
東住吉森本病院　採用薬品リスト　【内服薬】

技術部薬剤科　作成
作成年月日　令和5年3月16日

薬品名 一般名 規格単位 後発品情報50音

アイトロール錠２０ｍｇ 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠あ

アクトス錠３０ ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠

アコファイド錠１００ｍｇ アコチアミド塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠

アサコール錠４００ｍｇ メサラジン ４００ｍｇ１錠

アザニン錠５０ｍｇ アザチオプリン ５０ｍｇ１錠

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 後発

アジルバ錠２０ｍｇ アジルサルタン ２０ｍｇ１錠

アジレクト錠１ｍｇ ラサギリンメシル酸塩 １ｍｇ１錠

アスパラ－ＣＡ錠２００ Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 １錠

アスパラカリウム散５０％ Ｌ－アスパラギン酸カリウム ５０％１ｇ

アスパラカリウム錠３００ｍｇ Ｌ－アスパラギン酸カリウム ３００ｍｇ１錠

アスピリン「ヨシダ」 アスピリン １０ｇ

アスペノンカプセル１０ アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル

アスベリン散１０％ チペピジンヒベンズ酸塩 １０％１ｇ

アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 アセチルシステイン １７．６％１ｍＬ

アセトアミノフェン細粒２０％「トーワ」 アセトアミノフェン ２０％１ｇ 後発

アゾセミド錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 後発

アゾセミド錠６０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 後発

アーチスト錠１０ｍｇ カルベジロール １０ｍｇ１錠

アーチスト錠２．５ｍｇ カルベジロール ２．５ｍｇ１錠

アデホスコーワ顆粒１０％ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 １０％１ｇ

アーテン錠（２ｍｇ） トリヘキシフェニジル塩酸塩 ２ｍｇ１錠

アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム １０ｇ
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薬品名 一般名 規格単位 後発品情報50音

アドナ錠３０ｍｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 ３０ｍｇ１錠

アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 後発

アブストラル舌下錠１００μ ｇ フェンタニルクエン酸塩 １００μ ｇ１錠

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 後発

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 後発

アボルブカプセル０．５ｍｇ デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル

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 後発

アミティーザカプセル１２μ ｇ ルビプロストン １２μ ｇ１カプセル

アミノレバンＥＮ配合散 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 後発

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 後発

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 後発

アラベル内用剤１．５ｇ アミノレブリン酸塩酸塩 １．５ｇ１瓶

２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠

アリミデックス錠１ｍｇ アナストロゾール １ｍｇ１錠

アルドメット錠２５０ メチルドパ水和物 ２５０ｍｇ１錠

アルファカルシドール錠０．５μ ｇ「アメル」 アルファカルシドール ０．５μ ｇ１錠 後発

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 後発

アルロイドＧ内用液５％ アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ

アレビアチン散１０％ フェニトイン １０％１ｇ

アレビアチン錠１００ｍｇ フェニトイン １００ｍｇ１錠

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 後発

アロプリノール錠１００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 アロプリノール １００ｍｇ１錠 後発

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サワ
イ」

アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠 後発

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 後発い

イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ リバーロキサバン １０ｍｇ１錠
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イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ リバーロキサバン １５ｍｇ１錠

イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム ５００ｍｇ１錠

イーケプラドライシロップ５０％ レベチラセタム ５０％１ｇ

イスコチン原末 イソニアジド １ｇ

イスコチン錠１００ｍｇ イソニアジド １００ｍｇ１錠

イトリゾールカプセル５０ イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル

イニシンク配合錠 アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配
合剤

１錠

イリボー錠５μ ｇ ラモセトロン塩酸塩 ５μ ｇ１錠

イルベサルタン錠１００ｍｇ「サワイ」 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 後発

イレッサ錠２５０ ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠

インデラル錠１０ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠

ウブレチド錠５ｍｇ ジスチグミン臭化物 ５ｍｇ１錠う

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 後発

エカード配合錠ＨＤ カンデサルタン　シレキセチル・ヒドロクロロチア
ジド配合剤

１錠え

エクア錠５０ｍｇ ビルダグリプチン ５０ｍｇ１錠

エクセグラン散２０％ ゾニサミド ２０％１ｇ

エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド １００ｍｇ１錠

エクセラーゼ配合錠 サナクターゼ配合剤 １錠 後発

エクフィナ錠５０ｍｇ サフィナミドメシル酸塩 ５０ｍｇ１錠

エクメット配合錠ＨＤ ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤 １錠

エサンブトール錠２５０ｍｇ エタンブトール塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠

エスゾピクロン錠1mg エスゾピクロン １ｍｇ１錠

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合
剤

２０ｍｇ１錠（テガフール相
当量）

後発

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合
剤

２５ｍｇ１錠（テガフール相
当量）

後発

エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＴＥ」 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 後発
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エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「ニプロ」 エソメプラゾールマグネシウム水和物 ２０ｍｇ１カプセル 後発

エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 後発

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 後発

エパデールＳ９００ イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包

エビスタ錠６０ｍｇ ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠

エビプロスタット配合錠ＤＢ オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合
剤

１錠

エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール ３ｍｇ１錠

エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ プラスグレル塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

エフィエント錠２．５ｍｇ プラスグレル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠

エフィエント錠３．７５ｍｇ プラスグレル塩酸塩 ３．７５ｍｇ１錠

エプクルーサ配合錠 ソホスブビル・ベルパタスビル １錠

エフピーＯＤ錠２．５ セレギリン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠

エブランチルカプセル１５ｍｇ ウラピジル １５ｍｇ１カプセル

エボザックカプセル３０ｍｇ セビメリン塩酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１錠

ＭＳコンチン錠３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１錠

エリキュース錠２．５ｍｇ アピキサバン ２．５ｍｇ１錠

エリキュース錠５ｍｇ アピキサバン ５ｍｇ１錠

エリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 エリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 後発

エルデカルシトールカプセル０．７５μ ｇ「サワイ」 エルデカルシトール ０．７５μ ｇ１カプセル 後発

エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤 １０ｇ

塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 後発

エンレスト錠１００ｍｇ サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 １００ｍｇ１錠

オイグルコン錠１．２５ｍｇ グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠お

オイグルコン錠２．５ｍｇ グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠

オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠
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オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１錠

オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠

オキノーム散１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１包

オキノーム散２．５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 ２．５ｍｇ１包

オキノーム散２０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１包

オキノーム散５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１包

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム （３７５ｍｇ）１錠

オースギ大黄甘草湯エキスＧ 大黄甘草湯エキス １ｇ

オースギ八味地黄丸料エキスＧ 八味地黄丸エキス １ｇ

オースギ補中益気湯エキスＧ 補中益気湯エキス １ｇ

オフェブカプセル１００ｍｇ ニンテダニブエタンスルホン酸塩 １００ｍｇ１カプセル

オフェブカプセル１５０ｍｇ ニンテダニブエタンスルホン酸塩 １５０ｍｇ１カプセル

オプソ内服液１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ５ｍＬ１包

オプソ内服液５ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包

オルミエント錠２ｍｇ バリシチニブ ２ｍｇ１錠

オルミエント錠４ｍｇ バリシチニブ ４ｍｇ１錠

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 後発

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 後発

オングリザ錠５ｍｇ サキサグリプチン水和物 ５ｍｇ１錠

オンジェンティス錠２５ｍｇ オピカポン ２５ｍｇ１錠

ガストログラフイン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン １ｍＬか

ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠

カナグル錠１００ｍｇ カナグリフロジン水和物 １００ｍｇ１錠

カナリア配合錠 テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリ
フロジン水和物配合剤

１錠

カバサール錠１．０ｍｇ カベルゴリン １ｍｇ１錠

カプトプリル錠１２．５「ＳＷ」 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 後発
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カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 後発

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 後発

カリメート経口液２０％ ポリスチレンスルホン酸カルシウム ２０％２５ｇ１包

カリメート散 ポリスチレンスルホン酸カルシウム １ｇ

カルスロット錠２０ マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

カルブロック錠８ｍｇ アゼルニジピン ８ｍｇ１錠

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 後発

カロナール錠３００ アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 後発

カロナール錠５００ アセトアミノフェン ５００ｍｇ１錠 後発

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 後発

キシロカインビスカス２％ リドカイン塩酸塩 ２％１ｍＬき

キネダック錠５０ｍｇ エパルレスタット ５０ｍｇ１錠

ギャバロン錠５ｍｇ バクロフェン ５ｍｇ１錠

キャブピリン配合錠 アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤 １錠

キョウニン水「ケンエー」 キョウニン水 １０ｍＬ

クエチアピン錠２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 後発く

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 後発

グーフィス錠５ｍｇ エロビキシバット水和物 ５ｍｇ１錠

グラケーカプセル１５ｍｇ メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 芍薬甘草湯エキス １ｇ

グラマリール錠５０ｍｇ チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 後発

グリミクロン錠４０ｍｇ グリクラジド ４０ｍｇ１錠

グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ケミファ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 後発

グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物 ５０ｍｇ１錠

クレメジン細粒分包２ｇ 球形吸着炭 １ｇ
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クロピドグレル錠２５ｍｇ「サワイ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 後発

クロピドグレル錠７５ｍｇ「サワイ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 後発

ケアラム錠２５ｍｇ イグラチモド ２５ｍｇ１錠け

ケイキサレートドライシロップ７６％ ポリスチレンスルホン酸ナトリウム ７６％１ｇ

Ｌ－ケフレックス顆粒 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ

コデインリン酸塩散１％「シオエ」 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇこ

コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「タケダ」 コデインリン酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠

コートリル錠１０ｍｇ ヒドロコルチゾン １０ｍｇ１錠

コニール錠４ ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠

コムタン錠１００ｍｇ エンタカポン １００ｍｇ１錠

コメリアンコーワ錠５０ ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 コルヒチン ０．５ｍｇ１錠

コンプラビン配合錠 クロピドグレル硫酸塩・アスピリン １錠

サアミオン錠５ｍｇ ニセルゴリン ５ｍｇ１錠さ

サイトテック錠２００ ミソプロストール ２００μ ｇ１錠

ザイボックス錠６００ｍｇ リネゾリド ６００ｍｇ１錠

ザファテック錠１００ｍｇ トレラグリプチンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 後発

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ケンエー」 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 後発

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 後発

サンリズムカプセル５０ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物 ２００ｍｇ１錠し

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「サワイ」 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 後発

ジゴシン散０．１％ ジゴキシン ０．１％１ｇ

ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＳＷ」 ジソピラミドリン酸塩 １５０ｍｇ１錠 後発

シナール配合顆粒 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム １ｇ
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ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 ジピリダモール １２．５％１ｇ 後発

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ オランザピン ５ｍｇ１錠

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 後発

ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 後発

ジメチコン内用液２％「ホリイ」 ジメチコン ２％１ｍＬ 後発

ジャディアンス錠１０ｍｇ エンパグリフロジン １０ｍｇ１錠

シュアポスト錠０．２５ｍｇ レパグリニド ０．２５ｍｇ１錠

ジルテック錠１０ セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 シルニジピン １０ｍｇ１錠 後発

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 後発

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 シロドシン ４ｍｇ１錠 後発

シンメトレル細粒１０％ アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ

シンメトレル錠５０ｍｇ アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

スインプロイク錠０．２ｍｇ ナルデメジントシル酸塩 ０．２ｍｇ１錠す

スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ 後発

スタレボ配合錠Ｌ１００ レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン １錠

スタレボ配合錠Ｌ５０ レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン １錠

スチバーガ錠４０ｍｇ レゴラフェニブ水和物 ４０ｍｇ１錠

ストロカイン錠５ｍｇ オキセサゼイン ５ｍｇ１錠

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 後発

スピロペント錠１０μ ｇ クレンブテロール塩酸塩 １０μ ｇ１錠

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 スルピリド ５０ｍｇ１錠 後発

精製水＊（日興製薬） 精製水 １０ｍＬせ

セイブル錠５０ｍｇ ミグリトール ５０ｍｇ１錠

ゼスラン錠３ｍｇ メキタジン ３ｍｇ１錠

セネガシロップ「ケンエー」 セネガ １０ｍＬ
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セパミット－Ｒ細粒２％ ニフェジピン ２％１ｇ

ゼフィックス錠１００ ラミブジン １００ｍｇ１錠

セフゾン細粒小児用１０％ セフジニル １００ｍｇ１ｇ

セララ錠２５ｍｇ エプレレノン ２５ｍｇ１錠

２ｍｇセルシン錠 ジアゼパム ２ｍｇ１錠

セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 後発

セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス １錠

ゼルヤンツ錠５ｍｇ トファシチニブクエン酸塩 ５ｍｇ１錠

セレキノン錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠

セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 後発

セレジスト錠５ｍｇ タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠

セレスタミン配合錠 ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 １錠

セレナール錠１０ オキサゾラム １０ｍｇ１錠

セレネース錠１ｍｇ ハロペリドール １ｍｇ１錠

セレネース内服液０．２％ ハロペリドール ０．２％１ｍＬ

セロクエル１００ｍｇ錠 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠

セロクラール錠２０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠

センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 センノシド １２ｍｇ１錠 後発

ゾフルーザ錠２０ｍｇ バロキサビル　マルボキシル ２０ｍｇ１錠そ

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠

ソランタール錠１００ｍｇ チアラミド塩酸塩 １００ｍｇ１錠

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 後発

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 後発

タクロリムス錠１．５ｍｇ「あゆみ」 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 後発た

タクロリムス錠１ｍｇ「あゆみ」 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 後発

タケキャブ錠１０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩 １０ｍｇ１錠
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タナトリル錠５ イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠

ダーブロック錠２ｍｇ ダプロデュスタット ２ｍｇ１錠

ダーブロック錠４ｍｇ ダプロデュスタット ４ｍｇ１錠

タミフルカプセル７５ オセルタミビルリン酸塩 ７５ｍｇ１カプセル

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 後発

ダラシンカプセル１５０ｍｇ クリンダマイシン塩酸塩 １５０ｍｇ１カプセル

タリージェ錠１０ｍｇ ミロガバリンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠

タリージェ錠５ｍｇ ミロガバリンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠

タルセバ錠１００ｍｇ エルロチニブ塩酸塩 １００ｍｇ１錠

タルセバ錠１５０ｍｇ エルロチニブ塩酸塩 １５０ｍｇ１錠

炭酸水素ナトリウム「ＮｉｋＰ」 炭酸水素ナトリウム １０ｇ

単シロップ「ケンエー」 単シロップ １０ｍＬ

タンニン酸アルブミン「ケンエー」 タンニン酸アルブミン １ｇ

チアプリド細粒１０％「サワイ」 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ 後発ち

チャンピックス錠０．５ｍｇ バレニクリン酒石酸塩 ０．５ｍｇ１錠

チャンピックス錠１ｍｇ バレニクリン酒石酸塩 １ｍｇ１錠

チラーヂンＳ錠５０μ ｇ レボチロキシンナトリウム水和物 ５０μ ｇ１錠

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 牛車腎気丸エキス １ｇつ

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 五苓散エキス １ｇ

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 十全大補湯エキス １ｇ

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 大建中湯エキス １ｇ

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 麦門冬湯エキス １ｇ

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 半夏厚朴湯エキス １ｇ

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 半夏瀉心湯エキス １ｇ

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 防風通聖散エキス １ｇ

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 抑肝散エキス １ｇ
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ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 六君子湯エキス １ｇ

デエビゴ錠５ｍｇ レンボレキサント ５ｍｇ１錠て

テオドール顆粒２０％ テオフィリン ２０％１ｇ

テオロング錠２００ｍｇ テオフィリン ２００ｍｇ１錠

デカドロン錠４ｍｇ デキサメタゾン ４ｍｇ１錠

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 １５ｍｇ１錠 後発

テグレトール細粒５０％ カルバマゼピン ５０％１ｇ

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン １００ｍｇ１錠

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠

テトラミド錠１０ｍｇ ミアンセリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

テネリアＯＤ錠２０ｍｇ テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠

デノタスチュアブル配合錠 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸
マグネシウム

１錠

テノーミン錠２５ アテノロール ２５ｍｇ１錠

デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠

デパケン細粒２０％ バルプロ酸ナトリウム ２０％１ｇ

デパケンシロップ５％ バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ

テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 後発

テプレノン細粒１０％「トーワ」 テプレノン １０％１ｇ 後発

テモダールカプセル１００ｍｇ テモゾロミド １００ｍｇ１カプセル

テモダールカプセル２０ｍｇ テモゾロミド ２０ｍｇ１カプセル

デュロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 デュロキセチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 後発

テルネリン錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 後発

トアラセット配合錠「ＤＳＥＰ」 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤 １錠 後発と

ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 後発

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 後発
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ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 後発

トピナ錠５０ｍｇ トピラマート ５０ｍｇ１錠

トピロリック錠４０ｍｇ トピロキソスタット ４０ｍｇ１錠

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ ドロキシドパ １００ｍｇ１錠

トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」 トラセミド ８ｍｇ１錠 後発

トラゼンタ錠５ｍｇ リナグリプチン ５ｍｇ１錠

トラディアンス配合錠ＡＰ エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤 １錠

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１カプセル 後発

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ トラマドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠

トランコロン錠７．５ｍｇ メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 後発

トリプタノール錠１０ アミトリプチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

トルバプタンＯＤ錠１５ｍｇ「オーツカ」 トルバプタン １５ｍｇ１錠 後発

トルバプタンＯＤ錠７．５ｍｇ「オーツカ」 トルバプタン ７．５ｍｇ１錠 後発

トレーランＧ液７５ｇ デンプン部分加水分解物 ２２５ｍＬ１瓶

トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ ゾニサミド ２５ｍｇ１錠

トレリーフＯＤ錠５０ｍｇ ゾニサミド ５０ｍｇ１錠

ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 後発

ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ ラモセトロン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠な

ナトリックス錠２ インダパミド ２ｍｇ１錠

ナルサス錠１２ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 １２ｍｇ１錠

ナルサス錠２４ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 ２４ｍｇ１錠

ナルサス錠２ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 ２ｍｇ１錠

ナルサス錠６ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 ６ｍｇ１錠

ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μ ｇ「フソー」 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μ ｇ１錠 後発

ナルラピド錠１ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 １ｍｇ１錠
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ナルラピド錠２ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 ２ｍｇ１錠

ナルラピド錠４ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 ４ｍｇ１錠

ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 ニコランジル ５ｍｇ１錠 後発に

ニトロールＲカプセル２０ｍｇ 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル

ニトロール錠５ｍｇ 硝酸イソソルビド ５ｍｇ１錠

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 後発

ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワイ」 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル 後発

乳酸カルシウム「ケンエー」 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ

乳糖水和物「ケンエー」 乳糖水和物 １０ｇ

ネオドパゾール配合錠 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 １錠ね

ネオファーゲンＣ配合錠 グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤 １錠

ネオフィリン錠１００ｍｇ アミノフィリン水和物 １００ｍｇ１錠

ノイキノン錠１０ｍｇ ユビデカレノン １０ｍｇ１錠の

ノイロトロピン錠４単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 ４単位１錠

ノウリアスト錠２０ｍｇ イストラデフィリン ２０ｍｇ１錠

ノバミン錠５ｍｇ プロクロルペラジンマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠

ノルバデックス錠２０ｍｇ タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン １００ｍｇ１錠 後発は

バイシリンＧ顆粒４０万単位 ベンジルペニシリンベンザチン水和物 ４０万単位１ｇ

バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム １ｇ

バクタ配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム １錠

バナン錠１００ｍｇ セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ジゴキシン ０．１２５ｍｇ１錠

ハーボニー配合錠 レジパスビル　アセトン付加物・ソホスブビル １錠

バラクルード錠０．５ｍｇ エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠

パラミヂンカプセル３００ｍｇ ブコローム ３００ｍｇ１カプセル
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バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 後発

バルトレックス錠５００ バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠

パルモディア錠０．１ｍｇ ペマフィブラート ０．１ｍｇ１錠

バレイショデンプン「ケンエー」 バレイショデンプン １０ｇ

バロス発泡顆粒－Ｓ 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 １ｇ 後発

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶

パントシン散２０％ パンテチン ２０％１ｇ

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤 １ｇひ

ビオフェルミン錠剤 ビフィズス菌製剤 １錠 後発

ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 後発

ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「トーワ」 ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍＬ 後発

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠

ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 後発

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 後発

ビタノイリンカプセル５０ フルスルチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 １カプセル

ビムパット錠１００ｍｇ ラコサミド １００ｍｇ１錠

ビムパット錠５０ｍｇ ラコサミド ５０ｍｇ１錠

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 ピモベンダン １．２５ｍｇ１錠 後発

ビラノア錠２０ｍｇ ビラスチン ２０ｍｇ１錠

ピラマイド原末 ピラジナミド １ｇ

ヒルナミン錠（５ｍｇ） レボメプロマジンマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠

ピレスパ錠２００ｍｇ ピルフェニドン ２００ｍｇ１錠

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 後発ふ

フィコンパ錠２ｍｇ ペランパネル水和物 ２ｍｇ１錠

フィコンパ錠４ｍｇ ペランパネル水和物 ４ｍｇ１錠
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フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「サワイ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 後発

フェノバール散１０％ フェノバルビタール １０％１ｇ

フェノバール錠３０ｍｇ フェノバルビタール ３０ｍｇ１錠

フェブキソスタット錠２０ｍｇ「ニプロ」 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 後発

フェリセルツ散２０％ クエン酸鉄アンモニウム ６００ｍｇ１包

フォサマック錠３５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠

フォシーガ錠１０ｍｇ ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 １０ｍｇ１錠

フォリアミン錠 葉酸 ５ｍｇ１錠

ブスコパン錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ１錠

プラザキサカプセル１１０ｍｇ ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 １１０ｍｇ１カプセル

プラザキサカプセル７５ｍｇ ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 ７５ｍｇ１カプセル

フラジール内服錠２５０ｍｇ メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 後発

フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「サワイ」 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 後発

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセル 後発

プリミドン細粒９９．５％「日医工」 プリミドン ９９．５％１ｇ

プリンペランシロップ０．１％ メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ

フルイトラン錠２ｍｇ トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 後発

プレドニゾロン錠１ｍｇ「ＶＴＲＳ」 プレドニゾロン １ｍｇ１錠

プレドニゾロン錠５ｍｇ（旭化成） プレドニゾロン ５ｍｇ１錠

プレミネント配合錠ＬＤ ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤 １錠

フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 フロセミド ２０ｍｇ１錠 後発

フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 フロセミド ４０ｍｇ１錠 後発

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 後発

プロテカジン錠１０ ラフチジン １０ｍｇ１錠
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プロノン錠１５０ｍｇ プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠

フロリネフ錠０．１ｍｇ フルドロコルチゾン酢酸エステル ０．１ｍｇ１錠

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠へ

ベタニス錠５０ｍｇ ミラベグロン ５０ｍｇ１錠

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 後発

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 後発

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 後発

ベネット錠７５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物 ７５ｍｇ１錠

ヘパンＥＤ配合内用剤 肝不全用成分栄養剤 １０ｇ

ベプリコール錠５０ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠

ベムリディ錠２５ｍｇ テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠

ヘモクロンカプセル２００ｍｇ トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル

ベラサスＬＡ錠６０μ ｇ ベラプロストナトリウム ６０μ ｇ１錠

ベラプロストＮａ錠２０μ ｇ「ＶＴＲＳ」 ベラプロストナトリウム ２０μ ｇ１錠 後発

ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤 １ｇ

ペルサンチン錠２５ｍｇ ジピリダモール ２５ｍｇ１錠

ペルジピン錠２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル

ペルマックス錠２５０μ ｇ ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μ ｇ１錠

ペルマックス錠５０μ ｇ ペルゴリドメシル酸塩 ５０μ ｇ１錠

ベレキシブル錠８０ｍｇ チラブルチニブ塩酸塩 ８０ｍｇ１錠

ベンザリン錠５ ニトラゼパム ５ｍｇ１錠

ペンタサ顆粒９４％ メサラジン ９４％１ｇ

ペンタサ錠５００ｍｇ メサラジン ５００ｍｇ１錠

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「武田テバ」 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 後発ほ

ホスミシン錠５００ ホスホマイシンカルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠
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ボノサップパック８００ ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・
クラリスロマイシン

１シート

ボノピオンパック ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・
メトロニダゾール

１シート

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 後発

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 後発

ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 後発

マヴィレット配合錠 グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル １錠ま

マグコロール散６８％分包１００ｇ クエン酸マグネシウム ６８％１００ｇ１包

マグコロール散６８％分包５０ｇ クエン酸マグネシウム ６８％５０ｇ１包

マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠

マルファ懸濁用配合顆粒 乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウ
ム

１ｇ 後発

マルファ配合内服液 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム １０ｍＬ 後発

マーロックス懸濁用配合顆粒 乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウ
ム

１ｇ 後発

ミオナール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠み

ミグシス錠５ｍｇ ロメリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

ミケラン錠５ｍｇ カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠

ミニリンメルトＯＤ錠６０μ ｇ デスモプレシン酢酸塩水和物 ６０μ ｇ１錠

ミネブロ錠２．５ｍｇ エサキセレノン ２．５ｍｇ１錠

ミノマイシンカプセル１００ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル

ミヤＢＭ細粒 酪酸菌製剤 １ｇ

ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠

ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠

ミンクリア内用散布液０．８％ ｌ－メントール ２０ｍＬ１筒

メイラックス錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠め

メキシチールカプセル１００ｍｇ メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル

メキシチールカプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
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メサペイン錠５ｍｇ メサドン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

メジコン配合シロップ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・クレ
ゾールスルホン酸カリウム

１０ｍＬ

メスチノン錠６０ｍｇ ピリドスチグミン臭化物 ６０ｍｇ１錠

メチコバール細粒０．１％ メコバラミン ０．１％５００ｍｇ１包 後発

メチコバール錠５００μ ｇ メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 後発

メトグルコ錠２５０ｍｇ メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠

メトトレキサート錠２ｍｇ「あゆみ」 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 後発

メトリジンＤ錠２ｍｇ ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠

メネシット配合錠１００ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠

メプチン錠５０μ ｇ プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０５ｍｇ１錠

メマリー錠５ｍｇ メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 後発

メルカゾール錠５ｍｇ チアマゾール ５ｍｇ１錠

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 後発も

モニラック原末 ラクツロース １ｇ

モビコール配合内用剤ＬＤ マクロゴール４０００・塩化ナトリウム・炭酸水素ナ
トリウム・塩化カリウム

６．８５２３ｇ１包

モビプレップ配合内用剤 ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤 １袋

モンテルカスト錠１０ｍｇ「トーワ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 後発

薬用炭「日医工」 薬用炭 １ｇや

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ テガフール・ウラシル １００ｍｇ１包（テガフール
相当量）

ゆ

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ テガフール・ウラシル １００ｍｇ１カプセル（テガ
フール相当量）

ユービット錠１００ｍｇ 尿素（１３Ｃ） １００ｍｇ１錠

ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル ２００ｍｇ１カプセル

ユリス錠１ｍｇ ドチヌラド １ｍｇ１錠

ユリノーム錠５０ｍｇ ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠

18/21 ページ



薬品名 一般名 規格単位 後発品情報50音

ユーロジン２ｍｇ錠 エスタゾラム ２ｍｇ１錠

ヨーデルＳ糖衣錠－８０ センナエキス ８０ｍｇ１錠 後発よ

ラキソベロン錠２．５ｍｇ ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠ら

ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 ラクツロース ６５％１ｍＬ 後発

ラゲブリオカプセル２００ｍｇ モルヌピラビル ２００ｍｇ１カプセル

ラコールＮＦ配合経腸用液 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤 １０ｇ

ラボナ錠５０ｍｇ ペントバルビタールカルシウム ５０ｍｇ１錠

ラミクタール錠１００ｍｇ ラモトリギン １００ｍｇ１錠

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン ２５ｍｇ１錠

ラメルテオン錠８ｍｇ「武田テバ」 ラメルテオン ８ｍｇ１錠 後発

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

ランデル錠２０ エホニジピン塩酸塩エタノール付加物 ２０ｍｇ１錠

ランドセン錠０．５ｍｇ クロナゼパム ０．５ｍｇ１錠

ランドセン錠１ｍｇ クロナゼパム １ｍｇ１錠

リアルダ錠１２００ｍｇ メサラジン １２００ｍｇ１錠り

リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物 １５ｍｇ１錠

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物 ６０ｍｇ１錠

リザベンカプセル１００ｍｇ トラニラスト １００ｍｇ１カプセル

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 後発

リタリン錠１０ｍｇ メチルフェニデート塩酸塩 １０ｍｇ１錠

リーバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン ４．１５ｇ１包

リパクレオンカプセル１５０ｍｇ パンクレリパーゼ １５０ｍｇ１カプセル

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 パンクレリパーゼ ３００ｍｇ１包

リバロＯＤ錠２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム水和物 ２ｍｇ１錠

リファジンカプセル１５０ｍｇ リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル
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リフキシマ錠２００ｍｇ リファキシミン ２００ｍｇ１錠

リフレックス錠１５ｍｇ ミルタザピン １５ｍｇ１錠

リマチル錠１００ｍｇ ブシラミン １００ｍｇ１錠

リマプロストアルファデクス錠５μ ｇ「サワイ」 リマプロスト　アルファデクス ５μ ｇ１錠 後発

硫酸バリウム散９７．５％「ホリイ」 硫酸バリウム ９７．５％１０ｇ

リリカＯＤ錠２５ｍｇ プレガバリン ２５ｍｇ１錠

リリカＯＤ錠７５ｍｇ プレガバリン ７５ｍｇ１錠

リンゼス錠０．２５ｍｇ リナクロチド ０．２５ｍｇ１錠

リンデロン散０．１％ ベタメタゾン ０．１％１ｇ

レイボー錠１００ｍｇ ラスミジタンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠れ

レキソタン錠２ ブロマゼパム ２ｍｇ１錠

レキップＣＲ錠２ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠

レキップＣＲ錠８ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠

レキップ錠１ｍｇ ロピニロール塩酸塩 １ｍｇ１錠

レキップ錠２ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠

レクサプロ錠１０ｍｇ エスシタロプラムシュウ酸塩 １０ｍｇ１錠

レスタミンコーワ錠１０ｍｇ ジフェンヒドラミン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

レスリン錠２５ トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠

レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 レバミピド １００ｍｇ１錠

レベトールカプセル２００ｍｇ リバビリン ２００ｍｇ１カプセル

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフロキ
サシンとして）

後発

レミニールＯＤ錠１２ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠

レミニールＯＤ錠４ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠

レミニールＯＤ錠８ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠

ロイコボリン錠５ｍｇ ホリナートカルシウム ５ｍｇ１錠ろ

ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「サワイ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 １０％１ｇ 後発
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ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠 後発

ロケルマ懸濁用散分包５ｇ ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 ５ｇ１包

ロスーゼット配合錠ＨＤ エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤 １錠

ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 後発

ロトリガ粒状カプセル２ｇ オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ＮＩＧ」 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１カプセル 後発

ロルカム錠４ｍｇ ロルノキシカム ４ｍｇ１錠

ロレルコ錠２５０ｍｇ プロブコール ２５０ｍｇ１錠

ロンサーフ配合錠Ｔ１５ トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 １５ｍｇ１錠（トリフルリジン
相当量）

ロンサーフ配合錠Ｔ２０ トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 ２０ｍｇ１錠（トリフルリジン
相当量）

ワイパックス錠０．５ ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠わ

ワソラン錠４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠

ワーファリン錠１ｍｇ ワルファリンカリウム １ｍｇ１錠

ワントラム錠１００ｍｇ トラマドール塩酸塩 １００ｍｇ１錠
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