福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】エスタゾラム錠１ｍｇ
【般】ニトラゼパム錠５ｍｇ
【般】トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ
【般】トリアゾラム錠０．２５ｍｇ
【般】フルニトラゼパム錠２ｍｇ
【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ
【般】ジアゼパム散１％
【般】ジアゼパム錠２ｍｇ
【般】ジアゼパム錠５ｍｇ
【般】ブロマゼパム錠２ｍｇ
【般】ロラゼパム錠０．５ｍｇ
【般】ロラゼパム錠１ｍｇ
【般】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ
【般】トフィソパム錠５０ｍｇ
【般】ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ
【般】クアゼパム錠１５ｍｇ
【般】リルマザホン塩酸塩錠２ｍｇ
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ
【般】エスゾピクロン錠１ｍｇ
【般】カルバマゼピン細粒５０％
【般】カルバマゼピン錠２００ｍｇ
【般】カルバマゼピン錠１００ｍｇ
【般】バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％
【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠１００ｍｇ
【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠２００ｍｇ
【般】バルプロ酸Ｎａシロップ５％
【般】ゾニサミド散２０％
【般】ゾニサミド錠１００ｍｇ
【般】トピラマート錠５０ｍｇ
【般】トピラマート錠１００ｍｇ
【般】ラモトリギン錠２ｍｇ
【般】ラモトリギン錠５ｍｇ
【般】ラモトリギン錠２５ｍｇ
【般】ラモトリギン錠１００ｍｇ
【般】アセトアミノフェン細粒５０％
【般】アセトアミノフェン錠２００ｍｇ
【般】アセトアミノフェン坐剤２００ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ
【般】イブプロフェン錠１００ｍｇ
【般】ロキソプロフェンＮａ細粒１０％ 60mg/0.6g包

採用薬
ユーロジン錠 1mg
ネルボン錠 5mg
トリアゾラム錠 0.125mg｢EMEC｣
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
フルニトラゼパム錠 2mg「JG」
ブロチゾラムOD錠 0.25mg｢ｻﾜｲ｣
セルシン散 1% (10mg/g)
ホリゾン錠 2mg
セルシン錠 5mg
レキソタン錠 2mg
ロラゼパム錠 0.5mg｢ｻﾜｲ｣
ロラゼパム錠 1mg｢ｻﾜｲ｣
アルプラゾラム錠 0.4mg「サワイ」
グランダキシン錠 50mg
ロフラゼプ酸エチル錠 1mg｢SN｣
ドラール錠 15mg
リスミー錠 2mg
タンドスピロンｸｴﾝ酸塩錠 10mg｢ｻﾜｲ｣
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg｢明治｣
ルネスタ錠1mg
テグレトール細粒 500mg/g
テグレトール錠 200mg
テグレトール錠 100mg
セレニカＲ顆粒40％ 400mg/g
バルプロ酸ﾅﾄﾘｳﾑ徐放錠A100mg｢ﾄｰﾜ｣
バルプロ酸ﾅﾄﾘｳﾑ徐放錠A 200mg｢ﾄｰﾜ｣
デパケンシロップ5％ 50mg/mL
エクセグラン散 20％ 200mg/g
エクセグラン錠 100mg
トピナ錠 50mg
トピナ錠 100mg
ラミクタール錠小児用 2mg
ラミクタール錠小児用 ５mg
ラミクタール錠 25mg
ラミクタール錠 １００mg
カロナール細粒50% 500mg/g
カロナール錠 200mg
アンヒバ坐剤小児用 ２００mg
ボルタレン 錠 25mg
ナボールＳＲカプセル 37.5mg
ボルタレン サポ 12.5mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg｢JG｣
ブルフェン錠 100mg
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa細粒10% 60mg/0.6g包｢ｻﾜｲ｣
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福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ
【般】ザルトプロフェン錠８０ｍｇ
【般】メロキシカム錠１０ｍｇ
【般】セレコキシブ錠１００ｍｇ
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠
【般】アマンタジン塩酸塩細粒１０％
【般】ビペリデン塩酸塩細粒１％
【般】ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ
【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散１％
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠２．５ｍｇ
【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠１００ｍｇ
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠２．５ｍｇ
【般】カベルゴリン錠０．２５ｍｇ
【般】カベルゴリン錠１ｍｇ
【般】プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠０．３７５ｍｇ
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠１．５ｍｇ
【般】ロピニロール徐放錠２ｍｇ
【般】エンタカポン錠１００ｍｇ
【般】レボドパ１００ｍｇ・カルビドパ配合錠
【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠２５ｍｇ
【般】マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ
【般】クロチアゼパム錠５ｍｇ
【般】炭酸リチウム錠１００ｍｇ
【般】炭酸リチウム錠２００ｍｇ
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル２５ｍｇ
【般】ハロペリドール細粒１％
【般】ハロペリドール錠０．７５ｍｇ
【般】ハロペリドール錠１ｍｇ
【般】ペモリン錠２５ｍｇ
【般】ゾテピン細粒１０％
【般】ゾテピン錠２５ｍｇ
【般】エチゾラム錠０．５ｍｇ
【般】エチゾラム錠１ｍｇ
【般】トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ
【般】リスペリドン細粒１％
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠１ｍｇ
【般】リスペリドン経口液０．１％
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ
【般】クエチアピン錠２５ｍｇ
【般】クエチアピン錠１００ｍｇ
【般】ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ
【般】オランザピン錠２．５ｍｇ

採用薬
ロキソプロフェンNa錠 60ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣
ペオン錠 80mg
モービック錠 10mg
セレコキシブ錠 100mg 「ファイザー」
トアラセット配合錠｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
シンメトレル細粒10％ 100mg/g
アキネトン細粒１％ 10mg/g
アキネトン 錠 1mg
アーテン散 1％ 10mg/g
パーロデル錠 2.5mg
ドプスOD錠 100mg
エフピーＯＤ錠 2.5mg
カバサール錠 0.25mg
カバサール錠 1mg
ビ・シフロール錠 0.125mg
ミラペックスLA錠 0.375mg
ミラペックスLA錠 1.5mg
レキップCR錠 2mg
コムタン錠 100mg
ドパコール配合錠L100
レボトミン錠 25mg
マプロチリン塩酸塩錠 25mg「アメル」
クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」
リーマス錠 100mg
炭酸リチウム錠 200mg｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣
アタラックス-Ｐカプセル 25mg
セレネース細粒 1% (10mg/g)
セレネース錠 0.75mg
セレネース錠 1mg
ベタナミン錠 25mg
ロドピン細粒10％ 100mg/g
ロドピン錠 25mg
エチゾラム錠 0.5mg｢EMEC｣
エチゾラム錠 １ｍｇ「EMEC」
トラゾドン塩酸塩錠 25mg｢ｱﾒﾙ｣
リスパダール細粒 1％ 10mg/g
リスペリドンOD錠 1mg｢ｻﾜｲ｣
リスペリドン内用液 1mg/mL｢ﾖｼﾄﾐ｣
デプロメール錠 25mg
デプロメール錠 ５０mg
トレドミン錠 25mg
クエチアピン錠 25mg｢明治｣
クエチアピン錠 100mg｢明治」
ペロスピロン塩酸塩錠 4mg｢ｱﾒﾙ｣
ジプレキサ錠 2.5mg
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福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】オランザピン口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】アリピプラゾール錠３ｍｇ
【般】アリピプラゾール錠６ｍｇ
【般】アリピプラゾール錠１２ｍｇ
【般】セルトラリン錠２５ｍｇ
【般】ブロナンセリン錠４ｍｇ
【般】アトモキセチンカプセル５ｍｇ
【般】アトモキセチンカプセル１０ｍｇ
【般】アトモキセチンカプセル２５ｍｇ
【般】アトモキセチンカプセル４０ｍｇ
【般】アトモキセチン経口液０．４％
【般】ミルタザピン錠１５ｍｇ
【般】デュロキセチンカプセル２０ｍｇ
【般】プロメタジン１．３５％等配合非ピリン系感冒剤
【般】チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ
【般】リルゾール錠５０ｍｇ
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠３ｍｇ
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠２．５μｇ
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠２５ｍｇ
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠７５ｍｇ
【般】メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ
【般】メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠４ｍｇ
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠８ｍｇ
【般】リバスチグミンテープ４．５ｍｇ
【般】リバスチグミンテープ９ｍｇ
【般】リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ
【般】リバスチグミンテープ１８ｍｇ
【般】リドカインテープ１８ｍｇ（３０．５×５０．０ｍｍ）
【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠１２５ｍｇ
【般】チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ
【般】エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】チザニジン錠１ｍｇ
【般】フルオロメトロン点眼液０．０２％ 5mL瓶
【般】フルオロメトロン点眼液０．１％ 5mL瓶
【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏０．２５％ 5gチューブ
【般】ベタメタゾンリン酸エステルＮａ点眼点耳点鼻液０．１％ 5mL
瓶
【般】ゲンタマイシン硫酸塩点眼液０．３％
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液２％（持続性） 2.5mL瓶
【般】チモロール点眼液０．５％（持続性） 2.5mL瓶
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採用薬
オランザピンOD錠 5mg「ﾆﾌﾟﾛ」
エビリファイ錠 3mg
エビリファイ錠 6mg
エビリファイ錠 12mg
ジェイゾロフト錠 25mg
ロナセン錠 4mg
ストラテラカプセル 5mg
ストラテラカプセル 10mg
ストラテラカプセル 25mg
ストラテラカプセル 40mg
ストラテラ内用液0.4% 4mg/mL
ミルタザピン錠 １５ｍｇ「ファイザー」
サインバルタカプセル 20mg
ＰＬ配合顆粒
グラマリール錠 25mg
リルゾール錠 50mg｢AA｣
アリセプトＤ錠 3mg
アリセプトＤ錠 ５mg
アリセプトＤ錠 10mg
セレジストＯＤ錠 5mg
レミッチOD錠 2.5μｇ
ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝOD錠25mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝOD錠７５ｍｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
メマリー錠 5mg
メマリー錠 ２０mg
レミニールＯＤ錠 4mg
レミニールＯＤ錠 ８mg
リバスタッチパッチ 4.5mg
リバスタッチパッチ ９mg
リバスタッチパッチ 13.5mg
リバスタッチパッチ 18mg
リドカインテープ 18ｍｇ｢ニプロ｣
リンラキサー錠 125mg
チキジウム臭化物カプセル 10mg｢ﾄｰﾜ｣
ブスコパン錠 10mg
エペリゾン塩酸塩錠 50mg｢ﾄｰﾜ｣
チザニジン錠 1ｍｇ｢トーワ｣
フルメトロン点眼液0.02％ 5mL瓶
フルメトロン点眼液 0.1％ 5mL瓶
プレドニン眼軟膏 0.25% 5gチューブ
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa・PF眼耳鼻科用液0.1% 5mL
瓶
ゲンタマイシン点眼液 0.3% 「日点」 5mL瓶
ミケランＬＡ点眼液 2％ 2.5mL瓶
チモプトールＸＥ点眼液0.5% 2.5mL瓶

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】アズレンスルホン酸Ｎａ点眼液０．０２％５ｍＬ
【般】ピレノキシン点眼液０．００５％５ｍＬ
【般】シアノコバラミン点眼液０．０２％ 5mL瓶
【般】ＦＡＤ点眼液０．０５％ 5mL瓶
【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％５ｍＬ
【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％５ｍＬ
【般】プラノプロフェン点眼液０．１％ 5mL瓶
【般】ケトチフェン点眼液０．０５％５ｍＬ
【般】イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％ 5mL瓶
【般】ラタノプロスト点眼液０．００５％ 2.5mL瓶
【般】ニプラジロール点眼液０．２５％ 5mL瓶
【般】レボフロキサシン点眼液１．５％ 5mL瓶
【般】ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％ 5mL瓶
【般】ブリンゾラミド点眼液１％ 5mL瓶
【般】モキシフロキサシン点眼液０．５％
【般】トラボプロスト点眼液０．００４％ 2.5mL瓶
【般】ビマトプロスト点眼液０．０３％ 2.5mL瓶
【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL瓶
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 5mL瓶
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL瓶
【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液５％ 10mL瓶
【般】ケトチフェン点鼻液０．０５％ 8mL瓶
【般】モメタゾン点鼻液５０μｇ５６噴霧用
【般】ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ
【般】ユビデカレノン錠１０ｍｇ
【般】デノパミン錠１０ｍｇ
【般】ピモベンダン錠１．２５ｍｇ
【般】プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】アテノロール錠２５ｍｇ
【般】アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
【般】ジソピラミドカプセル１００ｍｇ
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ
【般】プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ
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採用薬
ＡＺ点眼液 0.02％ 5mL瓶
ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL瓶
サンコバ点眼液 0.02％ 5mL瓶
フラビタン点眼液 0.05％ 5mL瓶
ヒアレイン 点眼液 0.1％ 5mL瓶
ヒアレイン点眼液０．３％ 5mL瓶
ニフラン点眼液 0.1％ 5mL瓶
ザジテン点眼液0.05％ 5mL瓶
レスキュラ点眼液 0.12％ 5mL瓶
キサラタン点眼液0.005% 2.5mL瓶
ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ点眼液 0.25% 5mL瓶
レボフロキサシン点眼液 1.5%｢日点｣ 5mL瓶
ブロナック点眼液0.1% 5mL瓶
エイゾプト懸濁性点眼液１％ 5mL瓶
ベガモックス点眼液0.5％ 5mL瓶
トラバタンズ点眼液 0.004％ 2.5mL瓶
ルミガン点眼液 0.03％ 2.5mL瓶
アイファガン点眼液0.1％ 5mL瓶
ザラカム配合点眼液 2.5ｍL瓶
コソプト配合点眼液 5mL瓶
デュオトラバ配合点眼液 2.5mL瓶
ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用液5%「CEO」
10mL瓶
ザジテン点鼻液0.05% 8mL瓶
ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用
ジフェニドール塩酸塩錠 25ｍｇ｢ＣＨ｣
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg｢日医工P｣
ノイキノン錠 10mg
カルグート錠 10mg
ピモベンダン錠 1.25mg｢TE｣
インデラル錠 10mg
テノーミン錠 25mg
アロチノロール塩酸塩錠 10mg｢DSP｣
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錠 5mg｢ｻﾜｲ｣
メインテート錠 0.625mg
ビソプロロールﾌﾏﾙ酸塩錠 0.625mg｢ｻﾜｲ｣
リスモダンカプセル 100mg
メキシチールカプセル 50mg
メキシチールカプセル 100mg
アスペノンカプセル 10mg
リスモダンＲ錠 150mg
プロノン錠 150mg
シベノール錠 50mg
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg｢TCK｣

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ
【般】フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ
【般】アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】トリクロルメチアジド錠２ｍｇ
【般】スピロノラクトン錠２５ｍｇ
【般】イソソルビド経口液７０％１ｍＬ
【般】フロセミド細粒４％
【般】フロセミド錠２０ｍｇ
【般】フロセミド錠４０ｍｇ
【般】アゾセミド錠６０ｍｇ
【般】トラセミド口腔内崩壊錠４ｍｇ
【般】カプトプリル錠１２．５ｍｇ
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
【般】イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ
【般】テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ
【般】トランドラプリル錠１ｍｇ
【般】ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ
【般】ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０ｍｇ
【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル４０ｍｇ
【般】ニルバジピン錠２ｍｇ
【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠２ｍｇ
【般】カルベジロール錠１０ｍｇ
【般】カルベジロール錠２．５ｍｇ
【般】シルニジピン錠５ｍｇ
【般】シルニジピン錠１０ｍｇ
【般】ロサルタンＫ錠５０ｍｇ
【般】カンデサルタン錠８ｍｇ
【般】バルサルタン口腔内崩壊錠８０ｍｇ
【般】テルミサルタン錠４０ｍｇ
【般】アゼルニジピン錠１６ｍｇ
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠２０ｍｇ
【般】イルベサルタン錠１００ｍｇ
【般】ロサルタン５０ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠
【般】イルベサルタン・アムロジピン１０ｍｇ配合錠
【般】アジルサルタン・アムロジピン５ｍｇ配合錠
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠２ｍｇ
【般】スマトリプタン錠５０ｍｇ
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】ナラトリプタン錠２．５ｍｇ
【般】ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ

2021/9/29

採用薬
ピルシカイニド塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ 50mg｢TCK｣
タンボコール錠 50mg
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg｢TE｣
フルイトラン錠 2mg
スピロノラクトン錠 25mg「NP」
イソソルビド内用液70% 700mg/mL｢CEO｣
フロセミド細粒4% 40mg/g「EMEC」
フロセミド錠 20mg｢JG」
フロセミド錠 40mg｢JG｣
アゾセミド錠 60mg「JG」
トラセミドOD錠 4mg「TE」
カプトリル錠 12.5mg
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg｢ﾄｰﾜ｣
タナトリル錠 5mg
エースコール錠 2mg
オドリック錠 1mg
コバシル錠 4mg
トランデート錠 50mg
ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ 60mg｢ｻﾜｲ｣
ペルジピンＬＡカプセル 40mg
ニバジール錠 2mg
カルデナリンOD錠 2mg
カルベジロール錠 10ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣
カルベジロール錠 2.5mg｢ﾄｰﾜ｣
シルニジピン錠 5mg｢ｻﾜｲ｣
シルニジピン錠 10mg｢ｻﾜｲ｣
ロサルタンK錠 50mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
カンデサルタン錠 8mg「あすか」
バルサルタンOD錠 80mg「ﾄｰﾜ」
テルミサルタン錠 ４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
カルブロック錠 16mg
オルメサルタンＯＤ錠 １０ｍｇ「DSEP」
オルメサルタンＯＤ錠 ２０ｍｇ「DSEP」
イルベサルタン錠 100mg 「DSPB」
プレミネント配合錠LD
アイミクス配合錠HD
ザクラス配合錠HD
メトリジンＤ錠2mg
スマトリプタン錠 50mg 「アスペン」
ゾーミッグRM錠 2.5mg
マクサルトRPD錠 10mg
アマージ錠 2.5mg
コメリアンコーワ錠 50mg
ヘルベッサー錠 30mg
ヘルベッサーＲカプセル １００mg
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福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ
【般】ジピリダモール散１２．５％
【般】ジピリダモール錠２５ｍｇ
【般】ジピリダモール錠１００ｍｇ
【般】ニフェジピン徐放錠１０ｍｇ（１２時間持続）
【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（２４時間持続）
【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（２４時間持続）
【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ（２４時間持続）
【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ（２４時間持続）
【般】ニコランジル錠５ｍｇ
【般】ニトログリセリン舌下錠０．３ｍｇ
【般】ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ
【般】硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ
【般】ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ
【般】フェノフィブラート錠８０ｍｇ
【般】プロブコール錠２５０ｍｇ
【般】プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
【般】フルバスタチン錠３０ｍｇ
【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ
【般】ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ
【般】ロスバスタチン錠２．５ｍｇ
【般】ロスバスタチン錠５ｍｇ
【般】エゼチミブ錠１０ｍｇ
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ
【般】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口液２０％ 25g包
【般】ニセルゴリン錠５ｍｇ
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
【般】沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ（高リン血症用）
【般】ボセンタン錠６２．５ｍｇ
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠２５０ｍｇ
【般】タダラフィル錠２０ｍｇ：ＡＤ
【般】アムロジピン５ｍｇ・アトルバスタチン１０ｍｇ配合錠：４
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ
【般】カルボシステイン錠５００ｍｇ
【般】カルボシステインシロップ５％
【般】カルボシステインシロップ用５０％
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％ 45mL瓶
【般】アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
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採用薬
ワソラン錠 40mg
ジピリダモール散12.5％ 125mg/g｢JG｣
ジピリダモール錠 25mg｢日医工｣
ジピリダモール錠 100ｍｇ｢ＪＧ｣
ニフェジピンL錠 10mg ｢三和｣
アダラートＣＲ錠 20mg
ニフェジピンCR錠 20mg｢日医工｣
アダラートＣＲ錠 ４０mg
ニフェジピンCR錠 40mg｢日医工｣
ニコランジル錠 5mg｢ｻﾜｲ｣
ニトロペン舌下錠 0.3mg
ベニジピン塩酸塩錠 4mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
アムロジピンOD錠 2.5mg「YD」
アムロジピンOD錠 ５mg「YD」
一硝酸イソソルビド錠 20mg「ｻﾜｲ」
硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」
ベザフィブラートSR錠 200mg「サワイ」
リピディル錠 80mg
プロブコール錠 250mg「YD」
プラバスタチンNa塩錠 10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
フルバスタチン錠 30mg｢ｻﾜｲ｣
アトルバスタチンOD錠10mg｢ﾄｰﾜ｣
ピタバスタチンＣａ錠 2mg ｢EE｣
ピタバスタチンＣａ錠 4ｍｇ ｢EE｣
ロスバスタチン錠 2.5mg「DSEP」
ロスバスタチン錠 ５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
エゼチミブ錠 10mg「DSEP」
セロクラール錠 ２０mg
ユベラNソフトカプセル 200mg
カリメート経口液20% 25g包
サアミオン錠 5mg
リズミック錠 10mg
カルタン錠 500mg
トラクリア錠 62.5mg
ホスレノールOD錠 250mg
アドシルカ錠 20mg
カデュエット配合錠４番
メジコン錠 15mg
カルボシステイン錠 500mg｢ﾄｰﾜ｣
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ小児用5%｢ﾃﾊﾞ｣ 50mg/mL
カルボシステインDS50%｢ﾄｰﾜ｣ 500mg/g
ビソルボン錠 4mg
ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩吸入液0.2%｢ﾀｲﾖｰ｣ 45mL瓶
アンブロキソール塩酸塩錠 15mg｢ﾄｰﾜ｣

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ０．３％
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用１．５％
【般】テオフィリン徐放錠１００ｍｇ（１２～２４時間持続）
【般】テオフィリン徐放錠２００ｍｇ（２４時間持続）
【般】テオフィリンシロップ用２０％
【般】プロカテロール塩酸塩錠０．０５ｍｇ
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ０．０００５％
【般】クレンブテロール塩酸塩錠１０μｇ
【般】クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％ 2mLアンプル
【般】ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
【般】ツロブテロールテープ１ｍｇ
【般】ツロブテロールテープ２ｍｇ
【般】アズレンスルホン酸Ｎａ含嗽用液４％ 5mL瓶
【般】ポビドンヨード含嗽用液７％ 30mL瓶
【般】ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤６０吸入
【般】耐性乳酸菌散０．６％
【般】耐性乳酸菌錠６ｍｇ
【般】ビフィズス菌錠１２ｍｇ
【般】ジメチコン錠４０ｍｇ
【般】ジメチコンシロップ２％
【般】ロペラミド塩酸塩細粒０．０５％
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ
【般】シメチジン錠２００ｍｇ
【般】ファモチジン散２％ 10mg/0.5g包
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠２０ｍｇ
【般】スクラルファート顆粒９０％
【般】スルピリド錠５０ｍｇ
【般】テプレノン細粒１０％ 50mg/0.5g包
【般】トロキシピド錠１００ｍｇ
【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ
【般】レバミピド錠１００ｍｇ
【般】オメプラゾール錠１０ｍｇ
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５ｍｇ
【般】エカベトＮａ顆粒６６．７％ 1.5g包
【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠７５ｍｇ
【般】ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ
【般】ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ
【般】アズレンスルホン酸Ｎａ・Ｌ－グルタミン配合顆粒
【般】β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）散５０％ 0.5g包
【般】酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ
【般】酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ
【般】センノシド錠１２ｍｇ
【般】グリセリン浣腸液５０％３０ｍＬ
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採用薬
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%｢TCK｣
3mg/mL
ムコサールドライシロップ1.5% 15mg/g
テオドール錠 100mg
ユニフィルLA錠 200mg
テオフィリン徐放ＤＳ小児用20％｢トーワ｣
メプチン錠 50μg
メプチンシロップ 5μg/mL
スピロペント錠 10μg
インタール吸入液 1％ 2mLｱﾝﾌﾟﾙ
ホクナリンテープ 0.5mg/枚
ホクナリンテープ 1mg/枚
ホクナリンテープ 2mg/枚
アズノールうがい液4％ 5mL瓶
イソジンガーグル液 7% 30mL瓶
パルミコート吸入液0.25mg 2mLｱﾝﾌﾟﾙ
シムビコート ﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ 60吸入
ビオフェルミンＲ散
ビオフェルミンＲ錠 6mg
ビオフェルミン錠剤
ガスコン 錠 40mg
ジメチコン内用液 2％ 20mg/mL 「ホリイ」
ロペミン小児用細粒0.05% 0.5mg/g
ロペミンカプセル 1mg
タガメット錠 200mg
ファモチジン細粒2% 10mg/0.5g包「ｻﾜｲ」
ファモチジンＤ錠 20mg｢ｻﾜｲ｣
ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ顆粒90% 900mg/g「ﾄｰﾜ」
スルピリド錠 50mg｢ｻﾜｲ｣
テプレノン細粒10%｢ｻﾜｲ｣ 0.5g包
トロキシピド錠 100mg｢ｵｰﾊﾗ｣
ガスロンＮ錠 2mg
レバミピド錠 100mg「ｵｰﾂｶ」
オメプラゾール錠「ﾄｰﾜ」 10mg
ランソプラゾールOD錠 15mg「武田ﾃﾊﾞ」
ガストローム顆粒66.7％ 1.5g包
ポラプレジンクOD錠 75mg｢ｻﾜｲ｣
ラベプラゾールNa錠 10mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
パリエット錠 5mg
マーズレンＳ配合顆粒
ガランターゼ散50% 0.5g/包
酸化マグネシウム錠 250mg｢ﾖｼﾀﾞ｣
酸化マグネシウム錠 ３３０mg｢ﾖｼﾀﾞ｣
センノシド錠 12mg｢ﾄｰﾜ｣
ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸｢ｵｦﾀ｣小児用30 50％30mL

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】グリセリン浣腸液５０％６０ｍＬ
【般】グリセリン浣腸液５０％１２０ｍＬ
【般】ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ
【般】ピコスルファートＮａ経口液０．７５％ 10mL瓶
【般】ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ
【般】アプレピタントカプセル８０ｍｇ
【般】アプレピタントカプセル１２５ｍｇ
【般】メトクロプラミド錠５ｍｇ
【般】ドンペリドン錠１０ｍｇ
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】ドンペリドンシロップ用１％
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ
【般】イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】メサラジン錠５００ｍｇ
【般】メサラジン腸溶錠４００ｍｇ
【般】モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
【般】ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％ 500mg/0.6g包
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％ 5gチューブ
【般】ドンペリドン坐剤１０ｍｇ
【般】ドンペリドン坐剤３０ｍｇ
【般】メサラジン注腸剤１ｇ
【般】ベタメタゾン錠０．５ｍｇ
【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
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２．５ｍｇ
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠５ｍｇ
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２００ｍｇ
【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
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール０．０２配合錠
【般】カリジノゲナーゼ錠５０単位
【般】ジエノゲスト錠１ｍｇ
【般】デュタステリドカプセル０．５ｍｇ：ＡＶ
【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液０．１５％ 10mL瓶
【般】オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 2gチューブ
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤
【般】フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ
【般】リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ
【般】プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．２ｍｇ
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠７５ｍｇ
【般】シロドシン口腔内崩壊錠４ｍｇ
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠０．１ｍｇ
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採用薬
グリセリン浣腸｢ｵｦﾀ｣60 50％60mL
グリセリン浣腸｢ｵｦﾀ｣１２０ 50％120mL
ピコスルファートﾅﾄﾘｳﾑ錠 2.5mg「日医工」
ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa内用液0.75%「ﾄｰﾜ」 10mL瓶
ウルソデオキシコール酸錠 100mg「JG」
イメンドカプセル 80mg
イメンドカプセル １２５mg(初日用)
プリンペラン錠 5mg
ドンペリドン錠 10ｍｇ「ｻﾜｲ｣
ナウゼリンＯＤ錠10mg
ナウゼリンドライシロップ1％ 10mg/g
セレキノン錠 100mg
イトプリド塩酸塩錠 50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
メサラジン徐放錠 500mg 「日医工P」
アサコール錠 400mg
モサプリドクエン酸塩錠 5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
ポリフル細粒83.3％ 500mg/0.6g包
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%｢NK｣ 5gﾁｭｰﾌﾞ
ナウゼリン坐剤 10mg
ナウゼリン坐剤 30mg
ペンタサ注腸 １g
リンデロン錠 0.5mg
プレドネマ注腸 20mg/60mL
セレスタミン配合錠
プロスタール錠 25mg
プロベラ錠 2.5mg
ヒスロン錠 5mg
ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠 200mg｢F｣
ルナベル配合錠LD
ルナベル配合錠ULD
カルナクリン錠 50単位
ディナゲスト錠 １mg
アボルブカプセル 0.5mg
スプレキュア点鼻液 0.15% 10mL瓶
オキナゾール腟錠 600mg
強力ポステリザン(軟膏) 2gチューブ
ネリプロクト坐剤
ブラダロン錠 200mg
ウテメリン錠 5mg
バップフォー錠 10mg
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg｢明治｣
フリバスＯＤ錠 ７５mg
シロドシンＯＤ錠 ４ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ベシケアＯＤ錠 5mg
ステーブラＯＤ錠 0.1mg

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】タダラフィル錠２．５ｍｇ：ＺＡ
【般】タダラフィル錠５ｍｇ：ＺＡ
【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
【般】ポビドンヨード外用液７．５％ 500mL瓶
【般】ポビドンヨードゲル１０％ 4gチューブ
【般】ポビドンヨード外用液１０％（エタノール非含有） 250mL瓶
【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液（エタノール含有）０．
５％ 500mL瓶
【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液０．５％ 500mL瓶
【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液０．０２％
【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液０．０５％
【般】ナジフロキサシンクリーム１％ 10gチューブ
【般】ナジフロキサシン外用液１％ 20mL瓶
【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏 25g
チューブ
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％ 5gチューブ
【般】フルオシノニドクリーム０．０５％ 5gチューブ
【般】フルオシノロンアセトニド軟膏０．０２５％ 5gチューブ
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％ 5gチュー
ブ
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム０．０５％ 5g
チューブ
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液０．０５％ 10g瓶
【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液０．３％
10g瓶
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％ 5gチューブ
【般】ジフルプレドナート軟膏０．０５％ 5gチューブ
【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液０．１％ 10g瓶
【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％ 5gチュー
ブ
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏０．０５％ 5g
チューブ
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液０．０５％ 10g
瓶
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム０．１％ 5g
チューブ
【般】亜鉛華単軟膏１０％
【般】インドメタシンクリーム１％ 50gチューブ
【般】インドメタシン外用液１％ 50mL瓶
【般】ケトプロフェンパップ３０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感） 7枚/包
【般】ケトプロフェンテープ２０ｍｇ（７×１０ｃｍ非温感） 7枚/包
【般】ケトプロフェンテープ４０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感） 7枚/包
【般】ケトプロフェンパップ６０ｍｇ（２０×１４ｃｍ非温感） 7枚/包
【般】ケトプロフェンパップ１２０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感） 7枚/包
【般】フルルビプロフェンテープ４０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感） 7枚/
包
【般】フルルビプロフェンテープ４０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感） 7枚/
包
【般】ジクロフェナクＮａゲル１％ 50gチューブ
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採用薬
ザルティア錠 2.5mg
ザルティア錠 ５mg
エビプロスタット配合錠ＤＢ
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 500mL瓶
ポビドンヨードゲル10%「明治」 4ｇﾁｭｰﾌﾞ
ポピヨドン液10% 250mL瓶
ﾏｽｷﾝW･ｴﾀﾉｰﾙ液(0.5W/V％) 500mL瓶
0.5%ヘキザック水Ｗ 500mL瓶
ステリクロンＷ液 0.02％
ステリクロンＷ液 ０.０５％
アクアチムクリーム１％ 10gﾁｭｰﾌﾞ
アクアチムローション１％ 20mL瓶
クロマイ-Ｐ軟膏 25gチューブ
リンデロン-Ｖ軟膏 0.12％ 5gチューブ
トプシムクリーム 0.05％ 5gチューブ
フルコート軟膏0.025％ 5gチューブ
デルモベート 軟膏 0.05％ 5gチューブ
デルモベートクリーム 0.05％ 5gﾁｭｰﾌﾞ
デルモベートｽｶﾙﾌﾟﾛｰｼｮﾝ0.05％ 10g瓶
リドメックスコーワﾛｰｼｮﾝ 0.3％ 10g瓶
キンダベート軟膏0.05％ 5gチューブ
ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄ軟膏0.05% 5gﾁｭｰﾌﾞ「ｲﾜｷ」
メサデルムローション0.1% 10g瓶
アルメタ軟膏 5gチューブ
アンテベート軟膏 0.05% 5gチューブ
アンテベートローション0.05％ 10g瓶
フルメタクリーム 0.1％ 5gチューブ
サトウザルベ軟膏 10％
インテバンクリーム 1％ 50gチューブ
インテバン外用液 1％ 50mL瓶
ケトプロフェンパップ30mg｢ﾗｸｰﾙ｣ 7枚/包
ケトプロフェンテープ20ｍｇ｢ﾃｲｺｸ｣ 7枚/包
ケトプロフェンテープ40mg｢ﾃｲｺｸ｣ 7枚/包
モーラスパップ ６０ｍｇ 7枚/包
ケトプロフェンパップＸＲ１２０ｍｇ「ﾃｲｺｸ」 7枚包
フルルビプロフェンﾃｰﾌﾟ40mg「ﾕｰﾄｸ｣ 7枚/包
フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 7枚/包
ジクロフェナクNaゲル1%｢SN」 50gﾁｭｰﾌﾞ

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ（７×１０ｃｍ非温感） 7枚/
包
【般】ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温） 7枚/
包
【般】サリチル酸メチル等配合パップ１０ｇ（温感）
20g(10cmx14cm) 5枚/包
【般】サリチル酸メチル等配合パップ１０ｇ（非温感）
20g(10cmx14cm) 5枚/包
【般】サリチル酸軟膏１０％
【般】ビホナゾールクリーム１％ 10gチューブ
【般】ケトコナゾールクリーム２％ 10gチューブ
【般】ケトコナゾール外用液２％ 10g瓶
【般】ラノコナゾール軟膏１％ 10gチューブ
【般】尿素クリーム１０％ 20gチューブ
【般】尿素クリーム２０％ 25gチューブ
【般】カルプロニウム塩化物外用液５％ 30mL瓶
【般】マキサカルシトール軟膏０．００２５％ 10gチューブ
【般】タクロリムス軟膏０．１％ 5gチューブ
【般】アダパレンゲル０．１％ 15gチューブ
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 100gチューブ
【般】アルファカルシドール錠０．２５μｇ
【般】アルファカルシドール錠０．５μｇ
【般】アルファカルシドール錠１μｇ
【般】カルシトリオールカプセル０．２５μｇ
【般】エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ
【般】フルスルチアミン錠２５ｍｇ
【般】リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ
【般】ピリドキサールリン酸エステル錠１０ｍｇ
【般】メコバラミン錠０．５ｍｇ
【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
【般】メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
【般】ベンフォチアミン２５ｍｇ（Ｂ１）・Ｂ６・Ｂ１２配合カプセル
【般】ビオチンシロップ用０．１％
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ５％
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ（鉄として）
【般】塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ
【般】Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ
【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠１０ｍｇ
【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
【般】酸化セルロース貼付剤（ニューニット１５．２×２２．９ｃｍ）
【般】酸化セルロース貼付剤（５．１×７．６ｃｍ）
【般】酸化セルロース貼付剤（綿型５．１×２．５ｃｍ）
【般】トラネキサム酸錠２５０ｍｇ
【般】ヘパリン類似物質軟膏０．３％ 25gチューブ
【般】ヘパリン類似物質外用液０．３％ 50g瓶
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採用薬
ロキソプロフェンNaﾃｰﾌﾟ 50mg｢ﾕｰﾄｸ｣ 7枚/包
ロキソプロフェンNaテープ100mg｢久光｣ 7枚/包
ＭＳ温シップ「タイホウ」 20g 5枚/包
ＭＳ冷シップ「タイホウ」 20g 5枚/包
10％サリチル酸ワセリン軟膏
マイコスポールクリーム 1％ 10gﾁｭｰﾌﾞ
ケトコナゾールクリーム2%「ＪＧ」 10gﾁｭｰﾌﾞ
ニゾラールローション2％ 10g瓶
アスタット軟膏 1% 10gチューブ
ウレパールクリーム10％ 20gチューブ
ケラチナミンコーワｸﾘｰﾑ20％ 25gﾁｭｰﾌﾞ
フロジン外用液5％ 30mL瓶
オキサロール軟膏 25μg/g 10gﾁｭｰﾌﾞ
プロトピック軟膏 0.1% 5gチューブ
ディフェリンゲル0.1％ 15gﾁｭｰﾌﾞ
イソジンシュガーパスタ軟膏 100gﾁｭｰﾌﾞ
アルファカルシドール錠 0.25μg｢ｱﾒﾙ｣
アルファカルシドール錠 ０．５μｇ｢ｱﾒﾙ｣
アルファカルシドール錠 １．０μｇ｢ｱﾒﾙ｣
カルシトリオールカプセル 0.25μg｢YD｣
エディロールカプセル 0.75μg
アリナミンＦ糖衣錠 25mg
ハイボン錠 20mg
ピドキサール錠 10mg
メチコバール錠 500μg
ユベラ錠 50mg
ケーワン錠 5mg
グラケーカプセル 15mg
ビタメジン配合カプセルB25
ビオチン・ドライシロップ0.1% 1mg/g
インクレミンシロップ5％ 50mg/mL
クエン酸第一鉄Na錠 50mg｢ｻﾜｲ｣
塩化カリウム徐放錠 600mg｢St｣
アスパラカリウム 錠 300mg
アドナ錠 10mg
アドナ錠 ３０mg
サージセル（ニューニット）15.2×22.9
サージセル(ガーゼ型) 5.1cm*7.6cm
サージセル（綿型Ⅱ）
トランサミン錠 250mg
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25gﾁｭｰﾌﾞ
ヒルドイドローション0.3% 50g瓶

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー０．３％ 100g瓶
【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％ 100g瓶
【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％ 200g瓶
【般】チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠５０ｍｇ
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠５０ｍｇ
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠１００ｍｇ
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠１００ｍｇ
【般】リマプロストアルファデクス錠５μｇ
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ
【般】ベラプロストＮａ錠２０μｇ
【般】サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】アスピリン腸溶錠１００ｍｇ
【般】クロピドグレル錠２５ｍｇ
【般】クロピドグレル錠７５ｍｇ
【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠
【般】ホリナート錠２５ｍｇ
【般】デフェラシロクス顆粒９０ｍｇ
【般】デフェラシロクス顆粒３６０ｍｇ
【般】アロプリノール錠１００ｍｇ
【般】ベンズブロマロン錠２５ｍｇ
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠
【般】グリベンクラミド錠２．５ｍｇ
【般】グリメピリド錠１ｍｇ
【般】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇ：ＭＴ
【般】アカルボース錠１００ｍｇ
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．３ｍｇ
【般】ピオグリタゾン錠１５ｍｇ
【般】ミチグリニドＣａ口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】ミグリトール錠５０ｍｇ
【般】レパグリニド錠０．２５ｍｇ
【般】レパグリニド錠０．５ｍｇ
【般】ＡＴＰ錠２０ｍｇ
【般】ラクツロースシロップ６５％
【般】ラクツロース経口ゼリー５４．１６７％ 12g包
【般】ミゾリビン錠５０ｍｇ
【般】カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ
【般】シクロスポリンカプセル１０ｍｇ：ＮＥ
【般】シクロスポリンカプセル２５ｍｇ：ＮＥ
【般】シクロスポリンカプセル５０ｍｇ：ＮＥ
【般】エパルレスタット錠５０ｍｇ
【般】タクロリムスカプセル１ｍｇ
【般】タクロリムスカプセル０．５ｍｇ
【般】メトトレキサートカプセル２ｍｇ
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採用薬
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用ｽﾌﾟﾚｰ0.3%「日医工」 100g瓶
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用泡状ｽﾌﾟﾚｰ 0.3% 100g「PP」
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用泡状ｽﾌﾟﾚｰ 0.3% 200g「PP」
パナルジン錠 100mg
プレタールＯＤ錠 50mg
シロスタゾールOD錠 50mg｢ｻﾜｲ｣
プレタールＯＤ錠 １００mg
シロスタゾールOD錠 １００mg｢ｻﾜｲ｣
リマプロストｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠 5μg｢SN｣
エパデールＳ ９００mg/包
ベラプロストNa錠 20μg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
サルポグレラート塩酸塩錠 100mg ｢NP｣
サルポグレラート塩酸塩錠 100mg｢日医工｣
バイアスピリン錠 100mg
クロピドグレル錠 25mg｢SANIK｣
クロピドグレル錠 75mg｢SANIK｣
コンプラビン配合錠
ユーゼル錠 25mg
ジャドニュ顆粒分包 ９０ｍｇ
ジャドニュ顆粒分包 ３６０ｍｇ
アロプリノール錠100mg｢ｻﾜｲ｣
ユリノーム錠 25mg
ウラリット配合錠
ダオニール錠 2.5mg
グリメピリド錠 1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
メトグルコ錠 500mg
グルコバイ錠 100mg
ボグリボースＯＤ錠 0.3mg｢日医工｣
アクトス錠 15mg
グルファストＯＤ錠 １０ｍｇ
ミグリトール錠 ５０ｍｇ「トーワ」
シュアポスト錠 0.25mg
シュアポスト錠0.5mg
アデホスコーワ腸溶錠 20mg
ラクツロースシロップ65% 「タカタ」
ラグノスNF経口ゼリー分包 12g
ブレディニン錠 50mg
カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」
ネオーラルカプセル 10mg
ネオーラルカプセル ２５mg
ネオーラルカプセル ５０mg
エパルレスタット錠 50mg｢NP｣
プログラフカプセル 1mg
プログラフカプセル 0.5mg
リウマトレックスカプセル 2mg

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍｇ
【般】リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ
【般】リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ
【般】ピルフェニドン錠２００ｍｇ
【般】ミノドロン酸錠５０ｍｇ
【般】バゼドキシフェン錠２０ｍｇ
【般】テモゾロミドカプセル２０ｍｇ
【般】テモゾロミドカプセル１００ｍｇ
【般】カペシタビン錠３００ｍｇ
【般】テガフール２０ｍｇ・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊
錠
【般】テガフール２５ｍｇ・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊
錠
【般】タモキシフェン錠２０ｍｇ
【般】フルタミド錠１２５ｍｇ
【般】ビカルタミド錠８０ｍｇ
【般】アナストロゾール錠１ｍｇ
【般】イマチニブ錠１００ｍｇ
【般】エキセメスタン錠２５ｍｇ
【般】ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ
【般】レトロゾール錠２．５ｍｇ
【般】メキタジン錠３ｍｇ
【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％
【般】ブシラミン錠１００ｍｇ
【般】トラニラストカプセル１００ｍｇ
【般】アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ
【般】オザグレル塩酸塩錠２００ｍｇ
【般】エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ
【般】スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
【般】プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ
【般】プランルカストシロップ用１０％
【般】エバスチン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用１．２５％
【般】ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用５％ 15mg/0.3g包
【般】オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％ 2.5mg/0.5g包
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】モンテルカスト細粒４ｍｇ
【般】モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
【般】モンテルカスト錠１０ｍｇ
【般】レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ
【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％
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採用薬
セルセプトカプセル 250mg
アクトネル錠 2.5mg
ベネット錠 １７.５mg
エビスタ錠 60mg
ピレスパ錠 200mg
リカルボン錠50mg
ビビアント錠 20mg
テモダールカプセル 20mg
テモダールカプセル 100mg
カペシタビン錠 300mg「ﾄｰﾜ」
ティーエスワン配合OD錠T20
ティーエスワン配合OD錠T25
ノルバデックス錠 20mg
オダイン錠 125mg
ビカルタミド錠80mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
アリミデックス錠 1mg
グリベック錠 100mg
アロマシン錠 25mg
イレッサ錠 250mg
フェマーラ錠 2.5mg
ニポラジン錠 3mg
ポララミン錠 2mg
ペリアクチンシロップ0.04％ 0.4mg/mL
リマチル錠 100mg
リザベンカプセル 100mg
アゼプチン錠 1mg
ドメナン錠 200mg
アレジオン 錠 20mg
アイピーディカプセル 100mg
オノンカプセル 112.5mg
オノンドライシロップ 100mg/g
エバステルＯＤ錠 10mg
ジルテックﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1.25％ 12.5mg/g
タリオン錠 10mg
フェキソフェナジン塩酸塩錠 ６０mg｢SANIK｣
フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg｢SANIK｣
アレグラ ドライシロップ5% 15mg/0.3g包
アレロック顆粒0.5% 0.5g包
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「JG」
シングレア細粒 4mg/包
キプレス チュアブル錠 5mg
モンテルカスト錠 １０ｍｇ「ＫＭ」
ザイザル錠 5mg
ザイザルシロップ0.05% 0.5mg/mL
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福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠
【般】バンコマイシン塩酸塩散５００ｍｇ
【般】アモキシシリン細粒２０％
【般】アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ
【般】セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
【般】セフジニル細粒１０％
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒１０％
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ
【般】クラリスロマイシン錠５０ｍｇ
【般】クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
【般】クラリスロマイシンシロップ用１０％
【般】アジスロマイシン細粒１０％
【般】アジスロマイシン錠２５０ｍｇ
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】リファンピシンカプセル１５０ｍｇ
【般】ボリコナゾール錠５０ｍｇ
【般】ボリコナゾール錠５０ｍｇ
【般】ボリコナゾール錠２００ｍｇ
【般】ボリコナゾール錠２００ｍｇ
【般】サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
【般】シプロフロキサシン錠２００ｍｇ
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒１５％
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ
【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ
【般】シタフロキサシン錠５０ｍｇ
【般】リネゾリド錠６００ｍｇ
【般】アシクロビル錠２００ｍｇ
【般】バラシクロビル顆粒５０％
【般】バラシクロビル錠５００ｍｇ
【般】オセルタミビルカプセル７５ｍｇ
【般】オセルタミビルカプセル７５ｍｇ
【般】オセルタミビルシロップ用３％
【般】オセルタミビルシロップ用３％
【般】リバビリンカプセル２００ｍｇ：ＲＥ
【般】エンテカビル錠０．５ｍｇ
【般】ファムシクロビル錠２５０ｍｇ
【般】ラミブジン・アバカビル配合錠
【般】ビダラビン軟膏３％ 5gチューブ
【般】フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
【般】イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ
【般】イトラコナゾール経口液１％
【般】テルビナフィン錠１２５ｍｇ
【般】フルオレセインＮａ試験紙０．７ｍｇ
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採用薬
ディレグラ配合錠
バンコﾏｲｼﾝ塩酸塩散0.5g｢MEEK｣
ワイドシリン細粒20% 200 mg／g
アモキシシリンカプセル 250ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣
バナン錠 100mg
セフゾン細粒小児用10％ 100mg/g
フロモックス小児用細粒 100mg/g
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg｢ｻﾜｲ｣
ルリッド錠 150mg
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠 50mg 小児用 「日医工」
クラリスロマイシン錠200「日医工」
ｸﾗﾘｼｯﾄﾞﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用10％ 100mg/g
ジスロマック細粒小児用10% 100mg/g
ジスロマック錠 250mg
ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg｢ｻﾜｲ｣
リファジンカプセル 150mg
ブイフェンド錠 50mg
ボリコナゾール錠 50mg「DSEP」
ブイフェンド錠 ２００mg
ボリコナゾール錠 ２００ｍｇ「DSEP」
サラゾピリン錠 500mg
アザルフィジンEN錠 500mg
シプロキサン錠 200mg
オゼックス細粒小児用15％ 150mg/g
オゼックス錠 150mg
レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」
グレースビット錠50mg
ザイボックス錠 600mg
ゾビラックス錠 200mg
バラシクロビル顆粒50% 500mg/g｢ｱｽﾍﾟﾝ｣
バラシクロビル錠 500mg｢ｱｽﾍﾟﾝ｣
タミフルカプセル 75mg
タミフルカプセル 75mg (予防投与用)
タミフルドライシロップ 3％ 30mg/g
タミフルﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ3% 30mg/g (予防投与用)
レベトールカプセル 200mg
バラクルード錠 0.5mg
ファムビル錠 250mg
エプジコム配合錠
アラセナＡ軟膏 3％ 5gチューブ
フルコナゾールｶﾌﾟｾﾙ100mg「ｻﾜｲ」
イトリゾールカプセル 50mg
イトリゾール内用液1％ 10mg/mL
ラミシール錠 125mg
フローレス眼検査用試験紙0.7mg
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福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表（薬価基準収載医薬品コード順）
院外処方箋用一般名
【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒６％（１２時間持続） 30mg包
【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒１０ｍｇ（１２時間持続）
【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒３０ｍｇ（１２時間持続）
【般】オキシコドン徐放錠５ｍｇ（乱用防止製剤）
【般】オキシコドン徐放錠５ｍｇ（乱用防止製剤）
【般】オキシコドン徐放錠１０ｍｇ（乱用防止製剤）
【般】オキシコドン徐放錠１０ｍｇ（乱用防止製剤）
【般】オキシコドン徐放錠２０ｍｇ（乱用防止製剤）
【般】オキシコドン徐放錠２０ｍｇ（乱用防止製剤）
【般】オキシコドン徐放錠４０ｍｇ（乱用防止製剤）
【般】オキシコドン徐放錠４０ｍｇ（乱用防止製剤）
【般】オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ
【般】オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ１ｍｇ（１日用）
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ４ｍｇ（１日用）
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ０．５ｍｇ（１日用）
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採用薬
モルペス細粒６％ ３０mg包
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg「フジモ
ト」
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 30mg「フジモ
ト」
オキシコンチンTR錠 5mg
オキシコンチンTR錠 5mg(慢性疼痛)
オキシコンチンTR錠 10mg
オキシコンチンTR錠 １０mg(慢性疼痛)
オキシコンチンTR錠 20mg
オキシコンチンTR錠 20mg(慢性疼痛)
オキシコンチンTR錠 40mg
オキシコンチンTR錠 40mg(慢性疼痛)
オキシコドン徐放カプセル5mg｢ﾃﾙﾓ｣
オキシコドン徐放カプセル20mg｢ﾃﾙﾓ｣
フェントステープ 1mg
フェントステープ ４mg
フェントステープ 0.5ｍｇ

