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当院採用医薬品名称
一般名名称
ルフレン配合顆粒
「般」アズレンスルホン酸Ｎａ・Ｌ－グルタミン配合顆粒
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「明治」
「般」アトルバスタチン錠１０㎎
アナストロゾール錠1mg「NK」
「般」アナストロゾール錠１㎎
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」
「般」アマンタジン塩酸塩錠５０㎎
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」
「般」アミオダロン塩酸塩錠１００㎎
ハリゾンシロップ100㎎/mL
「般」アムホテリシンＢシロップ１０％
アムロジピンＯＤ錠5mg「ケミファ」
「般」アムロジピン口腔内崩壊錠５㎎
アルファカルシドールカプセル0.25μ g「サワイ」 「般」アルファカルシドールカプセル０．２５μ g
アルファカルシドールカプセル1μ g「サワイ」
「般」アルファカルシドールカプセル１μ g
アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」
「般」アレンドロン酸錠３５㎎
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ｻﾜｲ」
「般」アロチノロール塩酸塩錠１０㎎
アロプリノール錠100mg｢ｻﾜｲ｣
「般」アロプリノール錠１００㎎
ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ小児用0.3%｢ﾀｲﾖｰ｣
「般」アンブロキソール塩酸塩シロップ０．３％
ムコサールドライシロップ 1.5%
「般」アンブロキソール塩酸塩シロップ用１．５％
アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「日医工」
「般」アンブロキソール塩酸塩錠１５㎎
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」
「般」イコサペント酸エチル粒状カプセル９００㎎
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」
「般」イミダプリル塩酸塩錠５㎎
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」
「般」イルソグラジンマレイン酸塩錠２㎎
インドメタシンクリーム1%「日医工」
「般」インドメタシンクリーム１％
エカベトＮａ顆粒66.7%「マイラン」
「般」エカベトＮａ顆粒６６．７％
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」
「般」エチゾラム錠０．５㎎
エトドラク錠 200mg「トーワ」
「般」エトドラク錠２００㎎
エナラプリル錠 ５mg「MEEK」
「般」エナラプリルマレイン酸塩錠５㎎
エパルレスタット錠50mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
「般」エパルレスタット錠５０㎎
エピナスチン塩酸塩錠20mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
「般」エピナスチン塩酸塩錠２０㎎
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠 5mg「明治」
「般」オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠５㎎
カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「ｻﾜｲ」
「般」カモスタットメシル酸塩錠１００㎎
カルベジロール錠10mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
「般」カルベジロール錠１０㎎
カルボシステインシロップ5%「タカタ」
「般」カルボシステインシロップ５％
カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」
「般」カルボシステインシロップ用５０％
カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」
「般」カルボシステイン錠２５０㎎
クエチアピン錠 25mg「ファイザー」
「般」クエチアピン錠２５㎎
クエン酸第一鉄Na錠５０㎎「サワイ」
「般」クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０㎎（鉄として）
クラリスロマイシンＤＳ10%｢MEEK｣
「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錠200mg｢杏林｣
「般」クラリスロマイシン錠２００㎎
クラリスロマイシン錠50mg小児用｢杏林｣
「般」クラリスロマイシン錠５０㎎
グリクラジド錠40mg｢NP｣
「般」グリクラジド錠４０㎎
グリセリン浣腸「オヲタ」60ｍL
「般」グリセリン浣腸液５０％６０mL
グリメピリド錠1mg「ファイザー」
「般」グリメピリド錠１㎎
グリメピリド錠3mg「ファイザー」
「般」グリメピリド錠３㎎
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」 「般」サルポグレラート塩酸塩錠１００㎎
シクロスポリンカプセル25mg「日医工」
「般」シクロスポリンカプセル２５㎎：ＮＥ
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑﾃｰﾌﾟ 15mg 「三和」
「般」ジクロフェナクＮａテープ１５㎎（７×１０㎝非温感）
ジソピラミド徐放錠150mg「SW」
「般」ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０㎎
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「日医工」
「般」ジフェニドール塩酸塩錠２５㎎
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣
「般」シベンゾリンコハク酸塩錠１００㎎
シメチジン錠２００ｍｇ「日医工」
「般」シメチジン錠２００㎎
ジラゼプ塩酸塩錠100mg｢日医工｣
「般」ジラゼプ塩酸塩錠１００㎎
シルニジピン錠 10mg「サワイ」
「般」シルニジピン錠１０㎎
シロスタゾールＯＤ錠100mg「ﾀｶﾀ」
「般」シロスタゾール口腔内崩壊錠１００㎎
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」
「般」スピロノラクトン錠２５㎎
スルピリド錠 50mg「サワイ」
「般」スルピリド錠５０㎎
セファクロル細粒10%｢日医工｣
「般」セファクロル細粒１０％
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩小児用細粒10%「ｻﾜｲ」
「般」セフカペンピボキシル塩酸塩細粒１０％
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠 100mg「ｻﾜｲ」
「般」セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００㎎
センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」
「般」センノシド錠１２㎎
ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」
「般」ゾルピデム酒石酸塩錠１０㎎
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠0.2mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
「般」タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．２㎎
タスオミン錠 20mg
「般」タモキシフェン錠２０㎎
チアプリド錠50mg｢ｻﾜｲ｣
「般」チアプリド塩酸塩錠５０㎎
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当院採用医薬品名称
[限定]チマバック点眼液 0.5% 5ｍL
ツロブテロールテープ0.5mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
ツロブテロールテープ1mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
ツロブテロールテープ2mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サワイ」
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」
トフィソパム錠50mg｢杏林｣
トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」
ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用１％「日医工」
ドンペリドン錠10mg「EMEC」
ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」
ニフェジピンカプセル10mg「ｻﾜｲ｣
ニフェジピンＣＲ錠 20mg「日医工」
バラシクロビル錠 500mg「ファイザー」
バレリンシロップ５％
塩酸バンコマイシン散0.5g｢MEEK｣
ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na点眼液0.1%「ファイザー」5ｍL
ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．３％「わかもと」
ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na点眼液0.3%「ファイザー」5ｍL
ピオグリタゾン錠 30mg「ＥＥ」
ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg「NK」
ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%「PP」10mL
ピレンゼピン塩酸塩錠25mg｢日医工｣
ファモチジンＤ錠20mg「EMEC」
ファモチジン散10%「サワイ」
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」
プランルカストカプセル112.5mg「マイラン」
プランルカストドライシロップ１０％「マイラン」
フルオロメトロン0.1%点眼液Ｔ 5ｍL
フルタミド錠 125mg「ファイザー」
ミコシストカプセル 100mg
フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」
ブロチゾラム錠 0.25mｇ「サワイ」
プロブコール錠250mg「日医工」
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工」
[限定]リンベタＰＦ液0.1% 5ｍｌ
ベラプロストＮａ錠 20μ g「ファイザー」
ボグリボースＯＤ錠0.3mg「MEEK」
ポビドンヨードガーグル7％「日医工」
カリセラム-Na末
塩酸ミノサイクリンカプセル100mg「日医工
塩酸ミノサイクリン錠５０「日医工」
モサプリドクエン酸塩錠 5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
ランソプラゾールＯＤ錠 15mg「DK」
リシノプリル錠 １０ｍｇ「日医工」
リスペリドン錠 1mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」
リファンピシンカプセル150mg「ｻﾝﾄﾞ」
リマプロストアルファデクス錠 5μ g「Ｆ」
塩酸リルマザホン錠 ２mg「ＭＥＥＫ」
レボフロキサシン点眼液1.5% 5ｍｌ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ｻﾜｲ」
ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「フソー」
ロラタジン錠 10mg「ファイザー」
球形吸着炭細粒｢ﾏｲﾗﾝ｣ 2ｇ/包
イソジンシュガーパスタ軟膏

一般名名称
「般」チモロール点眼液０．５％（非持続性）
「般」ツロブテロールテープ０．５㎎
「般」ツロブテロールテープ１㎎
「般」ツロブテロールテープ２㎎
「般」テオフィリンシロップ用２０％
「般」テオフィリン徐放錠１００㎎（１２～２４時間持続）
「般」ドキサゾシンメシル酸塩錠２㎎
「般」ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠３㎎
「般」ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠５㎎
「般」トフィソパム錠５０㎎
「般」トラネキサム酸カプセル２５０㎎
「般」ドンペリドンシロップ用１％
「般」ドンペリドン錠１０㎎
「般」ニコランジル錠５㎎
「般」ニフェジピンカプセル１０㎎
「般」ニフェジピン徐放錠２０㎎（２４時間持続）
「般」バラシクロビル錠５００㎎
「般」バルプロ酸Ｎａシロップ５％
「般」バンコマイシン塩酸塩散５００㎎
「般」ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％５mL
「般」ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％０．４mL
「般」ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％５mL
「般」ピオグリタゾン錠３０㎎
「般」ビカルタミド錠８０㎎
「般」ピコスルファートＮａ経口液０．７５％10mL
「般」ピレンゼピン塩酸塩錠２５㎎
「般」ファモチジン口腔内崩壊錠２０㎎
「般」ファモチジン散１０％
「般」フェキソフェナジン塩酸塩錠６０㎎
「般」プラバスタチンＮａ錠１０㎎
「般」プランルカスト水和物カプセル１１２．５㎎
「般」プランルカストシロップ用１０％
「般」フルオロメトロン点眼液０．１％
「般」フルタミド錠１２５㎎
「般」フルコナゾールカプセル１００㎎
「般」フロセミド錠４０㎎
「般」ブロチゾラム錠０．２５㎎
「般」プロブコール錠２５０㎎
「般」プロプラノロール塩酸塩錠１０㎎
「般」ベタヒスチンメシル酸塩錠６㎎
「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
「般」ベラプロストＮａ錠２０μ g
「般」ボグリボース口腔内崩壊錠０．３㎎
「般」ポビドンヨード含嗽用液７％(30mL/本)
「般」ポリスチレンスルホン酸Ｎａ原末
「般」ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００㎎
「般」ミノサイクリン塩酸塩錠５０㎎
「般」モサプリドクエン酸塩錠５㎎
「般」ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５㎎
「般」リシノプリル錠１０㎎
「般」リスペリドン錠１㎎
「般」リトドリン塩酸塩錠５㎎
「般」リファンピシンカプセル１５０㎎
「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２㎎
「般」レボフロキサシン点眼液１．５％（5mL/本）
「般」ロキソプロフェンＮａ錠６０㎎
「般」ロペラミド塩酸塩カプセル１㎎
「般」ロラタジン錠１０㎎
「般」球形吸着炭細粒 2g/包
「般」精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏

