一般名処方とする採用医薬品一覧
一般名
[般]ATP錠20mg
[般]d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠2mg
[般]L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸Ca錠200mg
[般]L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸K錠300mg
[般]ｱｼｸﾛﾋﾞﾙｼﾛｯﾌﾟ用80%
[般]ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg
[般]ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ細粒10%
[般]ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg
[般]ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸･ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸Ca配合顆粒(1g)
[般]ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg
[般]ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Na･L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ配合顆粒(0.5g)
[般]ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝｼﾛｯﾌﾟ用40%
[般]ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg
[般]ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠500mg
[般]ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠16mg
[般]ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ錠30mg
[般]ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ錠60mg
[般]ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠25mg
[般]ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠50mg
[般]ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg
[般]ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ錠1mg
[般]ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ20mg
[般]ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ(80mg･125mg)
[般]ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ80mg
[般]ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠50mg
[般]ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg
[般]ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ口腔内崩壊錠2.5mg
[般]ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ口腔内崩壊錠5mg
[般]ｱﾒｼﾞﾆｳﾑﾒﾁﾙ硫酸塩錠10mg
[般]ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg
[般]ｱﾓｷｼｼﾘﾝ細粒20%
[般]ｱﾙｷﾞﾝ酸Na経口液5%
[般]ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g
[般]ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μ g
[般]ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg
[般]ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg
[般]ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg
[般]ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ･ｸﾛｷｻｼﾘﾝNa配合錠
[般]ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg
[般]ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ0.3%
[般]ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ用1.5%
[般]ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15mg
[般]ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放錠45mg
[般]ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg
[般]ｲｿﾛｲｼﾝ･ﾛｲｼﾝ･ﾊﾞﾘﾝ配合顆粒
[般]一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠20mg
[般]ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg
[般]ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ経口液1%
[般]ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ酒石酸塩錠20mg
[般]ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ錠0.1mg
[般]ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg
[般]ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg
[般]ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg
[般]ｲﾙｱﾐｸｽ配合錠LD
[般]ｲﾙｱﾐｸｽ配合錠HD
[般]ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠2mg
[般]ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ錠50mg
[般]ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ錠100mg
[般]ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠50mg
[般]ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg

令和3年7月20日現在
当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
アデホスコーワ腸溶錠20
ポララミン錠2mg
アスパラ-ＣＡ錠200
アスパラカリウム錠300mg
アシクロビルドライシロップ80%
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%
ジスロマック錠250mg
シナール配合顆粒(1g)
バイアスピリン錠100mg
マーズレンＳ配合顆粒(0.5g)
アセトアミノフェンドライシロップ40%
カロナール錠200
カロナール錠500
カルブロック錠16mg
ダイアート錠30mg
ダイアート錠60mg
テノーミン錠25
テノーミン錠50
リピトール錠10mg
アリミデックス錠1mg
アスペノンカプセル20
イメンドカプセルセット
イメンドカプセル80mg
シンメトレル錠50mg
アンカロン錠100
ノルバスクOD錠2.5mg
ノルバスクOD錠5mg
リズミック錠10mg
サワシリンカプセル250
ワイドシリン細粒20%
アルロイドＧ内用液5%
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
ソラナックス0.4mg錠
フォサマック錠35mg
ザイロリック錠100mg
ビクシリンＳ配合錠250mg
フルカムカプセル27mg
小児用ムコソルバンシロップ0.3%
小児用ムコソルバンDS1.5%
ムコソルバン錠15mg
ムコソルバンL錠45mg
エパデールＳ900
リーバクト配合顆粒
アイトロール錠20mg
イトリゾールカプセル50mg
イトリゾール内用液1%
セロクラール錠20mg
ステーブラ錠0.1mg
タナトリル錠2.5mg
タナトリル錠5mg
タナトリル錠10mg
アイミクス配合錠LD
アイミクス配合錠HD
ガスロンＮ錠2mg
アバプロ錠50mg
アバプロ錠100mg
ウルソ錠50mg
ウルソ錠100mg
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一般名
[般]ｴｶﾍﾞﾄNa顆粒66.7%(1.5g)
[般]ｴｷｾﾒｽﾀﾝ錠25mg
[般]ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠1mg
[般]ｴｽﾜﾝ配合OD錠T20
[般]ｴｽﾜﾝ配合OD錠T25
[般]ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ錠10mg
[般]ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg
[般]ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠1mg
[般]ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠2.5mg
[般]ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg
[般]ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg
[般]ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠10mg
[般]ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠20mg
[般]ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50mg
[般]ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75μ g
[般]ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ錠0.5mg
[般]ｵｵｳﾒｶﾞｻｿｳｴｷｽ1.0mg･ﾊｺﾔﾅｷﾞｴｷｽ等配合錠
[般]ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠5mg(乱用防止製剤)
[般]ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠10mg(乱用防止製剤)
[般]ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠20mg(乱用防止製剤)
[般]ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠40mg(乱用防止製剤)
[般]ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ塩酸塩錠2mg
[般]ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ75mg
[般]ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙｼﾛｯﾌﾟ用3%
[般]ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg
[般]ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ口腔内崩壊錠10mg
[般]ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ口腔内崩壊錠20mg
[般]ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
[般]ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩顆粒0.5%(0.5g)
[般]ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ錠300mg
[般]ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100mg
[般]ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ口腔内崩壊錠4mg
[般]ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ口腔内崩壊錠8mg
[般]ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ口腔内崩壊錠12mg
[般]ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ錠50単位
[般]ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g
[般]ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸Na錠10mg
[般]ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸Na錠30mg
[般]ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ細粒50%
[般]ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg
[般]ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg
[般]ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠2.5mg
[般]ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg
[般]ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠20mg
[般]ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ5%
[般]ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ用50%
[般]ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg
[般]ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg
[般]ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠4mg
[般]ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠8mg
[般]ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠12mg
[般]ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg
[般]ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg
[般]ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠100mg
[般]ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ･ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ配合散(1g)
[般]ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ錠50mg
[般]ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝｼﾛｯﾌﾟ用10%
[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]ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg
[般]ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠2.5mg
[般]ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠0.5mg

当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
ガストローム顆粒66.7%(1.5g)
アロマシン錠25mg
ルネスタ錠1mg
ティーエスワン配合OD錠T20
ティーエスワン配合OD錠T25
ゼチーア錠10mg
デパス錠0.5mg
デパス錠1mg
レニベース錠2.5
レニベース錠5
キネダック錠50mg
アレジオン錠10
アレジオン錠20
ミオナール錠50mg
エディロールカプセル0.75μ g
バラクルード錠0.5mg
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
ポラキス錠2mg
タミフルカプセル75
タミフルドライシロップ3%
ジプレキサ錠2.5mg
オルメテックOD錠10mg
オルメテックOD錠20mg
アレロックOD錠5
アレロック顆粒0.5%(2.5mg/0.5g包)
ゼローダ錠300
フオイパン錠100mg
レミニールOD錠4mg
レミニールOD錠8mg
レミニールOD錠12mg
カルナクリン錠50
ロカルトロールカプセル0.5μ g
アドナ錠10mg
アドナ錠30mg
テグレトール細粒50%
テグレトール錠100mg
テグレトール錠200mg
アーチスト錠2.5mg
アーチスト錠10mg
アーチスト錠20mg
ムコダインシロップ5%
ムコダインDS50%
ムコダイン錠250mg
ムコダイン錠500mg
ブロプレス錠4
ブロプレス錠8
ブロプレス錠12mg
ドラール錠15
セロクエル25mg錠
セロクエル100mg錠
ウラリット-U配合散(1g)
フェロミア錠50mg
クラリスドライシロップ10%小児用
クラリス錠小児用50mg
クラリス錠200mg
ダオニール錠1.25mg
ダオニール錠2.5mg
アマリール0.5mg錠
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一般名
[般]ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg
[般]ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg
[般]ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠10μ g
[般]ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg
[般]ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠25mg
[般]ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg
[般]ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠25mg
[般]ｹﾄﾁﾌｪﾝｼﾛｯﾌﾟ用0.1%
[般]ｹﾞﾌｨﾁﾆﾌﾞ錠250mg
[般]酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠250mg
[般]酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg
[般]ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ散1%
[般]ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg
[般]ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg
[般]ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ錠1mg
[般]ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa錠25mg
[般]ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa徐放ｶﾌﾟｾﾙ37.5mg
[般]ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg
[般]ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞﾘﾝ酸塩徐放錠150mg
[般]ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ錠50mg
[般]ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25mg
[般]ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠100mg
[般]ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
[般]ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠50mg
[般]ｼﾞﾒﾁｺﾝｼﾛｯﾌﾟ2%
[般]ｼﾞﾒﾁｺﾝ錠40mg
[般]ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg
[般]ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ100mg
[般]ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg
[般]ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠50mg
[般]ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠100mg
[般]ｼﾛﾄﾞｼﾝ口腔内崩壊錠2mg
[般]ｼﾛﾄﾞｼﾝ口腔内崩壊錠4mg
[般]ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg
[般]ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg
[般]ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg
[般]ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ細粒50%
[般]ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg
[般]ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ用1.25%(0.4g)
[般]ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩細粒10%
[般]ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠75mg
[般]ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg
[般]ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ細粒10%
[般]ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg
[般]ｾﾌｼﾞﾆﾙ細粒10%
[般]ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠25mg
[般]ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg
[般]ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠100mg
[般]ｾﾝﾅ･ｾﾝﾅ実配合顆粒(0.5g)
[般]ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg
[般]ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ散20%
[般]ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ錠100mg
[般]ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸ酸塩錠2.5mg
[般]ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸ酸塩錠5mg
[般]ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠10mg
[般]ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ口腔内崩壊錠2.5mg
[般]耐性乳酸菌散10%(1g)
[般]ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ錠5mg:ZA
[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]炭酸ﾗﾝﾀﾝ口腔内崩壊錠250mg
[般]ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩細粒10%

当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
アマリール1mg錠
アマリール3mg錠
スピロペント錠10μ g
リーゼ錠5mg
プラビックス錠25mg
プラビックス錠75mg
プロスタール錠25mg
ザジテンドライシロップ0.1%
イレッサ錠250
マグミット錠250mg
マグミット錠330mg
ホリゾン散1%
ホリゾン錠2mg
ホリゾン錠5mg
ディナゲスト錠1mg
ボルタレン錠25mg
ボルタレンＳＲカプセル37.5mg
リスモダンカプセル100mg
リスモダンＲ錠150mg
グレースビット錠50mg
ペルサンチン錠25mg
ペルサンチン錠100mg
セファドール錠25mg
シベノール錠50mg
ガスコンドロップ内用液2%
ガスコン錠40mg
ヘルベッサー錠30
ヘルベッサーＲカプセル100mg
アテレック錠10
プレタールOD錠50mg
プレタールOD錠100mg
ユリーフOD錠2mg
ユリーフOD錠4mg
リポバス錠5mg
アルダクトンＡ錠25mg
アイピーディカプセル100
ドグマチール細粒50%
ドグマチール錠50mg
ジルテックドライシロップ1.25%(0.4g)
フロモックス小児用細粒100mg
フロモックス錠75mg
フロモックス錠100mg
メイアクトMS小児用細粒10%
メイアクトＭＳ錠100mg
セフゾン細粒小児用10%
ジェイゾロフト錠25mg
エフピーOD錠2.5
セレコックス錠100mg
アローゼン顆粒(0.5g)
プルゼニド錠12mg
エクセグラン散20%
エクセグラン錠100mg
ベシケア錠2.5mg
ベシケア錠5mg
マイスリー錠10mg
ゾーミッグRM錠2.5mg
エンテロノン－Ｒ散(1g)
ザルティア錠5mg
ハルナールＤ錠0.2mg
ノルバデックス錠20mg
ホスレノールOD錠250mg
グラマリール細粒10%
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一般名
[般]ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠25mg
[般]ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg
[般]ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠1mg
[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]ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝｴﾘｷｼﾙ0.01%
[般]ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠15mg
[般]ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg
[般]ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ錠20mg
[般]ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ錠100mg
[般]ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ錠0.5mg:AV
[般]ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg
[般]ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg
[般]ﾃﾗﾑﾛ配合錠AP
[般]ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg
[般]ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠40mg
[般]ﾄｱﾗｾｯﾄ配合錠
[般]ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩錠1mg
[般]ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩錠2mg
[般]ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg
[般]ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ錠50mg
[般]ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
[般]ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
[般]ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ錠50mg
[般]ﾄﾗｾﾐﾄﾞ錠4mg
[般]ﾄﾗｾﾐﾄﾞ錠8mg
[般]ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠25mg
[般]ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg
[般]ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg
[般]ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｼﾛｯﾌﾟ5%
[般]ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸散50%
[般]ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.25mg
[般]ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg
[般]ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ塩酸塩散1%
[般]ﾄﾚﾐﾌｪﾝ錠40mg
[般]ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ口腔内崩壊錠100mg
[般]ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ細粒10,000単位
[般]ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg
[般]ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ錠90mg
[般]ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ口腔内崩壊錠25mg
[般]ﾅﾙﾌﾗﾌｨﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μ g
[般]ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg
[般]ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg
[般]ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg
[般]ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ舌下錠0.3mg
[般]ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg
[般]ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠10mg(12時間持続)
[般]ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠20mg(12時間持続)
[般]ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠20mg(24時間持続)
[般]ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠40mg(24時間持続)
[般]ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg
[般]ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠20mg
[般]ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠40mg
[般]ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠80mg
[般]ﾊﾞﾙﾋﾃﾞｨｵ配合錠EX
[般]ﾊﾞﾙﾋﾃﾞｨｵ配合錠MD
[般]ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放錠100mg
[般]ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放錠200mg
[般]ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放顆粒40%
[般]ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na錠100mg

当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
グラマリール錠25mg
パナルジン錠100mg
テルネリン錠1mg
テオドール錠50mg
テオドール錠100mg
テオドール錠200mg
ユニフィルLA錠200mg
デカドロンエリキシル0.01%
メジコン錠15mg
セルベックスカプセル50mg
テモダールカプセル20mg
テモダールカプセル100mg
アボルブカプセル0.5mg
サインバルタカプセル20mg
サインバルタカプセル30mg
ミカムロ配合錠AP
ラミシール錠125mg
ミカルディス錠40mg
トラムセット配合錠
カルデナリン錠1mg
カルデナリン錠2mg
ユベラNカプセル100mg
ユベラ錠50mg
アリセプトD錠3mg
アリセプトD錠5mg
グランダキシン錠50
ルプラック錠4mg
ルプラック錠8mg
レスリン錠25mg
リザベンカプセル100mg
トランサミンカプセル250mg
トランサミンシロップ5%
トランサミン散50%
ハルシオン0.25mg錠
フルイトラン錠2mg
アーテン散1%
フェアストン錠40mg
ドプスOD錠100mg
経口用トロンビン細粒1万単位(1g)
ナウゼリン錠10mg
ファスティック錠90mg
フリバスOD錠25mg
レミッチOD錠2.5μ g
シグマート錠5mg
サアミオン錠5mg
ベンザリン錠5
ニトロペン舌下錠0.3mg
ニフェジピンカプセル10mg
アダラートＬ錠10mg
アダラートＬ錠20mg
アダラートＣＲ錠20mg
アダラートＣＲ錠40mg
バルトレックス錠500
ディオバン錠20mg
ディオバン錠40mg
ディオバン錠80mg
コディオ配合錠ＥＸ
コディオ配合錠ＭＤ
デパケンＲ錠100mg
デパケンＲ錠200mg
セレニカＲ顆粒40%
デパケン錠100mg
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一般名
[般]ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ錠10mg
[般]ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩散500mg
[般]ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ錠15mg
[般]ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ錠30mg
[般]ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg
[般]ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa経口液0.75%(10mL)
[般]ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa錠2.5mg
[般]ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠2.5mg
[般]ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠5mg
[般]ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝﾊﾟﾓ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25mg
[般]ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸塩錠1mg
[般]ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠1.25mg
[般]ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ錠10mg
[般]ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg
[般]ﾌｧﾑｼｸﾛﾋﾞﾙ錠250mg
[般]ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ口腔内崩壊錠10mg
[般]ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ口腔内崩壊錠20mg
[般]ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠30mg
[般]ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg
[般]ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠80mg
[般]ﾌﾟｿﾌｪｷ配合錠
[般]ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物錠10mg
[般]ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠5mg
[般]ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10mg
[般]ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
[般]ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｼﾛｯﾌﾟ用10%
[般]ﾌﾘｳｪﾙ配合錠LD
[般]ﾌﾘｳｪﾙ配合錠ULD
[般]ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg
[般]ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ錠125mg
[般]ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg
[般]ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg
[般]ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg
[般]ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ口腔内崩壊錠25mg
[般]ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ口腔内崩壊錠75mg
[般]ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ口腔内崩壊錠150mg
[般]ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ0.0005%
[般]ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠0.025mg
[般]ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠0.05mg
[般]ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg
[般]ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg
[般]ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ口腔内崩壊錠0.25mg
[般]ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg
[般]ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ塩酸塩錠10mg
[般]ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ1.35%等配合非ﾋﾟﾘﾝ感冒剤(1g)
[般]ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ徐放錠200mg
[般]ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩錠6mg
[般]ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ･d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ配合錠
[般]ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠0.5mg
[般]ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg
[般]ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg
[般]ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩OD錠10mg
[般]ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg
[般]ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄNa錠20μ g
[般]ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠2mg
[般]ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg
[般]ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ塩酸塩錠4mg
[般]ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ錠25mg
[般]ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ錠50mg
[般]ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ25mg(B1)･B6･B12配合ｶﾌﾟｾﾙ
[般]ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ口腔内崩壊錠0.2mg
[般]ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ口腔内崩壊錠0.3mg

当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
パキシル錠10mg
塩酸バンコマイシン散0.5g
アクトス錠15
アクトス錠30
カソデックス錠80mg
ラキソベロン内用液0.75%(10mL)
ラキソベロン錠2.5mg
メインテート錠2.5mg
メインテート錠5mg
アタラックス-Ｐカプセル25mg
アキネトン錠1mg
ピモベンダン錠1.25mg｢TE｣
ピドキサール錠10mg
サンリズムカプセル50mg
ファムビル錠250mg
ガスターＤ錠10mg
ガスターＤ錠20mg
アレグラ錠30mg
アレグラ錠60mg
リピディル錠80mg
ディレグラ配合錠
ブスコパン錠10mg
メバロチン錠5
メバロチン錠10
オノンカプセル112.5mg
オノンドライシロップ10%
ルナベル配合錠LD
ルナベル配合錠ULD
ジフルカンカプセル100mg
オダイン錠125mg
サイレース錠1mg
ローコール錠20mg
ローコール錠30mg
リリカOD錠25mg
リリカOD錠75mg
リリカOD錠150mg
メプチンシロップ5μ g/mL
メプチンミニ錠25μ g
メプチン錠50μ g
ラシックス錠20mg
ラシックス錠40mg
レンドルミンD錠0.25mg
バップフォー錠10
インデラル錠10mg
ＰＬ配合顆粒(1g)
ベザトールＳＲ錠200mg
メリスロン錠6mg
セレスタミン配合錠
リンデロン錠0.5mg
コニール錠2mg
コニール錠4mg
タリオンOD錠10mg
ワソラン錠40mg
プロサイリン錠20
コバシル錠2mg
コバシル錠4mg
ルーラン錠4mg
ユリノーム錠25mg
ユリノーム錠50mg
ビタメジン配合カプセルB25
ベイスンOD錠0.2
ベイスンOD錠0.3
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一般名
[般]ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ口腔内崩壊錠75mg
[般]ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ錠200mg
[般]ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%(25g)
[般]ﾎﾘﾅｰﾄ錠25mg
[般]ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠10mg
[般]ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ錠50mg
[般]ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ塩酸塩錠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ﾌﾟｾﾙ100mg
[般]ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸錠1mg
[般]ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ錠15mg
[般]ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg
[般]ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠0.5mg
[般]ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg
[般]ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ錠5mg
[般]ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg
[般]ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ酒石酸塩錠20mg
[般]ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠500mg:MT
[般]ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠2.5mg
[般]ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg
[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10mg
[般]ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠20mg
[般]ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg
[般]ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ細粒4mg
[般]ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg
[般]ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ口腔内崩壊錠10mg
[般]ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10mg
[般]溶性ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄ｼﾛｯﾌﾟ5%
[般]ﾗｸﾂﾛｰｽｼﾛｯﾌﾟ65%
[般]ﾗｸﾂﾛｰｽ経口ｾﾞﾘｰ54.167%(12g)
[般]ﾗｸﾄﾐﾝ原末
[般]ﾗﾌﾁｼﾞﾝ錠10mg
[般]ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠5mg
[般]ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg
[般]ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠15mg
[般]ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠30mg
[般]ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ経口液0.1%(0.5mL)
[般]ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ経口液0.1%(1mL)
[般]ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ塩酸塩錠5mg
[般]ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg
[般]ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ錠20mg
[般]ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μ g
[般]ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ塩酸塩錠1mg
[般]ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ錠2.5mg
[般]ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg
[般]ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg
[般]ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ0.05%
[般]ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ100mg･ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ配合錠
[般]ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg
[般]ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg
[般]ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg
[般]ﾛｻﾙﾋﾄﾞ配合錠LD
[般]ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg
[般]ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg
[般]ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ錠1mg
[般]ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ錠2mg
[般]ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg
[般]ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩細粒0.05%
[般]ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5mg
[般]ﾛﾗﾀｼﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ用1%(5mg/0.5g包)
[般]ﾛﾗﾀｼﾞﾝ錠10mg

当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
プロマックＤ錠75
ブイフェンド錠200mg
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%分包25g
ロイコボリン錠25mg
カルスロット錠10
セイブル錠50mg
メトリジン錠2mg
ミノマイシン錠50mg
ミノマイシンカプセル100mg
リカルボン錠1mg
リフレックス錠15mg
メキシチールカプセル50mg
メチコバール錠500μ g
ペンタサ錠250mg
プリンペラン錠5mg
リウマトレックスカプセル2mg
セロケン錠20mg
メトグルコ錠500mg
プロベラ錠2.5mg
グラケーカプセル15mg
メマリーOD錠5ｍｇ
メマリーOD錠10ｍｇ
メマリーOD錠20ｍｇ
ガスモチン錠5mg
キプレス細粒4mg
キプレスチュアブル錠5mg
キプレスOD錠10mg
ノイキノン錠10mg
インクレミンシロップ5%
モニラック･シロップ65%
ラグノスNF経口ゼリー分包12g
ビオフェルミン配合散
プロテカジン錠10
パリエット錠5mg
パリエット錠10mg
タケプロンOD錠15
タケプロンOD錠30
リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL)
リスパダール内用液1mg/mL(1mL)
ウテメリン錠5mg
リファジンカプセル150mg
ハイボン錠20mg
オパルモン錠5μ g
リスミー錠1mg
フェマーラ錠2.5mg
ムコスタ錠100mg
ザイザル錠5mg
ザイザルシロップ0.05%
メネシット配合錠100
クラビット錠250mg
クラビット錠500mg
ロキソニン錠60mg
プレミネント配合錠LD
クレストール錠2.5mg
クレストール錠5mg
メイラックス錠1mg
メイラックス錠2mg
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
クラリチンドライシロップ1%(5mg/0.5g包)
クラリチン錠10mg
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一般名
[般]FAD点眼液0.05%(5mL)
[般]亜鉛華単軟膏20%
[般]ｱｸﾘﾉｰﾙ外用液0.1%(500mL)
[般]ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ軟膏5%(5g)
[般]ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Na含嗽用液4%(5mL)
[般]ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ坐剤200mg
[般]ｱﾀﾞﾊﾟﾚﾝｹﾞﾙ0.1%(15g)
[般]ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ外用液1%(50mL)
[般]ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ外用液1%(60mL)
[般]ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ軟膏1%(25g)
[般]ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ軟膏1%(50g)
[般]ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩腟錠600mg
[般]ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩点眼液1%(非持続)5mL
[般]ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩点眼液2%(持続性)(2.5mL)
[般]ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ塩化物外用液5%(30mL)
[般]ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%30mL
[般]ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%60mL
[般]ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%120mL
[般]ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸Na吸入液1%(2mL)
[般]ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ2%(10g)
[般]ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20mg(7X10cm非温感)7枚
[般]ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg(10X14cm非温感)7枚
[般]ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾊﾟｯﾌﾟ120mg(10X14cm非温感)7枚
[般]ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩点眼液0.3%(5mL)
[般]ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1%(10g)
[般]ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ等配合ﾊﾟｯﾌﾟ(温感)20gX5枚
[般]ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ等配合ﾊﾟｯﾌﾟ(非温感)20gX5枚
[般]ｻﾘﾁﾙ酸軟膏5%
[般]ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ点眼液0.02%(5mL)
[般]ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ点耳液5%(10mL)
[般]ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤12.5mg
[般]ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤25mg
[般]ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤50mg
[般]ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ･ﾘﾄﾞｶｲﾝ配合坐剤
[般]ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ･ﾘﾄﾞｶｲﾝ配合軟膏(2g)
[般]硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾃｰﾌﾟ40mg
[般]精製白糖･ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ配合軟膏(100g)
[般]精製白糖･ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ配合軟膏(100g)
[般]ﾀｸﾛﾘﾑｽ軟膏0.1%(5g)
[般]ﾁﾓﾛｰﾙ点眼液0.5%(持続性)(2.5mL)
[般]ﾁﾓﾛｰﾙ点眼液0.5%(非持続性)(5mL)
[般]ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ0.5mg
[般]ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ1mg
[般]ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ2mg
[般]ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ塩化物ﾄﾛｰﾁ0.25mg
[般]ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ口腔用軟膏0.1%(5g)
[般]ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ1%(10g)
[般]ﾄﾗﾁﾓ配合点眼液(2.5mL)
[般]ﾄﾗﾆﾗｽﾄ点眼液0.5%(5mL)
[般]ﾄﾗﾎﾞﾌﾟﾛｽﾄ点眼液0.004%(2.5mL)
[般]ﾄﾞﾙﾓﾛｰﾙ配合点眼液(5mL)
[般]ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ坐剤10mg
[般]ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ坐剤30mg
[般]ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝｸﾘｰﾑ1%(10g)
[般]尿素ｸﾘｰﾑ10%(20g)
[般]尿素ｸﾘｰﾑ20%(25g)
[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]ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ軟膏3%(2g)
[般]ﾋﾞﾎﾅｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ1%(10g)
[般]ﾋﾞﾏﾄﾌﾟﾛｽﾄ点眼液0.03%(2.5mL)
[般]ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ点眼液0.005%(5mL)

当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
フラビタン点眼液0.05%(5mL)
サトウザルベ軟膏20%
アクリノール液0.1%(500mL)
ゾビラックス軟膏5% (5g)
アズノールうがい液4%(5mL)
アンヒバ坐剤小児用 200mg
ディフェリンゲル0.1%(15g)
インテバン外用液(50mL)
インドメタシン外用液1%(60mL)
インテバン軟膏(25g)
インドメタシンゲル1%(50g)
オキナゾール膣錠600mg
ミケラン点眼液1% (5mL)
ミケランＬＡ点眼液2%(2.5mL)
フロジン外用液5%(30mL)
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30
グリセリン浣腸「オヲタ」60
グリセリン浣腸「オヲタ」120
インタール吸入液1%(2mL)
ニゾラールクリーム2%(10g)
モーラステープ20mg (7枚/袋)
モーラステープL40mg(7枚/袋)
モーラスパップXR120mg(7枚/袋)
ゲンタロール点眼液0.3%(5mL)
ゲンタシン軟膏0.1%(10g)
ＭＳ温シップ (5枚(100g)/袋)
ＭＳ冷シップ (5枚(100g)/袋)
5%サリチル酸ワセリン軟膏
サンコバ点眼液0．02%(5mL)
ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用液5%(10mL)
ボルタレンサポ12.5mg
ボルタレンサポ25mg
ボルタレンサポ50mg
ネリプロクト坐剤
ネリプロクト軟膏 (2g)
フランドルテープ40mg
イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)
ユーパスタコーワ軟膏(100g)
プロトピック軟膏0.1%(5g)
チモプトールXE点眼液0.5%(2.5mL)
チモプトール点眼液0.5%(5mL)
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
ＳＰトローチ0.25mg｢明治｣
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(5g)
ラミシールクリーム1%(10g)
デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)
リザベン点眼液0．5%(5mL)
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)
コソプト配合点眼液(5mL)
ナウゼリン坐剤 10mg
ナウゼリン坐剤 30mg
アクアチムクリーム1%(10g)
ウレパールクリーム10% (20g)
ケラチナミンコーワクリーム20%(25g)
ヒアレイン点眼液0.1%(5mL)
ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)
アラセナ－Ａ軟膏3%(2g)
マイコスポールクリーム1%(10g)
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL)
カリーユニ点眼液 (5mL)
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一般名
[般]ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸﾊﾟｯﾌﾟ70mg(10X14cm非温感)6枚
[般]ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ軟膏3%(40g)
[般]ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩ﾃｰﾌﾟ0.5mg(1日用)
[般]ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩ﾃｰﾌﾟ1mg(1日用)
[般]ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩ﾃｰﾌﾟ2mg(1日用)
[般]ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩ﾃｰﾌﾟ4mg(1日用)
[般]ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩ﾃｰﾌﾟ6mg(1日用)
[般]ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩ﾃｰﾌﾟ8mg(1日用)
[般]ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ吸入液0.5mg
[般]ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ1%(10g)
[般]ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ点眼液0.1%(5mL)
[般]ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩点眼液0.1%(5mL)
[般]ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ点眼液1%(5mL)
[般]ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ点眼液0.02%(5mL)
[般]ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ点眼液0.1%(5mL)
[般]ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ点鼻液50μ g28噴霧用
[般]ﾌﾞﾛﾑﾌｪﾅｸNa点眼液0.1%(5mL)
[般]ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ点鼻粉末25μ g
[般]ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa点眼耳鼻液0.1%(5mL)
[般]ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質ｸﾘｰﾑ0.3%(25g)
[般]ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用液0.3%(25g)
[般]ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質軟膏0.3%(25g)
[般]ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｹﾞﾙ10%(90g)
[般]ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ外用液10%(ｴﾀﾉｰﾙ非含有)
[般]ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ含嗽用液7%(30mL)
[般]ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ軟膏0.0025%(10g)
[般]ﾒﾀｽﾙﾎ安息香酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ点眼液0.02%5mL
[般]ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液0.5%(5mL)
[般]ﾓﾒﾀｿﾞﾝ点鼻液50μ g56吸入
[般]ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ点眼液0.005%(2.5mL)
[般]ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ4.5mg
[般]ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ9mg
[般]ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ13.5mg
[般]ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ18mg
[般]ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液0.5%(5mL)
[般]ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液1.5%(5mL)
[般]ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ50mg(7X10cm非温感)7枚
[般]ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ100mg(10X14cm非温)7枚

当院採用薬の先発名(一部、後発名あり)
セルタッチパップ70 (6枚/袋)
スミルスチック3%(40g)
フェントステープ0.5mg
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
パルミコート吸入液0.5mg
メンタックスクリーム (10g)
ニフラン点眼液0.1%(5mL)
アイファガン点眼液0.1%
エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL)
フルメトロン点眼液0.02%(5mL)
フルメトロン点眼液0.1%(5mL)
スカイロン点鼻液50μ g28噴霧用
ブロナック点眼液0.1%(5mL)
リノコートﾊﾟｳﾀﾞｰｽﾌﾟﾚｰ鼻用(25μ g)
リンデロン点眼･点耳･点鼻液0.1%(5mL)
ヒルドイドクリーム0.3%(25g)
ヒルドイドローション0.3%(25g)
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g)
イソジンゲル10%(90g)
イソジン液10%
イソジンガーグル液7%(30mL)
オキサロール軟膏25μ g/g(10g)
サンテゾーン点眼液0.02%(5mL)
ベガモックス点眼液0.5%(5mL)
ナゾネックス点鼻液50μ g56噴霧用
キサラタン点眼液0.005%(2.5mL)
イクセロンパッチ4.5mg
イクセロンパッチ9mg
イクセロンパッチ13.5mg
イクセロンパッチ18mg
クラビット点眼液0.5%(5mL)
クラビット点眼液1.5%(5mL)
ロキソニンテープ50mg(7枚/袋)
ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)
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