
亀田メディカルセンター　ジェネリック医薬品採用一覧

販売名 一般名 規格単位 販売会社等

アシクロビル錠200mg「日医工」 アシクロビル 200mg1錠 日医工

アジスロマイシン錠250mg「アメル」 アジスロマイシン水和物 250mg1錠 共和薬工

アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーワ」 アゼラスチン塩酸塩 1mg1錠 東和薬品

アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 アゼルニジピン 8mg1錠 東和薬品

アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 アゼルニジピン 16mg1錠 東和薬品

アゾセミド錠30mg「JG」 アゾセミド 30mg1錠 日本ジェネリック

アゾセミド錠60mg「JG」 アゾセミド 60mg1錠 日本ジェネリック

アテノロール錠25mg「サワイ」 アテノロール 25mg1錠 沢井

アテノロール錠50mg「サワイ」 アテノロール 50mg1錠 沢井

アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 5mg1錠 東和薬品

アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 10mg1錠 東和薬品

アナストロゾール錠1mg「サンド」 アナストロゾール 1mg1錠 サンド

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 アプリンジン塩酸塩 20mg1カプセル ニプロ

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 アプレピタント 80mg1カプセル 沢井

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 アプレピタント 125mg1カプセル 沢井

アマルエット配合錠1番「トーワ」
アムロジピンベシル酸塩／アトルバス

タチンカルシウム水和物
1錠 東和薬品

アマルエット配合錠2番「トーワ」
アムロジピンベシル酸塩／アトルバス

タチンカルシウム水和物
1錠 東和薬品

アマルエット配合錠3番「トーワ」
アムロジピンベシル酸塩／アトルバス

タチンカルシウム水和物
1錠 東和薬品

アマルエット配合錠4番「トーワ」
アムロジピンベシル酸塩／アトルバス

タチンカルシウム水和物
1錠 東和薬品

アマンタジン塩酸塩細粒10％「サワイ」 アマンタジン塩酸塩 10％1g 沢井

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 アミオダロン塩酸塩 50mg1錠 トーアエイヨー

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 アミオダロン塩酸塩 100mg1錠 トーアエイヨー

アムバロ配合OD錠「トーワ」
バルサルタン／アムロジピンベシル酸

塩
1錠 東和薬品

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 アメジニウムメチル硫酸塩 10mg1錠 東和薬品

アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 アモキシシリン水和物 250mg1カプセル 東和薬品

アモキシシリン細粒20％「TCK」 アモキシシリン水和物 200mg1g 辰巳化学

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 アルプラゾラム 0.4mg1錠 沢井

アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 アロチノロール塩酸塩 10mg1錠 東和薬品

アロプリノール錠50mg「タナベ」 アロプリノール 50mg1錠 ニプロES P

アロプリノール錠100mg「タナベ」 アロプリノール 100mg1錠 ニプロES P

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 アンブロキソール塩酸塩 15mg1錠 東和薬品

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg

「トーワ」
アンブロキソール塩酸塩 45mg1カプセル 東和薬品

アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5％「タカ

タ」
アンブロキソール塩酸塩 1.5%1g 高田

EPLカプセル250mg ポリエンホスファチジルコリン 250mg1カプセル アルフレッサＰ

イソソルビド内用液70％分包40mL「CEO」 イソソルビド 70%40mL1包 武田

一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド 10mg1錠 沢井

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド 20mg1錠 沢井

イトラコナゾール内用液1％「VTRS」 イトラコナゾール 1％1mL ヴィアトリス

【内服薬】

1 2023.02　薬剤部作成



イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 イブプロフェン 100mg1錠 武田

イマチニブ錠100mg「オーハラ」 イマチニブメシル酸塩 100mg1錠 大原薬工

イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩 100mg1錠 ヤクルト

イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」 イミダフェナシン 0.1mg1錠 日本ジェネリック

インクレミンシロップ5％ 溶性ピロリン酸第二鉄 1mL アルフレッサＰ

ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 ウルソデオキシコール酸 50mg1錠 東和薬品

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 ウルソデオキシコール酸 100mg1錠 東和薬品

エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」 エスゾピクロン 1mg1錠 ニプロ

エスタゾラム錠2mg「アメル」 エスタゾラム 2mg1錠 共和薬工

エチゾラム錠0.25mg「NP」 エチゾラム 0.25mg1錠 ニプロ

エチゾラム錠0.5mg「SW」 エチゾラム 0.5mg1錠 沢井

エトドラク錠200mg「SW」 エトドラク 200mg1錠 沢井

エトドラク錠200mg「トーワ」 エトドラク 200mg1錠 東和薬品

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 エナラプリルマレイン酸塩 2.5mg1錠 東和薬品

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 エナラプリルマレイン酸塩 5mg1錠 東和薬品

エパルレスタット錠50mg「JG」 エパルレスタット 50mg1錠 日本ジェネリック

エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 エピナスチン塩酸塩 20mg1錠 沢井

エピナスチン塩酸塩DS小児用1％「サワイ」 エピナスチン塩酸塩 1％1g 沢井

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 エペリゾン塩酸塩 50mg1錠 東和薬品

L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 1錠 沢井

エレトリプタンOD錠20mg「アメル」 エレトリプタン臭化水素酸塩 20mg1錠 共和薬工

エレトリプタン錠20mg「ファイザー」 エレトリプタン臭化水素酸塩 20mg1錠 ヴィアトリス

エンタカポン錠100mg「JG」 エンタカポン 100mg1錠 日本ジェネリック

エンタカポン錠100mg「サンド」 エンタカポン 100mg1錠 サンド

エンテカビル錠0.5mg「EE」 エンテカビル水和物 0.5mg1錠 日医工

オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 2.5mg1錠 第一三共

オキシコドン錠5mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 5mg1錠 第一三共

オキシコドン錠10mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 10mg1錠 第一三共

オキシコドン錠20mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 20mg1錠 第一三共

オキシコドン錠20mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 20mg1錠 第一三共

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩 75mg1カプセル 沢井

オセルタミビルDS3％「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩 3％1g 沢井

オランザピンOD錠2.5mg「アメル」 オランザピン 2.5mg1錠 共和薬工

オランザピンOD錠5mg「アメル」 オランザピン 5mg1錠 共和薬工

オランザピンOD錠10mg「アメル」 オランザピン 10mg1錠 共和薬工

オランザピン細粒1％「アメル」 オランザピン 1%1g 共和薬工

オランザピン細粒1％「タカタ」 オランザピン 1％1g 高田

オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 オルメサルタン メドキソミル 10mg1錠 第一三共エスファ

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 オルメサルタン メドキソミル 20mg1錠 第一三共エスファ

カデチア配合錠HD「あすか」
カンデサルタン シレキセチル／ヒドロ

クロロチアジド
1錠 武田

カプトプリル錠25mg「JG」 カプトプリル 25mg1錠 日本ジェネリック

カペシタビン錠300mg「サワイ」 カペシタビン 300mg1錠 沢井

カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 カベルゴリン 0.25mg1錠 沢井

カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 カベルゴリン 1mg1錠 沢井

カムシア配合錠LD「ニプロ」
カンデサルタン シレキセチル／アムロ

ジピンベシル酸塩
1錠 ニプロ
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カムシア配合錠HD「あすか」
カンデサルタン シレキセチル／アムロ

ジピンベシル酸塩
1錠 武田

カムシア配合錠HD「ニプロ」
カンデサルタン シレキセチル／アムロ

ジピンベシル酸塩
1錠 ニプロ

カモスタットメシル酸塩錠100mg「NP」 カモスタットメシル酸塩 100mg1錠 ニプロ

ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 ガランタミン臭化水素酸塩 4mg1錠 東和薬品

ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 ガランタミン臭化水素酸塩 12mg1錠 東和薬品

カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 カルシトリオール 0.25μg1カプセル 東和薬品

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg

「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

水和物
10mg1錠 日医工

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg

「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

水和物
30mg1錠 日医工

カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 カルベジロール 1.25mg1錠 沢井

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 カルベジロール 2.5mg1錠 沢井

カルベジロール錠10mg「サワイ」 カルベジロール 10mg1錠 沢井

カルボシステイン錠250mg「トーワ」 L-カルボシステイン 250mg1錠 東和薬品

カルボシステインシロップ5％「タカタ」 L-カルボシステイン 5%1mL 高田

カルボシステインドライシロップ50％「NIG」 L-カルボシステイン 50%1g 武田

カロナール細粒50％ アセトアミノフェン 50％1g あゆみ製薬

カロナール錠200 アセトアミノフェン 200mg1錠 あゆみ製薬

カロナール錠500 アセトアミノフェン 500mg1錠 あゆみ製薬

カロナールシロップ2％ アセトアミノフェン 2%1mL あゆみ製薬

カンデサルタン錠2mg「あすか」 カンデサルタン シレキセチル 2mg1錠 武田

カンデサルタン錠4mg「あすか」 カンデサルタン シレキセチル 4mg1錠 武田

カンデサルタン錠8mg「あすか」 カンデサルタン シレキセチル 8mg1錠 武田

クアゼパム錠15mg「サワイ」 クアゼパム 15mg1錠 沢井

クエチアピン細粒10％「アメル」 クエチアピンフマル酸塩 10％1g 共和薬工

クエチアピン細粒50％「サワイ」 クエチアピンフマル酸塩 50％1g 沢井

クエチアピン錠25mg「サワイ」 クエチアピンフマル酸塩 25mg1錠 沢井

クエチアピン錠100mg「サワイ」 クエチアピンフマル酸塩 100mg1錠 沢井

クエンメット配合錠
クエン酸カリウム／クエン酸ナトリウ

ム水和物
1錠 日本薬工

クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3％「ツルハ

ラ」
クエン酸第一鉄ナトリウム 1g 鶴原

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄50mg1錠 沢井

クラリスロマイシンDS10％小児用「サワイ」 クラリスロマイシン 100mg1g 沢井

グリクラジド錠20mg「サワイ」 グリクラジド 20mg1錠 沢井

グリクラジド錠40mg「サワイ」 グリクラジド 40mg1錠 沢井

グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 グリベンクラミド 1.25mg1錠 沢井

グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 グリメピリド 0.5mg1錠 東和薬品

グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 グリメピリド 1mg1錠 東和薬品

グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 グルタチオン 100mg1錠 鶴原

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 クロチアゼパム 5mg1錠 沢井

クロピドグレル錠75mg「サンド」 クロピドグレル硫酸塩 75mg1錠 サンド

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠

125mg「サワイ」

クロルフェネシンカルバミン酸エステ

ル
125mg1錠 沢井

ゲフィチニブ錠250mg「NK」 ゲフィチニブ 250mg1錠 日本化薬
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サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」 サルポグレラート塩酸塩 100mg1錠 大原薬工

ジアゼパム錠2mg「アメル」 ジアゼパム 2mg1錠 共和薬工

ジアゼパム錠5mg「アメル」 ジアゼパム 5mg1錠 共和薬工

ジエノゲストOD錠1mg「トーワ」 ジエノゲスト 1mg1錠 東和薬品

ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 ジクロフェナクナトリウム 25mg1錠 東和薬品

ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トー

ワ」
ジクロフェナクナトリウム 37.5mg1カプセル 東和薬品

ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 ジソピラミド 50mg1カプセル ファイザー

ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 ジソピラミド 100mg1カプセル ファイザー

ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」 ジソピラミドリン酸塩 150mg1錠 ヴィアトリス

シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 シタフロキサシン水和物 50mg1錠 沢井

ジピリダモール散12.5％「JG」 ジピリダモール 12.5％1g 日本ジェネリック

ジピリダモール錠25mg「トーワ」 ジピリダモール 25mg1錠 東和薬品

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 ジフェニドール塩酸塩 25mg1錠 武田

シプロフロキサシン錠100mg「日医工」 シプロフロキサシン塩酸塩 100mg1錠 日医工

シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 シプロフロキサシン塩酸塩 200mg1錠 日医工

シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 シベンゾリンコハク酸塩 50mg1錠 沢井

シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 シベンゾリンコハク酸塩 100mg1錠 沢井

ジメチコン内用液2％「カイゲン」 ジメチコン 2％1mL カイゲンＰ

シメチジン錠400mg「サワイ」 シメチジン 400mg1錠 沢井

ジラゼプ塩酸塩錠50mg「トーワ」 ジラゼプ塩酸塩水和物 50mg1錠 東和薬品

シルニジピン錠10mg「サワイ」 シルニジピン 10mg1錠 沢井

ジルムロ配合錠LD「ニプロ」
アジルサルタン／アムロジピンベシル

酸塩
1錠 ニプロ

ジルムロ配合錠HD「ニプロ」
アジルサルタン／アムロジピンベシル

酸塩
1錠 ニプロ

シロドシンOD錠4mg「DSEP」 シロドシン 4mg1錠 第一三共エスファ

スクラルファート内用液10％「NIG」 スクラルファート水和物 10%1mL 武田

スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 スピロノラクトン 25mg1錠 東和薬品

スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワ

イ」
スプラタストトシル酸塩 100mg1カプセル 沢井

スマトリプタン錠50mg「アメル」 スマトリプタンコハク酸塩 50mg1錠 共和薬工

スマトリプタン錠50mg「SPKK」 スマトリプタンコハク酸塩 50mg1錠 サンド

スルピリド錠50mg「サワイ」 スルピリド 50mg1錠 沢井

セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」 セチプチリンマレイン酸塩 1mg1錠 沢井

セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 セチリジン塩酸塩 10mg1錠 陽進堂

セチリジン塩酸塩DS1.25％「タカタ」 セチリジン塩酸塩 1.25%1g 高田

セフジニル細粒小児用10％「サワイ」 セフジニル 100mg1g 沢井

セリプロロール塩酸塩錠100mg「テバ」 セリプロロール塩酸塩 100mg1錠 武田

セリプロロール塩酸塩錠200mg「テバ」 セリプロロール塩酸塩 200mg1錠 武田

セルトラリン錠25mg「タナベ」 セルトラリン塩酸塩 25mg1錠 ニプロES P

セルトラリン錠50mg「タナベ」 セルトラリン塩酸塩 50mg1錠 ニプロES P

セレコキシブ錠100mg「トーワ」 セレコキシブ 100mg1錠 東和薬品

セレコキシブ錠200mg「トーワ」 セレコキシブ 200mg1錠 東和薬品

センノシド錠12mg「サンド」 センノシド 12mg1錠 三和化学

ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 ソタロール塩酸塩 40mg1錠 トーアエイヨー

ゾピクロン錠10mg「サワイ」 ゾピクロン 10mg1錠 沢井
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ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプ

ロ」
コハク酸ソリフェナシン 2.5mg1錠 ニプロ

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 コハク酸ソリフェナシン 5mg1錠 ニプロ

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」 ゾルピデム酒石酸塩 5mg1錠 ニプロ

ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」 ゾルピデム酒石酸塩 10mg1錠 ニプロ

ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」 ゾルミトリプタン 2.5mg1錠 共和薬工

ダイメジンスリービー配合カプセル25
ベンフォチアミン／ピリドキシン塩酸

塩／シアノコバラミン
1カプセル 日医工

タモキシフェン錠10mg「DSEP」 タモキシフェンクエン酸塩 10mg1錠 第一三共エスファ

タモキシフェン錠20mg「DSEP」 タモキシフェンクエン酸塩 20mg1錠 第一三共エスファ

タモキシフェン錠20mg「MYL」 タモキシフェンクエン酸塩 20mg1錠 マイランEPD

炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 炭酸水素ナトリウム 500mg1錠 ヴィアトリス

炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」 炭酸ランタン水和物 250mg1包 ニプロ

炭酸ランタン顆粒分包500mg「ニプロ」 炭酸ランタン水和物 500mg1包 ニプロ

タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」 タンドスピロンクエン酸塩 5mg1錠 沢井

タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」 タンドスピロンクエン酸塩 10mg1錠 沢井

チアプリド細粒10％「サワイ」 チアプリド塩酸塩 10％1g 沢井

チアプリド錠25mg「日医工」 チアプリド塩酸塩 25mg1錠 日医工

チザニジン錠1mg「サワイ」 チザニジン塩酸塩 1mg1錠 沢井

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 沈降炭酸カルシウム 500mg1錠 三和化学

d－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武

田テバ」
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg1錠 武田

テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 テオフィリン 100mg1錠 沢井

テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 テオフィリン 200mg1錠 沢井

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20％

「サワイ」
テオフィリン 20％1g 沢井

デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10％

「日医工」

デキストロメトルファン臭化水素酸塩

水和物
10％1g 日医工

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg

「トーワ」

デキストロメトルファン臭化水素酸塩

水和物
15mg1錠 東和薬品

デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 デフェラシロクス 90mg1包 サンド

デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 デフェラシロクス 360mg1包 サンド

テプレノンカプセル50mg「日医工P」 テプレノン 50mg1カプセル 日医工

テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド 20mg1錠 日本化薬

デュタステリド錠0.5mgAV「NS」 デュタステリド 0.5mg1錠 日本ケミファ

テラムロ配合錠AP「DSEP」
テルミサルタン／アムロジピンベシル

酸塩
1錠 第一三共エスファ

テラムロ配合錠AP「ニプロ」
テルミサルタン／アムロジピンベシル

酸塩
1錠 ニプロ

テラムロ配合錠BP「DSEP」
テルミサルタン／アムロジピンベシル

酸塩
1錠 第一三共エスファ

テラムロ配合錠BP「ニプロ」
テルミサルタン／アムロジピンベシル

酸塩
1錠 ニプロ

テルビナフィン錠125mg「サンド」 テルビナフィン塩酸塩 125mg1錠 サンド

テルミサルタン錠20mg「DSEP」 テルミサルタン 20mg1錠 第一三共エスファ

テルミサルタン錠20mg「ニプロ」 テルミサルタン 20mg1錠 ニプロ

テルミサルタン錠40mg「DSEP」 テルミサルタン 40mg1錠 第一三共エスファ

テルミサルタン錠40mg「ニプロ」 テルミサルタン 40mg1錠 ニプロ
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トアラセット配合錠「武田テバ」
トラマドール塩酸塩／アセトアミノ

フェン
1錠 武田

トーワチーム配合顆粒

サリチルアミド／アセトアミノフェン

／無水カフェイン／プロメタジンメチ

レンジサリチル酸塩

1g 東和薬品

ドキサゾシン錠1mg「トーワ」 ドキサゾシンメシル酸塩 1mg1錠 東和薬品

ドキサゾシン錠2mg「トーワ」 ドキサゾシンメシル酸塩 2mg1錠 東和薬品

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル

100mg「トーワ」
トコフェロールニコチン酸エステル 100mg1カプセル 東和薬品

トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15％

「トーワ」
トスフロキサシントシル酸塩水和物 150mg1g 東和薬品

ドパコール配合錠L50 レボドパ／カルビドパ水和物 1錠 日医工

ドパコール配合錠L100 レボドパ／カルビドパ水和物 1錠 日医工

トピラマート錠50mg「アメル」 トピラマート 50mg1錠 共和薬工

トフィソパム錠50mg「サワイ」 トフィソパム 50mg1錠 沢井

トラセミドOD錠4mg「TE」 トラセミド 4mg1錠 トーアエイヨー

トラセミドOD錠8mg「TE」 トラセミド 8mg1錠 トーアエイヨー

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 トラゾドン塩酸塩 25mg1錠 共和薬工

トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 トラニラスト 100mg1カプセル 武田

トラネキサム酸錠250mg「YD」 トラネキサム酸 250mg1錠 陽進堂

トリアゾラム錠0.125mg「テバ」 トリアゾラム 0.125mg1錠 武田

トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 トリクロルメチアジド 1mg1錠 ニプロ

トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 トリクロルメチアジド 2mg1錠 ニプロ

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 トリメブチンマレイン酸塩 100mg1錠 東和薬品

ドンペリドン錠10mg「トーワ」 ドンペリドン 10mg1錠 東和薬品

ドンペリドンDS小児用1％「サワイ」 ドンペリドン 1％1g 沢井

ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 ナラトリプタン塩酸塩 2.5mg1錠 寿

ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 ナルフラフィン塩酸塩 2.5μg1錠 沢井

ニコランジル錠5mg「トーワ」 ニコランジル 5mg1錠 東和薬品

ニセルゴリン細粒1％「サワイ」 ニセルゴリン 1％1g 沢井

ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 ニセルゴリン 5mg1錠 東和薬品

ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 ニトラゼパム 5mg1錠 東和薬品

ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン 0.3mg1錠 日本化薬

ニルバジピン錠2mg「JG」 ニルバジピン 2mg1錠 日本ジェネリック

バイアスピリン錠100mg アスピリン 100mg1錠 バイエル

バラシクロビル顆粒50％「トーワ」 バラシクロビル塩酸塩 50％1g 東和薬品

バラシクロビル錠500mg「サワイ」 バラシクロビル塩酸塩 500mg1錠 沢井

バリエース発泡顆粒 炭酸水素ナトリウム／酒石酸 1g 伏見製薬

バルサルタンOD錠20mg「トーワ」 バルサルタン 20mg1錠 東和薬品

バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 バルサルタン 40mg1錠 東和薬品

バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 バルサルタン 80mg1錠 東和薬品

バルプロ酸ナトリウム細粒40％「EMEC」 バルプロ酸ナトリウム 40%1g 日医工

バルプロ酸Naシロップ5％「フジナガ」 バルプロ酸ナトリウム 5%1mL 第一三共

パロキセチン錠5mg「NP」 パロキセチン塩酸塩水和物 5mg1錠 ニプロ

パロキセチン錠10mg「NP」 パロキセチン塩酸塩水和物 10mg1錠 ニプロ

パロキセチン錠20mg「NP」 パロキセチン塩酸塩水和物 20mg1錠 ニプロ

ハロペリドール細粒1％「アメル」 ハロペリドール 1％1g 共和薬工

ハロペリドール錠1.5mg「JG」 ハロペリドール 1.5mg1錠 日本ジェネリック
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ハロペリドール錠3mg「JG」 ハロペリドール 3mg1錠 日本ジェネリック

ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg1錠 沢井

ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 ピオグリタゾン塩酸塩 30mg1錠 沢井

ビカルタミド錠80mg「サンド」 ビカルタミド 80mg1錠 サンド

ピコスルファートNa内用液0.75％「NIG」 ピコスルファートナトリウム水和物 0.75%1mL 武田

ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 ヒドロクロロチアジド 12.5mg1錠 東和薬品

ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 ヒドロクロロチアジド 25mg1錠 東和薬品

ビペリデン塩酸塩細粒1％「アメル」 ビペリデン塩酸塩 1％1g 共和薬工

ピモベンダン錠1.25mg「TE」 ピモベンダン 1.25mg1錠 トーアエイヨー

ピモベンダン錠2.5mg「TE」 ピモベンダン 2.5mg1錠 トーアエイヨー

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「テバ」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 25mg1カプセル 武田

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 50mg1カプセル 武田

ピルフェニドン錠200mg「日医工」 ピルフェニドン 200mg1錠 日医工

ファムシクロビル錠250mg「日医工」 ファムシクロビル 250mg1錠 日医工

ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 ファモチジン 10mg1錠 東和薬品

ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 ファモチジン 20mg1錠 東和薬品

ファモチジン散10％「トーワ」 ファモチジン 10%1g 東和薬品

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トーワ」 フェキソフェナジン塩酸塩 30mg1錠 東和薬品

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 フェキソフェナジン塩酸塩 60mg1錠 東和薬品

フェキソフェナジン塩酸塩DS5％「トーワ」 フェキソフェナジン塩酸塩 5％1g 東和薬品

プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 プラバスタチンナトリウム 5mg1錠 東和薬品

プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 プラバスタチンナトリウム 10mg1錠 東和薬品

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」 プラミペキソール塩酸塩水和物 0.125mg1錠 共和薬工

プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」 プラミペキソール塩酸塩水和物 0.5mg1錠 共和薬工

プランルカストDS10％「日医工」 プランルカスト水和物 10%1g 日医工

フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 フルコナゾール 50mg1カプセル 沢井

フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 フルコナゾール 100mg1カプセル 沢井

フルタミド錠125mg「VTRS」 フルタミド 125mg1錠 ヴィアトリス

フルニトラゼパム錠1mg「JG」 フルニトラゼパム 1mg1錠 日本ジェネリック

フルニトラゼパム錠2mg「JG」 フルニトラゼパム 2mg1錠 日本ジェネリック

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」 フルボキサミンマレイン酸塩 25mg1錠 ニプロ

フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」 フルボキサミンマレイン酸塩 50mg1錠 ニプロ

フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 フレカイニド酢酸塩 50mg1錠 ヴィアトリス

プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医

工」
プロカテロール塩酸塩水和物 0.0005％1mL 日医工

プロカテロール塩酸塩DS0.01％「タカタ」 プロカテロール塩酸塩水和物 0.01%1g 高田

フロセミド細粒4％「EMEC」 フロセミド 4％1g 日医工

フロセミド錠10mg「NP」 フロセミド 10mg1錠 ニプロ

フロセミド錠20mg「NP」 フロセミド 20mg1錠 ニプロ

フロセミド錠40mg「NP」 フロセミド 40mg1錠 ニプロ

ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 ブロチゾラム 0.25mg1錠 沢井

ブロナンセリン錠2mg「DSPB」 ブロナンセリン 2mg1錠 住友ファーマ

ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 ブロナンセリン 4mg1錠 住友ファーマ

プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 プロパフェノン塩酸塩 150mg1錠 大原薬工

プロブコール錠250mg「サワイ」 プロブコール 250mg1錠 沢井

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 プロプラノロール塩酸塩 10mg1錠 東和薬品

ブロマゼパム錠2mg「サンド」 ブロマゼパム 2mg1錠 サンド

ブロマゼパム錠5mg「サンド」 ブロマゼパム 5mg1錠 サンド
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ブロムペリドール錠3mg「サワイ」 ブロムペリドール 3mg1錠 沢井

ベタセレミン配合錠
ベタメタゾン／ｄ－クロルフェニラミ

ンマレイン酸塩
1錠 東和薬品

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」 ベタヒスチンメシル酸塩 6mg1錠 日本ジェネリック

ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 ベタメタゾン 0.5mg1錠 沢井

ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 ベニジピン塩酸塩 2mg1錠 沢井

ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 ベニジピン塩酸塩 4mg1錠 沢井

ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 ベラパミル塩酸塩 40mg1錠 日本ジェネリック

ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 ベラプロストナトリウム 20μg1錠 東和薬品

ペリンドプリルエルブミン錠2mg「トーワ」 ペリンドプリルエルブミン 2mg1錠 東和薬品

ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」 ペリンドプリルエルブミン 4mg1錠 東和薬品

ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 ペロスピロン塩酸塩水和物 4mg1錠 共和薬工

ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 ペロスピロン塩酸塩水和物 8mg1錠 共和薬工

ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 ボグリボース 0.2mg1錠 東和薬品

ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 ボグリボース 0.3mg1錠 東和薬品

ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 ポラプレジンク 75mg1錠 沢井

ポリカルボフィルCa細粒83.3％「日医工」 ポリカルボフィルカルシウム 83.3%1g 日医工

ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 ボリコナゾール 50mg1錠 東和薬品

ボリコナゾール錠200mg「トーワ」 ボリコナゾール 200mg1錠 東和薬品

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20％分包

25g「三和」
ポリスチレンスルホン酸カルシウム 20％25g1個 三和化学

ホリナート錠25mg「DSEP」 ホリナートカルシウム 25mg1錠 第一三共エスファ

マグミット錠250mg 酸化マグネシウム 250mg1錠 日本新薬

マグミット錠330mg 酸化マグネシウム 330mg1錠 日本新薬

マックターゼ配合錠

ビオヂアスターゼ2000／ニューラーゼ

／セルラーゼAP3／プロザイム6／膵臓

性消化酵素8AP

1錠 沢井

マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マプロチリン塩酸塩 10mg1錠 共和薬工

ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 ミチグリニドカルシウム水和物 5mg1錠 日本ジェネリック

ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 ミチグリニドカルシウム水和物 10mg1錠 日本ジェネリック

ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 ミドドリン塩酸塩 2mg1錠 東和薬品

ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」 ミルナシプラン塩酸塩 15mg1錠 沢井

ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」 ミルナシプラン塩酸塩 25mg1錠 沢井

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 メキシレチン塩酸塩 50mg1カプセル 沢井

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 メキシレチン塩酸塩 100mg1カプセル 沢井

メダゼパム錠5(ツルハラ) メダゼパム 5mg1錠 鶴原

メチコバール細粒0.1％ メコバラミン 0.1％500mg1包 エーザイ

メチコバール錠500μg メコバラミン 0.5mg1錠 エーザイ

メチルジゴキシン錠0.05mg「NIG」 メチルジゴキシン 0.05mg1錠 武田

メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」 メチルジゴキシン 0.1mg1錠 武田

メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 メトクロプラミド 5mg1錠 高田

メトクロプラミド錠5mg「テバ」 メトクロプラミド 5mg1錠 武田

メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 メトトレキサート 2mg1錠 あゆみ製薬

メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」 メトプロロール酒石酸塩 20mg1錠 武田

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg

「F」

メドロキシプロゲステロン酢酸エステ

ル
5mg1錠 富士製工

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠

200mg「F」

メドロキシプロゲステロン酢酸エステ

ル
200mg1錠 富士製工
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メナテトレノンカプセル15mg「TYK」 メナテトレノン 15mg1カプセル 武田

メマンチン塩酸塩錠5mg「ニプロ」 メマンチン塩酸塩 5mg1錠 ニプロ

メマンチン塩酸塩錠20mg「ニプロ」 メマンチン塩酸塩 20mg1錠 ニプロ

モサプリドクエン酸塩散1％「日医工」 モサプリドクエン酸塩水和物 1％1g 日医工

モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」 モサプリドクエン酸塩水和物 5mg1錠 東和薬品

モンテルカスト細粒4mg「サンド」 モンテルカストナトリウム 4mg1包 サンド

モンテルカスト錠10mg「サンド」 モンテルカストナトリウム 10mg1錠 サンド

モンテルカストチュアブル錠5mg「サンド」 モンテルカストナトリウム 5mg1錠 サンド

ユビデカレノン錠10mg「トーワ」 ユビデカレノン 10mg1錠 東和薬品

ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」 ラクツロース 40.496%1g 佐藤製薬

ラクツロースシロップ65％「NIG」 ラクツロース 65%1mL 武田

ラグノスNF経口ゼリー分包12g ラクツロース 54.167%12g1包 三和化学

ラバミコム配合錠「アメル」 ラミブジン／アバカビル硫酸塩 1錠 共和薬工

ラフチジン錠10mg「サワイ」 ラフチジン 10mg1錠 沢井

ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」 ラベタロール塩酸塩 50mg1錠 東和薬品

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 ラロキシフェン塩酸塩 60mg1錠 沢井

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 ランソプラゾール 15mg1錠 沢井

ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 ランソプラゾール 30mg1錠 沢井

リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」 リザトリプタン安息香酸塩 10mg1錠 東和薬品

リセドロン酸Na錠2.5mg「トーワ」 リセドロン酸ナトリウム水和物 2.5mg1錠 東和薬品

リネゾリド錠600mg「サワイ」 リネゾリド 600mg1錠 沢井

リファンピシンカプセル150mg「サンド」 リファンピシン 150mg1カプセル 日本ジェネリック

リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」 リボフラビン酪酸エステル 20mg1錠 鶴原

リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 リマプロストアルファデクス 5μg1錠 沢井

リルゾール錠50mg「タナベ」 リルゾール 50mg1錠 ニプロES P

レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 レトロゾール 2.5mg1錠 沢井

レバミピド錠100mg「オーツカ」 レバミピド 100mg1錠 大塚製薬

レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」 レボフロキサシン水和物
250mg1錠(レボフロキサ

シンとして)
東和薬品

レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」 レボフロキサシン水和物
500mg1錠(レボフロキサ

シンとして)
東和薬品

レボフロキサシン細粒10％「DSEP」 レボフロキサシン水和物
100mg1g(レボフロキサシ

ンとして)
第一三共エスファ

レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」 レボメプロマジンマレイン酸塩 25mg1錠 鶴原

ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg1錠 東和薬品

ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 ロフラゼプ酸エチル 1mg1錠 沢井

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 ロペラミド塩酸塩 1mg1カプセル 日本ジェネリック

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 ロラゼパム 0.5mg1錠 沢井

ロラタジンOD錠10mg「日医工」 ロラタジン 10mg1錠 日医工

ロレアス配合錠「NS」 クロピドグレル硫酸塩／アスピリン 1錠 日本ケミファ
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