
国立病院機構　兵庫中央病院

薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】アルプラゾラム錠 ０．４ｍｇ コンスタン０．４ｍｇ錠

【般】エスタゾラム錠１ｍｇ ユーロジン１ｍｇ錠

【般】エスタゾラム錠２ｍｇ ユーロジン２ｍｇ錠

【般】クアゼパム錠 １５ｍｇ ドラール錠１５

【般】クアゼパム錠２０ｍｇ ドラール錠２０

【般】ジアゼパム散１％ セルシン散１％

【般】ジアゼパム錠 ２ｍｇ ２ｍｇセルシン錠

【般】ゾピクロン錠 ７．５ｍｇ アモバン錠７．５

【般】ゾピクロン錠１０ｍｇ アモバン錠１０

【般】ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ マイスリー錠１０ｍｇ

【般】ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ マイスリー錠５ｍｇ

【般】タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ セディール錠１０ｍｇ

【般】トフィソパム錠５０ｍｇ グランダキシン錠５０

【般】トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ ハルシオン０．１２５ｍｇ錠

【般】トリアゾラム錠０．２５mg ハルシオン０．２５ｍｇ錠

【般】ニトラゼパム細粒１％ ベンザリン細粒１％

【般】ニトラゼパム錠５ｍｇ ベンザリン錠５

【般】フルニトラゼパム錠１ｍｇ サイレース錠１ｍｇ

【般】フルニトラゼパム錠２ｍｇ サイレース錠２ｍｇ

【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ

【般】ブロチゾラム錠0.25mg レンドルミン錠０．２５ｍｇ

【般】リルマザホン塩酸塩錠 ２ｍｇ リスミー錠２ｍｇ

【般】ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ メイラックス錠１ｍｇ

【般】ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ メイラックス錠２ｍｇ

【般】ロラゼパム錠 ０．５ｍｇ ワイパックス錠０．５

【般】ロラゼパム錠 1ｍｇ ワイパックス錠１．０

【般】カルバマゼピン細粒５０％ テグレトール細粒５０％

【般】カルバマゼピン錠 ２００ｍｇ テグレトール錠２００ｍｇ

【般】カルバマゼピン錠１００ｍｇ テグレトール錠１００ｍｇ

【般】ゾニサミド散２０％ エクセグラン散２０％

【般】ゾニサミド錠１００ｍｇ エクセグラン錠１００ｍｇ

【般】トピラマート錠１００ｍｇ トピナ錠１００ｍｇ

【般】トピラマート錠５０ｍｇ トピナ錠５０ｍｇ

【般】バルプロ酸Ｎａシロップ５％ デパケンシロップ５％

【般】バルプロ酸Na細粒 ４０％ デパケン細粒４０％

【般】バルプロ酸Na徐放錠 ２００ｍｇ セレニカＲ錠２００ｍｇ

【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠１００ｍｇ デパケンＲ錠１００ｍｇ

【般】バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％ セレニカＲ顆粒４０％

【般】バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ デパケン錠１００ｍｇ

【般】バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ デパケン錠２００ｍｇ

催眠鎮静剤，抗不安剤

抗てんかん剤

一般名処方を行っている医薬品一覧表（2020年7月現在）

　　　　　　　　　　　　　一般名処方で調剤した医薬品については、その医薬品名をお薬手帳や薬剤情報提供書などに記載し、
　　　　　　　　　　　　　当院で確認できるようにしてください。調剤の都度、当院への連絡は不要です。
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】アクタリット錠１００ｍｇ モーバー錠１００ｍｇ

【般】アスピリン３３０ｍｇ・ダイアルミネート配合錠 バファリン配合錠Ａ３３０

【般】アセトアミノフェン細粒２０％ —

【般】アセトアミノフェン錠２００ｍｇ —

【般】アセトアミノフェン錠３００ｍｇ —

【般】アセトアミノフェン錠５００ｍｇ —

【般】イブプロフェン錠２００ｍｇ ブルフェン錠２００

【般】エトドラク錠２００ｍｇ ハイペン錠２００ｍｇ

【般】ザルトプロフェン錠８０ｍｇ ソレトン錠８０

【般】ジクロフェナクNa坐剤１２．５ｍｇ ボルタレンサポ１２．５ｍｇ

【般】ジクロフェナクNa坐剤２５ｍｇ ボルタレンサポ２５ｍｇ

【般】ジクロフェナクNa坐剤５０ｍｇ ボルタレンサポ５０ｍｇ

【般】ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ ナボールＳＲカプセル３７．５

【般】ジクロフェナクNa錠２５ｍｇ ボルタレン錠２５ｍｇ

【般】セレコキシブ錠100㎎ セレコックス錠１００ｍｇ

【般】メロキシカム錠１０ｍｇ モービック錠１０ｍｇ

【般】ロキソプロフェンNa細粒１０％ ロキソニン細粒１０％

【般】ロキソプロフェンNa錠60㎎ ロキソニン錠６０ｍｇ

【般】ロルノキシカム錠４ｍｇ ロルカム錠４ｍｇ

【般】アマンタジン塩酸塩細粒１０％ シンメトレル細粒１０％

【般】アマンタジン塩酸塩錠 ５０ｍｇ シンメトレル錠５０ｍｇ

【般】アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ シンメトレル錠１００ｍｇ

【般】エンタカポン錠１００ｍｇ コムタン錠１００ｍｇ

【般】カベルゴリン錠０．２５ｍｇ カバサール錠０．２５ｍｇ

【般】カベルゴリン錠１．０ｍｇ カバサール錠１．０ｍｇ

【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠２．５ｍｇ エフピーＯＤ錠２．５

【般】セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ —

【般】ドロキシドパカプセル１００ｍｇ —

【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠 １００ｍｇ ドプスＯＤ錠１００ｍｇ

【般】ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ —

【般】プラミペキソール塩酸塩口腔内崩壊錠0.125mg —

【般】プラミペキソール塩酸塩口腔内崩壊錠０．５ｍｇ —

【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠０．３７５ｍｇ ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ

【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠１．５ｍｇ ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ

【般】プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ

【般】プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ ビ・シフロール錠０．５ｍｇ

【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠２．５ｍｇ パーロデル錠２．５ｍｇ

【般】ぺルゴリドメシル酸塩錠 ２５０μｇ ペルマックス錠２５０μｇ

【般】ペルゴリドメシル酸塩錠 ５０μｇ ペルマックス錠５０μｇ

【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 ネオドパストン配合錠Ｌ１００

【般】ロピニロール徐放錠２ｍｇ レキップＣＲ錠２ｍｇ

【般】ロピニロール徐放錠８ｍｇ レキップＣＲ錠８ｍｇ

【般】ロピニロール錠０．２５ｍｇ レキップ錠０．２５ｍｇ

【般】ロピニロール錠１ｍｇ レキップ錠１ｍｇ

【般】ロピニロール錠２ｍｇ レキップ錠２ｍｇ

解熱鎮痛消炎剤

抗パーキンソン剤
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】エチゾラム細粒１％ デパス細粒１％

【般】エチゾラム錠 ０．５ｍｇ デパス錠０．５ｍｇ

【般】エチゾラム錠１ｍｇ デパス錠１ｍｇ

【般】オランザピン錠５ｍｇ ジプレキサ錠５ｍｇ

【般】クエチアピン錠２００ｍｇ セロクエル２００ｍｇ錠

【般】クエチアピン錠２５ｍｇ セロクエル２５ｍｇ錠

【般】クロチアゼパム錠１０ｍｇ リーゼ錠１０ｍｇ

【般】クロチアゼパム錠５mg リーゼ錠５ｍｇ

【般】スルピリド錠１００ｍｇ ドグマチール錠１００ｍｇ

【般】セルトラリン錠25㎎ ジェイゾロフト錠２５ｍｇ

【般】セルトラリン錠５０ｍｇ ジェイゾロフト錠５０ｍｇ

【般】ゾテピン細粒１０％ ロドピン細粒１０％

【般】ゾテピン錠５０ｍｇ ロドピン錠５０ｍｇ

【般】トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ レスリン錠２５

【般】パロキセチン錠１０ｍｇ パキシル錠１０ｍｇ

【般】パロキセチン錠２０ｍｇ パキシル錠２０ｍｇ

【般】ハロペリドール細粒１％ セレネース細粒１％

【般】ハロペリドール錠０．７５ｍｇ セレネース錠０．７５ｍｇ

【般】ハロペリドール錠１ｍｇ セレネース錠１ｍｇ

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

【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ デプロメール錠２５

【般】マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ ルジオミール錠１０ｍｇ

【般】ミルタザピン錠１５ｍｇ リフレックス錠１５ｍｇ

【般】ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ トレドミン錠２５ｍｇ

【般】リスペリドン経口液 １％ リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ

【般】リスペリドン細粒１％ リスパダール細粒１％

【般】炭酸リチウム錠１００ｍｇ リーマス錠１００

総合感冒剤 【般】プロメタジン１．３５％等配合非ピリン系感冒剤 ＰＬ配合顆粒

【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12㎎ レミニールＯＤ錠１２ｍｇ

【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4㎎ レミニールＯＤ錠４ｍｇ

【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8㎎ レミニールＯＤ錠８ｍｇ

【般】ガランタミン錠12㎎ レミニール錠１２ｍｇ

【般】ガランタミン錠4㎎ レミニール錠４ｍｇ

【般】ガランタミン錠8㎎ レミニール錠８ｍｇ

【般】タルチレリン口腔内崩壊錠５ｍｇ セレジストＯＤ錠５ｍｇ

【般】タルチレリン錠５ｍｇ セレジスト錠５ｍｇ

【般】チアプリド塩酸塩錠５０ｍｇ グラマリール錠５０ｍｇ

【般】チアプリド細粒１０％ グラマリール細粒１０％

【般】チアプリド錠 ２５ｍｇ グラマリール錠２５ｍｇ

【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠３ｍｇ アリセプトＤ錠３ｍｇ

【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ アリセプトＤ錠５ｍｇ

【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10㎎ メマリーＯＤ錠１０ｍｇ

【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20㎎ メマリーＯＤ錠２０ｍｇ

【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5㎎ メマリーＯＤ錠５ｍｇ

【般】メマンチン塩酸塩錠10㎎ メマリー錠１０ｍｇ

【般】メマンチン塩酸塩錠20㎎ メマリー錠２０ｍｇ

【般】メマンチン塩酸塩錠5㎎ メマリー錠５ｍｇ

【般】リルゾール錠５０ｍｇ リルテック錠５０

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

【般】アフロクアロン錠２０ｍｇ アロフト錠２０ｍｇ

【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg ミオナール錠５０ｍｇ

【般】チザニジン錠１ｍｇ テルネリン錠１ｍｇ

【般】ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ ブスコパン錠１０ｍｇ

精神神経用剤

その他の中枢神経系用薬

鎮けい剤
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】ＦＡＤ点眼液０．０５％ —

【般】アズレンスルホン酸Ｎａ点眼液０．０２％５ｍＬ —

【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5mL レスキュラ点眼液０．１２％

【般】クロモグリク酸Na点眼液２％５ｍL インタール点眼液２％

【般】ケトチフェン点眼液０．０５％５ｍＬ ザジテン点眼液０．０５％

【般】シアノコバラミン点眼液０．０２％ —

【般】ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％　5mL ジクロード点眼液０．１％

【般】チモロール点眼液 ０．５％（非持続性） ５ｍL チモプトール点眼液０．５％

【般】トラニラスト点眼液０．５％ トラメラスＰＦ点眼液０．５％

【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液　5mＬ コソプト配合点眼液

【般】ヒアルロン酸Na点眼液０．１％ ５ｍL ヒアレイン点眼液０．１％

【般】ビマトプロスト点眼液０．０３％ 2.5mL ルミガン点眼液０．０３％

【般】ピレノキシン点眼液０．００５％５ｍＬ —

【般】プラノプロフェン点眼液０．１％ ニフラン点眼液０．１％

【般】フルオロメトロン点眼液０．０２％ ５ｍＬ フルメトロン点眼液０．０２％

【般】フルオロメトロン点眼液０．１％ ５ｍＬ フルメトロン点眼液０．１％

【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏０．２５％ —

【般】ベタメタゾンリン酸ｴｽﾃﾙNa点眼点耳点鼻液0.1% —

【般】モキシフロキサシン点眼液０．５％ —

【般】ラタノプロスト点眼液０．００５％ ２．５ｍＬ キサラタン点眼液０．００５％

【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025% ５ｍＬ リボスチン点眼液０．０２５％

【般】レボフロキサシン点眼液０．５％ ５ｍL クラビット点眼液０．５％

【般】クロモグリク酸Na点鼻液２％ インタール点鼻液２％

【般】ケトチフェン点鼻液０．０５％　8mL ザジテン点鼻液０．０５％

【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5% —

【般】ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ点鼻液50μg 28噴霧用 フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用

【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末25μg リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ

【般】モメタゾン点鼻液50ug56噴霧用 —

【般】モメタゾン点鼻液５０μｇ１０ｇ　56噴霧用 ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用

【般】ジフェニドール塩酸塩錠２５mg セファドール錠２５ｍｇ

【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ メリスロン錠１２ｍｇ

【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ メリスロン錠６ｍｇ

【般】デノパミン錠１０ｍｇ カルグート錠１０

【般】デノパミン錠５ｍｇ カルグート錠５

【般】ピモベンダンカプセル １．２５ｍｇ アカルディカプセル１．２５

【般】ピモベンダン錠１．２５ｍｇ —

【般】メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ ラニラピッド錠０．１ｍｇ

【般】ユビデカレノン錠10㎎ ノイキノン錠１０ｍｇ

【般】ユビデカレノン顆粒１％ ノイキノン顆粒１％

鎮暈剤

眼科用剤

耳鼻科用剤

強心剤
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】アテノロール錠２５ｍｇ テノーミン錠２５

【般】アテノロール錠５０ｍｇ テノーミン錠５０

【般】アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ アスペノンカプセル１０

【般】アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ アンカロン錠１００

【般】アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」

【般】アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」

【般】ジソピラミドカプセル１００ｍｇ リスモダンカプセル１００ｍｇ

【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ リスモダンＲ錠１５０ｍｇ

【般】シベンゾリンコハク酸塩錠 ５０ｍｇ シベノール錠５０ｍｇ

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

【般】ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ メインテート錠２．５ｍｇ

【般】ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ メインテート錠５ｍｇ

【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ 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５０ｍｇ サンリズムカプセル５０ｍｇ

【般】フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ タンボコール錠５０ｍｇ

【般】プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ インデラル錠１０ｍｇ

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

【般】メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ メキシチールカプセル５０ｍｇ

【般】メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＫＣＣ」

【般】メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ —

【般】アゾセミド錠３０ｍｇ ダイアート錠３０ｍｇ

【般】アゾセミド錠６０ｍｇ ダイアート錠６０ｍｇ

【般】イソソルビド経口液70％１mL イソバイドシロップ７０％

【般】スピロノラクトン錠 ２５ｍｇ アルダクトンＡ錠２５ｍｇ

【般】トラセミド錠４ｍｇ ルプラック錠４ｍｇ

【般】トラセミド錠８ｍｇ ルプラック錠８ｍｇ

【般】トリクロルメチアジド錠２ｍｇ フルイトラン錠２ｍｇ

【般】フロセミド細粒４％ —

【般】フロセミド錠 ２０ｍｇ ラシックス錠２０ｍｇ

【般】メフルシド錠２５ｍｇ バイカロン錠２５ｍｇ

【般】アゼルニジピン錠１６ｍｇ カルブロック錠１６ｍｇ

【般】アゼルニジピン錠８ｍｇ カルブロック錠８ｍｇ

【般】アラセプリル錠２５ｍｇ セタプリル錠２５ｍｇ

【般】イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ タナトリル錠２．５

【般】イミダプリル塩酸塩錠５mg タナトリル錠５

【般】イルベサルタン・アムロジピン１０ｍｇ配合錠 アイミクス配合錠ＨＤ

【般】イルベサルタン・アムロジピン５ｍｇ配合錠 アイミクス配合錠ＬＤ

【般】イルベサルタン錠１００ｍｇ アバプロ錠１００ｍｇ

【般】イルベサルタン錠５０ｍｇ アバプロ錠５０ｍｇ

【般】エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ レニベース錠２．５

【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠１０ｍｇ オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ

【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠２０ｍｇ オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ

【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠４０ｍｇ オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ

【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠５ｍｇ オルメテックＯＤ錠５ｍｇ

【般】カプトプリル細粒５％ カプトリル細粒５％

【般】カルベジロール錠１．２５ｍｇ アーチスト錠１．２５ｍｇ

【般】カルベジロール錠１０mg アーチスト錠１０ｍｇ

【般】カルベジロール錠２０ｍｇ アーチスト錠２０ｍｇ

【般】カンデサルタン・アムロジピン２．５ｍｇ配合錠 ユニシア配合錠ＬＤ

【般】カンデサルタン・アムロジピン５ｍｇ配合錠 ユニシア配合錠ＨＤ

【般】ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ4mg・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠 エカード配合錠ＬＤ

【般】ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ8mg・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠 エカード配合錠ＨＤ

【般】カンデサルタン錠 ４ｍｇ ブロプレス錠４

不整脈用剤

利尿剤

血圧降下剤
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】カンデサルタン錠 ８ｍｇ ブロプレス錠８

【般】シラザプリル錠０．５ｍｇ インヒベース錠０．５

【般】シラザプリル錠１ｍｇ インヒベース錠１

【般】シルニジピン錠１０ｍｇ アテレック錠１０

【般】シルニジピン錠５㎎ アテレック錠５

【般】セリプロロール塩酸塩錠100㎎ セレクトール錠１００ｍｇ

【般】テモカプリル塩酸塩錠 ２ｍｇ エースコール錠２ｍｇ

【般】テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ エースコール錠４ｍｇ

【般】テルミサルタン４０ｍｇ・アムロジピン配合錠 ミカムロ配合錠ＡＰ

【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40mg・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠 ミコンビ配合錠ＡＰ

【般】テルミサルタン８０ｍｇ・アムロジピン配合錠 ミカムロ配合錠ＢＰ

【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ80mg・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠 ミコンビ配合錠ＢＰ

【般】テルミサルタン錠２０ｍｇ ミカルディス錠２０ｍｇ

【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 ２ｍｇ カルデナリン錠２ｍｇ

【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠１ｍｇ カルデナリン錠１ｍｇ

【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠４ｍｇ カルデナリン錠４ｍｇ

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

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

【般】ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ ペルジピン錠２０ｍｇ

【般】ニルバジピン錠２ｍｇ ニバジール錠２ｍｇ

【般】ニルバジピン錠４ｍｇ ニバジール錠４ｍｇ

【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 エックスフォージ配合錠

【般】ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ12.5mg配合錠 コディオ配合錠ＥＸ

【般】ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ6.25mg配合錠 コディオ配合錠ＭＤ

【般】バルサルタン錠１６０ｍｇ ディオバン錠１６０ｍｇ

【般】バルサルタン錠２０ｍｇ ディオバン錠２０ｍｇ

【般】バルサルタン錠４０ｍｇ ディオバン錠４０ｍｇ

【般】バルサルタン錠８０ｍｇ ディオバン錠８０ｍｇ

【般】マニジピン塩酸塩錠 １０ｍｇ カルスロット錠１０

【般】メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ セロケン錠２０ｍｇ

【般】リシノプリル錠１０ｍｇ ゼストリル錠１０

【般】ﾛｻﾙﾀﾝ50mg・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠 プレミネント配合錠ＬＤ

【般】ロサルタンK錠２５ｍｇ ニューロタン錠２５ｍｇ

【般】ロサルタンＫ錠５０ｍｇ ニューロタン錠５０ｍｇ

【般】エレトリプタン錠２０ｍｇ レルパックス錠２０ｍｇ

【般】スマトリプタン錠５０ｍｇ イミグラン錠５０

【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ

【般】ナラトリプタン錠２．５mg アマージ錠２．５ｍｇ

【般】ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ メトリジン錠２ｍｇ

【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠１０ｍｇ マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ

【般】リザトリプタン錠１０ｍｇ マクサルト錠１０ｍｇ

血管収縮剤

血圧降下剤
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】アムロジピン口腔内崩壊錠１０ｍｇ アムロジンＯＤ錠１０ｍｇ

【般】アムロジピン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ

【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ アムロジンＯＤ錠５ｍｇ

【般】アムロジピン錠 １０ｍｇ アムロジン錠１０ｍｇ

【般】アムロジピン錠 ２．５mg ノルバスク錠２．５ｍｇ

【般】アムロジピン錠 ５ｍｇ ノルバスク錠５ｍｇ

【般】ジピリダモール錠 ２５ｍｇ ペルサンチン錠２５ｍｇ

【般】ジピリダモール錠１００ｍｇ ペルサンチン錠１００ｍｇ

【般】ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ コメリアンコーワ錠５０

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

【般】ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ ヘルベッサー錠３０

【般】トラピジル錠１００ｍｇ ロコルナール錠１００ｍｇ

【般】トラピジル錠５０ｍｇ ロコルナール錠５０ｍｇ

【般】ニコランジル錠 ５ｍｇ シグマート錠５ｍｇ

【般】ニコランジル錠２．５ｍｇ シグマート錠２．５ｍｇ

【般】ニソルジピン錠５ｍｇ —

【般】ニトログリセリン舌下錠０．３ｍｇ —

【般】ニフェジピンカプセル ５ｍｇ アダラートカプセル５ｍｇ

【般】ニフェジピン徐放錠 １０ｍｇ(12時間) アダラートＬ錠１０ｍｇ

【般】ニフェジピン徐放錠 ２０ｍｇ(24時間) アダラートＣＲ錠２０ｍｇ

【般】ニフェジピン徐放錠１０ｍｇ（２４時間持続） アダラートＣＲ錠１０ｍｇ

【般】ニフェジピン徐放錠20ｍｇ(12時間) アダラートＬ錠２０ｍｇ

【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ（２４時間持続） アダラートＣＲ錠４０ｍｇ

【般】ベニジピン塩酸塩錠 ４ｍｇ コニール錠４

【般】ベニジピン塩酸塩錠 ８ｍｇ コニール錠８

【般】ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ ワソラン錠４０ｍｇ

【般】一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ アイトロール錠２０ｍｇ

【般】硝酸イソソルビドテープ40mg —

【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ ニトロールＲカプセル２０ｍｇ

【般】硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ フランドル錠２０ｍｇ

【般】アトルバスタチン錠 １０ｍｇ リピトール錠１０ｍｇ

【般】アトルバスタチン錠 ５ｍｇ リピトール錠５ｍｇ

【般】エゼチミブ錠１０ｍｇ ゼチーア錠１０ｍｇ

【般】シンバスタチン錠５ｍｇ リポバス錠５

【般】フェノフィブラート錠５３．３ｍｇ リピディル錠５３．３ｍｇ

【般】フェノフィブラート錠８０ｍｇ リピディル錠８０ｍｇ

【般】プラバスタチンNa錠１０ｍｇ メバロチン錠１０

【般】プラバスタチンNa錠５ｍｇ メバロチン錠５

【般】フルバスタチン錠１０ｍｇ ローコール錠１０ｍｇ

【般】フルバスタチン錠３０ｍｇ ローコール錠３０ｍｇ

【般】プロブコール錠２５０ｍｇ ロレルコ錠２５０ｍｇ

【般】ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ

【般】ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ

【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mg —

【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ

血管拡張剤

高脂血症用剤
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ2.5mg・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ10mg配合錠2 カデュエット配合錠２番

【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ2.5mg・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ5mg配合錠1 カデュエット配合錠１番

【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ10mg配合錠4 カデュエット配合錠４番

【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ5mg配合錠3 カデュエット配合錠３番

【般】アメジニウムﾒﾁﾙ硫酸塩錠１０ｍｇ リズミック錠１０ｍｇ

【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ セロクラール錠１０ｍｇ

【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg セロクラール錠２０ｍｇ

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

【般】ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｶﾌﾟｾﾙ １００ｍｇ ユベラＮカプセル１００ｍｇ

【般】ニセルゴリン錠5㎎ サアミオン錠５ｍｇ

【般】ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ゼリー２０％２５ｇ —

【般】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口液２０％ カリメート経口液２０％

【般】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ顆粒８９．２９％ —

【般】ポリスチレンスルホン酸Ｎａ原末 ケイキサレート散

【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠２５０ｍｇ ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ

【般】沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ口腔内崩壊錠500mg（高ﾘﾝ血症用） カルタンＯＤ錠５００ｍｇ

【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg（高リン血症用) カルタン錠５００

【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１０％ メジコン散１０％

【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ —

【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用１．５％ 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％

【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用３％ ムコソルバンＤＳ３％

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

【般】アンブロキソール塩酸塩徐放錠４５ｍｇ ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ

【般】アンブロキソール塩酸塩錠15㎎ ムコソルバン錠１５ｍｇ

【般】カルボシステインシロップ ５％ ムコダインシロップ５％

【般】カルボシステインシロップ用 ５０％ ムコダインＤＳ５０％

【般】カルボシステイン錠 ２５０ｍｇ ムコダイン錠２５０ｍｇ

【般】カルボシステイン錠５００ｍｇ ムコダイン錠５００ｍｇ

【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% ４５ｍＬ ビソルボン吸入液０．２％

【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ ビソルボン錠４ｍｇ

鎮咳去たん剤 【般】オウヒエキスシロップ３．３％ —

【般】クレンブテロール塩酸塩錠１０μｇ スピロペント錠１０μｇ

【般】サルブタモール硫酸塩錠２ｍｇ ベネトリン錠２ｍｇ

【般】ツロブテロールテープ ２ｍｇ ホクナリンテープ２ｍｇ

【般】ツロブテロールテープ１ｍｇ ホクナリンテープ１ｍｇ

【般】テオフィリン徐放錠100㎎（12～24時間持続） テオドール錠１００ｍｇ

【般】テオフィリン徐放錠200mg（12～24時間持続) テオドール錠２００ｍｇ

【般】テオフィリン徐放錠２００ｍｇ（２４時間持続） ユニコン錠２００

【般】テオフィリン徐放錠４００ｍｇ（２４時間持続） ユニコン錠４００

【般】テオフィリン徐放錠５０ｍｇ（12～24時間持続) テオドール錠５０ｍｇ

【般】テオフィリン徐放顆粒２０％ テオドール顆粒２０％

【般】プロカテロール塩酸塩錠０．０５ｍｇ メプチン錠５０μｇ

【般】アズレンスルホン酸Ｎａ含嗽用液４％　5mL —

【般】ポビドンヨード含嗽用液７％ ３０ｍＬ —

その他の呼吸器官用薬 【般】ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ配合吸入粉末剤60吸入 シムビコートタービュヘイラー６０吸入

【般】ジメチコンシロップ２％ ガスコンドロップ内用液２％

【般】ジメチコン錠４０ｍｇ —

【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散 —

【般】ビフィズス菌錠１２ｍｇ —

【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠 フェロベリン配合錠

【般】ロペラミド塩酸塩カプセル １ｍｇ ロペミンカプセル１ｍｇ

【般】耐性乳酸菌散10％　1ｇ/包 —

【般】耐性乳酸菌錠６ｍｇ —

含嗽剤

その他の循環器官用薬

鎮咳剤

去たん剤

気管支拡張剤

止しゃ剤，整腸剤
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】アズレン・グルタミン配合顆粒 マーズレンＳ配合顆粒

【般】アズレンスルホン酸Ｎａ錠２ｍｇ アズノール錠２ｍｇ

【般】エカベトＮａ顆粒６６．７％　1.5ｇ/包 ガストローム顆粒６６．７％

【般】オメプラゾール錠１０ｍｇ オメプラール錠１０

【般】オメプラゾール錠２０ｍｇ オメプラール錠２０

【般】ｼﾞｻｲｸﾛﾐﾝ・乾燥水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑｹﾞﾙ等配合顆粒 コランチル配合顆粒

【般】スクラルファート経口液１０％ アルサルミン内用液１０％

【般】スクラルファート細粒９０％ アルサルミン細粒９０％

【般】スルピリドカプセル５０ｍｇ ドグマチールカプセル５０ｍｇ

【般】スルピリド細粒５０％ ドグマチール細粒５０％

【般】スルピリド錠 ５０ｍｇ ドグマチール錠５０ｍｇ

【般】テプレノンカプセル５０ｍｇ セルベックスカプセル５０ｍｇ

【般】テプレノン細粒１０％ セルベックス細粒１０％

【般】トロキシピド錠１００ｍｇ アプレース錠１００ｍｇ

【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 １０ｍｇ ガスターＤ錠１０ｍｇ

【般】ファモチジン口腔内崩壊錠２０ｍｇ ガスターＤ錠２０ｍｇ

【般】ファモチジン散１０％ ガスター散１０％

【般】ファモチジン錠１０ｍｇ ガスター錠１０ｍｇ

【般】ファモチジン錠２０ｍｇ ガスター錠２０ｍｇ

【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠７５ｍｇ プロマックＤ錠７５

【般】ポラプレジンク顆粒１５％ 0.5g/包 プロマック顆粒１５％

【般】ラフチジン錠１０ｍｇ プロテカジン錠１０

【般】ラフチジン錠５ｍｇ プロテカジン錠５

【般】ラベプラゾールNa錠 １０ｍｇ パリエット錠１０ｍｇ

【般】ランソプラゾールカプセル １５ｍｇ タケプロンカプセル１５

【般】ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ タケプロンカプセル３０

【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 ３０ｍｇ タケプロンＯＤ錠３０

【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg タケプロンＯＤ錠１５

【般】レバミピド錠100mg ムコスタ錠１００ｍｇ

【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ75mg アルタットカプセル７５ｍｇ

健胃消化剤 【般】サナクターゼ５０ｍｇ等消化酵素配合錠 —

【般】酸化マグネシウム細粒８３％　0.4ｇ/包 —

【般】酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ —

【般】酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ —

【般】酸化マグネシウム錠５００ｍｇ —

【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1.2g —

【般】センナ・センナ実配合顆粒 アローゼン顆粒

【般】センナエキス錠８０ｍｇ —

【般】センノシド錠 12㎎ プルゼニド錠１２ｍｇ

【般】センノシド顆粒８％ —

【般】ピコスルファートNa経口液0.75% １０mL ラキソベロン内用液０．７５％

【般】ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ ラキソベロン錠２．５ｍｇ

【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg ウルソ錠５０ｍｇ

【般】ウルソデオキシコール酸錠 １００ｍｇ ウルソ錠１００ｍｇ

消化性潰瘍用剤

制酸剤

下剤，浣腸剤

利胆剤
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】アプレピタントｶﾌﾟｾﾙ125㎎ イメンドカプセル１２５ｍｇ

【般】アプレピタントｶﾌﾟｾﾙ80㎎ イメンドカプセル８０ｍｇ

【般】アプレピタントｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ イメンドカプセルセット

【般】イトプリド塩酸塩錠50ｍｇ ガナトン錠５０ｍｇ

【般】デカリニウム塩化物トローチ０．２５ｍｇ —

【般】デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％ —

【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1％5g —

【般】トリメブチンﾏﾚｲﾝ酸塩錠１００ｍｇ セレキノン錠１００ｍｇ

【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠１０ｍｇ ナウゼリンＯＤ錠１０

【般】ドンペリドン坐剤３０ｍｇ ナウゼリン坐剤３０

【般】ドンペリドン錠 １０ｍｇ ペンタサ注腸１ｇ

【般】ドンペリドン錠５ｍｇ ナウゼリン錠５

【般】ポリカルボフィルCa細粒８３．３％ コロネル細粒８３．３％

【般】メサラジン錠 ２５０ｍｇ ペンタサ錠２５０ｍｇ

【般】メサラジン注腸剤１ｇ ペンタサ注腸１ｇ

【般】メサラジン腸溶錠４００ｍｇ アサコール錠４００ｍｇ

【般】メトクロプラミド錠５ｍｇ プリンペラン錠５

【般】モサプリド ｸｴﾝ酸塩錠 ５ｍｇ ガスモチン錠５ｍｇ

【般】モサプリドクエン酸塩散 １％ ガスモチン散１％

【般】プレドニゾロンリン酸エステルＮａ注腸剤20mg —

【般】ベタメタゾン・ｄクロルフェニラミン配合錠 セレスタミン配合錠

【般】ベタメタゾンリン酸エステルＮａ注腸剤3.95mg —

【般】ベタメタゾン錠０．５ｍｇ リンデロン錠０．５ｍｇ

【般】クロルマジノン酢酸エステル錠２５mg プロスタール錠２５

【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg ルナベル配合錠ＬＤ

混合ホルモン剤 【般】ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.035配合錠 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ

【般】カリジノゲナーゼカプセル25単位 カルナクリンカプセル２５

【般】カリジノゲナーゼ錠２５単位 カルナクリン錠２５

【般】カリジノゲナーゼ錠５０単位 カルナクリン錠５０

【般】デュタステリドカプセル0.5㎎ アボルブカプセル０．５ｍｇ

生殖器官用剤
（性病予防剤を含む。）

【般】イソコナゾール硝酸塩膣錠300㎎ アデスタン腟錠３００ｍｇ

【般】ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ・ﾘﾄﾞｶｲﾝ配合坐剤 ネリプロクト坐剤

【般】ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ・ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ等配合軟膏 15gﾁｭｰﾌﾞ —

【般】メリロートエキス錠２５ｍｇ —

【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏２ｇ —

【般】イミダフェナシン錠0.1㎎ ウリトス錠０．１ｍｇ

【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 エビプロスタット配合錠ＤＢ

【般】オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ ポラキス錠１

【般】オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ ポラキス錠２

【般】オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ ポラキス錠３

【般】シロドシン錠４ｍｇ ユリーフ錠４ｍｇ

【般】タダラフィル錠2.5ｍｇ ザルティア錠２．５ｍｇ

【般】タダラフィル錠5ｍｇ ザルティア錠５ｍｇ

【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 ０．２ｍｇ 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０．１ｍｇ ハルナールＤ錠０．１ｍｇ

【般】ナフトピジル錠２５ｍｇ フリバス錠２５ｍｇ

【般】ナフトピジル錠７５ｍｇ フリバス錠７５ｍｇ

【般】フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ ブラダロン錠２００ｍｇ

【般】プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ バップフォー錠１０

【般】プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ バップフォー錠２０

その他の消化器官用薬

副腎ホルモン剤

卵胞ホルモン及び
黄体ホルモン剤

その他のホルモン剤
（抗ホルモン剤を含む。）

痔疾用剤

その他の泌尿生殖器官
及び肛門用薬

― 10 ―



薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】アクリノール外用液０．１％ —

【般】ｱﾙｷﾙｼﾞｱﾐﾉｴﾁﾙｸﾞﾘｼﾝ塩酸塩外用液10% 500mL —

【般】ベンザルコニウム塩化物外用液０．０２％ 500mL —

【般】ベンザルコニウム塩化物外用液１０％ —

【般】ポビドンヨードゲル１０％ —

【般】ポビドンヨード外用液10%（ｴﾀﾉｰﾙ非含有）250mL —

【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】ナジフロキサシンクリーム１％ １０ｇ アクアチムクリーム１％

【般】ナジフロキサシン外用液１％　20mL アクアチムローション１％

【般】ｱﾙｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.1% 5g アルメタ軟膏

【般】インドメタシンクリーム１％　35g イドメシンコーワクリーム１％

【般】インドメタシン外用液１％　50mL インテバン外用液１％

【般】インドメタシン軟膏１％　35g イドメシンコーワゲル１％

【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05％ デルモベート軟膏０．０５％

【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20ｍｇ（7×10ｃｍ非温感）7枚入 モーラステープ２０ｍｇ

【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg（10×14cm非温感）7枚入 モーラステープＬ４０ｍｇ

【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾊﾟｯﾌﾟ120mg（10×14cm非温感)7枚入 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ

【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾊﾟｯﾌﾟ30㎎（10×14ｃｍ非温感）6枚入 モーラスパップ３０ｍｇ

【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾊﾟｯﾌﾟ30㎎（10×14ｃｍ非温感）7枚入 モーラスパップ３０ｍｇ

【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾊﾟｯﾌﾟ60㎎（20×14ｃｍ非温感）7枚入 モーラスパップ６０ｍｇ

【般】ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ等配合テープ（７×１０ｃｍ非温感） —

【般】ジクロフェナクNaゲル１％ ２５ｇ ナボールゲル１％

【般】ジクロフェナクＮａテープ15mg（7×10cm非温感) ナボールテープ１５ｍｇ

【般】ジクロフェナクNaテープ３０ｍｇ(10×14cm)７枚 ナボールテープＬ３０ｍｇ

【般】ジクロフェナクNa外用液1% ２５ｇ ボルタレンローション１％

【般】ジフルプレドナートクリーム０．０５％　5g マイザークリーム０．０５％

【般】ジフルプレドナート軟膏０．０５％ １０ｇ マイザー軟膏０．０５％

【般】ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05％ 5g ダイアコートクリーム０．０５％

【般】トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1% 5g —

【般】フェルビナクテープ７０ｍｇ（10×14cm非温感） —

【般】フェルビナクパップ140mg（20×14cm非温感) セルタッチパップ１４０

【般】フェルビナクパップ７０ｍｇ（10×14cm非温感） —

【般】フェルビナク外用液３％ ナパゲルンローション３％

【般】フェルビナク軟膏３％ ナパゲルン軟膏３％

【般】フルオシノロンアセトニド軟膏０．０２５％　5g —

【般】ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20㎎(7×10ｃｍ非温感)　7枚入 ゼポラステープ２０ｍｇ

【般】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ外用液0.3% 10g リドメックスコーワローション０．３％

【般】ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.064% 5g リンデロン－ＤＰ軟膏

【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液０．１２％ —

【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％ —

【般】ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.05% 5g アンテベート軟膏０．０５％

【般】ロキソプロフェンNaゲル1％　２５ｇ ロキソニンゲル１％

【般】ロキソプロフェンNaゲル1％　５０ｇ ロキソニンゲル１％

【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝＮａﾊﾟｯﾌﾟ100mg（10×14cm非温感) ロキソニンパップ１００ｍｇ

外皮用殺菌消毒剤

化膿性疾患用剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】クロトリマゾールクリーム１％　10g エンペシドクリーム１％

【般】ケトコナゾールクリーム２％ １０ｇ ニゾラールクリーム２％

【般】ケトコナゾール外用液２％　10g ニゾラールローション２％

【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム１％ １０ｇ 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％　10g ラミシール外用液１％

【般】ビホナゾールクリーム１％ マイコスポールクリーム１％

【般】ビホナゾール外用液１％ マイコスポール外用液１％

【般】ブテナフィン塩酸塩外用液１％ ボレー外用液１％

【般】ラノコナゾールクリーム１％ １０ｇ アスタットクリーム１％

【般】ラノコナゾール外用液１％　１０ｍL アスタット外用液１％

皮ふ軟化剤
（腐しょく剤を含む。）

【般】尿素クリーム10％　20ｇ ウレパールクリーム１０％

毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，
染毛剤，養毛剤）

【般】カルプロニウム塩化物外用液５％ 30ｍL —

【般】アダパレンゲル０．１％ 15g ディフェリンゲル０．１％

【般】タカルシトール軟膏０．０００２％ ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ

【般】タクロリムス軟膏０．１％ プロトピック軟膏０．１％

【般】マキサカルシトール軟膏０．００２５％　10g オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ

【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

その他の個々の
器官系用医薬品

【般】ガンマオリザノール細粒２０％ ハイゼット細粒２０％

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

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

【般】アルファカルシドールカプセル１μｇ アルファロールカプセル１μｇ

【般】ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ錠0.25μｇ ワンアルファ錠０．２５μｇ

【般】アルファカルシドール錠０．５μｇ ワンアルファ錠０．５μｇ

【般】エルデカルシトールカプセル0.5μｇ エディロールカプセル０．５μｇ

【般】エルデカルシトールカプセル0.75μｇ エディロールカプセル０．７５μｇ

【般】カルシトリオールカプセル０．２５μｇ ロカルトロールカプセル０．２５

ビタミンＢ剤 【般】フルスルチアミン錠２５ｍｇ ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠

【般】ＦＡＤシロップ０．３％ フラビタンシロップ０．３％

【般】FAD錠１０ｍｇ フラビタン錠１０ｍｇ

【般】パンテチン細粒５０％ パントシン細粒５０％

【般】パンテチン散２０％ パントシン散２０％

【般】パンテチン錠１００ｍｇ パントシン錠１００

【般】パンテチン錠３０ｍｇ —

【般】ピリドキサールリン酸エステル錠１０ｍｇ —

【般】ピリドキサールリン酸エステル錠２０ｍｇ ピドキサール錠２０ｍｇ

【般】メコバラミン細粒０．１％５００ｍｇ —

【般】メコバラミン錠０．２５ｍｇ —

【般】メコバラミン錠０．５ｍｇ —

【般】リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ ハイボン錠２０ｍｇ

ビタミンＥ剤 【般】トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ —

【般】フィトナジオン錠５ｍｇ カチーフＮ錠５ｍｇ

【般】メナテトレノンカプセル１５ｍｇ グラケーカプセル１５ｍｇ

【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 1g/包 —

【般】ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ25mg(B1)・B6・B12配合ｶﾌﾟｾﾙ ビタメジン配合カプセルＢ２５

カルシウム剤 【般】Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ —

【般】Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ —

【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０mg（鉄として） フェロミア錠５０ｍｇ

【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%（鉄として） フェロミア顆粒８．３％

【般】塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ スローケー錠６００ｍｇ

【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ５％ —

寄生性皮ふ疾患用剤

その他の外皮用薬

ビタミンＡ及びＤ剤

ビタミンＢ剤
（ビタミンＢ剤を除く。）

ビタミンＫ剤

混合ビタミン剤（ビタミン
Ａ・Ｄ混合製剤を除く。）

無機質製剤
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

たん白アミノ酸製剤 【般】ｲｿﾛｲｼﾝ・ﾛｲｼﾝ・ﾊﾞﾘﾝ配合顆粒4.74g —

【般】カルバゾクロムｽﾙﾎﾝ酸Na錠３０ｍｇ アドナ錠３０ｍｇ

【般】カルバゾクロムｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ散１０％ アドナ散１０％

【般】トラネキサム酸カプセル250mg —

【般】トロンビン細粒１００００単位 経口用トロンビン細粒１万単位

【般】ヘパリン類似物質外用液０．３％　25g —

【般】ヘパリン類似物質軟膏０．３％ —

【般】アスピリン８１ｍｇ・ダイアルミネート配合錠 —

【般】アスピリン腸溶錠100ｍｇ —

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

【般】ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ ３００mg エパデールＳ３００

【般】ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ ９００mg エパデールＳ９００

【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ エパデールＳ６００

【般】クロピドグレル錠２５ｍｇ プラビックス錠２５ｍｇ

【般】クロピドグレル錠７５ｍｇ プラビックス錠７５ｍｇ

【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg アンプラーグ錠１００ｍｇ

【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠１００ｍｇ プレタールＯＤ錠１００ｍｇ

【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50㎎ プレタールＯＤ錠５０ｍｇ

【般】シロスタゾール錠１００ｍｇ —

【般】シロスタゾール錠５０ｍｇ —

【般】チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ パナルジン錠１００ｍｇ

【般】ベラプロストNa錠２０μg ドルナー錠２０μｇ

【般】リマプロストアルファデクス錠5μｇ オパルモン錠５μｇ

【般】グルタチオン錠１００ｍｇ タチオン錠１００ｍｇ

【般】ホリナート錠２５ｍｇ ユーゼル錠２５ｍｇ

【般】球形吸着炭カプセル200㎎ クレメジンカプセル２００ｍｇ

【般】球形吸着炭細粒分包 ２ｇ クレメジン細粒分包２ｇ

【般】アロプリノール錠 １００ｍｇ ザイロリック錠１００

【般】ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ配合錠 ウラリット配合錠

【般】ベンズブロマロン錠２５ｍｇ ユリノーム錠２５ｍｇ

【般】ベンズブロマロン錠５０mg ユリノーム錠５０ｍｇ

その他の血液・体液用薬

解毒剤

痛風治療剤

止血剤

血液凝固阻止剤
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】アカルボース錠50㎎ グルコバイ錠５０ｍｇ

【般】グリクラジド錠20mg グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ

【般】グリクラジド錠４０ｍｇ グリミクロン錠４０ｍｇ

【般】グリベンクラミド錠 ２．５ｍｇ オイグルコン錠２．５ｍｇ

【般】グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ オイグルコン錠１．２５ｍｇ

【般】グリメピリド錠０．５ｍｇ アマリール０．５ｍｇ錠

【般】グリメピリド錠１ｍｇ アマリール１ｍｇ錠

【般】グリメピリド錠３ｍｇ アマリール３ｍｇ錠

【般】ナテグリニド錠３０ｍｇ スターシス錠３０ｍｇ

【般】ナテグリニド錠９０ｍｇ スターシス錠９０ｍｇ

【般】ピオグリタゾン錠１５ｍｇ アクトス錠１５

【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．２ｍｇ ベイスンＯＤ錠０．２

【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．３ｍｇ ベイスンＯＤ錠０．３

【般】ボグリボース錠０．２ｍｇ ベイスン錠０．２

【般】ボグリボース錠０．３ｍｇ ベイスン錠０．３

【般】ミグリトール錠２５ｍｇ セイブル錠２５ｍｇ

【般】ミグリトール錠５０ｍｇ セイブル錠５０ｍｇ

【般】ミグリトール錠７５ｍｇ セイブル錠７５ｍｇ

【般】ミチグリニドCa錠１０ｍｇ グルファスト錠１０ｍｇ

【般】ミチグリニドＣａ錠５ｍｇ グルファスト錠５ｍｇ

【般】メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ：ＧＬ —

【般】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇ：ＭＴ メトグルコ錠５００ｍｇ

【般】レパグリニド錠０．２５㎎ シュアポスト錠０．２５ｍｇ

【般】レパグリニド錠０．５㎎ シュアポスト錠０．５ｍｇ

【般】ＡＴＰ錠２０ｍｇ アデホスコーワ腸溶錠２０

【般】アレンドロン酸錠 ３５ｍｇ（週１回） フォサマック錠３５ｍｇ

【般】アレンドロン酸錠 ５mg フォサマック錠５

【般】イプリフラボン錠２００ｍｇ オステン錠２００ｍｇ

【般】エパルレスタット錠50mg キネダック錠５０ｍｇ

【般】カモスタットメシル酸塩錠100㎎ フオイパン錠１００ｍｇ

【般】シクロスポリンカプセル ２５ｍｇ：NE ネオーラル２５ｍｇカプセル

【般】シクロスポリンカプセル１０ｍｇ：ＮＥ ネオーラル１０ｍｇカプセル

【般】シクロスポリンカプセル５０ｍｇ：ＮＥ ネオーラル５０ｍｇカプセル

【般】タクロリムスカプセル０．５ｍｇ プログラフカプセル０．５ｍｇ

【般】タクロリムスカプセル１ｍｇ プログラフカプセル１ｍｇ

【般】ピルフェニドン錠200㎎ ピレスパ錠２００ｍｇ

【般】ミゾリビン錠５０ｍｇ ブレディニン錠５０

【般】ミノドロン酸錠１ｍｇ ボノテオ錠１ｍｇ

【般】ミノドロン酸錠５０ｍｇ ボノテオ錠５０ｍｇ

【般】メトトレキサートカプセル２ｍｇ リウマトレックスカプセル２ｍｇ

【般】ラクツロースシロップ６５％ モニラック・シロップ６５％

【般】ラクツロース経口ゼリー４０．４９６％ —

【般】ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ エビスタ錠６０ｍｇ

【般】リセドロン酸Na錠 １７．５ｍｇ アクトネル錠１７．５ｍｇ

【般】リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ アクトネル錠２．５ｍｇ

【般】リセドロン酸Na錠75㎎ アクトネル錠７５ｍｇ

【般】カペシタビン錠３００ｍｇ ゼローダ錠３００

【般】ﾃｶﾞﾌｰﾙ20mg・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙ配合ｶﾌﾟｾﾙ ティーエスワン配合カプセルＴ２０

【般】ﾃｶﾞﾌｰﾙ25mg・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙ配合ｶﾌﾟｾﾙ ティーエスワン配合カプセルＴ２５

【般】ﾃｶﾞﾌｰﾙ20mg・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙ配合口腔内崩壊錠 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０

【般】ﾃｶﾞﾌｰﾙ25mg・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙ配合口腔内崩壊錠 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５

糖尿病用剤

他に分類されない
代謝性医薬品

代謝拮抗剤
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】アナストロゾール錠１ｍｇ アリミデックス錠１ｍｇ

【般】イマチニブ錠１００ｍｇ グリベック錠１００ｍｇ

【般】エキセメスタン錠２５ｍｇ アロマシン錠２５ｍｇ

【般】ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ イレッサ錠２５０

【般】タモキシフェン錠１０ｍｇ ノルバデックス錠１０ｍｇ

【般】タモキシフェン錠２０ｍｇ ノルバデックス錠２０ｍｇ

【般】トレミフェン錠４０ｍｇ フェアストン錠４０

【般】ビカルタミド錠８０ｍｇ カソデックス錠８０ｍｇ

【般】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２ｍｇ —

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

【般】メキタジン錠３ｍｇ ニポラジン錠３ｍｇ

刺激療法剤 【般】ブシラミン錠１００ｍｇ リマチル錠１００ｍｇ

【般】エバスチン口腔内崩壊錠５ｍｇ エバステルＯＤ錠５ｍｇ

【般】エバスチン錠 １０ｍｇ エバステル錠１０ｍｇ

【般】エバスチン錠５ｍｇ エバステル錠５ｍｇ

【般】エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ アレジオン錠１０

【般】エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ アレジオン錠２０

【般】エメダスチンフマル酸塩カプセル１ｍｇ レミカットカプセル１ｍｇ

【般】オキサトミドシロップ用２％ —

【般】オロパタジン塩酸塩錠５mg アレロック錠５

【般】クロモグリク酸Ｎａ細粒１０％ インタール細粒１０％

【般】ケトチフェンカプセル１ｍｇ ザジテンカプセル１ｍｇ

【般】スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ アイピーディカプセル１００

【般】セチリジン塩酸塩シロップ用１．２５％ ジルテックドライシロップ１．２５％

【般】セチリジン塩酸塩錠 １０ｍｇ ジルテック錠１０

【般】トラニラストカプセル１００ｍｇ リザベンカプセル１００ｍｇ

【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 ６０ｍｇ アレグラ錠６０ｍｇ

【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ アレグラ錠３０ｍｇ

【般】プランルカストカプセル112.5㎎ オノンカプセル１１２．５ｍｇ

【般】プランルカスト錠１１２．５ｍｇ —

【般】モンテルカスト細粒４ｍｇ キプレス細粒４ｍｇ

【般】モンテルカスト錠１０ｍｇ キプレス錠１０ｍｇ

【般】ロラタジン錠１０ｍｇ クラリチン錠１０ｍｇ

主としてグラム陽性菌に
作用するもの

【般】バンコマイシン塩酸塩散５００mg 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ（シオノギ）

【般】アモキシシリンカプセル ２５０ｍｇ サワシリンカプセル２５０

【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ フロモックス錠１００ｍｇ

【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ フロモックス錠７５ｍｇ

【般】セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ バナン錠１００ｍｇ

【般】アジスロマイシン錠２５０ｍｇ ジスロマック錠２５０ｍｇ

【般】エリスロマイシン錠200mg —

【般】クラリスロマイシン錠 ５０ｍｇ クラリシッド錠５０ｍｇ小児用

【般】クラリスロマイシン錠 ２００ｍｇ クラリシッド錠２００ｍｇ

主としてグラム陽性・陰性
菌，リケッチア，クラミジア
に作用するもの

【般】ミノサイクリン塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ ミノマイシンカプセル１００ｍｇ

主として抗酸菌に
作用するもの

【般】リファンピシンカプセル１５０ｍｇ リファジンカプセル１５０ｍｇ

【般】ボリコナゾール錠５０ｍｇ ブイフェンド錠５０ｍｇ

【般】サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ サラゾピリン錠５００ｍｇ

【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ

【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ

その他のアレルギー用薬

主としてグラム陽性・陰性菌
に作用するもの

主としてグラム陽性菌，
マイコプラズマに作用するも
の

主としてカビに作用するもの

サルファ剤

抗ヒスタミン剤

その他の腫瘍用薬
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薬効分類 一般名処方の記載例 先発医薬品名

【般】シタフロキサシン錠５０ｍｇ グレースビット錠５０ｍｇ

【般】トスフロキサシントシル酸塩錠 １５０ｍｇ オゼックス錠１５０

【般】リネゾリド錠６００ｍｇ ザイボックス錠６００ｍｇ

【般】レボフロキサシン錠２５０ｍｇ クラビット錠２５０ｍｇ

【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ クラビット錠５００ｍｇ

【般】アシクロビル錠２００ｍｇ ゾビラックス錠２００

【般】アシクロビル軟膏５％　5g ゾビラックス軟膏５％

【般】アシクロビル顆粒40％ アラセナ－Ａ軟膏３％

【般】エンテカビル錠０．５ｍｇ バラクルード錠０．５ｍｇ

【般】オセルタミビルカプセル７５ｍｇ タミフルカプセル７５

【般】オセルタミビルシロップ用３％ タミフルドライシロップ３％

【般】バラシクロビル錠５００ｍｇ バルトレックス錠５００

【般】ビダラビン軟膏３％ ５ｇ アラセナ－Ａ軟膏３％

【般】ファムシクロビル錠２５０ｍｇ ファムビル錠２５０ｍｇ

【般】ラミブジン・アバカビル配合錠 エプジコム配合錠

【般】イトラコナゾール錠 ５０ｍｇ イトリゾールカプセル５０

【般】イトラコナゾール錠２００ｍｇ —

【般】テルビナフィン錠１２５ｍｇ ラミシール錠１２５ｍｇ

【般】フルコナゾールカプセル １００ｍｇ ジフルカンカプセル１００ｍｇ

【般】オキシコドン徐放錠10mg —

【般】オキシコドン徐放錠１０ｍｇ（乱用防止製剤） オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ

【般】オキシコドン徐放錠40mg —

【般】オキシコドン徐放錠４０ｍｇ（乱用防止製剤） オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ

【般】オキシコドン徐放錠５ｍｇ —

【般】オキシコドン徐放錠５ｍｇ（乱用防止製剤） オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ

【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒２％（１２時間持続） —

合成抗菌剤

抗ウイルス剤

その他の化学療法剤

あへんアルカロイド系麻薬
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