
内服（採用薬⇔一般名）

区分 採用薬 一般名 一般名コード
アーガメイト20%ゼリー25g 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g 2190016Q2ZZZ

限定 アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」 【般】アジスロマイシン細粒10% 6149004C1ZZZ
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 【般】アゼルニジピン錠16mg 2149043F2ZZZ
アゾセミド錠60mg「JG」 【般】アゾセミド錠60mg 2139008F1ZZZ
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 【般】アトルバスタチン錠10mg 2189015F2ZZZ
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 1161001F1ZZZ
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg 2129010F1ZZZ
アムバロ配合錠「サンド」 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 2149114F1ZZZ
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg 2171022F4ZZZ
アラセプリル錠25mg「日医工」 【般】アラセプリル錠25mg 2144003F2ZZZ
アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg 3112001M1ZZZ
アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 【般】アルファカルシドールカプセル1μg 3112001M3ZZZ

新規 アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 【般】アルプラゾラム錠0.4mg 1124023F1ZZZ
アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg 2123014F1ZZZ
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg 2239001F1ZZZ
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 3399004M4ZZZ
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg 2171023F2ZZZ
イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」 【般】イトプリド塩酸塩錠50mg 2399008F1ZZZ

限定 EPLカプセル250mg 【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mg 2189006M1ZZZ
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg 2190005F2ZZZ
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 【般】イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ 2144008F2ZZZ

新規 イルアミクス配合錠HD「DSPB」 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 2149118F2ZZZ
イルベサルタン錠100mg「DSPB」 【般】イルベサルタン錠100mg 2149046F2ZZZ
インクレミンシロップ5% 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% 3222012Q1ZZZ
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg 2362001F2ZZZ
エチゾラム錠0.5mg「日医工」 【般】エチゾラム錠0.5mg 1179025F1ZZZ

限定 ATP腸溶錠20mg「NP」 【般】ATP錠20mg 3992001F1ZZZ
エトドラク錠200mg「トーワ」 【般】エトドラク錠200mg 1149032F2ZZZ
エナラプリルM錠5「EMEC」 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg 2144002F2ZZZ
エパルレスタット錠50mg「ファイザー」 【般】エパルレスタット錠50mg 3999013F1ZZZ
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg 1249009F1ZZZ
塩酸リルマザホン錠２「MEEK」 【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg 1129006F2ZZZ
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg 2149044F6ZZZ
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg 4490025F4ZZZ
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg 3999003F1ZZZ

新規 カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 【般】カルシトリオールカプセル0.25μg 3112004M1ZZZ
カルベジロール錠10mg「サワイ」 【般】カルベジロール錠10mg 2149032F1ZZZ
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 【般】カルベジロール錠2.5mg 2149032F4ZZZ
カルボシステインDS50%「タカタ」 【般】カルボシステインDS50% 2233002R2ZZZ
カルボシステインシロップ5%「タカタ」 【般】カルボシステインシロップ5% 2233002Q1ZZZ
カルボシステイン錠250mg「トーワ」 【般】カルボシステイン錠250mg 2233002F1ZZZ
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 【般】カルボシステイン錠500mg 2233002F2ZZZ
カロナールシロップ2% 【般】アセトアミノフェンシロップ2% 1141007Q1ZZZ
カロナール細粒20% 【般】アセトアミノフェン細粒20% 1141007C1ZZZ
カロナール錠200 【般】アセトアミノフェン錠200mg 1141007F1ZZZ
カンデサルタン錠8mg「あすか」 【般】カンデサルタン錠8mg 2149040F3ZZZ
球形吸着炭細粒｢マイラン｣ 【般】球形吸着炭細粒 3929003C1ZZZ
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として） 3222013F1ZZZ
クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 【般】クラリスロマイシン錠200mg 6149003F2ZZZ
グリメピリド錠1mg「TYK」 【般】グリメピリド錠1mg 3961008F1ZZZ
グリメピリド錠3mg「TYK」 【般】グリメピリド錠3mg 3961008F2ZZZ
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 【般】クロピドグレル錠75mg 3399008F2ZZZ

限定 クロモグリク酸Na細粒小児用10%「TCK」 【般】クロモグリク酸Na細粒10% 4490001C1ZZZ
グロリアミン配合顆粒 【般】アズレンスルホン酸Ｎａ・Ｌ－グルタミン配合顆粒 2329122D1ZZZ

新規 ケーサプライ錠600mg 【般】塩化カリウム徐放錠600mg 3229002G1ZZZ
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」 【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg 3399006F2ZZZ
サロベール錠100mg 【般】アロプリノール錠100mg 3943001F1ZZZ
ジアゼパム錠2「サワイ」 【般】ジアゼパム錠2mg 1124017F2ZZZ

限定 重曹錠500mg「マイラン」 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg 2344005F1ZZZ
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 【般】ジエノゲスト錠1mg 2499010F1ZZZ
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 【般】ジソピラミドカプセル100mg 2129002M2ZZZ
ジピリダモール散12.5%「JG」 【般】ジピリダモール散12.5% 2171010B1ZZZ
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg 1339002F1ZZZ

新規 ジラゼプ塩酸塩錠50mg「トーワ」 【般】ジラゼプ塩酸塩錠50mg 2171005F1ZZZ
新規 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg 2171006N1ZZZ



内服（採用薬⇔一般名）

シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg 3399002F4ZZZ
スクラルファート顆粒90%「トーワ」 【般】スクラルファート顆粒90% 2329008D1ZZZ
スピロノラクトン錠25mg「日医工」 【般】スピロノラクトン錠25mg 2133001F1ZZZ
スマトリプタン錠50mg「アスペン」 【般】スマトリプタン錠50mg 2160003F1ZZZ
スルピリドカプセル50mg「トーワ」 【般】スルピリドカプセル50mg 2329009M1ZZZ

限定 スルピリド細粒50%「アメル」 【般】スルピリド細粒50% 2329009C3ZZZ
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 6132016F2ZZZ
セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 【般】セフジトレンピボキシル錠100mg 6132015F1ZZZ
センナリド錠12mg 【般】センノシド錠12mg 2354003F2ZZZ
センノサイド顆粒8%「EMEC」 【般】センノシド顆粒8% 2354003D2ZZZ
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「EE」 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 1129009F1ZZZ

限定 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg 2590008F1ZZZ
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg 2590008F2ZZZ

限定 タルチレリン錠5mg「サワイ」 【般】タルチレリン錠5mg 1190014F1ZZZ
新規 タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 【般】タルチレリン錠口腔内崩壊錠5mg 1190014F2ZZZ

チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 【般】チキジウム臭化物カプセル10mg 1231013M2ZZZ
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg 3399001F1ZZZ
チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 【般】チザニジン錠1mg 1249010F1ZZZ
チルミン錠100 【般】テオフィリン徐放錠100mg（12～24時間持続） 2251001F2ZZZ
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg（高リン血症用） 2190024F1ZZZ
ディクアノン配合内用液 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合経口液 2349100X1ZZZ
テラムロ配合錠BP「DSEP」 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠 2149117F2ZZZ
テルギンGドライシロップ0.1% 【般】クレマスチンDS0.1% 4419008R1ZZZ
テルチア配合錠BP「DSEP」 【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 2149113F2ZZZ
テルミサルタン錠40mg「DSEP」 【般】テルミサルタン錠40mg 2149042F2ZZZ
ドキサゾシン錠1mg「タナベ」 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg 2149026F2ZZZ
ドキサゾシン錠2mg「タナベ」 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg 2149026F3ZZZ
トフィソパム錠50mg「日医工」 【般】トフィソパム錠50mg 1124026F1ZZZ
トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 【般】トラネキサム酸カプセル250mg 3327002M1ZZZ
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 【般】トリアゾラム錠0.25mg 1124007F2ZZZ
ドンペリドン錠10mg「日医工」 【般】ドンペリドン錠10mg 2399005F2ZZZ
ナフトピジルOD錠50mg「タカタ」 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg 2590009F4ZZZ
ニコランジル錠5mg「日医工」 【般】ニコランジル錠5mg 2171017F2ZZZ

限定 ニザチジンカプセル150mg「タナベ」 【般】ニザチジンカプセル150mg 2325005M1ZZZ
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 【般】ニセルゴリン錠5mg 2190021F1ZZZ
ニチコデ配合散 【般】ジヒドロコデイン・dl-メチルエフェドリン等配合散 2229100B1ZZZ
ニトロペン舌下錠0.3mg 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg 2171018K1ZZZ
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） 2171014G4ZZZ
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 【般】ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続） 2171014G5ZZZ
ネオマレルミンTR錠6mg 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg 4419002G1ZZZ
バイアスピリン錠100mg 【般】アスピリン腸溶錠100mg 3399007H1ZZZ
バファリン配合錠A81 【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠 3399100F1ZZZ
バルサルタン錠160mg「サンド」 【般】バルサルタン錠160mg 2149041F4ZZZ
バルサルタン錠80mg「サンド」 【般】バルサルタン錠80mg 2149041F3ZZZ
バルヒディオ配合錠EX「サンド」 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド12.5mg配合錠 2149112F2ZZZ
バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg 1139004G1ZZZ
バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg 1139004G2ZZZ
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 【般】バルプロ酸Na細粒40% 1139004C2ZZZ
パロキセチン錠10mg「アスペン」 【般】パロキセチン錠10mg 1179041F1ZZZ
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 【般】バンコマイシン塩酸塩散500mg 6113001B1ZZZ

限定 ビオフェルミンR散 【般】耐性乳酸菌散0.6% 2316004B1ZZZ
限定 ビオフェルミン錠剤 【般】ビフィズス菌錠12mg 2316020F1ZZZ

ビカルタミドOD錠80mg「NK」 【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg 4291009F2ZZZ
ビクロックスシロップ8% 【般】アシクロビルシロップ8% 6250002Q3ZZZ
ピコスルファートNa内用液0.75％「トーワ」（10mL） 【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 2359005S1ZZZ
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg 2123016F1ZZZ
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg 2123016F2ZZZ
ピモベンダン錠2.5mg「TE」 【般】ピモベンダン錠2.5mg 2119006F2ZZZ

新規 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg 2129008M2ZZZ
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 4490023F1ZZZ
フスコデ配合シロップ 【般】ジヒドロコデイン・dl-メチルエフェドリン等配合シロップ 2229102Q1ZZZ
ファモチジンD錠20mg「サワイ」 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg 2325003F4ZZZ
ファモチジン細粒2%「サワイ」（10mg/0.5g/包） 【般】ファモチジン散２％ 2325003B2ZZZ
プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 【般】プラバスタチンNa錠5mg 2189010F1ZZZ
プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 【般】プランルカストカプセル112.5mg 4490017M1ZZZ
フリウェル配合錠LD「モチダ」（21錠/枚） 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠 2482009F1ZZZ



内服（採用薬⇔一般名）

新規 フルコナゾールカプセル100mg 【般】フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 6290002M2ZZZ
フロセミド錠20mg「テバ」 【般】フロセミド錠20mg 2139005F1ZZZ
フロセミド錠40mg「テバ」 【般】フロセミド錠40mg 2139005F2ZZZ

限定 ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg 1124009F2ZZZ
ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 【般】ベザフィブラート徐放錠200mg 2183005G1ZZZ
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg 1339005F1ZZZ
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg 2171021F2ZZZ
ヘパアクト配合顆粒 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.5g 3253003D3ZZZ

新規 ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg 4490022F2ZZZ
ベラプロストNa錠20μg「テバ」 【般】ベラプロストNa錠20μg 3399005F1ZZZ
ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg 3969004F4ZZZ

限定 ボリコナゾール錠200mg「トーワ」 【般】ボリコナゾール錠200mg 6179001F2ZZZ
限定 ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 【般】ボリコナゾール錠50mg 6179001F1ZZZ

マグミット錠250mg 【般】酸化マグネシウム錠250mg 2344009F1ZZZ
マグミット錠330mg 【般】酸化マグネシウム錠330mg 2344009F2ZZZ

新規 ミグリトール錠50mg「トーワ」 【般】ミグリトール錠50mg 3969009F2ZZZ
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg 2129003M2ZZZ
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg 2129003M1ZZZ
メサラジン錠250mg「サワイ」 【般】メサラジン錠250mg 2399009F1ZZZ
メチコバール錠500μg 【般】メコバラミン錠0.5mg 3136004F2ZZZ

限定 モルペス細粒2% 【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒2%（12時間持続） 8114004C1ZZZ
モンテルカスト錠10mg「KM」 【般】モンテルカスト錠10mg 4490026F2ZZZ
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg 2329023F1ZZZ
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg 2329023F2ZZZ

限定 リシノプリル錠10mg「トーワ」 【般】リシノプリル錠10mg 2144006F2ZZZ
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 【般】リスペリドン経口液0.1% 1179038S1ZZZ
リトドリン錠5mg「PP」 【般】リトドリン塩酸塩錠5mg 2590004F1ZZZ
リフォロースシロップ65% 【般】ラクツロースシロップ65% 3999001Q2ZZZ
リファンピシンカプセル150mg「サンド」 【般】リファンピシンカプセル150mg 6164001M1ZZZ
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg 3399003F1ZZZ
レバミピド錠100mg「オーツカ」 【般】レバミピド錠100mg 2329021F1ZZZ

新規 レプリントン配合錠L100 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 1169101F1ZZZ
レボフロキサシン細粒10％「DSEP」 【般】レボフロキサシン細粒10% 6241013C2ZZZ
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 【般】レボフロキサシン錠500mg 6241013F3ZZZ
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg 1149019F1ZZZ
ロサルタンカリウム錠50mg「NP」 【般】ロサルタンK錠50mg 2149039F2ZZZ
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 【般】ロスバスタチン錠2.5mg 2189017F1ZZZ
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 【般】ロスバスタチン錠5mg 2189017F2ZZZ

新規 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 【般】ロラゼパム錠0.5mg 1124022F1ZZZ


