
湯布院病院　一般名処方対象品目（平成３０年１２月開始分）

採　用　薬　品　名 一般名称 薬価基準収載CD

アクトス錠　１５ｍｇ 【般】ピオグリタゾン錠１５ｍｇ 3969007F1024

アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ 6219001H2036

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 【般】アゼルニジピン錠１６ｍｇ 2149043F2123

アゾセミド錠６０ｍｇ「JG」 【般】アゾセミド錠６０ｍｇ 2139008F1064

アダラートＣＲ錠４０ｍｇ 【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ（２４時間持続） 2171014G5025

アデホスコーワ腸溶錠２０ｍｇ 【般】ＡＴＰ錠２０ｍｇ 3992001F1084

アムロジピン錠５ｍｇ「杏林」 【般】アムロジピン錠５ｍｇ 2171022F2440

アリセプト錠５ｍｇ 【般】ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ 1190012F2022

アリナミンＦ糖衣錠２５ｍｇ 【般】フルスルチアミン錠２５ｍｇ 3122007F2039

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」 【般】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ 1124023F1100

アロチノロール塩酸塩錠10ｍｇ「DSP」（旧商品名：アルマール） 【般】アロチノロール塩酸塩錠10ｍｇ 2123014F2201

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 【般】アロプリノール錠１００ｍｇ 3943001F1012

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 【般】アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ 2239001F1017

イソコロナールＲカプセル20mg 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ 2171011N1122

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 【般】イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ 2399008F1144

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 2190005F2205

イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ 2329020F1019

インデラル錠１０ｍｇ 【般】プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ 2123008F1048

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 2362001F2211

エチゾラム錠０．５ｍｇ 【般】エチゾラム錠０．５ｍｇ 1179025F1182

エトドラク錠２００ｍｇ「SW」 【般】エトドラク錠２００ｍｇ 1149032F2171

エナラプリルマレイン酸塩錠「5」ｍｇ「トーワ」 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ 2144002F2349

エパデールＳ　９００ｍｇ／包 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ 3399004M4025

エビスタ錠６０ｍｇ 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ 3999021F1023

エルサメットＳ配合錠 【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠 2590100X2011

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 2149044F6034

オロパタジン塩酸塩OD錠５ｍｇ「明治」 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ 4490025F4073

カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 【般】カリジノゲナーゼ錠２５単位 2491001F5170

カルフィーナ錠１μｇ 【般】アルファカルシドール錠１μｇ 3112001F3015

カルベジロール錠「1.25」ｍｇ「サワイ」 【般】カルベジロール錠１．２５ｍｇ 2149032F3032

カルベジロール錠「10」ｍｇ「トーワ」 【般】カルベジロール錠１０ｍｇ 2149032F1129

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 【般】カルボシステイン錠５００ｍｇ 2233002F2111

クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」 【般】クエチアピン錠２５ｍｇ 1179042F1151

グリクラジド錠２０ｍｇ「NP」 【般】グリクラジド錠２０ｍｇ 3961007F2049

グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠１ｍｇ 3961008F4097

グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠３ｍｇ 3961008F5093

クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 【般】クロチアゼパム錠５ｍｇ 1179012F1134

クロピドグレル錠２５ｍｇ「トーワ」 【般】クロピドグレル錠２５ｍｇ 3399008F1262

クロピドグレル錠７５ｍｇ「トーワ」 【般】クロピドグレル錠７５ｍｇ 3399008F2269
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ケーサプライ錠６００ｍｇ 【般】塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ 3229002G1074

コムタン錠１００ｍｇ 【般】エンタカポン錠１００ｍｇ 1169014F1021

ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「サワイ」 【般】ザルトプロフェン錠８０ｍｇ 1149029F1165

ジルチアゼム塩酸塩Ｒｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ「サワイ」 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ 2171006N1148

ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ 2171006F1321

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 【般】シルニジピン錠１０ｍｇ 2149037F2055

シロスタゾールOD錠５０ｍｇ「サワイ」 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠５０ｍｇ 3399002F3039

シンバスタチン錠５「MEEK」 【般】シンバスタチン錠５ｍｇ 2189011F1050

シンメトレル錠５０ｍｇ 【般】アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ 1161001F1050

スピロノラクトン錠25ｍｇ「トーワ」 【般】スピロノラクトン錠２５ｍｇ 2133001F1018

セイブル錠50ｍｇ 【般】ミグリトール錠５０ｍｇ 3969009F2020

セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠２５ｍｇ 1179046F4043

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 【般】センノシド錠１２ｍｇ 2354003F2367

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「サワイ」 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．１ｍｇ 2590008F1123

タルチレリン錠５ｍｇ「サワイ」 【般】タルチレリン錠５ｍｇ 1190014F1068

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 3399001F1015

チザニジン錠１ｍｇ「トーワ」 【般】チザニジン錠１ｍｇ 1249010F1018

テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 【般】テオフィリン徐放錠１００ｍｇ（１２～２４時間持続） 2251001F2166

デパケンＲ錠１００ｍｇ 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠１００ｍｇ 1139004G1040

デパケンＲ錠２００ｍｇ 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠２００ｍｇ 1139004G2063

テルミサルタン錠20mg「ケミファ」 【般】テルミサルタン錠20mg 2149042F1130

トコフェロールﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ「NP」 【般】トコフェロールニコチン酸エステルｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ 2190006M1202

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠１００ｍｇ 1169006F1027

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 【般】トリアゾラム錠０．２５ｍｇ 1124007F2239

トレドミン錠２５ｍｇ 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ 1179040F2132

ドンペリドン錠１０ｍｇ「EMEC」 【般】ドンペリドン錠１０ｍｇ 2399005F2260

ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 【般】ニコランジル錠５ｍｇ 2171017F2016

ニバジール錠２ｍｇ 【般】ニルバジピン錠２ｍｇ 2149022F1028

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） 2171014G4061

ネオドパストン配合錠Ｌ １００ｍｇ 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 1169101F1120

ノイエルカプセル２００ｍｇ 【般】セトラキサート塩酸塩カプセル２００ｍｇ 2329004M1175

バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠８０ｍｇ 2149041F7037

ビソプロロールフマル酸塩錠「0.625」ｍｇ「トーワ」 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ 2123016F3100

ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠１ｍｇ 2189016F4035

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50ｍｇ「タナベ」 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ 2129008M2110

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 2325003F4015

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「SANIK」 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ 4490023F1091

プラバスタチンNa錠１０ｍｇ「トーワ」 【般】プラバスタチンNa錠１０ｍｇ 2189010F2370

プランルカストｶﾌﾟｾﾙ１１２．５ｍｇ「トーワ」 【般】プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ 4490017M1087
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フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 【般】フルニトラゼパム錠２ｍｇ 1124008F2047

プレミネント配合錠LD 【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 2149110F1031

フロセミド錠２０ｍｇ「NP」 【般】フロセミド錠２０ｍｇ 2139005F1060

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ 1124009F2076

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 2183005G1013

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ 1339005F1458

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工」 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ 1339005F1423

ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「JG」 【般】ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ 2171008F1118

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 3969004F4119

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠７５ｍｇ 2329027F1037

メキシチールカプセル５０ｍｇ 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ 2129003M1021

メシル酸ドキサゾシン錠１「MEEK」 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠１ｍｇ 2149026F2120

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 【般】モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ 2399010F2202

ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 【般】ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ 2329028F1112

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５ｍｇ 2329023F1098

リーマス錠２００ｍｇ 【般】炭酸リチウム錠２００ｍｇ 1179017F2052

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 3399003F1146

レキップＣＲ錠　2ｍｇ 【般】ロピニロール徐放錠２ｍｇ 1169013G1022

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 【般】レバミピド錠１００ｍｇ 2329021F1331

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 【般】ロキソプロフェンNa錠６０ｍｇ 1149019F1595

ロサルタンＫ錠「50」ｍｇ「トーワ」 【般】ロサルタンＫ錠５０ｍｇ 2149039F2100

ロサルタンカリウム錠「25」ｍｇ「AA」 【般】ロサルタンＫ錠２５ｍｇ 2149039F1147

ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「DSEP」 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ 2189017F3033

ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「トーワ」 【般】ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ 1124029F1131

ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 【般】ロラゼパム錠０．５ｍｇ 1124022F1083

一硝酸イソソルビド錠20ｍｇ「トーワ」 【般】一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ 2171023F2135

塩酸ベニジピン錠４「MEEK」 【般】ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ 2171021F2047
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