[一般名処方を行っている医薬品一覧表（内用薬）]
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一般名
【般】 アセトアミノフェン錠300mg
【般】 アセトアミノフェン坐剤200㎎
【般】 アセトアミノフェン錠200mg
【般】 アゾセミド錠30㎎
【般】 アゾセミド錠60㎎
【般】 アダパレンクリーム0.1％
【般】 アダパレンゲル0.1％
【般】 アテノロール錠25ｍｇ
【般】 アトルバスタチン錠10mg
【般】 アナストロゾール錠1mg
【般】 アマンタジン塩酸塩錠50mg
【般】 アムロジピン 口腔崩壊錠5mg
【般】 アムロジピン錠2.5㎎
【般】 アムロジピン錠5㎎
【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg
【般】 アルファカルシドールカプセル0.25μg
【般】 アルファカルシドールカプセル1.0μg
【般】 アルプラゾラム錠0.4ｍｇ
【般】 アレンドロン酸錠35mg
【般】 アロプリノール錠100mg
【般】 アンブロキソール塩酸塩錠15mg
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル900㎎
【般】 イソソルビド経口液70％1ｍL
【般】 イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.74g
【般】 イトラコナゾール錠50mg
【般】 イフェンプロジル酒石酸塩錠20ｍｇ
【般】 ウルソデオキシコール酸錠50㎎
【般】 ウルソデオキシコール酸錠100mg
【般】 エチゾラム錠1㎎
【般】 エチゾラム錠0.5mg
【般】 エトドラク錠200mg
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg
【般】 エバスチン口腔内崩壊錠10mg
【般】 エパルレスタット錠50mg
【般】 エピナスチン塩酸塩錠20mg
【般】 エペリゾン塩酸塩錠50ｍｇ
【般】 エンテカビル錠0.5㎎
【般】 オキシコドン徐放錠20ｍｇ
【般】 オキシコドン徐放錠40mg
【般】 オキシコドン徐放錠5ｍｇ
【般】 オキシブチニン塩酸塩錠2mg
【般】 オセルタミビルカプセル75㎎
【般】 オセルタミビルシロップ用3％
【般】 オフロキサシンゲル化点眼液0.3％

2018.08.15現在

先発品名
カロナール錠300mg
アンヒバ坐剤200㎎
カロナール錠200mg
ダイアート錠30mg
ダイアート錠60mg
ディフェリンクリーム0.1％
ディフェリンゲル0.1％
テノーミン錠25mg
リピトール錠10mg
アリミデックス錠1mg
シンメトレル錠50mg
アムロジンＯＤ錠5ｍｇ
ノルバスク錠2.5㎎
ノルバスク錠5㎎
リズミック錠10mg
アルファロールカプセル0.25µg
アルファロールカプセル1.0µg
ソラナックス錠0.4mg
フォサマック錠35mg
ザイロリック錠100mg
ムコソルバン錠15mg
エパデールS900
イソバイドシロップ70％
アミノバクト配合顆粒
イトリゾールカプセル50ｍｇ
セロクラール錠20mg
ウルソ錠50㎎
ウルソ錠100mg
デパス錠1㎎
デパス錠0.5mg
ハイペン錠200mg
レニベース錠2.5mg
エバステルOD錠10mg
キネダック錠50mg
アレジオン錠20mg
ミオナール錠50mg
バラクルード錠0.5mg
オキシコンチン錠20mg
オキシコンチン錠40mg
オキシコンチン錠5mg
ポラキス錠2
タミフルカプセル75㎎
タミフルドライシロップ3％
タリビット点眼液0.3％
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一般名
【般】 オメプラゾール錠20mg
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg
【般】 オロパタジン塩酸塩錠2.5㎎
【般】 オロパタジン塩酸塩錠5㎎
【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5ｍｇ
【般】 カモスタットメシル酸塩錠100ｍｇ
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na散10％
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
【般】 カルベジロール錠1.25ｍｇ
【般】 カルベジロール錠2.5㎎
【般】 カルベジロール錠10ｍｇ
【般】 カルベジロール錠20㎎
【般】 カルボシステインシロップ5％
【般】 カルボシステイン錠250㎎
【般】 カルボシステイン錠500mg
【般】 カンデサルタン錠8ｍｇ
【般】 クアゼパム錠15mg
【般】 クエチアピン錠25ｍｇ
【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム錠50ｍｇ（鉄として）
【般】 クラリスロマイシンシロップ用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】 クラリチンレディタブ錠10mg
【般】 グリセリン浣腸液30
【般】 グリセリン浣腸液60
【般】 グリセリン浣腸液150
【般】 グリベンクラミド錠1.25ｍｇ
【般】 グリベンクラミド錠2.5ｍｇ
【般】 グリメピリド口腔内崩壊錠１ｍｇ
【般】 グリメピリド錠3ｍｇ
【般】 クロピドグレル錠25㎎
【般】 クロピドグレル錠75㎎
【般】 ケトコナゾール外用液2％
【般】 ケトコナゾールクリーム2％
【般】 ケトプロフェン40mg
【般】 サルポグレラート塩酸塩錠100ｍｇ
【般】 酸化マグネシウム錠250㎎
【般】 酸化マグネシウム錠330mg
【般】 ジクロフェナクNa錠25mg
【般】 ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg
【般】 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg
【般】 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg
【般】 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg
【般】 シタフロキサシン錠50mg
【般】 シプロフロキサシン錠100ｍｇ
【般】 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg
【般】 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg
【般】 シルニジピン錠10㎎
【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg

先発品名
オメプラール錠20
ジプレキサザイディス錠2.5mg
オルメテックOD錠20㎎
アレロック錠2.5
アレロック錠5
アレロックOD錠5mg
フオイパン錠100mg
アドナ散10％
アドナ錠10mg
アドナ錠30mg
アーチスト錠1.25mg
アーチスト錠2.5㎎
アーチスト錠10mg
アーチスト錠20㎎
ムコダインシロップ5％
ムコダイン錠250㎎
ムコダイン錠500mg
ブロプレス錠8mg
ドラール錠15
セロクエル25mg
フェロミア錠50mg
クラリシッド・ドライシロップ10％小児用
クラリシッド錠50mg小児用
クラリシッド錠200mg
ロラタジン口腔内崩壊錠10mg
グリセリン浣腸液50％30ml
グリセリン浣腸液50％60ml
グリセリン浣腸液50％150ml
ダムゼール錠1.25mg
オイグルコン錠2.5mg
アマリール錠1mg
アマリール錠3mg
プラビックス錠25㎎
プラビックス錠75㎎
ニゾラールローション2％
ニゾラールクリーム2％
モーラステープL40㎎
アンプラーグ錠100mg
マグミット錠250mg
マグミット錠330mg
ボルタレン錠25mg
ボルタレンSRカプセル37.5mg
ボンフェナク坐剤12.5mg
ボンフェナク坐剤25mg
ボンフェナク坐剤50mg
グレースビット錠50㎎
シプロキサン錠100mg
ヘルベッサーRカプセル100mg
ヘルベッサー錠30mg
アテレック錠10㎎
プレタールOD錠50mg
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一般名
【般】 シンバスタチン錠5mg
【般】 スクラルファート経口液10％
【般】 スピロノラクトン錠25mg
【般】 スピロノラクトン錠50ｍｇ
【般】 スマトリプタン錠50mg
【般】 スルピリド細粒10％
【般】 スルピリド錠50mg
【般】 ゼスラン錠3mg
【般】 ゼスラン小児細粒0.6％
【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%
【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg
【般】 セフジトレンピボキシル細粒10%
【般】 セフジトレンピボキシル錠100mg
【般】 セフジニル細粒10％
【般】 セフジニル錠100mg
【般】 セルベックスカプセル50㎎
【般】 セルベックス細粒10％
【般】 ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg
【般】 タムスロシン塩酸塩 口腔内崩壊錠0.1mg
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2㎎
【般】 タモキシフェン錠20mg
【般】 チアプリド塩酸塩錠25mg
【般】 ツロブテロールテープ0.5mg
【般】 ツロブテロールテープ1㎎
【般】 ツロブテロールテープ2mg
【般】 テプレノン細粒10%
【般】 テルビナフィン塩酸塩外用液1％
【般】 テルビナフィン錠125mg
【般】 テルミサルタン錠40mg
【般】 ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg
【般】 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100㎎
【般】 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg
【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】 トラセミド口腔内崩壊錠4㎎
【般】 トラセミド錠8㎎
【般】 トラゾドン塩酸塩錠25ｍｇ
【般】 トラネキサム酸カプセル250mg
【般】 トリクロルメチアジド錠2mg
【般】 ドンペリドン錠10ｍｇ
【般】 ナジフロキサシン外用液1％
【般】 ナジフロキサシンクリーム1％
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠50ｍｇ
【般】 ニコランジル錠5mg
【般】 ニフェジピンカプセル10mg
【般】 ニフェジピン徐放錠10㎎
【般】 ニフェジピン徐放錠20mg（24時間持続）
【般】 ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続）
【般】 バラシクロビル錠500mg
【般】 バラシクロビル顆粒50%
【般】 バルサルタン錠80ｍｇ

先発品名
リポバス錠5
アルサルミン内用液10％
アルダクトンA錠25mg
アルダクトンA錠50mg
イミグラン錠50mg
ドグマチール細粒10％
ドグマチール錠50mg
メキタジン錠3mg
メキタジン小児用細粒0.6％
フロモックス小児用細粒100mg
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％
セフゾンカプセル100mg
テプレノンカプセル50㎎
テプレノン細粒10％
マイスリー錠5mg
ハルナールD錠0.1mg
ハルナールD錠0.2mg
ノルバデックス錠20mg
グラマリール錠25mg
ホクナリンテープ0.5mg
ホクナリンテープ1㎎
ホクナリンテープ2mg
セルベックス細粒10％
レミシール外用液1％
ラミシール錠125mg
ミカルディス錠40㎎
カルデナリン錠1mg
ユベラNカプセル100㎎
オゼックス錠150mg
アリセプトD錠3㎎
アリセプトD錠5㎎
ルプラックD4錠㎎
ルプラック錠8㎎
レスリン錠25mg
トランサミンカプセル250mg
フルイトラン錠2mg
ナウゼリン錠10mg
アクアチムローション1％
アクアチムクリーム1％
フリバスOD錠50mg
シグマート錠5mg
アダラートカプセル10mg
アダラートCR錠10㎎
アダラートCR錠20mg
アダラートCR錠40mg
バルトレックス錠500mg
バルトレックス顆粒50％
ディオバン錠80mg
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一般名
【般】 バルプロ酸Na徐放錠100㎎
【般】 バルプロ酸Naシロップ5％
【般】 パロキセチン口腔内崩壊錠10mg
【般】 ハロペリドール錠0.75mg
【般】 バンコマイシン塩酸塩散500mg
【般】 ピオグリタゾン錠30mg
【般】 ビカルタミド錠80mg
【般】 ピコスルファートNa経口液0.75%
【般】 ビソプ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2.5ｍｇ
【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠5㎎
【般】 ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg
【般】 ピモベンダン錠1.25mg
【般】 ファモチジン 口腔崩壊錠20mg
【般】 ファモチジン酸10％
【般】 フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60mg
【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ1㎎
【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ2㎎
【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ4㎎
【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ6㎎
【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ8㎎
【般】 プラバスタチンNa錠10mg
【般】 フラボキサート塩酸塩錠200ｍｇ
【般】 プランルカストカプセル112.5mg
【般】 フルコナゾールカプセル100mg
【般】 フロセミド錠20mg
【般】 フロセミド錠40mg
【般】 ブロチゾラム 口腔内崩壊錠0.25mg
【般】 プロピベリン塩酸塩錠10mg
【般】 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％
【般】 ベザフィブラート徐放錠200ｍｇ
【般】 ベタヒスチンメシル酸塩錠6㎎
【般】 ベタヒスチンメシル酸塩錠12㎎
【般】 ベニジピン塩酸塩錠2㎎
【般】 ベニジピン塩酸塩錠4㎎
【般】 ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg
【般】 ベンズブロマロン錠50mg
【般】 ボグリボース 口腔内崩壊錠0.3mg
【般】 ポピドンヨード外用液10％
【般】 ポピドンヨード含嗽用液7％
【般】 ポピドンヨードゲル10％ 4g
【般】 ポピドンヨードゲル10％ 90g
【般】 ポラプレジンク口腔内崩壊錠75ｍｇ
【般】 ボリコナゾール錠50㎎
【般】 ホリナート錠25ｍｇ
【般】 メキシレチン塩酸塩錠100mg
【般】 メコバラミン細粒0.1％500ｍｇ
【般】 メコバラミン錠0.5mg
【般】 メサラジン錠250㎎
【般】 メサラジン錠500㎎

先発品名
デパケンR錠100㎎
デパケンシロップ5％
パキシル錠10mg
セレネース錠0.75mg
バンコマイシン塩酸塩500mg
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％
メインテート錠0.625mg
メインテート錠2.5mg
メインテート錠5㎎
リバロOD錠2mg
アカルディカプセル1.25mg
ガスターＤ錠20ｍｇ
ｶﾞｽﾀｰ散10％
アレグラOD錠60mg
アレグラ錠60㎎
フェントステープ1㎎
フェントステープ2㎎
フェントステープ4㎎
フェントステープ6㎎
フェントステープ8㎎
メバロチン錠10
ブラダロン錠200mg
オノンカプセル112.5mg
ジフルカンカプセル100mg
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10mg
ビソルボン吸入液0.2％
ベザトールSR錠200mg
メリスロン錠6mg
メリスロン錠12㎎
コニール錠2mg
コニール錠4mg
メリスロンOD錠10㎎
ユリノーム錠50mg
ベイスンＯＤ錠0.3ｍｇ
ポピラールガーグル10％
なし
イソジンゲル10％ 4g
イソジンゲル10％ 90g
プロマックD錠75mg
ブイフェンド錠50㎎
ロイコボリン錠25mg
メキシチール錠100mg
メチコバール細粒0.1％
メチコバール錠0.5mg
ペンタサ錠250㎎
ペンタサ錠500mg
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203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

一般名
【般】 メサラジン錠250mg
【般】 メトクロプラミド錠5ｍｇ
【般】 メトトレキサートカプセル2mg
【般】 メトトレキサート錠2mg
【般】 メトホルミン塩酸塩錠500ｍｇ：ＭＴ
【般】 モサプリドクエン酸塩錠5ｍｇ
【般】 モサプリドクエン酸塩散１％
【般】 モンテルカスト錠10ｍｇ
【般】 ラニチジン錠150mg
【般】 ラベプラゾールNa錠10mg
【般】 ラべプラゾ―ルNa錠20㎎
【般】 ランソプラゾール 口腔内崩壊錠15mg
【般】 リスペリドン 口腔内崩壊錠1mg
【般】 リスペリドン経口液0.1%
【般】 リトドリン塩酸塩錠5㎎
【般】 リファンピシンカプセル150mg
【般】 リマプロストアルファデクス錠５μｇ
【般】 レバミピド口腔内崩壊錠 錠100mg
【般】 レバミピド錠100mg
【般】 レボフロキサシン錠500ｍｇ
【般】 ロキソプロフェンNaテープ50mg
【般】 ロキソプロフェンNaテープ100mg
【般】 ロキソプロフェンNa錠60mg
【般】 ロサルタンK錠50mg
【般】 ロサルタンK錠50mg
【般】 ロスバスタチン錠2.5mg
【般】 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
【般】 ロペラミド塩酸塩細粒0.05％
【般】 ロラゼパム錠0.5ｍｇ
【般】 ロラタジン錠10㎎
【般】 ロラタジンシロップ用1％
【般】 ワルファリンK細粒0.2％

先発品名
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
リウマトレックス錠2mg
メトグルコ錠500mg
ガスモチン錠5mg
ガスモチン散１％
シングレア錠10mg
ザンタック錠150
パリエット錠10mg
パリエット錠20㎎
タケプロンOD錠15
リスパダールOD錠1mg
リスパダール内用液1mg/mL
ウテメリン錠5㎎
リファジンカプセル150mg
オパルモン錠5μg
ムコスタOD錠100ｍｇ
ムコスタ錠100mg
クラビット錠500mg
ロキソニンテープ50mg
ロキソニンテープ100mg
ロキソニン錠60ｍｇ
ニューロタン錠50mg
ニューロタン錠50mg
クレストール錠2.5mg
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0.5mg
クラリチン錠10㎎
クラリチンドライシロップ1％
ワーファリン細粒0.2％

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
外 244
用
薬 245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

一般名
先発品名
【般】 アセトアミノフェン坐剤200mg
アンヒバ坐剤200㎎
【般】 オフロキサシンゲル化点眼液0.3％
タリビット点眼液0.3％
【般】 グリセリン浣腸50%150ml
グリセリン浣腸50%150ml
【般】 グリセリン浣腸50%30ml
グリセリン浣腸50%30ml
【般】 グリセリン浣腸50%60ml
グリセリン浣腸50%60ml
【般】 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%
ダラシンTゲル1％
【般】 ケトコナゾールクリーム2%
ニゾラールクリーム2％
【般】 ケトコナゾール外用液2%
ニゾラールローション2％
【般】 ケトプロフェンテープ40mg（10ｃｍ×14ｃｍ非温感）
モーラステープ40㎎
【般】 ジクロフェナクNa坐剤12.5mg
ボルタレン坐剤12.5mg
【般】 ジクロフェナクNa坐剤25ｍｇ
ボルタレン坐剤25mg
【般】 ジクロフェナクNa坐剤50ｍｇ
ボルタレン坐剤50mg
【般】 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏
ユーパスタコーワ軟膏
【般】 ツロブテロールテープ0.5mg
ホクナリンテープ0.5mg
【般】 ツロブテロールテープ1mg
ホクナリンテープ1mg
【般】 ツロブテロールテープ2mg
ホクナリンテープ2mg
【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%
デキサルチン口腔用軟膏0.1％
【般】 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%
ラミシールクリーム1%
【般】 テルビナフィン塩酸塩外用液1%
ラミシール外用液1％
【般】 ナジフロキサシンクリーム1％
アクアチムクリーム1％
【般】 ナジフロキサシン外用液１％
アクアチムローション1％
【般】 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％
ビソルボン吸入液0.2%45mL
【般】 ヘパリン類似物質外用液0.3％
ヒルドイドローション0.3％
【般】 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％
ヒルドイドソフト軟膏0.3％
【般】 ポビドンヨードゲル10％[4ｇ]
イソジンゲル
【般】 ポビドンヨードｹﾞﾙ10％[90g]
イソジンゲル
【般】 ポビドンヨード外用液10％（エタノール非含有）
イソジン外用液10％
【般】 ポビドンヨード含嗽用液７％
イソジン含嗽用液7％
【般】 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）ロキソニンテープ100mg
【般】 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ（７×１０ｃｍ非温感） ロキソニンテープ50mg

