
※赤字部分（今回追加・変更分）

No. 院内採用医薬品名 一般名処方の名称（院外処方箋）

1 デキサルチン軟膏5% 【般】ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ軟膏5％

2 シナール配合顆粒 【般】ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸・ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸Ca配合顆粒

3 バイアスピリン錠100mg 【般】アスピリン錠100ｍｇ

4 AZ点眼液0.02% 【般】ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Na点眼液0.02%  5mL

5 カロナール坐剤200mg 【般】ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ坐剤200㎎

6 カロナール錠300mg 【般】ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠300mg

7 【般】ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ塩酸塩錠1mg

8 【般】アゾセミド錠30ｍｇ

9 アトルバスタチン錠5mg｢日医工｣ 【般】アトルバスタチン錠5mg

10 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50mg

11 【般】アムロジピン口腔崩壊錠5mg

12 アムロジピン錠5mg｢EMEC｣ 【般】アムロジピン錠5mg

13 アルファカルシドールｶﾌﾟｾﾙ1μg「ｻﾜｲ」 【般】アルファカルシドールｶﾌﾟｾﾙ1μg

14 アルプラゾラム錠0.4mg錠「ﾄｰﾜ」 【般】アルプラゾラム錠0.4mg錠

15 アロプリノール錠100mg｢杏林｣ 【般】アロプリノール錠100mg

16 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15mg

17 エパデールカプセル３００ｍｇ 【般】ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ300mg

18 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg｢日医工｣ 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg

19 インドメタシン外用液１％「日医工」 【般】インドメタシン外用液１％

20 インドメタシンゲル１％「日医工」 【般】インドメタシン軟膏１％

21 エスタゾラム錠2mg「ｱﾒﾙ」 【般】エスタゾラム錠2mg

22 エチゾラム細粒１％「ＪＧ」 【般】エチゾラム細粒１％

23 エチゾラム錠0.5mg「ＪＧ」 【般】エチゾラム錠0.5mg

24 エチゾラム錠1mg「ＪＧ」 【般】エチゾラム錠1mg

25 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ｻﾜｲ」 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg

26 エバスチン錠10mg｢日医工｣ 【般】エバスチン錠10mg

27 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50mg

28 エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg

29 【般】エンタカポン錠100㎎

30 オランザピン細粒1％「明治」 【般】オランザピン細粒1％

31 オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」 【般】オランザピン口腔崩壊錠2.5mg

32 オランザピンOD錠5mg「DSEP」 【般】オランザピン口腔崩壊錠5mg

33 オランザピンOD錠10mg「DSEP」 【般】オランザピン口腔崩壊錠10mg

34 【般】オランザピン錠2.5mg

35 【般】オランザピン錠10mg

36 【般】ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠5mg

37 【般】ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg

38 【般】ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩顆粒0.5%

39 【般】カベルゴリン錠1ｍｇ

40 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

41 カルバマゼピン細粒50%「ｱﾒﾙ」 【般】カルバマゼピン細粒50%

42 カルバマゼピン錠100mg「ｱﾒﾙ」 【般】カルバマゼピン錠100mg

43 カルバマゼピン錠200mg「ｱﾒﾙ」 【般】カルバマゼピン錠200mg

44 【般】ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ塩化物外用液5%

45 カルベジロール錠1.25ｍｇ「ｻﾜｲ」 【般】カルベジロール錠1.25ｍｇ

46 カルボシステイン錠250mg｢ｻﾜｲ｣ 【般】カルボシステイン錠250mg

47 クアゼパム錠20mg｢ｱﾒﾙ｣ 【般】クアゼパム錠20mg

48 クエチアピン細粒50%｢ｱﾒﾙ｣ 【般】クエチアピン細粒50%

49 クエチアピン錠12.5ｍｇ「明治」 【般】クエチアピン錠12.5ｍｇ

50 クエチアピン錠25mg｢DSEP｣ 【般】クエチアピン錠25mg

51 クエチアピン錠100mg｢DSEP｣ 【般】クエチアピン錠100mg

52 クエチアピン錠200mg｢DSEP｣ 【般】クエチアピン錠200mg

53 クエン酸第一鉄Ｎａ錠50mg「ｻﾜｲ」 【般】クエン酸第一鉄Ｎａ錠50mg

54 クラリスロマイシン錠200mg｢NP｣ 【般】クラリスロマイシン錠200mg

55 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」120mL 【般】グリセリン浣腸液50％　120mL

　一般名処方できる医薬品一覧
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56 グリベンクラミド錠2.5mg｢ｻﾜｲ｣ 【般】グリベンクラミド錠2.5mg

57 グリメピリド錠1mg｢EMEC｣ 【般】グリメピリド錠1mg

58 リーゼ錠５ｍｇ 【般】ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg

59 【般】クロモグリク酸Na吸入液1%

60 インタール点眼液２％ 【般】ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸Na点眼液2％　5ｍL

61 ニゾラールクリーム２％ 【般】ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ2%

62 ザジテン点鼻液0.05％ 【般】ｹﾄﾁﾌｪﾝ点鼻液0.05％

63 ゲンタシン軟膏０．１％ 【般】ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1％

64 エクセラーゼ配合錠カプセル 【般】ｻﾅｸﾀｰｾﾞ50mg等消化酵素配合ｶﾌﾟｾﾙ

65 MS温シップ 【般】ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ等配合ﾊﾟｯﾌﾟ　10g（温感）

66 MS冷シップ 【般】ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ等配合ﾊﾟｯﾌﾟ　10g（非温感）

67 ジアゼパム散1％｢ｱﾒﾙ｣ 【般】ジアゼパム散1%

68 ジアゼパム錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ 【般】ジアゼパム錠2mg

69 ジアゼパム錠5mg｢ｱﾒﾙ｣ 【般】ジアゼパム錠5mg

70 ジクロフェナクナトリウムﾃｰﾌﾟ15mg｢NP｣ 【般】ジクロフェナクＮａﾃｰﾌﾟ15mg 7枚入

71 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤25mg

72 ジクロフェナクＮａ錠25mg「ｻﾜｲ」 【般】ジクロフェナクＮａ錠25mg

73 イソコロナールＲカプセル20mg「日医工」 【般】硝酸イソソルビト徐放カプセル20mg

74 【般】ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙｸﾘｰﾑ0.1%

75 【般】ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.1%

76 【般】ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄ軟膏0.05%

77 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg

78 スピロノラクトン錠25mg「日医工」 【般】スピロノラクトン錠25mg

79 スルピリド錠50mg｢ｱﾒﾙ｣ 【般】スルピリド錠50mg

80 テラジアパスタ５％ 【般】ｽﾙﾌｧｼﾞｱｼﾞﾝ軟膏5％

81 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg

82 セルトラリンOD錠25mg「ﾄｰﾜ」 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg

83 【般】セルトラリン錠25mg

84 【般】セルトラリン錠50mg

85 センノシド錠12mg「ｻﾜｲ」 【般】センノシド錠12mg

86 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 【般】ゾニサミド錠100mg

87 ゾピクロン錠10mg「ｻﾜｲ」 【般】ゾピクロン錠10mg

88 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg｢NP｣ 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg

89 【般】ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ口腔内崩壊錠2.5mg

90 【般】ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ錠2.5mg

91 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠0.2mg｢ｻﾜｲ｣ 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg

92 炭酸リチウム錠100mg「ﾖｼﾄﾐ」 【般】炭酸リチウム錠100mg

93 炭酸リチウム錠200mg「ﾖｼﾄﾐ」 【般】炭酸リチウム錠200mg

94 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「ｻﾜｲ」 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg

95 チアプリド塩酸塩錠25mg「ｱﾒﾙ」 【般】チアプリド塩酸塩錠25mg

96 ツロブテロールﾃｰﾌﾟ2mg｢HMT｣ 【般】ツロブテロールﾃｰﾌﾟ2mg

97 テオフィリン徐放錠100mg「ｻﾜｲ」 【般】テオフィリン徐放錠100mg（12～24時間持続）

98 【般】ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ塩化物ﾄﾛｰﾁ0.25mg

99 テプレノンｶﾌﾟｾﾙ50mg「日医工」 【般】テプレノンｶﾌﾟｾﾙ50mg

100 テルビナフィン錠125mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 【般】テルビナフィン錠125mg

101 テルミサルタンOD錠20mg「ｻﾜｲ」 【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ口腔内崩壊錠20㎎

102 【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠20㎎

103 【般】ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ100㎎

104 【般】ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠3mg

105 【般】ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠5mg

106 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg

107 トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg

108 ドンペリドン錠10mg｢EMEC｣ 【般】ドンペリドン錠10mg

109 【般】ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝｸﾘｰﾑ1％

110 【般】ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ口腔内崩壊錠25ｍｇ

111 ベンザリン細粒1% 【般】ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ細粒1%
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112 ニトラゼパム錠10mg「JG」 【般】ニトラゼパム錠10mg

113 ニトラゼパム錠5mg「JG」 【般】ニトラゼパム錠5mg

114 ニフェジピンＬ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ 【般】ニフェジピン徐放錠10mg（12時間持続）

115 ニフェジピンＣＲ錠20mg｢ｻﾜｲ｣ 【般】ニフェジピン徐放錠20mg（24時間持続）

116 ニフェジピンｶﾌﾟｾﾙ10mg｢ｻﾜｲ｣ 【般】ニフェジピンｶﾌﾟｾﾙ10mg

117 【般】バルサルタン錠40mg

118 バレリンシロップ5%　120mL 【般】バルプロ酸Naシロップ5%

119 バルプロ酸ナトリウム細粒40%｢EMEC｣ 【般】バルプロ酸Ｎａ細粒40%

120 バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「ｱﾒﾙ」 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg

121 バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「ｱﾒﾙ」 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg

122 パロキセチン錠10mg「EE」 【般】パロキセチン錠10mg

123 パントシン散20% 【般】パンテチン散20%

124 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液0.1%「ﾌｧｲｻﾞｰ」 5mL 【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液0.1％ 5mL

125 ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 【般】ピオグリタゾン錠15mg

126 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%｢CHOS｣ 10mL 【般】ピコスルファートＮａ経口液0.75%　10mL/本

127 ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 【般】ピコスルファートNa錠2.5mg

128 【般】ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠0.625㎎

129 【般】ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠2.5㎎

130 【般】ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝﾊﾟﾓ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25㎎

131 ロコイド軟膏0.1% 【般】ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.1%

132 ビオフェルミン錠剤 【般】ビフィズス菌錠12mg

133 マイコスポールクリーム1% 【般】ﾋﾞﾎﾅｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ1%

134 ファモチジンＤ錠20mg｢EMEC｣ 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg

135 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg

136 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg｢SANIK｣ 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg

137 ブスコパン錠10mg 【般】ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物錠10mg

138 ブラダロン錠200mg 【般】ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ塩酸塩錠200mg

139 プランルカストｶﾌﾟｾﾙ112.5mg「日医工」 【般】プランルカストｶﾌﾟｾﾙ112.5mg

140 トプシムクリーム0.05% 【般】フルオシノニドクリーム0.05%

141 ビタメジン錠25mg 【般】フルスルチアミン錠25mg

142 フルニトラゼパム錠1mg「ｱﾒﾙ」 【般】フルニトラゼパム錠1mg

143 フルニトラゼパム錠2mg「ｱﾒﾙ」 【般】フルニトラゼパム錠2mg

144 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg

145 【般】ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠50mg

146 【般】ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠75㎎

147 フロセミド錠20mg｢NP｣ 【般】フロセミド錠20mg

148 ブロチゾラムＯＤ錠0.25mg「ｻﾜｲ」 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg

149 【般】ブロチゾラム錠0.25mg

150 バップフォー錠20mg 【般】ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠20mg

151 プロプラノロール塩酸塩錠10mg｢日医工｣ 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg

152 レキソタン錠2mg 【般】ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ錠2㎎

153 レキソタン錠5mg 【般】ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg

154 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「ﾀｲﾖｰ」 45mL 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0．2% 45mL

155 インプロメン細粒1% 【般】ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ細粒1%

156 ＰＬ配合顆粒 【般】ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ1.35%等配合非ピリン系感冒剤

157 ベザフィブラートＳＲ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 【般】ベザフィブラート徐放錠100mg

158 【般】ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩錠6㎎

159 リンデロンVGローション 【般】ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ・ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ配合外用液

160 リンデロンクリーム0.12% 【般】ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙｸﾘｰﾑ0.12%

161 リンデロン軟膏0.12% 【般】ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.12%

162 ベラパミル塩酸塩錠40mg「ﾀｲﾖｰ」 【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg

163 ペロスピロン塩酸塩錠4mg「ｱﾒﾙ」 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg

164 ペロスピロン塩酸塩錠8mg「ｱﾒﾙ」 【般】ペロスピロン塩酸塩錠8mg

165 ボグリボース錠0.2mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 【般】ボグリボース錠0.2mg

166 ポビドンヨードガーグル7%「日医工」 30mL 【般】ポビドンヨード含嗽用液7% 30mL

167 アーガメイト20%ゼリー 【般】ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ ２０％ ２５ｇ



※赤字部分（今回追加・変更分）

No. 院内採用医薬品名 一般名処方の名称（院外処方箋）

　一般名処方できる医薬品一覧

168 メトリジン錠2mg 【般】ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ塩酸塩錠2mg

169 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg

170 ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「日医工」 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg

171 メキシレチン塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣ 【般】メキシレチン塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg

172 メチコバール錠500mg 【般】メコバラミン錠0.5mg

173 メトクロプラミド錠5mg「ﾂﾙﾊﾗ」 【般】メトクロプラミド錠5mg

174 メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」 【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg

175 メナテトレノンカプセル15mg「日医工」 【般】メナテトレノンカプセル15mg

176 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg

177 ラタノプロスト点眼液0.005%｢三和｣  2.5mL 【般】ラタノプロスト点眼液0.005%  2.5mL

178 ラニチジン錠150mg「ﾏｲﾗﾝ」 【般】ラニチジン塩酸塩錠150mg

179 【般】ラベプラゾールＮａ塩錠10mg

180 ランソプラゾールＯＤ錠15mg｢ｻﾜｲ｣ 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg

181 リスペリドンＯＤ錠0.5mg｢ｱﾒﾙ｣ 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠0.5mg

182 リスペリドンＯＤ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg

183 リスペリドンＯＤ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠2mg

184 リスペリドン細粒1%｢ｱﾒﾙ｣ 【般】リスペリドン細粒1%

185 【般】リスペリドン経口液0.1%

186 リスペリドン内用液分包0.5mg｢ｱﾒﾙ｣　0.5mL/包 【般】リスペリドン経口液0.1%　0.5mL

187 リスペリドン内用液分包1mg｢ｱﾒﾙ｣　1mL/包 【般】リスペリドン経口液0.1%　1mL

188 リスペリドン内用液分包2mg｢ｱﾒﾙ｣　2mL/包 【般】リスペリドン経口液0.1%　2mL

189 リスペリドン内用液分包3mg｢ｱﾒﾙ｣　3mL/包 【般】リスペリドン経口液0.1%　3mL

190 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg

191 レバミピド錠100mg｢EMEC｣ 【般】レバミピド錠100mg

192 レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 【般】レボフロキサシン錠250mg

193 レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」 【般】レボフロキサシン点眼液0.5%

194 ヒルナミン細粒10% 【般】ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝﾏｲﾚｲﾝ酸塩細粒10%

195 ヒルナミン錠25mg 【般】ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠25mg

196 ヒルナミン錠50mg 【般】ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠50mg

197 ロキソプロフェン錠60mg｢EMEC｣ 【般】ロキソプロフェンＮａ錠60mg

198 ロサルタンＫ錠25mg｢EE｣ 【般】ロサルタンＫ錠25mg

199 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」 【般】ロフラゼプ酸エチル錠1mg

200 ロラゼパム錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣ 【般】ロラゼパム錠0.5mg

201 ロラゼパム錠1mg｢ｻﾜｲ｣ 【般】ロラゼパム錠1mg

202 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」 【般】酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠500ｍｇ

203 マーロックス懸濁用配合顆粒 【般】水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑｹﾞﾙ・水酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ配合ｼﾛｯﾌﾟ用

204 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「ヨシトミ」 【般】炭酸リチウム錠１００ｍｇ

205 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「ヨシトミ」 【般】炭酸リチウム錠２００ｍｇ

206 ウレパールクリーム１０％ 【般】尿素ｸﾘｰﾑ10％

207 【般】溶性ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄ｼﾛｯﾌﾟ５％


