファスティック錠９０㎎ 【般】ナテグリニド錠９０ｍｇ ナテグリニド

ファモチジンOD錠１０ｍｇ 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ ファモチジン

ファモチジンOD錠２０ｍｇ 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠２０ｍｇ ファモチジン

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20「ｻﾜｲ」 【般】ファモチジン錠２０ｍｇ ファモチジン

ファンギゾンシロップ　１００㎎／ｍｌ 【般】アムホテリシンＢシロップ１０％ アムホテリシンＢ

フェアストン錠４０ 【般】トレミフェン錠４０ｍｇ トレミフェンクエン酸塩

フェロチーム錠５０ｍｇ 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ（鉄として） クエン酸第一鉄ナトリウム

フェロミア錠５０㎎ 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ（鉄として） クエン酸第一鉄ナトリウム

フオイパン錠　１００㎎ 【般】カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ カモスタットメシル酸塩

ﾌｫｻﾏｯｸ35mg 【般】アレンドロン酸錠３５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物

フォサマック錠５ 【般】アレンドロン酸錠５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物

ブシラミン錠100mg「日医工」 【般】ブシラミン錠１００ｍｇ ブシラミン

ブスコパン錠　１０㎎ 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物

ブチキノン錠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

フラジール内服錠　２５０㎎ 【般】メトロニダゾール錠２５０ｍｇ メトロニダゾール

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

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa10mg沢井 【般】プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ プラバスタチンナトリウム

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠5mg「NP」 【般】プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ プラバスタチンナトリウム

プラバスタン１０ 【般】プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ プラバスタチンナトリウム

フラビタン錠１０㎎ 【般】ＦＡＤ錠１０ｍｇ フラビンアデニンジヌクレオチド

ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ塩酸塩錠200mg｢ｻﾜｲ｣ 【般】フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ フラボキサート塩酸塩

フランドル錠２０㎎ 【般】硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ 硝酸イソソルビド

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5「DK] 【般】プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ プランルカスト水和物

ブリカニール錠　２㎎ 【般】テルブタリン硫酸塩錠２ｍｇ テルブタリン硫酸塩

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

ﾌﾙｲﾄﾗﾝ錠１ｍｇ 【般】トリクロルメチアジド錠１ｍｇ トリクロルメチアジド

フルイトラン錠２㎎ 【般】トリクロルメチアジド錠２ｍｇ トリクロルメチアジド

フルカムカプセル２７㎎ 【般】アンピロキシカムカプセル２７ｍｇ アンピロキシカム

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg「ｻﾝﾄﾞ」 【般】フルコナゾールカプセル１００ｍｇ フルコナゾール

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg「ﾏｲﾗﾝ」 【般】フルコナゾールカプセル１００ｍｇ フルコナゾール

プルゼニド錠　１２㎎ 【般】センノシド錠１２ｍｇ センノシド

ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ錠125mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 【般】フルタミド錠１２５ｍｇ フルタミド

フルトリア錠２ｍｇ 【般】トリクロルメチアジド錠２ｍｇ トリクロルメチアジド

ブルフェン錠２００㎎ 【般】イブプロフェン錠２００ｍｇ イブプロフェン

ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠25mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ フルボキサミンマレイン酸塩

ブレシン錠２５ｍｇ 【般】ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム

ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD100mg 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠１００ｍｇ シロスタゾール

ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD50mg 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠５０ｍｇ シロスタゾール

ブレディニン錠５０ 【般】ミゾリビン錠５０ｍｇ ミゾリビン
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プレラン０．５㎎錠 【般】トランドラプリル錠０．５ｍｇ トランドラプリル

プロサイリン錠２０μg 【般】ベラプロストＮａ錠２０μｇ ベラプロストナトリウム

プロスタールＬ錠　５０㎎ 【般】クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍｇ クロルマジノン酢酸エステル

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

ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠「ﾄｰﾜ」40ｍｇ 【般】フロセミド錠４０ｍｇ フロセミド

ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20「テバ」 【般】フロセミド錠２０ｍｇ フロセミド

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD0.25mg 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム

ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg 【般】ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム

ブロチンシロップ３．３％ 【般】オウヒエキスシロップ３．３％ オウヒエキス

プロテカジン錠１０㎎ 【般】ラフチジン錠１０ｍｇ ラフチジン

プロノン錠１００mg 【般】プロパフェノン塩酸塩錠１００ｍｇ プロパフェノン塩酸塩

プロノン錠１５０㎎ 【般】プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ プロパフェノン塩酸塩

ブロプレス錠１２㎎ 【般】カンデサルタン錠１２ｍｇ カンデサルタンシレキセチル

プロベラ　錠２．５㎎ 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２．５ｍｇ メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ﾌﾟﾛﾏｯｸD錠75　　75mg 【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠７５ｍｇ ポラプレジンク

ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩吸入液0.2%　45ml｢ﾀｲﾖ-｣ 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％ ブロムヘキシン塩酸塩

フロモックス錠１００㎎ 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス錠７５㎎ 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物

ベイスンOD０．２（院外） 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．２ｍｇ ボグリボース

ベイスンOD０．３（院外） 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．３ｍｇ ボグリボース

ベイスン錠０．２ 【般】ボグリボース錠０．２ｍｇ ボグリボース

ベイスン錠０．３ 【般】ボグリボース錠０．３ｍｇ ボグリボース

ペオン錠８０㎎ 【般】ザルトプロフェン錠８０ｍｇ ザルトプロフェン

ベガ錠２００㎎ 【般】オザグレル塩酸塩錠２００ｍｇ オザグレル塩酸塩水和物

ベザトールＳＲ錠　２００㎎ 【般】ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ ベザフィブラート

ベザトールＳＲ錠１００㎎ 【般】ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ ベザフィブラート

ベザフィブラートＳＲ錠２００㎎ 【般】ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ ベザフィブラート

ベザフィブラートＳＲ錠200mg沢井 【般】ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ ベザフィブラート

ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩錠6mg「トーワ」 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩

ベタメタゾン錠0.5mg 【般】ベタメタゾン錠０．５ｍｇ ベタメタゾン

ﾍﾞﾅｾﾞｯﾌﾟ錠５ 【般】ベナゼプリル塩酸塩錠５ｍｇ ベナゼプリル塩酸塩

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 【般】ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ ベニジピン塩酸塩

ベネット錠２．５㎎ 【般】リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネトリン錠２㎎ 【般】サルブタモール硫酸塩錠２ｍｇ サルブタモール硫酸塩

ヘモクロンカプセル２００㎎ 【般】トリベノシドカプセル２００ｍｇ トリベノシド

ベラパミル塩酸塩錠40mg 【般】ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩

ペラプリン錠５ｍｇ 【般】メトクロプラミド錠５ｍｇ メトクロプラミド

ベラプロストＮａ錠２０μｇ 【般】ベラプロストＮａ錠２０μｇ ベラプロストナトリウム

ペリアクチンシロップ　０．０４％ 【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ０．０４％ シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ペルサンチン錠　２５㎎ 【般】ジピリダモール錠２５ｍｇ ジピリダモール

ペルサンチン錠１００ｍｇ 【般】ジピリダモール錠１００ｍｇ ジピリダモール

ペルジピンＬＡカプセル２０㎎ 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩

ペルジピンＬＡカプセル４０㎎ 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル４０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩

ペルジピン錠１０㎎ 【般】ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩

ペルジピン錠２０㎎ 【般】ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩

ベルナール錠２０μｇ 【般】ベラプロストＮａ錠２０μｇ ベラプロストナトリウム

ヘルベッサーＲ２００カプセル 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル２００ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサーＲカプセル１００ 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー錠　３０㎎ 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩



11 / 14 ページ

ペルマックス錠２５０μg 【般】ペルゴリドメシル酸塩錠２５０μｇ ペルゴリドメシル酸塩

ベロテック錠　２．５㎎ 【般】フェノテロール臭化水素酸塩錠２．５ｍｇ フェノテロール臭化水素酸塩

ベンザリン錠１０ 【般】ニトラゼパム錠１０ｍｇ ニトラゼパム

ベンザリン錠５ 【般】ニトラゼパム錠５ｍｇ ニトラゼパム

ﾍﾞﾝｽﾞﾌｫｰ錠10ｍｇ 【般】プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ プロピベリン塩酸塩

ホクナリンテープ０．５㎎ 【般】ツロブテロールテープ０．５ｍｇ ツロブテロール

ホクナリンテープ１㎎ 【般】ツロブテロールテープ１ｍｇ ツロブテロール

ホクナリンテープ２㎎ 【般】ツロブテロールテープ２ｍｇ ツロブテロール

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ0.3mg(日医工） 【般】ボグリボース錠０．３ｍｇ ボグリボース

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg日医工 【般】ボグリボース錠０．２ｍｇ ボグリボース

ﾎﾟｽﾁﾆﾝ錠2mg 【般】オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ オキシブチニン塩酸塩

ﾎﾟｽﾁﾆﾝ錠3mg 【般】オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ オキシブチニン塩酸塩

ホスミシン錠２５０ 【般】ホスホマイシンＣａ錠２５０ｍｇ ホスホマイシンカルシウム水和物

ボナロン錠３５ｍｇ 【般】アレンドロン酸錠３５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠35ｍｇ 【般】アレンドロン酸錠３５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠５㎎ 【般】アレンドロン酸錠５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物

ポラキス錠２ 【般】オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ オキシブチニン塩酸塩

ポラキス錠３㎎ 【般】オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ オキシブチニン塩酸塩

ポラプレジングOD錠７５ｍｇ「サワイ」 【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠７５ｍｇ ポラプレジンク

ホリゾン錠２㎎ 【般】ジアゼパム錠２ｍｇ ジアゼパム

ホリゾン錠５㎎ 【般】ジアゼパム錠５ｍｇ ジアゼパム

ボルタレンＳＲカプセル　３７．５㎎ 【般】ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム

ボルタレン錠　２５㎎ 【般】ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム

ポンタールカプセル２５０㎎ 【般】メフェナム酸カプセル２５０ｍｇ メフェナム酸

マイスリー錠１０㎎ 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩

マイスリー錠５㎎ 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩

ミオナール錠５０㎎ 【般】エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩

ミケラン錠５㎎ 【般】カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ カルテオロール塩酸塩

ミニプレス錠０．５㎎ 【般】プラゾシン塩酸塩錠０．５ｍｇ プラゾシン塩酸塩

ミノマイシン錠５０㎎ 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩

ﾐﾛﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ 塩酸ロペラミド

ムコサール－Ｌカプセル　４５㎎ 【般】アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩

ムコスタ錠１００ｍｇ 【般】レバミピド錠１００ｍｇ レバミピド

ムコソルバンＬカプセル　４５㎎ 【般】アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩

ムコソルバン錠　１５㎎ 【般】アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩

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

ムコダイン錠２５０㎎ 【般】カルボシステイン錠２５０ｍｇ カルボシステイン

ムコダイン錠５００㎎ 【般】カルボシステイン錠５００ｍｇ カルボシステイン

メイアクトＭＳ錠１００ 【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

メイラックス錠１㎎ 【般】ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル

メイラックス錠２㎎ 【般】ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ ロフラゼプ酸エチル

ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠0.625 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠２．５㎎ 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠５ 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩

メインロール錠５㎎ 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩

メキシチールカプセル１００㎎ 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ メキシレチン塩酸塩

メキシチールカプセル５０㎎ 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩

ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg｢日医工｣ 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩

ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ40mg 【般】メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩

メトプリック錠２０ｍｇ 【般】メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩
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メトリジン錠２㎎ 【般】ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ ミドドリン塩酸塩

メバロチン錠１０ 【般】プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ プラバスタチンナトリウム

メバロチン錠５㎎ 【般】プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ プラバスタチンナトリウム

メプチンシロップ　５μｇ 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ０．０００５％ プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン錠　０．０５㎎ 【般】プロカテロール塩酸塩錠０．０５ｍｇ プロカテロール塩酸塩水和物

メリスロン錠１２㎎ 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠６㎎ 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩

モーバー錠１００㎎ 【般】アクタリット錠１００ｍｇ アクタリット

モービック錠１０ｍｇ 【般】メロキシカム錠１０ｍｇ メロキシカム

モービック錠５ｍｇ 【般】メロキシカム錠５ｍｇ メロキシカム

モニラック・シロップ　６５％ 【般】ラクツロースシロップ６５％ ラクツロース

ユーロジン１㎎錠 【般】エスタゾラム錠１ｍｇ エスタゾラム

ユーロジン２㎎錠 【般】エスタゾラム錠２ｍｇ エスタゾラム

ユベラＮカプセル　１００㎎ 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル

ユベラＮソフトカプセル　２００㎎ 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル

ユリノーム錠２５ 【般】ベンズブロマロン錠２５ｍｇ ベンズブロマロン

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

ラキソベロン錠　２．５㎎ 【般】ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ ピコスルファートナトリウム水和物

ﾗｼｯｸｽ錠10mg 【般】フロセミド錠１０ｍｇ フロセミド

ラシックス錠２０㎎ 【般】フロセミド錠２０ｍｇ フロセミド

ラシックス錠４０㎎ 【般】フロセミド錠４０ｍｇ フロセミド

ラデン錠７５ 【般】ラニチジン錠７５ｍｇ ラニチジン塩酸塩

ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医工」 【般】ラニチジン錠１５０ｍｇ ラニチジン塩酸塩

ラニラピッド錠０．１㎎ 【般】メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ メチルジゴキシン

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg「AA」 【般】ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム

ラミシール錠１２５㎎ 【般】テルビナフィン錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩

ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠３０ｍｇ ランソプラゾール

リーゼ錠１０㎎ 【般】クロチアゼパム錠１０ｍｇ クロチアゼパム

リーゼ錠５㎎ 【般】クロチアゼパム錠５ｍｇ クロチアゼパム

リーマス錠２００ 【般】炭酸リチウム錠２００ｍｇ 炭酸リチウム

リウマトレックスカプセル２㎎ 【般】メトトレキサートカプセル２ｍｇ メトトレキサート

リザスト錠３ｍｇ 【般】オーラノフィン錠３ｍｇ オーラノフィン

リザベンカプセル　１００㎎ 【般】トラニラストカプセル１００ｍｇ トラニラスト

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠１ｍｇ リスペリドン

リスパダール錠１㎎ 【般】リスペリドン錠１ｍｇ リスペリドン

リスペリドン錠１ｍｇオーハラ 【般】リスペリドン錠１ｍｇ リスペリドン

リスミー錠１㎎ 【般】リルマザホン塩酸塩錠１ｍｇ リルマザホン塩酸塩水和物

リスミー錠２㎎ 【般】リルマザホン塩酸塩錠２ｍｇ リルマザホン塩酸塩水和物

リズミック錠１０㎎ 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ アメジニウムメチル硫酸塩

リスモダンＲ錠１５０㎎ 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ リン酸ジソピラミド

リスモダンカプセル１００㎎ 【般】ジソピラミドカプセル１００ｍｇ ジソピラミド

リスモダンカプセル５０㎎ 【般】ジソピラミドカプセル５０ｍｇ ジソピラミド

リドーラ錠　３㎎ 【般】オーラノフィン錠３ｍｇ オーラノフィン

リバオール液　０．２％ 【般】アクリノール外用液０．２％ アクリノール水和物

リバロOD錠１ｍｇ 【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠１ｍｇ ピタバスタチンカルシウム

リバロOD錠２ｍｇ 【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム

リピトール錠１０㎎ 【般】アトルバスタチン錠１０ｍｇ アトルバスタチンカルシウム水和物

リピトール錠５㎎ 【般】アトルバスタチン錠５ｍｇ アトルバスタチンカルシウム水和物

リファジンカプセル　１５０㎎ 【般】リファンピシンカプセル１５０ｍｇ リファンピシン

リファンピシンカプセル 150㎎ 【般】リファンピシンカプセル１５０ｍｇ リファンピシン
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リフォロースシロップ６５％ 【般】ラクツロースシロップ６５％ ラクツロース

リポバス錠１０ 【般】シンバスタチン錠１０ｍｇ シンバスタチン

リポバス錠５ 【般】シンバスタチン錠５ｍｇ シンバスタチン

リマチル錠１００㎎ 【般】ブシラミン錠１００ｍｇ ブシラミン

リマチル錠５０㎎ 【般】ブシラミン錠５０ｍｇ ブシラミン

ﾘﾏﾙﾓﾝ錠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

リルテック錠５０ｍｇ 【般】リルゾール錠５０ｍｇ リルゾール

リンデロン錠　０．５㎎ 【般】ベタメタゾン錠０．５ｍｇ ベタメタゾン

リントン錠（０．７５㎎） 【般】ハロペリドール錠０．７５ｍｇ ハロペリドール

リントン錠（１．５㎎） 【般】ハロペリドール錠１．５ｍｇ ハロペリドール

リントン錠（３㎎） 【般】ハロペリドール錠３ｍｇ ハロペリドール

リンラキサー錠２５０ 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ｍｇ クロルフェネシンカルバミン酸エステル

ルーラン4mg 【般】ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠８ 【般】ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物

ルジオミール錠１０㎎ 【般】マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ マプロチリン塩酸塩

ルジオミール錠２５㎎ 【般】マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ マプロチリン塩酸塩

ルテオニン錠　５㎎ 【般】リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ リトドリン塩酸塩

ルボックス錠２５ 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠５０ 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ フルボキサミンマレイン酸塩

ルリッド錠１５０ 【般】ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ ロキシスロマイシン

レキソタン錠２㎎ 【般】ブロマゼパム錠２ｍｇ ブロマゼパム

レキソタン錠５㎎ 【般】ブロマゼパム錠５ｍｇ ブロマゼパム

レニベース錠１０ 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩

レニベース錠２．５ 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩

レニベース錠５ 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩

ﾚﾆﾒｯｸ錠5 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg「ﾀﾅﾍﾞ」 【般】レバミピド錠１００ｍｇ レバミピド

レフトーゼシロップ　０．５％ 【般】リゾチーム塩酸塩シロップ０．５％ リゾチーム塩酸塩

レフトーゼ錠（３０㎎） 【般】リゾチーム塩酸塩錠３０ｍｇ リゾチーム塩酸塩

レボトミン錠５０㎎ 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠５０ｍｇ レボメプロマジンマレイン酸塩

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢杏林｣ 【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ レボフロキサシン水和物

レンドルミンＤ錠０．２５㎎ 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム

レンドルミン錠　０．２５㎎ 【般】ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム

ローコール錠１０㎎ 【般】フルバスタチン錠１０ｍｇ フルバスタチンナトリウム

ローコール錠２０㎎ 【般】フルバスタチン錠２０ｍｇ フルバスタチンナトリウム

ローコール錠３０㎎ 【般】フルバスタチン錠３０ｍｇ フルバスタチンナトリウム

ロカルトロールカプセル０．２５ 【般】カルシトリオールカプセル０．２５μｇ カルシトリオール

ロカルトロールカプセル０．５ 【般】カルシトリオールカプセル０．５μｇ カルシトリオール

ロキソニン錠　６０㎎ 【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝＮa錠60mg「ﾄｰﾜ｣ 【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg「日医工」 【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロコルナール錠１００㎎ 【般】トラピジル錠１００ｍｇ トラピジル

ﾛｻﾙﾀﾝK50mg「明治」 【般】ロサルタンＫ錠５０ｍｇ ロサルタンカリウム

ﾛｻﾙﾀﾝK錠25mg「明治」 【般】ロサルタンＫ錠２５ｍｇ ロサルタンカリウム

ロドピン錠２５㎎ 【般】ゾテピン錠２５ｍｇ ゾテピン

ロドピン錠５０㎎ 【般】ゾテピン錠５０ｍｇ ゾテピン

ロヒプノール錠１ 【般】フルニトラゼパム錠１ｍｇ フルニトラゼパム

ロヒプノール錠２ 【般】フルニトラゼパム錠２ｍｇ フルニトラゼパム

ロプレソール錠２０ｍｇ 【般】メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩

ロペミンカプセル　１㎎ 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ 塩酸ロペラミド
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ﾛﾗﾀｼﾞﾝ10mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 【般】ロラタジン錠１０ｍｇ ロラタジン

ロレルコ　２５０㎎ 【般】プロブコール錠２５０ｍｇ プロブコール

ロンゲス錠１０㎎ 【般】リシノプリル錠１０ｍｇ リシノプリル水和物

ロンゲス錠２０㎎ 【般】リシノプリル錠２０ｍｇ リシノプリル水和物

ロンゲス錠５㎎ 【般】リシノプリル錠５ｍｇ リシノプリル水和物

ワイパックス錠０．５ 【般】ロラゼパム錠０．５ｍｇ ロラゼパム

ワカデニン腸溶錠１０ 【般】ＦＡＤ錠１０ｍｇ フラビンアデニンジヌクレオチド

ワソラン錠　４０㎎ 【般】ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩

ワンアルファ錠０．５μｇ 【般】アルファカルシドール錠０．５μｇ アルファカルシドール

ワンアルファ錠１．０μｇ 【般】アルファカルシドール錠１μｇ アルファカルシドール

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 【般】一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ 一硝酸イソソルビド

塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ錠50mg日医工 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩

小児用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％ アンブロキソール塩酸塩
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