製品名

一般名

薬効小分類名

0.02%ヘキザック水W

クロルヘキシジングルコン酸塩

外皮用殺菌消毒剤

0.05%ヘキザック水W

クロルヘキシジングルコン酸塩

外皮用殺菌消毒剤

1%ディプリバン注-キット

プロポフォール

全身麻酔剤

1%プロポフォール注｢マルイシ｣

プロポフォール

全身麻酔剤

1%プロポフォール注｢マルイシ｣

プロポフォール

全身麻酔剤

10%EL-3号輸液

維持液（１７）

血液代用剤

20%マンニットール注射液｢YD｣

Ｄ－マンニトール

その他の循環器官用薬

5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊

サリチル酸

寄生性皮ふ疾患用剤

5-FU軟膏5%協和

フルオロウラシル

代謝拮抗剤

5mcgチロナミン錠

リオチロニンナトリウム

甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

D-ソルビトール経口液75%｢コーワ｣

Ｄ－ソルビトール

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

EOB･プリモビスト注シリンジ

ガドキセト酸ナトリウム

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

EOB･プリモビスト注シリンジ

ガドキセト酸ナトリウム

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

FK配合散

ジアスターゼ・生薬配合剤（２）

健胃消化剤

HCGモチダ筋注用5千単位

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

脳下垂体ホルモン剤

HMG注テイゾー75

下垂体性性腺刺激ホルモン

脳下垂体ホルモン剤

K.C.L.エリキシル(10W/V%)

塩化カリウム

無機質製剤

KCL注20mEqキット｢テルモ｣

塩化カリウム

血液代用剤

LH-RH注0.1mg｢タナベ｣

ゴナドレリン酢酸塩

機能検査用試薬

l-メントール｢コザカイ･M｣

ｌ－メントール

矯味，矯臭，着色剤

MSコンチン錠10mg

モルヒネ硫酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠30mg

モルヒネ硫酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠60mg

モルヒネ硫酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

MS温シップ｢タイホウ｣

パップ剤（４－１２）

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

MS冷シップ｢タイホウ｣

パップ剤（３－１４）

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

PA･ヨード点眼･洗眼液

ポリビニルアルコールヨウ素

眼科用剤

PL配合顆粒

非ピリン系感冒剤（４）

総合感冒剤

SPトローチ0.25mg｢明治｣

デカリニウム塩化物

その他の消化器官用薬

TRH注0.5mg｢タナベ｣

プロチレリン

機能検査用試薬

アーガメイト20%ゼリー25g

ポリスチレンスルホン酸カルシウム

その他の循環器官用薬

アーテン散1%

トリヘキシフェニジル塩酸塩

抗パーキンソン剤

アーテン錠(2mg)

トリヘキシフェニジル塩酸塩

抗パーキンソン剤

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液

ブドウ糖・無機塩類配合剤

その他の血液・体液用薬

アービタックス注射液100mg

セツキシマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

アイピーディカプセル100

スプラタストトシル酸塩

その他のアレルギー用薬

アイピーディドライシロップ5%

スプラタストトシル酸塩

その他のアレルギー用薬

アイファガン点眼液0.1%

ブリモニジン酒石酸塩

眼科用剤

アイリーア硝子体内注射液40mg/mL

アフリベルセプト（遺伝子組換え）

眼科用剤

製品名

一般名

薬効小分類名

アキネトン細粒1%

ビペリデン塩酸塩

抗パーキンソン剤

アキネトン錠1mg

ビペリデン塩酸塩

抗パーキンソン剤

アキネトン注射液5mg

乳酸ビペリデン

抗パーキンソン剤

アクアチムローション1%

ナジフロキサシン

化膿性疾患用剤

アクアチム軟膏1%

ナジフロキサシン

化膿性疾患用剤

アクチット輸液

酢酸維持液

血液代用剤

アクテムラ点滴静注用200mg

トシリズマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用400mg

トシリズマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用80mg

トシリズマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター

トシリズマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

アクトシン軟膏3%

ブクラデシンナトリウム

その他の外皮用薬

アクトヒブ

乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）

ワクチン類

アクプラ静注用100mg

ネダプラチン

その他の腫瘍用薬

アクプラ静注用10mg

ネダプラチン

その他の腫瘍用薬

アクプラ静注用50mg

ネダプラチン

その他の腫瘍用薬

アクラシノン注射用20mg

アクラルビシン塩酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

アクリノール0.1%液｢ヨシダ｣

アクリノール水和物

外皮用殺菌消毒剤

アクロマイシンVカプセル250mg

テトラサイクリン塩酸塩

主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

アクロマイシン末

テトラサイクリン塩酸塩

化膿性疾患用剤

アコファイド錠100mg

アコチアミド塩酸塩水和物

その他の消化器官用薬

アザクタム注射用1g

アズトレオナム

主としてグラム陰性菌に作用するもの

アサコール錠400mg

メサラジン

その他の消化器官用薬

アジルバ錠20mg

アジルサルタン

血圧降下剤

アジレクト錠0.5mg

ラサギリンメシル酸塩

抗パーキンソン剤

アジレクト錠1mg

ラサギリンメシル酸塩

抗パーキンソン剤

アズノールうがい液4%

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

含嗽剤

アズノール軟膏0.033%

ジメチルイソプロピルアズレン

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

アスパラ-CA錠200

Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物

カルシウム剤

アスパラギン酸カリウム注10mEqキット｢テルモ｣

Ｌ－アスパラギン酸カリウム

無機質製剤

アスピリン｢ホエイ｣

アスピリン

解熱鎮痛消炎剤

アスプール液(0.5%)

ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩

気管支拡張剤

アズレン･グルタミン配合細粒｢EMEC｣

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン

消化性潰瘍用剤

アセサイド6%消毒液

過酢酸

防疫用殺菌消毒剤

アセタノールカプセル100

アセブトロール塩酸塩

不整脈用剤

アセタノールカプセル200

アセブトロール塩酸塩

不整脈用剤

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

解毒剤

アセチルスピラマイシン錠200

スピラマイシン酢酸エステル

主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

アセリオ静注液1000mgバッグ

アセトアミノフェン

解熱鎮痛消炎剤

製品名

一般名

薬効小分類名

アゼルニジピン錠16mg｢ケミファ｣

アゼルニジピン

血圧降下剤

アゾセミド錠60mg｢JG｣

アゾセミド

利尿剤

アゾテシン点眼液0.02%

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

眼科用剤

アゾルガ配合懸濁性点眼液

ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

眼科用剤

アダプチノール錠5mg

ヘレニエン

眼科用剤

アダラートカプセル10mg

ニフェジピン

血管拡張剤

アタラックス-P注射液(50mg/ml)

ヒドロキシジン塩酸塩

精神神経用剤

アディノベイト静注用1000

ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

血液製剤類

アディノベイト静注用2000

ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

血液製剤類

アディノベイト静注用500

ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

血液製剤類

アデール点滴静注用10mg

コルホルシンダロパート塩酸塩

強心剤

アテディオ配合錠

バルサルタン・シルニジピン配合剤

血圧降下剤

アデノスキャン注60mg

アデノシン

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

アデホス-Lコーワ注20mg

アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

他に分類されない代謝性医薬品

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

他に分類されない代謝性医薬品

アデムパス錠0.5mg

リオシグアト

その他の循環器官用薬

アデムパス錠1.0mg

リオシグアト

その他の循環器官用薬

アデムパス錠2.5mg

リオシグアト

その他の循環器官用薬

アデラビン9号注1mL

肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド

臓器製剤

アドエア100ディスカス28吸入用

サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

アドエア100ディスカス60吸入用

サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

アドエア250ディスカス28吸入用

サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

アドエア250ディスカス60吸入用

サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

アドエア500ディスカス28吸入用

サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

アドエア500ディスカス60吸入用

サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

アドエア50エアゾール120吸入用

サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

アトーゼット配合錠LD

エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物

高脂血症用剤

アドシルカ錠20mg

タダラフィル

その他の循環器官用薬

アドソルビン原末

天然ケイ酸アルミニウム

制酸剤

アドリアシン注用10

ドキソルビシン塩酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

アトルバスタチン錠10mg｢サワイ｣

アトルバスタチンカルシウム水和物

高脂血症用剤

アドレナリン注0.1%シリンジ｢テルモ｣

アドレナリン

副腎ホルモン剤

アトロピン硫酸塩注0.5mg｢タナベ｣

アトロピン硫酸塩水和物

鎮けい剤

アナストロゾール錠1mg｢NK｣

アナストロゾール

その他の腫瘍用薬

アナフラニール錠10mg

クロミプラミン塩酸塩

精神神経用剤

アナフラニール錠25mg

クロミプラミン塩酸塩

精神神経用剤

アナフラニール点滴静注液25mg

クロミプラミン塩酸塩

精神神経用剤

アナペイン注2mg/mL

ロピバカイン塩酸塩水和物

局所麻酔剤

製品名

一般名

薬効小分類名

アナペイン注2mg/mL

ロピバカイン塩酸塩水和物

局所麻酔剤

アナペイン注7.5mg/mL

ロピバカイン塩酸塩水和物

局所麻酔剤

アネメトロ点滴静注液500mg

メトロニダゾール

抗原虫剤

アバスチン点滴静注用100mg/4mL

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

アバスチン点滴静注用400mg/16mL

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

アピドラ注ソロスター

インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

アフィニトール錠5mg

エベロリムス

その他の腫瘍用薬

アブストラル舌下錠100μg

フェンタニルクエン酸塩

合成麻薬

アブストラル舌下錠200μg

フェンタニルクエン酸塩

合成麻薬

アブストラル舌下錠400μg

フェンタニルクエン酸塩

合成麻薬

アフタッチ口腔用貼付剤25μg

トリアムシノロンアセトニド

その他の消化器官用薬

アブラキサン点滴静注用100mg

パクリタキセル（アルブミン懸濁型）

抗腫瘍性植物成分製剤

アプレゾリン錠25mg

ヒドララジン塩酸塩

血圧降下剤

アプレゾリン注射用20mg

ヒドララジン塩酸塩

血圧降下剤

アヘンチンキ

アヘン

あへんアルカロイド系麻薬

アポカイン皮下注30mg

アポモルヒネ塩酸塩水和物

抗パーキンソン剤

アボネックス筋注用シリンジ30μg

インターフェロン ベータ－１ａ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

アボビスカプセル25

アクラトニウムナパジシル酸塩

自律神経剤

アポプロン注0.5mg

レセルピン

血圧降下剤

アボルブカプセル0.5mg

デュタステリド

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

アマージ錠2.5mg

ナラトリプタン塩酸塩

血管収縮剤

アマンタジン塩酸塩細粒10%｢サワイ｣

アマンタジン塩酸塩

抗パーキンソン剤

アマンタジン塩酸塩錠50mg｢サワイ｣

アマンタジン塩酸塩

抗パーキンソン剤

アミオダロン塩酸塩錠100mg｢トーワ｣

アミオダロン塩酸塩

不整脈用剤

アミオダロン塩酸塩静注150mg｢TE｣

アミオダロン塩酸塩

不整脈用剤

アミカシン硫酸塩注射液100mg｢F｣

アミカシン硫酸塩

主としてグラム陰性菌に作用するもの

アミカシン硫酸塩注射液200mg｢F｣

アミカシン硫酸塩

主としてグラム陰性菌に作用するもの

アミカシン硫酸塩注射用200mg｢日医工｣

アミカシン硫酸塩

主としてグラム陰性菌に作用するもの

アミサリン錠125mg

プロカインアミド塩酸塩

不整脈用剤

アミサリン注200mg

プロカインアミド塩酸塩

不整脈用剤

アミティーザカプセル24μg

ルビプロストン

下剤，浣腸剤

アミノレバンEN配合散

肝不全用成分栄養剤（１）

たん白アミノ酸製剤

アミノ安息香酸エチル原末｢マルイシ｣

アミノ安息香酸エチル

局所麻酔剤

アミパレン輸液

高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤（４）

たん白アミノ酸製剤

アムバロ配合錠｢ケミファ｣

バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

血圧降下剤

アムビゾーム点滴静注用50mg

アムホテリシンＢ

主としてカビに作用するもの

アムロジピンOD錠5mg｢トーワ｣

アムロジピンベシル酸塩

血管拡張剤

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg｢JG｣

アメジニウムメチル硫酸塩

その他の循環器官用薬

製品名

一般名

薬効小分類名

アモキサンカプセル25mg

アモキサピン

精神神経用剤

アモキサン細粒10%

アモキサピン

精神神経用剤

アモキシシリンカプセル250mg｢日医工｣

アモキシシリン水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

アモバン錠7.5

ゾピクロン

催眠鎮静剤，抗不安剤

アラセナ-A点滴静注用300mg

ビダラビン

抗ウイルス剤

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用

フルチカゾンフランカルボン酸エステル

耳鼻科用剤

アリクストラ皮下注1.5mg

フォンダパリヌクスナトリウム

血液凝固阻止剤

アリクストラ皮下注5mg

フォンダパリヌクスナトリウム

血液凝固阻止剤

アリクストラ皮下注7.5mg

フォンダパリヌクスナトリウム

血液凝固阻止剤

アリセプトD錠10mg

ドネペジル塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

アリセプトD錠3mg

ドネペジル塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

アリセプトD錠5mg

ドネペジル塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

アリナミン注射液10mg

プロスルチアミン

ビタミンＢ１剤

アリムタ注射用100mg

ペメトレキセドナトリウム水和物

代謝拮抗剤

アリムタ注射用500mg

ペメトレキセドナトリウム水和物

代謝拮抗剤

アルギニン点滴静注30g｢AY｣

Ｌ－アルギニン塩酸塩

機能検査用試薬

アルギメート点滴静注10%

Ｌ－アルギニンＬ－グルタミン酸塩水和物

他に分類されない代謝性医薬品

アルケラン錠2mg

メルファラン

アルキル化剤

アルスロマチック関節手術用灌流液

乳酸リンゲル液

その他の血液・体液用薬

アルドメット錠125

メチルドパ

血圧降下剤

アルドメット錠250

メチルドパ

血圧降下剤

アルト原末

アルギン酸ナトリウム

止血剤

アルファカルシドールカプセル0.25μg｢サワイ｣

アルファカルシドール

ビタミンＡ及びＤ剤

アルファカルシドールカプセル1μg｢サワイ｣

アルファカルシドール

ビタミンＡ及びＤ剤

アルファロール内用液0.5μg/mL

アルファカルシドール

ビタミンＡ及びＤ剤

アルブミナー25%静注12.5g/50mL

人血清アルブミン

血液製剤類

アルブミナー5%静注12.5g/250mL

人血清アルブミン

血液製剤類

アルプラゾラム錠0.4mg｢トーワ｣

アルプラゾラム

催眠鎮静剤，抗不安剤

アルロイドG内用液5%

アルギン酸ナトリウム

消化性潰瘍用剤

アレジオン点眼液0.05%

エピナスチン塩酸塩

眼科用剤

アレセンサカプセル150mg

アレクチニブ塩酸塩

その他の腫瘍用薬

アレビアチン散10%

フェニトイン

抗てんかん剤

アレビアチン錠100mg

フェニトイン

抗てんかん剤

アレビアチン錠25mg

フェニトイン

抗てんかん剤

アレビアチン注250mg

フェニトインナトリウム

抗てんかん剤

アレベール吸入用溶解液0.125%

チロキサポール

気管支拡張剤

アレンドロン酸錠35mg｢ファイザー｣

アレンドロン酸ナトリウム水和物

他に分類されない代謝性医薬品

アロキシ点滴静注バッグ0.75mg

パロノセトロン塩酸塩

その他の消化器官用薬

製品名

一般名

薬効小分類名

アロチノロール塩酸塩錠10mg｢日医工｣

アロチノロール塩酸塩

不整脈用剤

アロプリノール錠100mg｢サワイ｣

アロプリノール

痛風治療剤

アロンアルフアA｢三共｣

シアノアクリレート

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

アンサー皮下注20μg

結核菌熱水抽出物

その他の血液・体液用薬

アンジュ21錠

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

避妊剤

アンジュ28錠

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

避妊剤

アンチレクス静注10mg

エドロホニウム塩化物

機能検査用試薬

アンヒバ坐剤小児用100mg

アセトアミノフェン

解熱鎮痛消炎剤

アンフラベート0.05%クリーム

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

アンフラベート0.05%ローション

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

アンフラベート0.05%軟膏

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

アンブロキソール塩酸塩錠15mg｢NP｣

アンブロキソール塩酸塩

去たん剤

アンペック坐剤10mg

モルヒネ塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

イーケプラドライシロップ50%

レベチラセタム

抗てんかん剤

イーケプラ錠250mg

レベチラセタム

抗てんかん剤

イーケプラ錠500mg

レベチラセタム

抗てんかん剤

イーケプラ点滴静注500mg

レベチラセタム

抗てんかん剤

イーシー･ドパール配合錠

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

抗パーキンソン剤

イオウ･カンフルローション｢東豊｣

イオウ・カンフル

皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

イオダインM消毒液10%

ポビドンヨード

外皮用殺菌消毒剤

イオダインスクラブ液7.5%

ポビドンヨード

外皮用殺菌消毒剤

イオパーク300注100mL

イオヘキソール

Ｘ線造影剤

イオパーク300注20mL

イオヘキソール

Ｘ線造影剤

イオパミロン注300シリンジ

イオパミドール

Ｘ線造影剤

イオパミロン注370シリンジ

イオパミドール

Ｘ線造影剤

イオプロミド300注シリンジ100mL｢FRI｣

イオプロミド

Ｘ線造影剤

イオメロン350注シリンジ135mL

イオメプロール

Ｘ線造影剤

イグザレルト細粒分包10mg

リバーロキサバン

血液凝固阻止剤

イグザレルト細粒分包15mg

リバーロキサバン

血液凝固阻止剤

イグザレルト錠10mg

リバーロキサバン

血液凝固阻止剤

イグザレルト錠15mg

リバーロキサバン

血液凝固阻止剤

イクスタンジ錠40mg

エンザルタミド

その他の腫瘍用薬

イクスタンジ錠80mg

エンザルタミド

その他の腫瘍用薬

イクセロンパッチ13.5mg

リバスチグミン

その他の中枢神経系用薬

イクセロンパッチ18mg

リバスチグミン

その他の中枢神経系用薬

イクセロンパッチ4.5mg

リバスチグミン

その他の中枢神経系用薬

イクセロンパッチ9mg

リバスチグミン

その他の中枢神経系用薬

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg｢サワイ｣

イコサペント酸エチル

その他の血液・体液用薬

製品名

一般名

薬効小分類名

イスコチン錠100mg

イソニアジド

抗結核剤

イソジンシュガーパスタ軟膏

精製白糖・ポビドンヨード

その他の外皮用薬

イソゾール注射用0.5g

チアミラールナトリウム

全身麻酔剤

イソバイドシロップ70%

イソソルビド

利尿剤

イソバイドシロップ70%分包20mL

イソソルビド

利尿剤

イソバイドシロップ70%分包30mL

イソソルビド

利尿剤

イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%｢日点｣

イソプロピルウノプロストン

眼科用剤

イソミタール原末

アモバルビタール

催眠鎮静剤，抗不安剤

イトリゾールカプセル50

イトラコナゾール

その他の化学療法剤

イナビル吸入粉末剤20mg

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

抗ウイルス剤

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

糖尿病用剤

イノバン注0.3%シリンジ

ドパミン塩酸塩

強心剤

イノバン注100mg

ドパミン塩酸塩

強心剤

イノベロン錠100mg

ルフィナミド

抗てんかん剤

イノレット30R注

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

イフェクサーSRカプセル37.5mg

ベンラファキシン塩酸塩

精神神経用剤

イフェクサーSRカプセル75mg

ベンラファキシン塩酸塩

精神神経用剤

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg｢トーワ｣

イフェンプロジル酒石酸塩

その他の循環器官用薬

イブランスカプセル125mg

パルボシクリブ

その他の腫瘍用薬

イブランスカプセル25mg

パルボシクリブ

その他の腫瘍用薬

イミグランキット皮下注3mg

スマトリプタンコハク酸塩

血管収縮剤

イミグラン錠50

スマトリプタンコハク酸塩

血管収縮剤

イミグラン注3

スマトリプタンコハク酸塩

血管収縮剤

イミグラン点鼻液20

スマトリプタン

血管収縮剤

イミダプリル塩酸塩錠5mg｢トーワ｣

イミダプリル塩酸塩

血圧降下剤

イムセラカプセル0.5mg

フィンゴリモド塩酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

イムネース注35

テセロイキン（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

イムノブラダー膀注用80mg

乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株）

その他の生物学的製剤

イムノマックス-γ注100

インターフェロン ガンマ－１ａ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

イムラン錠50mg

アザチオプリン

他に分類されない代謝性医薬品

イメンドカプセル125mg

アプレピタント

その他の消化器官用薬

イメンドカプセル80mg

アプレピタント

その他の消化器官用薬

イモバックスポリオ皮下注

不活化ポリオワクチン

ワクチン類

イリボー錠2.5μg

ラモセトロン塩酸塩

その他の消化器官用薬

イリボー錠5μg

ラモセトロン塩酸塩

その他の消化器官用薬

イルアミクス配合錠HD｢ケミファ｣

イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

血圧降下剤

イルベサルタン錠100mg｢ケミファ｣

イルベサルタン

血圧降下剤

イレッサ錠250

ゲフィチニブ

その他の腫瘍用薬

製品名

一般名

薬効小分類名

インヴェガ錠3mg

パリペリドン

精神神経用剤

インヴェガ錠6mg

パリペリドン

精神神経用剤

インヴェガ錠9mg

パリペリドン

精神神経用剤

インクレミンシロップ5%

溶性ピロリン酸第二鉄

無機質製剤

インジゴカルミン注20mg｢第一三共｣

インジゴカルミン

機能検査用試薬

インスリン グラルギンBS注カート｢リリー｣

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

インスリン グラルギンBS注ミリオペン｢リリー｣

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

インタール吸入液1%

クロモグリク酸ナトリウム

気管支拡張剤

インタール細粒10%

クロモグリク酸ナトリウム

その他のアレルギー用薬

インダシン静注用1mg

インドメタシンナトリウム

その他の循環器官用薬

インチュニブ錠1mg

グアンファシン塩酸塩

精神神経用剤

インチュニブ錠3mg

グアンファシン塩酸塩

精神神経用剤

インテバン坐剤50

インドメタシン

解熱鎮痛消炎剤

インデラル注射液2mg

プロプラノロール塩酸塩

不整脈用剤

インドメタシンクリーム1%｢日医工｣

インドメタシン

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

イントラリポス輸液20%

ダイズ油

その他の滋養強壮薬

インフルエンザHAワクチン｢生研｣

インフルエンザＨＡワクチン

ワクチン類

インプロメン細粒1%

ブロムペリドール

精神神経用剤

インライタ錠1mg

アキシチニブ

その他の腫瘍用薬

インライタ錠5mg

アキシチニブ

その他の腫瘍用薬

ヴィーンD輸液

酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

血液代用剤

ウインタミン細粒(10%)

クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

精神神経用剤

ウエルアップハンドローション1%

クロルヘキシジングルコン酸塩

外皮用殺菌消毒剤

ヴォトリエント錠200mg

パゾパニブ塩酸塩

その他の腫瘍用薬

ヴォリブリス錠2.5mg

アンブリセンタン

その他の循環器官用薬

ウチダのシテイM

シテイ

生薬

ウブレチド錠5mg

ジスチグミン臭化物

自律神経剤

ウブレチド点眼液1%

ジスチグミン臭化物

眼科用剤

ウラリット配合錠

クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

痛風治療剤

ウリアデック錠20mg

トピロキソスタット

痛風治療剤

ウリアデック錠40mg

トピロキソスタット

痛風治療剤

ウリトスOD錠0.1mg

イミダフェナシン

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

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

利胆剤

ウルティブロ吸入用カプセル

インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物

気管支拡張剤

ウロカルン錠225mg

ウラジロガシエキス

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ウロキナーゼ注｢フジ｣60,000

ウロキナーゼ

酵素製剤

ウログラフイン注60%

アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

Ｘ線造影剤

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%

Ｄ－ソルビトール

泌尿器官用剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ウロミテキサン注100mg

メスナ

解毒剤

エイゾプト懸濁性点眼液1%

ブリンゾラミド

眼科用剤

エイムゲン

乾燥組織培養不活化Ａ型肝炎ワクチン

ワクチン類

エカベトNa顆粒66.7%｢YD｣

エカベトナトリウム水和物

消化性潰瘍用剤

エキザルベ

混合死菌製剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

エキセメスタン錠25mg｢NK｣

エキセメスタン

その他の腫瘍用薬

エクア錠50mg

ビルダグリプチン

糖尿病用剤

エクザール注射用10mg

ビンブラスチン硫酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

エクジェイド懸濁用錠500mg

デフェラシロクス

解毒剤

エクストラニール腹膜透析液

腹膜透析液（８－１）

腹膜透析用剤

エクストラニール腹膜透析液

腹膜透析液（８－１）

腹膜透析用剤

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

糖尿病用剤

エクラープラスター20μg/cm2

デプロドンプロピオン酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

エクラーローション0.3%

デプロドンプロピオン酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

エコリシン眼軟膏

エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム

眼科用剤

エサンブトール錠250mg

エタンブトール塩酸塩

抗結核剤

エスクレ坐剤｢250｣

抱水クロラール

催眠鎮静剤，抗不安剤

エスクレ坐剤｢500｣

抱水クロラール

催眠鎮静剤，抗不安剤

エスタゾラム錠2mg｢アメル｣

エスタゾラム

催眠鎮静剤，抗不安剤

エストラーナテープ0.72mg

エストラジオール

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

エストラサイトカプセル156.7mg

エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

アルキル化剤

エストリール錠1mg*(持田)

エストリオール

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

エストリオール腟錠0.5mg｢F｣

エストリオール

生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

エタノール｢ヨシダ｣

エタノール

外皮用殺菌消毒剤

エダラボン点滴静注30mg｢NP｣

エダラボン

その他の中枢神経系用薬

エダラボン点滴静注液30mgバッグ｢NP｣

エダラボン

その他の中枢神経系用薬

エチゾラム細粒1%｢JG｣

エチゾラム

精神神経用剤

エチゾラム錠0.5mg｢JG｣

エチゾラム

精神神経用剤

エチゾラム錠1mg｢JG｣

エチゾラム

精神神経用剤

エディロールカプセル0.75μg

エルデカルシトール

ビタミンＡ及びＤ剤

エトキシスクレロール1%注射液

ポリドカノール

止血剤

エトドラク錠200mg｢SW｣

エトドラク

解熱鎮痛消炎剤

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

血圧降下剤

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

血圧降下剤

エナルモンデポー筋注125mg

テストステロンエナント酸エステル

男性ホルモン剤

エヌケーエスワン配合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

代謝拮抗剤

エヌケーエスワン配合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

代謝拮抗剤

エヌケーエスワン配合顆粒T20

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

代謝拮抗剤

製品名

一般名

薬効小分類名

エヌケーエスワン配合顆粒T25

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

代謝拮抗剤

エネーボ配合経腸用液

経腸成分栄養剤（１０）

たん白アミノ酸製剤

エパルレスタット錠50mg｢トーワ｣

エパルレスタット

他に分類されない代謝性医薬品

エピナスチン塩酸塩DS小児用1%｢トーワ｣

エピナスチン塩酸塩

その他のアレルギー用薬

エピナスチン塩酸塩錠10mg｢トーワ｣

エピナスチン塩酸塩

その他のアレルギー用薬

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

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

エピペン注射液0.15mg

アドレナリン

副腎ホルモン剤

エピペン注射液0.3mg

アドレナリン

副腎ホルモン剤

エビリファイOD錠24mg

アリピプラゾール

精神神経用剤

エビリファイ持続性水懸筋注用300mg

アリピプラゾール

精神神経用剤

エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ

アリピプラゾール

精神神経用剤

エビリファイ錠12mg

アリピプラゾール

精神神経用剤

エビリファイ錠3mg

アリピプラゾール

精神神経用剤

エビリファイ錠6mg

アリピプラゾール

精神神経用剤

エビリファイ内用液0.1%

アリピプラゾール

精神神経用剤

エピルビシン塩酸塩注射用10mg｢NK｣

エピルビシン塩酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

エピルビシン塩酸塩注射用50mg｢NK｣

エピルビシン塩酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

エピレオプチマル散50%

エトスクシミド

抗てんかん剤

エフィエント錠3.75mg

プラスグレル塩酸塩

その他の血液・体液用薬

エフィエント錠5mg

プラスグレル塩酸塩

その他の血液・体液用薬

エフピーOD錠2.5

セレギリン塩酸塩

抗パーキンソン剤

エブランチルカプセル15mg

ウラピジル

血圧降下剤

エペリゾン塩酸塩錠50mg｢トーワ｣

エペリゾン塩酸塩

鎮けい剤

エポジン注シリンジ1500

エポエチン ベータ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

エポジン注シリンジ3000

エポエチン ベータ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

エポジン注シリンジ6000

エポエチン ベータ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

エポジン注シリンジ750

エポエチン ベータ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

エポジン皮下注シリンジ12000

エポエチン ベータ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

エポジン皮下注シリンジ24000

エポエチン ベータ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

エホチール錠5mg

エチレフリン塩酸塩

強心剤

エホチール注10mg

エチレフリン塩酸塩

強心剤

エポプロステノール静注用｢ACT｣専用溶解用液(生理食塩液)

生理食塩液

血液代用剤

エポプロステノール静注用0.5mg｢ACT｣

エポプロステノールナトリウム

その他の循環器官用薬

エポプロステノール静注用1.5mg｢ACT｣

エポプロステノールナトリウム

その他の循環器官用薬

エミレース錠10mg

ネモナプリド

精神神経用剤

エムラクリーム

リドカイン・プロピトカイン

局所麻酔剤

エリキュース錠2.5mg

アピキサバン

血液凝固阻止剤

エリキュース錠5mg

アピキサバン

血液凝固阻止剤

製品名

一般名

薬効小分類名

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用

デキサメタゾンシペシル酸エステル

耳鼻科用剤

エリスロシン錠200mg

エリスロマイシンステアリン酸塩

主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

エリル点滴静注液30mg

ファスジル塩酸塩水和物

その他の循環器官用薬

エルカトニン注40単位｢NP｣

エルカトニン

他に分類されない代謝性医薬品

エルカルチンFF錠250mg

レボカルニチン

他に分類されない代謝性医薬品

エルカルチンFF内用液10%

レボカルニチン

他に分類されない代謝性医薬品

エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg｢F｣

エルゴメトリンマレイン酸塩

子宮収縮剤

エルシトニン注20Sディスポ

エルカトニン

他に分類されない代謝性医薬品

エルネオパNF1号輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（２）

たん白アミノ酸製剤

エルネオパNF1号輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（２）

たん白アミノ酸製剤

エルネオパNF2号輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（２）

たん白アミノ酸製剤

エルネオパNF2号輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（２）

たん白アミノ酸製剤

エルプラット点滴静注液100mg

オキサリプラチン

その他の腫瘍用薬

エルプラット点滴静注液50mg

オキサリプラチン

その他の腫瘍用薬

エレルサ錠50mg

エルバスビル

抗ウイルス剤

エレンタールP乳幼児用配合内用剤

経腸成分栄養剤（１－２）

たん白アミノ酸製剤

エレンタール配合内用剤

経腸成分栄養剤（１－１）

たん白アミノ酸製剤

エンシュア･H

経腸成分栄養剤（２－２）

たん白アミノ酸製剤

エンシュア･リキッド

経腸成分栄養剤（２－１）

たん白アミノ酸製剤

エンテカビル錠0.5mg｢トーワ｣

エンテカビル水和物

抗ウイルス剤

エンテロノン-R散

耐性乳酸菌製剤（１）

止しゃ剤，整腸剤

エンドキサン錠50mg

シクロホスファミド水和物

アルキル化剤

エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL

エタネルセプト（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL

エタネルセプト（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

オイパロミン300注100mL

イオパミドール

Ｘ線造影剤

オイパロミン300注20mL

イオパミドール

Ｘ線造影剤

オイパロミン370注100mL

イオパミドール

Ｘ線造影剤

オイラックスクリーム10%

クロタミトン

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入

ホルモテロールフマル酸塩水和物

気管支拡張剤

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

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

オキサリプラチン点滴静注液100mg｢NK｣

オキサリプラチン

その他の腫瘍用薬

オキサリプラチン点滴静注液50mg｢NK｣

オキサリプラチン

その他の腫瘍用薬

オキサロールローション25μg/g

マキサカルシトール

その他の外皮用薬

オキサロール軟膏25μg/g

マキサカルシトール

その他の外皮用薬

オキシコナゾール硝酸塩腟錠600mg｢F｣

オキシコナゾール硝酸塩

生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

オキシコンチンTR錠10mg

オキシコドン塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

オキシコンチンTR錠20mg

オキシコドン塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

オキシコンチンTR錠40mg

オキシコドン塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

製品名

一般名

薬効小分類名

オキシコンチンTR錠5mg

オキシコドン塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

オキシドール｢ヨシダ｣

オキシドール

外皮用殺菌消毒剤

オキシトシン注射液5単位｢F｣

オキシトシン

脳下垂体ホルモン剤

オキノーム散5mg

オキシコドン塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

オキファスト注10mg

オキシコドン塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

オキファスト注50mg

オキシコドン塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

オクソラレンローション0.3%

メトキサレン

その他の外皮用薬

オクトレオチド皮下注50μg｢あすか｣

オクトレオチド酢酸塩

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

オザグレルNa点滴静注80mg｢タカタ｣

オザグレルナトリウム

他に分類されない代謝性医薬品

オテズラ錠10mg

アプレミラスト

他に分類されない代謝性医薬品

オテズラ錠20mg

アプレミラスト

他に分類されない代謝性医薬品

オテズラ錠30mg

アプレミラスト

他に分類されない代謝性医薬品

オノアクト点滴静注用150mg

ランジオロール塩酸塩

不整脈用剤

オノアクト点滴静注用50mg

ランジオロール塩酸塩

不整脈用剤

オピセゾールコデイン液*(日医工)

鎮咳去たん配合剤（１）

鎮咳去たん剤

オビソート注射用0.1g

アセチルコリン塩化物

自律神経剤

オフェブカプセル100mg

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

オフェブカプセル150mg

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

オフサグリーン静注用25mg

インドシアニングリーン

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

オプジーボ点滴静注100mg

ニボルマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

オプジーボ点滴静注20mg

ニボルマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

オプスミット錠10mg

マシテンタン

その他の循環器官用薬

オプソ内服液10mg

モルヒネ塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

オプソ内服液5mg

モルヒネ塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

オペガードネオキット眼灌流液0.0184%

オキシグルタチオン

眼科用剤

オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%

精製ヒアルロン酸ナトリウム

眼科用剤

オムニパーク180注10mL

イオヘキソール

Ｘ線造影剤

オムニパーク240注10mL

イオヘキソール

Ｘ線造影剤

オムニパーク300注シリンジ100mL

イオヘキソール

Ｘ線造影剤

オムニパーク300注シリンジ125mL

イオヘキソール

Ｘ線造影剤

オムニパーク350注シリンジ70mL

イオヘキソール

Ｘ線造影剤

オラペネム小児用細粒10%

テビペネム ピボキシル

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

オランザピンOD錠10mg｢日医工｣

オランザピン

精神神経用剤

オランザピンOD錠2.5mg｢日医工｣

オランザピン

精神神経用剤

オランザピンOD錠5mg｢日医工｣

オランザピン

精神神経用剤

オランザピン細粒1%｢日医工｣

オランザピン

精神神経用剤

オリブ油*(日興製薬)

オリブ油

軟膏基剤

オリブ油｢ヨシダ｣

オリブ油

軟膏基剤

製品名

一般名

薬効小分類名

オリベス点滴用1%

リドカイン

局所麻酔剤

オルガラン静注1250単位

ダナパロイドナトリウム

血液凝固阻止剤

オルケディア錠1mg

エボカルセト

他に分類されない代謝性医薬品

オルケディア錠2mg

エボカルセト

他に分類されない代謝性医薬品

オルダミン注射用1g

モノエタノールアミンオレイン酸塩

止血剤

オルベスコ100μgインヘラー112吸入用

シクレソニド

その他の呼吸器官用薬

オルベスコ200μgインヘラー56吸入用

シクレソニド

その他の呼吸器官用薬

オルメサルタンOD錠20mg｢日医工｣

オルメサルタン メドキソミル

血圧降下剤

オレンシア点滴静注用250mg

アバタセプト（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg｢トーワ｣

オロパタジン塩酸塩

その他のアレルギー用薬

オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%｢トーワ｣

オロパタジン塩酸塩

その他のアレルギー用薬

オンコビン注射用1mg

ビンクリスチン硫酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

カーボスター透析剤･L

人工透析液（１－１５）

人工腎臓透析用剤

ガスコン錠40mg

ジメチコン

止しゃ剤，整腸剤

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

Ｘ線造影剤

カタプレス錠75μg

クロニジン塩酸塩

血圧降下剤

カタリンK点眼用0.005%

ピレノキシン

眼科用剤

カチーフN錠5mg

フィトナジオン

ビタミンＫ剤

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配合剤

血圧降下剤

カデュエット配合錠4番

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

その他の循環器官用薬

カドサイラ点滴静注用100mg

トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

カドサイラ点滴静注用160mg

トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL

ガドブトロール

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL

ガドブトロール

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

カナグル錠100mg

カナグリフロジン水和物

糖尿病用剤

カナマイシンカプセル250mg｢明治｣

カナマイシン一硫酸塩

主としてグラム陰性菌に作用するもの

カバサール錠0.25mg

カベルゴリン

抗パーキンソン剤

カバサール錠1.0mg

カベルゴリン

抗パーキンソン剤

ガバペン錠300mg

ガバペンチン

抗てんかん剤

ガバペン錠400mg

ガバペンチン

抗てんかん剤

カプトリル錠12.5mg

カプトプリル

血圧降下剤

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配合剤

血圧降下剤

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

他に分類されない代謝性医薬品

ガランターゼ散50%

β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）

健胃消化剤

カリーユニ点眼液0.005%

ピレノキシン

眼科用剤

カリジノゲナーゼ錠25単位｢トーワ｣

カリジノゲナーゼ

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

カルグート錠10

デノパミン

強心剤

カルセド注射用20mg

アムルビシン塩酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

製品名

一般名

薬効小分類名

カルセド注射用50mg

アムルビシン塩酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

カルタンOD錠500mg

沈降炭酸カルシウム

その他の循環器官用薬

カルチコール注射液8.5%5mL

グルコン酸カルシウム水和物

カルシウム剤

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

止血剤

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg｢日医工｣

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

止血剤

カルバマゼピン細粒50%｢フジナガ｣

カルバマゼピン

抗てんかん剤

カルバマゼピン錠200mg｢フジナガ｣

カルバマゼピン

抗てんかん剤

カルベジロール錠1.25mg｢サワイ｣

カルベジロール

血圧降下剤

カルベジロール錠10mg｢サワイ｣

カルベジロール

血圧降下剤

カルボカインアンプル注1%

メピバカイン塩酸塩

局所麻酔剤

カルボカインアンプル注2%

メピバカイン塩酸塩

局所麻酔剤

カルボシステインDS50%｢トーワ｣

Ｌ－カルボシステイン

去たん剤

カルボシステインシロップ小児用5%｢トーワ｣

Ｌ－カルボシステイン

去たん剤

カルボシステイン錠250mg｢トーワ｣

Ｌ－カルボシステイン

去たん剤

カルボシステイン錠500mg｢トーワ｣

Ｌ－カルボシステイン

去たん剤

カルボプラチン点滴静注液150mg｢NK｣

カルボプラチン

その他の腫瘍用薬

カルボプラチン点滴静注液50mg｢NK｣

カルボプラチン

その他の腫瘍用薬

カロナールシロップ2%

アセトアミノフェン

解熱鎮痛消炎剤

カロナール細粒50%

アセトアミノフェン

解熱鎮痛消炎剤

カロナール錠200

アセトアミノフェン

解熱鎮痛消炎剤

カロナール錠500

アセトアミノフェン

解熱鎮痛消炎剤

カンサイダス点滴静注用50mg

カスポファンギン酢酸塩

主としてカビに作用するもの

カンサイダス点滴静注用70mg

カスポファンギン酢酸塩

主としてカビに作用するもの

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

血圧降下剤

カンプト点滴静注100mg

イリノテカン塩酸塩水和物

抗腫瘍性植物成分製剤

カンプト点滴静注40mg

イリノテカン塩酸塩水和物

抗腫瘍性植物成分製剤

ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL｢ニチヤク｣

人免疫グロブリン

血液製剤類

カンレノ酸カリウム静注用100mg｢サワイ｣

カンレノ酸カリウム

利尿剤

キイトルーダ点滴静注100mg

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

キサラタン点眼液0.005%

ラタノプロスト

眼科用剤

キシリトール注5%｢フソー｣

キシリトール

糖類剤

キシロカインゼリー2%

リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤

キシロカインポンプスプレー8%

リドカイン

局所麻酔剤

キシロカイン液｢4%｣

リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤

キシロカイン注ポリアンプ0.5%

リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤

キシロカイン注ポリアンプ1%

リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤

キシロカイン注ポリアンプ1%

リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤

キシロカイン注ポリアンプ2%

リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤

製品名

一般名

薬効小分類名

キシロカイン注射液｢0.5%｣エピレナミン(1:100,000)含有

リドカイン塩酸塩・アドレナリン

局所麻酔剤

キシロカイン注射液｢1%｣エピレナミン(1:100,000)含有

リドカイン塩酸塩・アドレナリン

局所麻酔剤

キシロカイン注射液2%

リドカイン

局所麻酔剤

キシロカイン点眼液4%

リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤

キドミン輸液

腎不全用アミノ酸製剤（２－１）

たん白アミノ酸製剤

キュビシン静注用350mg

ダプトマイシン

主としてグラム陽性菌に作用するもの

ギリアデル脳内留置用剤7.7mg

カルムスチン

アルキル化剤

キロサイドN注400mg

シタラビン

代謝拮抗剤

キロサイド注20mg

シタラビン

代謝拮抗剤

キンダリー透析剤2E

人工透析液（２－７）

人工腎臓透析用剤

キンダリー透析剤AF2号

人工透析液（２－６）

人工腎臓透析用剤

クアゼパム錠15mg｢YD｣

クアゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

クアトロバック皮下注シリンジ

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン

混合生物学的製剤

グーフィス錠5mg

エロビキシバット水和物

下剤，浣腸剤

クエチアピン細粒50%｢ヨシトミ｣

クエチアピンフマル酸塩

精神神経用剤

クエチアピン錠100mg｢ヨシトミ｣

クエチアピンフマル酸塩

精神神経用剤

クエチアピン錠200mg｢ヨシトミ｣

クエチアピンフマル酸塩

精神神経用剤

クエチアピン錠25mg｢ヨシトミ｣

クエチアピンフマル酸塩

精神神経用剤

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

無機質製剤

グラジナ錠50mg

グラゾプレビル水和物

抗ウイルス剤

グラセプターカプセル1mg

タクロリムス水和物

他に分類されない代謝性医薬品

グラセプターカプセル5mg

タクロリムス水和物

他に分類されない代謝性医薬品

グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL

ビマトプロスト

毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）

グラナテック点眼液0.4%

リパスジル塩酸塩水和物

眼科用剤

グラニセトロン静注液3mg｢アイロム｣

グラニセトロン塩酸塩

その他の消化器官用薬

グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ｢アイロム｣

グラニセトロン塩酸塩

その他の消化器官用薬

グラニセトロン内服ゼリー1mg｢ケミファ｣

グラニセトロン塩酸塩

その他の消化器官用薬

クラバモックス小児用配合ドライシロップ

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

クラリスロマイシンDS小児用10%｢トーワ｣

クラリスロマイシン

主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

クラリスロマイシン錠200mg｢トーワ｣

クラリスロマイシン

主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

クラリスロマイシン錠小児用50mg｢トーワ｣

クラリスロマイシン

主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

クラリチンレディタブ錠10mg

ロラタジン

その他のアレルギー用薬

クリアクター静注用40万

モンテプラーゼ（遺伝子組換え）

酵素製剤

クリアナール錠200mg

フドステイン

去たん剤

グリセリン｢ニッコー｣

グリセリン

下剤，浣腸剤

グリセリン｢ヨシダ｣

グリセリン

下剤，浣腸剤

グリセリン･果糖配合点滴静注｢HK｣

濃グリセリン・果糖

その他の循環器官用薬

グリセリンBC液｢ヨシダ｣

グリセリン

下剤，浣腸剤

製品名

一般名

薬効小分類名

グリセリン浣腸｢オヲタ｣120

グリセリン

下剤，浣腸剤

グリセリン浣腸｢オヲタ｣60

グリセリン

下剤，浣腸剤

グリセリン浣腸｢オヲタ｣小児用30

グリセリン

下剤，浣腸剤

グリチロン配合錠

グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤

肝臓疾患用剤

グリベック錠100mg

イマチニブメシル酸塩

その他の腫瘍用薬

グリミクロン錠40mg

グリクラジド

糖尿病用剤

グリメピリド錠0.5mg｢オーハラ｣

グリメピリド

糖尿病用剤

グリメピリド錠1mg｢オーハラ｣

グリメピリド

糖尿病用剤

クリンダマイシンリン酸エステル注300mg｢F｣

クリンダマイシンリン酸エステル

主としてグラム陽性菌に作用するもの

クリンダマイシンリン酸エステル注600mg｢F｣

クリンダマイシンリン酸エステル

主としてグラム陽性菌に作用するもの

グルカゴンGノボ注射用1mg

グルカゴン（遺伝子組換え）

機能検査用試薬

グルコンサンK細粒4mEq/g

グルコン酸カリウム

無機質製剤

グルコンサンK錠2.5mEq

グルコン酸カリウム

無機質製剤

グルトパ注2400万

アルテプラーゼ（遺伝子組換え）

酵素製剤

グルトパ注600万

アルテプラーゼ（遺伝子組換え）

酵素製剤

グルベス配合錠

ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

糖尿病用剤

グレースビット錠50mg

シタフロキサシン水和物

合成抗菌剤

クレキサン皮下注キット2000IU

エノキサパリンナトリウム

血液凝固阻止剤

クレナフィン爪外用液10%

エフィナコナゾール

その他の化学療法剤

クロザリル錠100mg

クロザピン

精神神経用剤

クロザリル錠25mg

クロザピン

精神神経用剤

クロチアゼパム錠5mg｢トーワ｣

クロチアゼパム

精神神経用剤

クロピドグレル錠25mg｢杏林｣

クロピドグレル硫酸塩

その他の血液・体液用薬

クロピドグレル錠75mg｢杏林｣

クロピドグレル硫酸塩

その他の血液・体液用薬

クロマイ-P軟膏

クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤

化膿性疾患用剤

クロミッド錠50mg

クロミフェンクエン酸塩

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

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

骨格筋弛緩剤

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%｢東豊｣

クロルヘキシジングルコン酸塩

外皮用殺菌消毒剤

クロロマイセチンサクシネート静注用1g

クロラムフェニコールコハク酸エステルナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

ケアラム錠25mg

イグラチモド

他に分類されない代謝性医薬品

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

その他の循環器官用薬

ケイキサレート散

ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

その他の循環器官用薬

ケイセントラ静注用1000

乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

血液製剤類

ケイセントラ静注用500

乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

血液製剤類

ケイツーN静注10mg

メナテトレノン

ビタミンＫ剤

ケイツーシロップ0.2%

メナテトレノン

ビタミンＫ剤

ゲーベンクリーム1%

スルファジアジン銀

化膿性疾患用剤

ケタスカプセル10mg

イブジラスト

その他のアレルギー用薬

製品名

一般名

薬効小分類名

ケタラール筋注用500mg

ケタミン塩酸塩

全身麻酔剤

ケタラール静注用50mg

ケタミン塩酸塩

全身麻酔剤

ケトコナゾールクリーム2%｢JG｣

ケトコナゾール

寄生性皮ふ疾患用剤

ケトコナゾールローション2%｢JG｣

ケトコナゾール

寄生性皮ふ疾患用剤

ケトプロフェンパップ30mg｢ラクール｣

ケトプロフェン

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ケトプロフェン坐剤75mg｢SN｣

ケトプロフェン

解熱鎮痛消炎剤

ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL

トリアムシノロンアセトニド

副腎ホルモン剤

ケフラールカプセル250mg

セファクロル

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ケフラール細粒小児用100mg

セファクロル

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ケフレックスカプセル250mg

セファレキシン

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ゲムシタビン点滴静注用1g｢ヤクルト｣

ゲムシタビン塩酸塩

代謝拮抗剤

ゲムシタビン点滴静注用200mg｢ヤクルト｣

ゲムシタビン塩酸塩

代謝拮抗剤

ケンエー消毒用イソプロピルアルコール･70

イソプロパノール

外皮用殺菌消毒剤

ゲンタシン注60

ゲンタマイシン硫酸塩

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢タイヨー｣

ゲンタマイシン硫酸塩

化膿性疾患用剤

コアヒビター注射用100mg

ナファモスタットメシル酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

コアヒビター注射用50mg

ナファモスタットメシル酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

コアベータ静注用12.5mg

ランジオロール塩酸塩

不整脈用剤

コートリル錠10mg

ヒドロコルチゾン

副腎ホルモン剤

コートロシンZ筋注0.5mg

テトラコサクチド酢酸塩

脳下垂体ホルモン剤

コートロシン注射用0.25mg

テトラコサクチド酢酸塩

脳下垂体ホルモン剤

コールタイジン点鼻液

塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン

耳鼻科用剤

コスパノンカプセル40mg

フロプロピオン

鎮けい剤

コスメゲン静注用0.5mg

アクチノマイシン Ｄ

抗腫瘍性抗生物質製剤

コセンティクス皮下注150mgペン

セクキヌマブ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

コソプト配合点眼液

ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

眼科用剤

コデインリン酸塩散10%｢タケダ｣

コデインリン酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

コデインリン酸塩錠20mg｢タケダ｣

コデインリン酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

ゴナックス皮下注用120mg

デガレリクス酢酸塩

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ゴナックス皮下注用80mg

デガレリクス酢酸塩

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

コパキソン皮下注20mgシリンジ

グラチラマー酢酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

コバラム点眼液0.02%

シアノコバラミン

眼科用剤

コペガス錠200mg

リバビリン

抗ウイルス剤

コムタン錠100mg

エンタカポン

抗パーキンソン剤

コメリアンコーワ錠50

ジラゼプ塩酸塩水和物

血管拡張剤

コランチル配合顆粒

ジサイクロミン塩酸塩・水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム

消化性潰瘍用剤

コルヒチン錠0.5mg｢タカタ｣

コルヒチン

痛風治療剤

コレアジン錠12.5mg

テトラベナジン

その他の中枢神経系用薬

製品名

一般名

薬効小分類名

コレバインミニ83%

コレスチミド

高脂血症用剤

コロネル細粒83.3%

ポリカルボフィルカルシウム

その他の消化器官用薬

コロンフォート内用懸濁液25%

硫酸バリウム

Ｘ線造影剤

コンサータ錠18mg

メチルフェニデート塩酸塩

精神神経用剤

コンサータ錠27mg

メチルフェニデート塩酸塩

精神神経用剤

コントミン筋注10mg

クロルプロマジン塩酸塩

精神神経用剤

コントミン糖衣錠50mg

クロルプロマジン塩酸塩

精神神経用剤

コンバントリン錠100mg

ピランテルパモ酸塩

駆虫剤

コンファクトF注射用1000

乾燥濃縮人血液凝固第ＶＩＩＩ因子

血液製剤類

ザーコリカプセル200mg

クリゾチニブ

その他の腫瘍用薬

ザーコリカプセル250mg

クリゾチニブ

その他の腫瘍用薬

サージセル･アブソーバブル･ヘモスタット

酸化セルロース

止血剤

サージセル･アブソーバブル･ヘモスタット

酸化セルロース

止血剤

サージセル･アブソーバブル･ヘモスタット

酸化セルロース

止血剤

ザーネ軟膏0.5%

ビタミンＡ油

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

サーバリックス

組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン

ワクチン類

サーファクテン気管注入用120mg

肺サーファクタント

呼吸促進剤

ザイザルシロップ0.05%

レボセチリジン塩酸塩

その他のアレルギー用薬

ザイザル錠5mg

レボセチリジン塩酸塩

その他のアレルギー用薬

ザイティガ錠250mg

アビラテロン酢酸エステル

その他の腫瘍用薬

サイトテック錠200

ミソプロストール

消化性潰瘍用剤

サイビスクディスポ関節注2mL

ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体

他に分類されない代謝性医薬品

サイプレジン1%点眼液

シクロペントラート塩酸塩

眼科用剤

ザイボックス錠600mg

リネゾリド

合成抗菌剤

ザイボックス注射液600mg

リネゾリド

合成抗菌剤

サイラムザ点滴静注液100mg

ラムシルマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

サイラムザ点滴静注液500mg

ラムシルマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

サイレース静注2mg

フルニトラゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

サインバルタカプセル20mg

デュロキセチン塩酸塩

精神神経用剤

サインバルタカプセル30mg

デュロキセチン塩酸塩

精神神経用剤

ザクラス配合錠HD

アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

血圧降下剤

ザジテンカプセル1mg

ケトチフェンフマル酸塩

その他のアレルギー用薬

ザジテンシロップ0.02%

ケトチフェンフマル酸塩

その他のアレルギー用薬

ザジテンドライシロップ0.1%

ケトチフェンフマル酸塩

その他のアレルギー用薬

サノレックス錠0.5mg

マジンドール

その他の中枢神経系用薬

サビーン点滴静注用500mg

デクスラゾキサン

解毒剤

ザファテック錠100mg

トレラグリプチンコハク酸塩

糖尿病用剤

ザファテック錠50mg

トレラグリプチンコハク酸塩

糖尿病用剤

製品名

一般名

薬効小分類名

サブラッド血液ろ過用補充液BSG

人工透析液（３－５）

人工腎臓透析用剤

サムスカ錠15mg

トルバプタン

利尿剤

サムスカ錠7.5mg

トルバプタン

利尿剤

ザラカム配合点眼液

ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩

眼科用剤

サラジェン顆粒0.5%

ピロカルピン塩酸塩

その他の消化器官用薬

サラゾスルファピリジン錠500mg｢日医工｣

サラゾスルファピリジン

サルファ剤

サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg｢CH｣

サラゾスルファピリジン

サルファ剤

サリグレンカプセル30mg

セビメリン塩酸塩水和物

その他の消化器官用薬

サリチル酸原末｢マルイシ｣

サリチル酸

寄生性皮ふ疾患用剤

サリベートエアゾール

リン酸二カリウム・無機塩類配合剤

その他の消化器官用薬

サリンヘス輸液6%

ヒドロキシエチルデンプン

血液代用剤

ザルコニン液10

ベンザルコニウム塩化物

外皮用殺菌消毒剤

ザルティア錠5mg

タダラフィル

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ザルトラップ点滴静注100mg

アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

ザルトラップ点滴静注200mg

アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

サルブタモール錠2mg｢日医工｣

サルブタモール硫酸塩

気管支拡張剤

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

その他の血液・体液用薬

サングロポール点滴静注用2.5g

乾燥ｐＨ４処理人免疫グロブリン

血液製剤類

サンディミュン点滴静注用250mg

シクロスポリン

他に分類されない代謝性医薬品

サンディミュン内用液10%

シクロスポリン

他に分類されない代謝性医薬品

サンピロ点眼液2%

ピロカルピン塩酸塩

眼科用剤

サンラビン点滴静注用250mg

エノシタビン

代謝拮抗剤

サンリズム注射液50

ピルシカイニド塩酸塩水和物

不整脈用剤

ジアグノグリーン注射用25mg

インドシアニングリーン

機能検査用試薬

ジアゼパム散1%｢アメル｣

ジアゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ジアゼパム錠2mg｢アメル｣

ジアゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ジアゼパム錠5mg｢アメル｣

ジアゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ジアゼパム注射液10mg｢タイヨー｣

ジアゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ジアゾキシドカプセル25mg｢MSD｣

ジアゾキシド

他に分類されない代謝性医薬品

シアナマイド内用液1%｢タナベ｣

シアナミド

習慣性中毒用剤

シアリス錠10mg

タダラフィル

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

シーパラ注

チアミン・ニコチン酸アミド配合剤

混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

ジーラスタ皮下注3.6mg

ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）

その他の血液・体液用薬

ジェービックV

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

ワクチン類

ジェニナック錠200mg

メシル酸ガレノキサシン水和物

合成抗菌剤

ジェノトロピンゴークイック注用12mg

ソマトロピン（遺伝子組換え）

脳下垂体ホルモン剤

ジェブタナ点滴静注60mg

カバジタキセル アセトン付加物

抗腫瘍性植物成分製剤

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%｢CEO｣

ジオクチルソジウムスルホサクシネート

耳鼻科用剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ジオトリフ錠20mg

アファチニブマレイン酸塩

その他の腫瘍用薬

ジオトリフ錠30mg

アファチニブマレイン酸塩

その他の腫瘍用薬

ジオトリフ錠40mg

アファチニブマレイン酸塩

その他の腫瘍用薬

ジオトリフ錠50mg

アファチニブマレイン酸塩

その他の腫瘍用薬

ジオン注無痛化剤付

硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸

痔疾用剤

ジカディアカプセル150mg

セリチニブ

その他の腫瘍用薬

ジギラノゲン注0.4mg

デスラノシド

強心剤

ジクアス点眼液3%

ジクアホソルナトリウム

眼科用剤

シクレスト舌下錠10mg

アセナピンマレイン酸塩

精神神経用剤

シクレスト舌下錠5mg

アセナピンマレイン酸塩

精神神経用剤

ジクロード点眼液0.1%

ジクロフェナクナトリウム

眼科用剤

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

解熱鎮痛消炎剤

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

解熱鎮痛消炎剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg｢日医工｣

ジクロフェナクナトリウム

解熱鎮痛消炎剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg｢日医工｣

ジクロフェナクナトリウム

解熱鎮痛消炎剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg｢日医工｣

ジクロフェナクナトリウム

解熱鎮痛消炎剤

ジゴシンエリキシル0.05mg/mL

ジゴキシン

強心剤

ジゴシン注0.25mg

ジゴキシン

強心剤

シスプラチン点滴静注10mg｢マルコ｣

シスプラチン

その他の腫瘍用薬

シスプラチン点滴静注25mg｢マルコ｣

シスプラチン

その他の腫瘍用薬

シスプラチン点滴静注50mg｢マルコ｣

シスプラチン

その他の腫瘍用薬

ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g

アジスロマイシン水和物

主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

ジスロマック細粒小児用10%

アジスロマイシン水和物

主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

ジスロマック錠250mg

アジスロマイシン水和物

主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

ジスロマック点滴静注用500mg

アジスロマイシン水和物

主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLパック

スギ花粉

その他のアレルギー用薬

シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル

スギ花粉

その他のアレルギー用薬

シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル

スギ花粉

その他のアレルギー用薬

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

混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

シナジス筋注液100mg

パリビズマブ（遺伝子組換え）

抗ウイルス剤

シナジス筋注液50mg

パリビズマブ（遺伝子組換え）

抗ウイルス剤

ジピリダモール散12.5%｢JG｣

ジピリダモール

血管拡張剤

ジピリダモール錠25mg｢トーワ｣

ジピリダモール

血管拡張剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg｢日医工｣

ジフェニドール塩酸塩

鎮暈剤

ジブカルソー注

サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤

解熱鎮痛消炎剤

ジフルカン静注液100mg

フルコナゾール

その他の化学療法剤

ジプレキサ筋注用10mg

オランザピン

精神神経用剤

シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL｢明治｣

シプロフロキサシン

合成抗菌剤

製品名

一般名

薬効小分類名

シベノール静注70mg

シベンゾリンコハク酸塩

不整脈用剤

シベレスタットNa点滴静注用100mg｢ニプロ｣

シベレスタットナトリウム水和物

他に分類されない代謝性医薬品

シベンゾリンコハク酸塩錠100mg｢トーワ｣

シベンゾリンコハク酸塩

不整脈用剤

シベンゾリンコハク酸塩錠50mg｢トーワ｣

シベンゾリンコハク酸塩

不整脈用剤

シムジア皮下注200mgシリンジ

セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

シムビコートタービュヘイラー60吸入

ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物

その他の呼吸器官用薬

ジャディアンス錠10mg

エンパグリフロジン

糖尿病用剤

ジャディアンス錠25mg

エンパグリフロジン

糖尿病用剤

ジャヌビア錠25mg

シタグリプチンリン酸塩水和物

糖尿病用剤

ジャヌビア錠50mg

シタグリプチンリン酸塩水和物

糖尿病用剤

シュアポスト錠0.5mg

レパグリニド

糖尿病用剤

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg｢日医工｣

ジルチアゼム塩酸塩

血管拡張剤

ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg｢日医工｣

ジルチアゼム塩酸塩

血管拡張剤

ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg｢日医工｣

ジルチアゼム塩酸塩

血管拡張剤

シルニジピン錠10mg｢JG｣

シルニジピン

血圧降下剤

シロスタゾールOD錠100mg｢ケミファ｣

シロスタゾール

その他の血液・体液用薬

シンフェーズT28錠

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

避妊剤

シンポニー皮下注50mgシリンジ

ゴリムマブ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

スインプロイク錠0.2mg

ナルデメジントシル酸塩

下剤，浣腸剤

スーグラ錠25mg

イプラグリフロジン Ｌ－プロリン

糖尿病用剤

スーグラ錠50mg

イプラグリフロジン Ｌ－プロリン

糖尿病用剤

スージャヌ配合錠

シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン Ｌ－プロリン配合剤

糖尿病用剤

スーテントカプセル12.5mg

スニチニブリンゴ酸塩

その他の腫瘍用薬

スープレン吸入麻酔液

デスフルラン

全身麻酔剤

スキサメトニウム注40｢マルイシ｣

スキサメトニウム塩化物

骨格筋弛緩剤

スコピゾル眼科用液

ヒドロキシエチルセルロース・無機塩類配合剤

眼科用剤

スタラシドカプセル100

シタラビン オクホスファート水和物

代謝拮抗剤

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

抗パーキンソン剤

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

抗パーキンソン剤

スチバーガ錠40mg

レゴラフェニブ水和物

その他の腫瘍用薬

ステラーラ点滴静注130mg

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ステラーラ皮下注45mgシリンジ

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ストラテラカプセル10mg

アトモキセチン塩酸塩

精神神経用剤

ストラテラカプセル25mg

アトモキセチン塩酸塩

精神神経用剤

ストラテラカプセル40mg

アトモキセチン塩酸塩

精神神経用剤

ストラテラカプセル5mg

アトモキセチン塩酸塩

精神神経用剤

ストラテラ内用液0.4%

アトモキセチン塩酸塩

精神神経用剤

ストロカイン錠5mg

オキセサゼイン

局所麻酔剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ストロメクトール錠3mg

イベルメクチン

駆虫剤

スパトニン錠50mg

ジエチルカルバマジンクエン酸塩

駆虫剤

スピール膏M

サリチル酸絆創膏

皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

スピオルトレスピマット28吸入

チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

気管支拡張剤

スピオルトレスピマット60吸入

チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

気管支拡張剤

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入

チオトロピウム臭化物水和物

気管支拡張剤

スピリーバ吸入用カプセル18μg

チオトロピウム臭化物水和物

気管支拡張剤

スピロノラクトン錠25mg｢日医工｣

スピロノラクトン

利尿剤

スピロペント錠10μg

クレンブテロール塩酸塩

気管支拡張剤

スピンラザ髄注12mg

ヌシネルセンナトリウム

その他の中枢神経系用薬

ズファジラン筋注5mg

イソクスプリン塩酸塩

血管拡張剤

ズファジラン錠10mg

イソクスプリン塩酸塩

血管拡張剤

スプレキュア点鼻液0.15%

ブセレリン酢酸塩

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

スベニールディスポ関節注25mg

精製ヒアルロン酸ナトリウム

他に分類されない代謝性医薬品

スポンゼル

ゼラチン

止血剤

スミスリンローション5%

フェノトリン

駆虫剤

スミフェロン注DS300万IU

インターフェロン アルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

その他の生物学的製剤

スミフェロン注DS600万IU

インターフェロン アルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

その他の生物学的製剤

スミフェロン注バイアル300万IU

インターフェロン アルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

その他の生物学的製剤

スミルスチック3%

フェルビナク

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

スルバシリン静注用3g

アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

スルピリド細粒50%｢アメル｣

スルピリド

消化性潰瘍用剤

スルピリド錠100mg｢アメル｣

スルピリド

精神神経用剤

スルピリド錠50mg｢アメル｣

スルピリド

消化性潰瘍用剤

スローケー錠600mg

塩化カリウム

無機質製剤

スロンノンHI注10mg/2mL

アルガトロバン水和物

その他の循環器官用薬

セイブル錠50mg

ミグリトール

糖尿病用剤

ゼスタッククリーム

副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ゼスラン小児用シロップ0.03%

メキタジン

抗ヒスタミン剤

ゼスラン小児用細粒0.6%

メキタジン

抗ヒスタミン剤

ゼチーア錠10mg

エゼチミブ

高脂血症用剤

セパミット-R細粒2%

ニフェジピン

血管拡張剤

セファゾリンNa注射用1g｢NP｣

セファゾリンナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ｢NP｣

セファゾリンナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

セファランチン錠1mg

セファランチン

その他の個々の器官系用医薬品

セファランチン注10mg

セファランチン

その他の個々の器官系用医薬品

セファランチン末1%

セファランチン

その他の個々の器官系用医薬品

ゼフィックス錠100

ラミブジン

抗ウイルス剤

製品名

一般名

薬効小分類名

セフェピム塩酸塩静注用1g｢サンド｣

セフェピム塩酸塩水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

セフォチアム塩酸塩静注用1g｢NP｣

セフォチアム塩酸塩

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ｢NP｣

セフォチアム塩酸塩

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

セフジトレンピボキシル小児用細粒10%｢サワイ｣

セフジトレン ピボキシル

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

セフタジジム静注用1g｢日医工｣

セフタジジム水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

セフトリアキソンナトリウム静注用1g｢NP｣

セフトリアキソンナトリウム水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ｢NP｣

セフトリアキソンナトリウム水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ゼフナートクリーム2%

リラナフタート

寄生性皮ふ疾患用剤

セフメタゾールNa静注用1g｢NP｣

セフメタゾールナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g｢NP｣

セフメタゾールナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ

パリペリドンパルミチン酸エステル

精神神経用剤

ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ

パリペリドンパルミチン酸エステル

精神神経用剤

ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ

パリペリドンパルミチン酸エステル

精神神経用剤

ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ

パリペリドンパルミチン酸エステル

精神神経用剤

ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ

パリペリドンパルミチン酸エステル

精神神経用剤

セボフルラン吸入麻酔液｢マイラン｣

セボフルラン

全身麻酔剤

セララ錠50mg

エプレレノン

血圧降下剤

セルセプトカプセル250

ミコフェノール酸 モフェチル

他に分類されない代謝性医薬品

セルトラリンOD錠100mg｢トーワ｣

塩酸セルトラリン

精神神経用剤

セルトラリンOD錠25mg｢トーワ｣

塩酸セルトラリン

精神神経用剤

セルトラリンOD錠50mg｢トーワ｣

塩酸セルトラリン

精神神経用剤

セルニルトン錠

セルニチンポーレンエキス

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ゼルフォーム

ゼラチン

止血剤

ゼルヤンツ錠5mg

トファシチニブクエン酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

セレコックス錠100mg

セレコキシブ

解熱鎮痛消炎剤

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

副腎ホルモン剤

セレニカR顆粒40%

バルプロ酸ナトリウム

抗てんかん剤

セレネース内服液0.2%

ハロペリドール

精神神経用剤

セレベント50ディスカス

サルメテロールキシナホ酸塩

気管支拡張剤

ゼローダ錠300

カペシタビン

代謝拮抗剤

ゼンタコートカプセル3mg

ブデソニド

その他の消化器官用薬

センノサイド顆粒8%｢EMEC｣

センノシド

下剤，浣腸剤

センノシド錠12mg｢セイコー｣

センノシド

下剤，浣腸剤

ゾーフィゴ静注

塩化ラジウム（２２３Ｒａ）

その他の腫瘍用薬

ソセゴン注射液15mg

ペンタゾシン

解熱鎮痛消炎剤

ソタコール錠40mg

ソタロール塩酸塩

不整脈用剤

ソナゾイド注射用16μL

ペルフルブタン

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ゾニサミド散20%｢アメル｣

ゾニサミド

抗てんかん剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ゾニサミド錠100mg｢アメル｣

ゾニサミド

抗てんかん剤

ソバルディ錠400mg

ソホスブビル

抗ウイルス剤

ゾビラックス眼軟膏3%

アシクロビル

眼科用剤

ソフラチュール貼付剤10cm

フラジオマイシン硫酸塩

化膿性疾患用剤

ゾラデックス1.8mgデポ

ゴセレリン酢酸塩

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ゾラデックスLA10.8mgデポ

ゴセレリン酢酸塩

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ソランタール錠100mg

チアラミド塩酸塩

解熱鎮痛消炎剤

ソリタ-T2号輸液

脱水補給液（４）

血液代用剤

ソリューゲンF注

酢酸リンゲル液

血液代用剤

ゾリンザカプセル100mg

ボリノスタット

その他の腫瘍用薬

ソル･コーテフ注射用100mg

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

副腎ホルモン剤

ソルコセリル注2mL

幼牛血液抽出物

消化性潰瘍用剤

ソルデム3AG輸液

維持液（４）

血液代用剤

ソルデム3AG輸液

維持液（４）

血液代用剤

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg｢サワイ｣

ゾルピデム酒石酸塩

催眠鎮静剤，抗不安剤

ソルベース

マクロゴール

軟膏基剤

ソルラクト輸液

乳酸リンゲル液

血液代用剤

ゾレア皮下注用150mg

オマリズマブ（遺伝子組換え）

その他の呼吸器官用薬

ゾレア皮下注用75mg

オマリズマブ（遺伝子組換え）

その他の呼吸器官用薬

ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL｢ヤクルト｣

ゾレドロン酸水和物

他に分類されない代謝性医薬品

ダイアップ坐剤4

ジアゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ダイアップ坐剤6

ジアゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液

腹膜透析液（４－７）

腹膜透析用剤

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液

腹膜透析液（４－８）

腹膜透析用剤

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液

腹膜透析液（４－８）

腹膜透析用剤

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液

腹膜透析液（４－８）

腹膜透析用剤

ダイアモックス錠250mg

アセタゾラミド

利尿剤

ダイアモックス注射用500mg

アセタゾラミドナトリウム

利尿剤

ダイアモックス末

アセタゾラミド

利尿剤

タイケルブ錠250mg

ラパチニブトシル酸塩水和物

その他の腫瘍用薬

ダイドロネル錠200

エチドロン酸二ナトリウム

他に分類されない代謝性医薬品

ダイフェン配合錠

スルファメトキサゾール・トリメトプリム

その他の化学療法剤

ダイフェン配合顆粒

スルファメトキサゾール・トリメトプリム

その他の化学療法剤

ダイホルモン･デポー注

テストステロンエナント酸エステル・エストラジオール吉草酸エステル

混合ホルモン剤

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・Ｂ６・Ｂ１２配合剤（１）

混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

ダウノマイシン静注用20mg

ダウノルビシン塩酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

タガメット細粒20%

シメチジン

消化性潰瘍用剤

ダカルバジン注用100

ダカルバジン

アルキル化剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ダクチル錠50mg

ピペリドレート塩酸塩

鎮けい剤

タグリッソ錠40mg

オシメルチニブメシル酸塩

その他の腫瘍用薬

タグリッソ錠80mg

オシメルチニブメシル酸塩

その他の腫瘍用薬

タケキャブ錠10mg

ボノプラザンフマル酸塩

消化性潰瘍用剤

タケキャブ錠20mg

ボノプラザンフマル酸塩

消化性潰瘍用剤

タケプロン静注用30mg

ランソプラゾール

消化性潰瘍用剤

タコシール組織接着用シート

フィブリノゲン配合剤

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

タコシール組織接着用シート

フィブリノゲン配合剤

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

タゾピペ配合静注用4.5｢ニプロ｣

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

タチオン注射用200mg

グルタチオン

解毒剤

タナドーパ顆粒75%

ドカルパミン

強心剤

タプコム配合点眼液

タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

眼科用剤

タフマックE配合カプセル

ジアスターゼ配合剤（１）

健胃消化剤

タプロス点眼液0.0015%

タフルプロスト

眼科用剤

タベジール錠1mg

クレマスチンフマル酸塩

抗ヒスタミン剤

タペンタ錠100mg

タペンタドール塩酸塩

合成麻薬

タペンタ錠25mg

タペンタドール塩酸塩

合成麻薬

タペンタ錠50mg

タペンタドール塩酸塩

合成麻薬

タマガワヨードホルムガーゼ

ヨードホルム

外皮用殺菌消毒剤

タミフルカプセル75

オセルタミビルリン酸塩

抗ウイルス剤

タミフルドライシロップ3%

オセルタミビルリン酸塩

抗ウイルス剤

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg｢ケミファ｣

タムスロシン塩酸塩

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

タモキシフェン錠20mg｢MYL｣

タモキシフェンクエン酸塩

その他の腫瘍用薬

ダラシンTゲル1%

クリンダマイシンリン酸エステル

化膿性疾患用剤

ダラシンカプセル150mg

クリンダマイシン塩酸塩

主としてグラム陽性菌に作用するもの

タリビッド眼軟膏0.3%

オフロキサシン

眼科用剤

タリビッド耳科用液0.3%

オフロキサシン

耳鼻科用剤

タリムス点眼液0.1%

タクロリムス水和物

眼科用剤

タルセバ錠100mg

エルロチニブ塩酸塩

その他の腫瘍用薬

タルセバ錠150mg

エルロチニブ塩酸塩

その他の腫瘍用薬

タルセバ錠25mg

エルロチニブ塩酸塩

その他の腫瘍用薬

タルチレリンOD錠5mg｢日医工｣

タルチレリン水和物

その他の中枢神経系用薬

ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ｢ニプロ｣

ダルテパリンナトリウム

血液凝固阻止剤

タンドスピロンクエン酸塩錠10mg｢トーワ｣

タンドスピロンクエン酸塩

催眠鎮静剤，抗不安剤

ダントリウムカプセル25mg

ダントロレンナトリウム水和物

骨格筋弛緩剤

ダントリウム静注用20mg

ダントロレンナトリウム水和物

骨格筋弛緩剤

タンナルビン｢ホエイ｣

タンニン酸アルブミン

止しゃ剤，整腸剤

タンボコール錠100mg

フレカイニド酢酸塩

不整脈用剤

製品名

一般名

薬効小分類名

タンボコール錠50mg

フレカイニド酢酸塩

不整脈用剤

タンボコール静注50mg

フレカイニド酢酸塩

不整脈用剤

チアプリド細粒10%｢JG｣

チアプリド塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

チアプリド錠25mg｢JG｣

チアプリド塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

チエペネム点滴静注用0.5g

イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

チガソンカプセル10

エトレチナート

ビタミンＡ及びＤ剤

チガソンカプセル25

エトレチナート

ビタミンＡ及びＤ剤

チクロピジン塩酸塩細粒10%｢日医工｣

チクロピジン塩酸塩

その他の血液・体液用薬

チクロピジン塩酸塩錠100mg｢日医工｣

チクロピジン塩酸塩

その他の血液・体液用薬

チザニジン錠1mg｢テバ｣

チザニジン塩酸塩

鎮けい剤

チスタニン糖衣錠100mg

Ｌ－エチルシステイン塩酸塩

去たん剤

チニダゾール錠200mg｢F｣

チニダゾール

抗原虫剤

チニダゾール錠500mg｢F｣

チニダゾール

抗原虫剤

チモール｢ホエイ｣

チモール

駆虫剤

チモプトールXE点眼液0.5%

チモロールマレイン酸塩

眼科用剤

チモプトール点眼液0.5%

チモロールマレイン酸塩

眼科用剤

チャンピックス錠0.5mg

バレニクリン酒石酸塩

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

チャンピックス錠1mg

バレニクリン酒石酸塩

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

チョコラA滴0.1万単位/滴

レチノールパルミチン酸エステル

ビタミンＡ及びＤ剤

チラーヂンS錠50μg

レボチロキシンナトリウム水和物

甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)

安中散

漢方製剤

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)

越婢加朮湯

漢方製剤

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)

黄連解毒湯

漢方製剤

ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)

黄耆建中湯

漢方製剤

ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)

乙字湯

漢方製剤

ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)

温経湯

漢方製剤

ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)

温清飲

漢方製剤

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)

加味帰脾湯

漢方製剤

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)

加味逍遙散

漢方製剤

ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)

葛根湯

漢方製剤

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)

葛根湯加川きゅう辛夷

漢方製剤

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)

桔梗湯

漢方製剤

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)

牛車腎気丸

漢方製剤

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)

桂枝加竜骨牡蛎湯

漢方製剤

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)

桂枝加朮附湯

漢方製剤

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)

桂枝加芍薬湯

漢方製剤

ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)

桂枝湯

漢方製剤

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)

桂枝茯苓丸

漢方製剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)

五虎湯

漢方製剤

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)

五積散

漢方製剤

ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)

五苓散

漢方製剤

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)

呉茱萸湯

漢方製剤

ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)

香蘇散

漢方製剤

ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)

参蘇飲

漢方製剤

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)

酸棗仁湯

漢方製剤

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)

四物湯

漢方製剤

ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)

滋陰降火湯

漢方製剤

ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)

治打撲一方

漢方製剤

ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)

七物降下湯

漢方製剤

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)

柴胡加竜骨牡蛎湯

漢方製剤

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)

柴胡桂枝乾姜湯

漢方製剤

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)

柴胡桂枝湯

漢方製剤

ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)

柴朴湯

漢方製剤

ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)

柴苓湯

漢方製剤

ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)

十全大補湯

漢方製剤

ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)

潤腸湯

漢方製剤

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)

小建中湯

漢方製剤

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)

小柴胡湯

漢方製剤

ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)

小青竜湯

漢方製剤

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)

真武湯

漢方製剤

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)

人参湯

漢方製剤

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)

人参養栄湯

漢方製剤

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)

清肺湯

漢方製剤

ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)

川きゅう茶調散

漢方製剤

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)

疎経活血湯

漢方製剤

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)

大黄甘草湯

漢方製剤

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)

大建中湯

漢方製剤

ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)

大防風湯

漢方製剤

ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)

竹じょ温胆湯

漢方製剤

ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)

猪苓湯

漢方製剤

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)

釣藤散

漢方製剤

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)

桃核承気湯

漢方製剤

ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)

当帰飲子

漢方製剤

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)

当帰四逆加呉茱萸生姜湯

漢方製剤

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)

当帰芍薬散

漢方製剤

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)

白虎加人参湯

漢方製剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)

麦門冬湯

漢方製剤

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)

八味地黄丸

漢方製剤

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)

半夏厚朴湯

漢方製剤

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)

半夏白朮天麻湯

漢方製剤

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)

半夏瀉心湯

漢方製剤

ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)

補中益気湯

漢方製剤

ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)

防風通聖散

漢方製剤

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)

防已黄耆湯

漢方製剤

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)

麻黄湯

漢方製剤

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)

麻黄附子細辛湯

漢方製剤

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)

抑肝散

漢方製剤

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)

抑肝散加陳皮半夏

漢方製剤

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)

立効散

漢方製剤

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)

竜胆瀉肝湯

漢方製剤

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)

苓桂朮甘湯

漢方製剤

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)

六君子湯

漢方製剤

ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)

六味丸

漢方製剤

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)

芍薬甘草湯

漢方製剤

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)

茵ちん蒿湯

漢方製剤

ツロブテロールテープ0.5mg｢HMT｣

ツロブテロール

気管支拡張剤

ツロブテロールテープ2mg｢HMT｣

ツロブテロール

気管支拡張剤

テイコプラニン点滴静注用200mg｢トーワ｣

テイコプラニン

主としてグラム陽性菌に作用するもの

ディスコビスク1.0眼粘弾剤

精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

眼科用剤

ディナゲスト錠1mg

ジエノゲスト

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ディフェリンゲル0.1%

アダパレン

その他の外皮用薬

ディレグラ配合錠

フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤

その他のアレルギー用薬

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

気管支拡張剤

テオフィリン徐放錠100mg｢サワイ｣

テオフィリン

気管支拡張剤

デカドロン錠0.5mg

デキサメタゾン

副腎ホルモン剤

デカドロン錠4mg

デキサメタゾン

副腎ホルモン剤

デカドロン注射液1.65mg

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

副腎ホルモン剤

デカドロン注射液3.3mg

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

副腎ホルモン剤

デカドロン注射液6.6mg

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

副腎ホルモン剤

デキサルチン口腔用軟膏1mg/g

デキサメタゾン

その他の消化器官用薬

テクフィデラカプセル120mg

フマル酸ジメチル

その他の中枢神経系用薬

テクフィデラカプセル240mg

フマル酸ジメチル

その他の中枢神経系用薬

デザレックス錠5mg

デスロラタジン

その他のアレルギー用薬

デスフェラール注射用500mg

デフェロキサミンメシル酸塩

解毒剤

製品名

一般名

薬効小分類名

デスモプレシン･スプレー10協和

デスモプレシン酢酸塩水和物

脳下垂体ホルモン剤

デスモプレシン･スプレー2.5協和

デスモプレシン酢酸塩水和物

脳下垂体ホルモン剤

デスモプレシン点鼻液0.01%協和

デスモプレシン酢酸塩水和物

脳下垂体ホルモン剤

テセントリク点滴静注1200mg

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

テタノブリンIH静注1500単位

ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

血液製剤類

テタノブリンIH静注250単位

ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

血液製剤類

デタントール0.01%点眼液

ブナゾシン塩酸塩

眼科用剤

デトキソール静注液2g

チオ硫酸ナトリウム水和物

解毒剤

テトラミド錠10mg

ミアンセリン塩酸塩

精神神経用剤

テトラミド錠30mg

ミアンセリン塩酸塩

精神神経用剤

テノーミン錠25

アテノロール

不整脈用剤

テノーミン錠50

アテノロール

不整脈用剤

デノシン点滴静注用500mg

ガンシクロビル

抗ウイルス剤

テノゼット錠300mg

テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

抗ウイルス剤

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

カルシウム剤

テプレノンカプセル50mg｢日医工｣

テプレノン

消化性潰瘍用剤

テプレノン細粒10%｢日医工｣

テプレノン

消化性潰瘍用剤

テモゾロミド錠100mg｢NK｣

テモゾロミド

アルキル化剤

テモゾロミド錠20mg｢NK｣

テモゾロミド

アルキル化剤

テモダール点滴静注用100mg

テモゾロミド

アルキル化剤

デュオドーパ配合経腸用液

レボドパ・カルビドパ水和物

抗パーキンソン剤

デュオトラバ配合点眼液

トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩

眼科用剤

デュピクセント皮下注300mgシリンジ

デュピルマブ（遺伝子組換え）

その他のアレルギー用薬

デュロテップMTパッチ12.6mg

フェンタニル

合成麻薬

デュロテップMTパッチ16.8mg

フェンタニル

合成麻薬

デュロテップMTパッチ2.1mg

フェンタニル

合成麻薬

デュロテップMTパッチ4.2mg

フェンタニル

合成麻薬

デュロテップMTパッチ8.4mg

フェンタニル

合成麻薬

テラ･コートリル軟膏

オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

テラプチク静注45mg

ジモルホラミン

呼吸促進剤

テラムロ配合錠AP｢サワイ｣

テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

血圧降下剤

テラルビシン注射用10mg

ピラルビシン塩酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

テリパラチド酢酸塩静注用100｢旭化成｣

テリパラチド酢酸塩

機能検査用試薬

テリボン皮下注用56.5μg

テリパラチド酢酸塩

甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

テルチア配合錠AP｢サワイ｣

テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

血圧降下剤

テルペラン錠5

塩酸メトクロプラミド

その他の消化器官用薬

テルペラン注射液10mg

塩酸メトクロプラミド

その他の消化器官用薬

テルミサルタン錠40mg｢サワイ｣

テルミサルタン

血圧降下剤

製品名

一般名

薬効小分類名

テルモ生食

生理食塩液

血液代用剤

テルモ生食

生理食塩液

血液代用剤

テルモ生食

生理食塩液

血液代用剤

テルモ糖注5%

ブドウ糖

糖類剤

テルロン錠0.5

テルグリド

その他の中枢神経系用薬

テレミンソフト坐薬10mg

ビサコジル

下剤，浣腸剤

トウガラシチンキ｢ニッコー｣

トウガラシ

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

トーリセル点滴静注液25mg

テムシロリムス

その他の腫瘍用薬

ドキサゾシン錠2mg｢EMEC｣

ドキサゾシンメシル酸塩

血圧降下剤

ドキシル注20mg

ドキソルビシン塩酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg｢NP｣

トコフェロールニコチン酸エステル

その他の循環器官用薬

トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%｢TCK｣

トスフロキサシントシル酸塩水和物

合成抗菌剤

トスフロキサシントシル酸塩錠150mg｢TCK｣

トスフロキサシントシル酸塩水和物

合成抗菌剤

ドセタキセル点滴静注20mg/1mL｢EE｣

ドセタキセル水和物

抗腫瘍性植物成分製剤

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL｢EE｣

ドセタキセル水和物

抗腫瘍性植物成分製剤

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg｢トーワ｣

ドネペジル塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg｢トーワ｣

ドネペジル塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg｢トーワ｣

ドネペジル塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

ドパコール配合錠L100

レボドパ・カルビドパ水和物

抗パーキンソン剤

ドパストンカプセル250mg

レボドパ

抗パーキンソン剤

ドパストン静注50mg

レボドパ

抗パーキンソン剤

トビエース錠4mg

フェソテロジンフマル酸塩

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

トピラマート錠100mg｢アメル｣

トピラマート

抗てんかん剤

トピラマート錠50mg｢アメル｣

トピラマート

抗てんかん剤

トフィソパム錠50mg｢トーワ｣

トフィソパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ドプスOD錠100mg

ドロキシドパ

抗パーキンソン剤

ドプスOD錠200mg

ドロキシドパ

抗パーキンソン剤

ドブトレックス注射液100mg

ドブタミン塩酸塩

強心剤

ドブポン注0.3%シリンジ

ドブタミン塩酸塩

強心剤

ドプラム注射液400mg

ドキサプラム塩酸塩水和物

呼吸促進剤

ドボネックス軟膏50μg/g

カルシポトリオール

その他の外皮用薬

ドボベットゲル

カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

その他の外皮用薬

ドボベット軟膏

カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

その他の外皮用薬

ドメナン錠100mg

オザグレル塩酸塩水和物

その他のアレルギー用薬

トライコア錠53.3mg

フェノフィブラート

高脂血症用剤

トラクリア錠62.5mg

ボセンタン水和物

その他の循環器官用薬

トラセミドOD錠8mg｢TE｣

トラセミド

利尿剤

トラゼンタ錠5mg

リナグリプチン

糖尿病用剤

製品名

一般名

薬効小分類名

トラゾドン塩酸塩錠25mg｢アメル｣

トラゾドン塩酸塩

精神神経用剤

トラゾドン塩酸塩錠50mg｢アメル｣

トラゾドン塩酸塩

精神神経用剤

トラネキサム酸カプセル250mg｢トーワ｣

トラネキサム酸

止血剤

トラネキサム酸注250mg/5mL｢日新｣

トラネキサム酸

止血剤

トラバタンズ点眼液0.004%

トラボプロスト

眼科用剤

トラベルミン注

ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン

鎮暈剤

トラベルミン配合錠

ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン

鎮暈剤

トラマールOD錠25mg

トラマドール塩酸塩

解熱鎮痛消炎剤

トラマールOD錠50mg

トラマドール塩酸塩

解熱鎮痛消炎剤

トラマール注100

トラマドール塩酸塩

解熱鎮痛消炎剤

トラムセット配合錠

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

解熱鎮痛消炎剤

トラメラスPF点眼液0.5%

トラニラスト

眼科用剤

トランデート錠50mg

ラベタロール塩酸塩

血圧降下剤

トリキュラー錠21

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

避妊剤

トリキュラー錠28

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

避妊剤

トリクロリールシロップ10%

トリクロホスナトリウム

催眠鎮静剤，抗不安剤

トリクロルメチアジド錠2mg｢NP｣

トリクロルメチアジド

利尿剤

トリプタノール錠10

アミトリプチリン塩酸塩

精神神経用剤

トリプタノール錠25

アミトリプチリン塩酸塩

精神神経用剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg｢日医工｣

トリメブチンマレイン酸塩

その他の消化器官用薬

トルソプト点眼液1%

ドルゾラミド塩酸塩

眼科用剤

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス

デュラグルチド（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

トレーランG液50g

デンプン部分加水分解物

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

トレーランG液75g

デンプン部分加水分解物

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

トレシーバ注フレックスタッチ

インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

トレミフェン錠40mg｢サワイ｣

トレミフェンクエン酸塩

その他の腫瘍用薬

トレムフィア皮下注100mgシリンジ

グセルクマブ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

トレリーフOD錠25mg

ゾニサミド

抗パーキンソン剤

トレリーフOD錠50mg

ゾニサミド

抗パーキンソン剤

トロビシン筋注用2g

スペクチノマイシン塩酸塩水和物

主としてグラム陰性菌に作用するもの

トロペロン細粒1%

チミペロン

精神神経用剤

ドロレプタン注射液25mg

ドロペリドール

全身麻酔剤

トロンビン液モチダソフトボトル1万

トロンビン

止血剤

ナイキサン錠100mg

ナプロキセン

解熱鎮痛消炎剤

ナイクリン注射液50mg

ニコチン酸

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

ナウゼリンOD錠10

ドンペリドン

その他の消化器官用薬

ナウゼリンドライシロップ1%

ドンペリドン

その他の消化器官用薬

ナウゼリン坐剤60

ドンペリドン

その他の消化器官用薬

製品名

一般名

薬効小分類名

ナサニール点鼻液0.2%

酢酸ナファレリン

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ナゼアOD錠0.1mg

ラモセトロン塩酸塩

その他の消化器官用薬

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用

モメタゾンフランカルボン酸エステル

耳鼻科用剤

ナトリックス錠1

インダパミド

血圧降下剤

ナフトピジルOD錠25mg｢ケミファ｣

ナフトピジル

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ナフトピジルOD錠75mg｢ケミファ｣

ナフトピジル

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ナルサス錠12mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

あへんアルカロイド系麻薬

ナルサス錠24mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

あへんアルカロイド系麻薬

ナルサス錠2mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

あへんアルカロイド系麻薬

ナルサス錠6mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

あへんアルカロイド系麻薬

ナルラピド錠1mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

あへんアルカロイド系麻薬

ナルラピド錠2mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

あへんアルカロイド系麻薬

ナルラピド錠4mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

あへんアルカロイド系麻薬

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg｢第一三共｣

ナロキソン塩酸塩

呼吸促進剤

ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg｢日医工｣

ニカルジピン塩酸塩

血圧降下剤

ニカルジピン塩酸塩注射液25mg｢サワイ｣

ニカルジピン塩酸塩

血圧降下剤

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg｢サワイ｣

ニカルジピン塩酸塩

血圧降下剤

ニコチネルTTS10

ニコチン

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ニコチネルTTS20

ニコチン

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ニコチネルTTS30

ニコチン

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ニコランジル錠5mg｢サワイ｣

ニコランジル

血管拡張剤

ニコランジル点滴静注用2mg｢サワイ｣

ニコランジル

血管拡張剤

ニコランジル点滴静注用48mg｢サワイ｣

ニコランジル

血管拡張剤

ニコリン注射液250mg

シチコリン

その他の循環器官用薬

ニザチジン錠150mg｢YD｣

ニザチジン

消化性潰瘍用剤

ニトプロ持続静注液6mg

ニトロプルシドナトリウム水和物

血圧降下剤

ニトラゼパム細粒1%｢TCK｣

ニトラゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ニトラゼパム錠5mg｢TCK｣

ニトラゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ニドラン注射用25mg

ニムスチン塩酸塩

アルキル化剤

ニドラン注射用50mg

ニムスチン塩酸塩

アルキル化剤

ニトロール持続静注25mgシリンジ

硝酸イソソルビド

血管拡張剤

ニトロール注5mg

硝酸イソソルビド

血管拡張剤

ニトロダームTTS25mg

ニトログリセリン

血管拡張剤

ニトロペン舌下錠0.3mg

ニトログリセリン

血管拡張剤

ニフェジピンCR錠20mg｢サワイ｣

ニフェジピン

血管拡張剤

ニフェジピンCR錠40mg｢サワイ｣

ニフェジピン

血管拡張剤

ニフレック配合内用剤

ナトリウム・カリウム配合剤

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ニュープロパッチ13.5mg

ロチゴチン

抗パーキンソン剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ニュープロパッチ18mg

ロチゴチン

抗パーキンソン剤

ニュープロパッチ2.25mg

ロチゴチン

抗パーキンソン剤

ニュープロパッチ4.5mg

ロチゴチン

抗パーキンソン剤

ニュープロパッチ9mg

ロチゴチン

抗パーキンソン剤

ニューモバックスNP

肺炎球菌ワクチン

ワクチン類

ニルバジピン錠2mg｢JG｣

ニルバジピン

血圧降下剤

ヌーカラ皮下注用100mg

メポリズマブ（遺伝子組換え）

その他の呼吸器官用薬

ネオーラル25mgカプセル

シクロスポリン

他に分類されない代謝性医薬品

ネオーラル50mgカプセル

シクロスポリン

他に分類されない代謝性医薬品

ネオーラル内用液10%

シクロスポリン

他に分類されない代謝性医薬品

ネオキシテープ73.5mg

オキシブチニン塩酸塩

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ネオシネジンコーワ5%点眼液

フェニレフリン塩酸塩

眼科用剤

ネオシネジンコーワ注1mg

フェニレフリン塩酸塩

血管収縮剤

ネオフィリン注250mg

アミノフィリン水和物

強心剤

ネオフィリン注点滴用バッグ250mg

アミノフィリン水和物

強心剤

ネオメドロールEE軟膏

フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン

眼科用剤

ネキシウムカプセル20mg

エソメプラゾールマグネシウム水和物

消化性潰瘍用剤

ネクサバール錠200mg

ソラフェニブトシル酸塩

その他の腫瘍用薬

ネシーナ錠25mg

アログリプチン安息香酸塩

糖尿病用剤

ネシーナ錠6.25mg

アログリプチン安息香酸塩

糖尿病用剤

ネストップ

ミツロウ

止血剤

ネスプ注射液10μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ネスプ注射液120μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ネスプ注射液180μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ネスプ注射液20μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ネスプ注射液30μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ネスプ注射液40μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ネスプ注射液60μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ネドリール錠125mg

テルビナフィン塩酸塩

その他の化学療法剤

ネバナック懸濁性点眼液0.1%

ネパフェナク

眼科用剤

ネリプロクト坐剤

ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

痔疾用剤

ネリプロクト軟膏

ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

痔疾用剤

ノアルテン錠(5mg)

ノルエチステロン

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

ノイアート静注用1500単位

乾燥濃縮人アンチトロンビンＩＩＩ

血液製剤類

ノイアート静注用500単位

乾燥濃縮人アンチトロンビンＩＩＩ

血液製剤類

ノイキノン顆粒1%

ユビデカレノン

強心剤

ノイトロジン注100μg

レノグラスチム（遺伝子組換え）

その他の血液・体液用薬

ノイトロジン注250μg

レノグラスチム（遺伝子組換え）

その他の血液・体液用薬

製品名

一般名

薬効小分類名

ノイトロジン注50μg

レノグラスチム（遺伝子組換え）

その他の血液・体液用薬

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

解熱鎮痛消炎剤

ノイロトロピン注射液3.6単位

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

解熱鎮痛消炎剤

ノウリアスト錠20mg

イストラデフィリン

抗パーキンソン剤

ノーベルバール静注用250mg

フェノバルビタールナトリウム

抗てんかん剤

ノックビン原末

ジスルフィラム

習慣性中毒用剤

ノバミン筋注5mg

プロクロルペラジンメシル酸塩

精神神経用剤

ノバミン錠5mg

プロクロルペラジンマレイン酸塩

精神神経用剤

ノベルジン錠25mg

酢酸亜鉛水和物

解毒剤

ノベルジン錠50mg

酢酸亜鉛水和物

解毒剤

ノボラピッド注イノレット

インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ノボラピッド注フレックスタッチ

インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ノボリンR注フレックスペン

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ノルアドリナリン注1mg

ノルアドレナリン

副腎ホルモン剤

ノルディトロピン フレックスプロ注10mg

ソマトロピン（遺伝子組換え）

脳下垂体ホルモン剤

パーサビブ静注透析用2.5mg

エテルカルセチド塩酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

パーサビブ静注透析用5mg

エテルカルセチド塩酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

パージェタ点滴静注420mg/14mL

ペルツズマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

ハーセプチン注射用150

トラスツズマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

ハーセプチン注射用60

トラスツズマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

ハーフジゴキシンKY錠0.125

ジゴキシン

強心剤

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

抗ウイルス剤

バイアグラ錠25mg

シルデナフィルクエン酸塩

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

バイアグラ錠50mg

シルデナフィルクエン酸塩

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

バイアスピリン錠100mg

アスピリン

その他の血液・体液用薬

ハイアラージン軟膏2%

トルナフタート

寄生性皮ふ疾患用剤

ハイカムチン注射用1.1mg

ノギテカン塩酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

ハイカリックRF輸液

高カロリー輸液用基本液（５－７）

糖類剤

ハイカリック液-1号

高カロリー輸液用基本液（５－１）

糖類剤

ハイカリック液-2号

高カロリー輸液用基本液（５－２）

糖類剤

ハイカリック液-3号

高カロリー輸液用基本液（５－３）

糖類剤

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

主としてグラム陽性菌に作用するもの

ハイスコ皮下注0.5mg

スコポラミン臭化水素酸塩水和物

鎮けい剤

ハイセチン腟錠100mg

クロラムフェニコール

生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン

血液製剤類

ハイドレアカプセル500mg

ヒドロキシカルバミド

代謝拮抗剤

ハイパジールコーワ点眼液0.25%

ニプラジロール

眼科用剤

ハイポエタノール液2%｢ケンエー｣

チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール

外皮用殺菌消毒剤

製品名

一般名

薬効小分類名

パオスクレー内痔核内注射用250mg

フェノール

痔疾用剤

バクトラミン注

スルファメトキサゾール・トリメトプリム

抗原虫剤

バクトロバン鼻腔用軟膏2%

ムピロシンカルシウム水和物

主としてグラム陽性菌に作用するもの

パクリタキセル注100mg/16.7mL｢NK｣

パクリタキセル

抗腫瘍性植物成分製剤

パクリタキセル注30mg/5mL｢NK｣

パクリタキセル

抗腫瘍性植物成分製剤

パシル点滴静注液500mg

パズフロキサシンメシル酸塩

合成抗菌剤

パタノール点眼液0.1%

オロパタジン塩酸塩

眼科用剤

ハッカ油｢ニッコー｣

ハッカ油

矯味，矯臭，着色剤

バックス発泡顆粒

炭酸水素ナトリウム・酒石酸

Ｘ線造影剤

パッチテストパネル(S)

パッチテスト用

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

パッチテスト試薬

パッチテスト用

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

パニマイシン注射液50mg

ジベカシン硫酸塩

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

パニマイシン点眼液0.3%

ジベカシン硫酸塩

眼科用剤

パパベリン塩酸塩注40mg｢日医工｣

パパベリン塩酸塩

鎮けい剤

パピロックミニ点眼液0.1%

シクロスポリン

眼科用剤

ハプトグロビン静注2000単位｢JB｣

人ハプトグロビン

血液製剤類

ハベカシン注射液100mg

アルベカシン硫酸塩

主としてグラム陽性菌に作用するもの

ハベカシン注射液200mg

アルベカシン硫酸塩

主としてグラム陽性菌に作用するもの

ハベカシン注射液75mg

アルベカシン硫酸塩

主としてグラム陽性菌に作用するもの

パム静注500mg

プラリドキシムヨウ化物

解毒剤

パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%*(第一三共)

パラアミノ馬尿酸ナトリウム

機能検査用試薬

ハラヴェン静注1mg

エリブリンメシル酸塩

その他の腫瘍用薬

バラシクロビル錠500mg｢アメル｣

バラシクロビル塩酸塩

抗ウイルス剤

バラマイシン軟膏

バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩

化膿性疾患用剤

パラミヂンカプセル300mg

ブコローム

解熱鎮痛消炎剤

パリエット錠10mg

ラベプラゾールナトリウム

消化性潰瘍用剤

パリエット錠20mg

ラベプラゾールナトリウム

消化性潰瘍用剤

ハリゾンシロップ100mg/mL

アムホテリシンＢ

主としてカビに作用するもの

バルギン発泡顆粒

炭酸水素ナトリウム・酒石酸

Ｘ線造影剤

パルクス注10μg

アルプロスタジル

その他の循環器官用薬

パルクス注5μg

アルプロスタジル

その他の循環器官用薬

バルコーゼ顆粒75%

カルメロースナトリウム

下剤，浣腸剤

バルサルタンOD錠80mg｢トーワ｣

バルサルタン

血圧降下剤

バルヒディオ配合錠MD｢トーワ｣

バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

血圧降下剤

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

抗てんかん剤

バルプロ酸Na徐放B錠100mg｢トーワ｣

バルプロ酸ナトリウム

抗てんかん剤

バルプロ酸Na徐放B錠200mg｢トーワ｣

バルプロ酸ナトリウム

抗てんかん剤

バルプロ酸ナトリウム細粒40%｢EMEC｣

バルプロ酸ナトリウム

抗てんかん剤

製品名

一般名

薬効小分類名

パルミコート吸入液0.25mg

ブデソニド

その他の呼吸器官用薬

パルミコート吸入液0.5mg

ブデソニド

その他の呼吸器官用薬

パルモディア錠0.1mg

ペマフィブラート

高脂血症用剤

バル筋注100mg｢第一三共｣

ジメルカプロール

解毒剤

パロキセチンOD錠10mg｢トーワ｣

パロキセチン塩酸塩水和物

精神神経用剤

パロキセチンOD錠20mg｢トーワ｣

パロキセチン塩酸塩水和物

精神神経用剤

バロス消泡内用液2%

ジメチコン

止しゃ剤，整腸剤

ハロペリドール細粒1%｢ヨシトミ｣

ハロペリドール

精神神経用剤

ハロペリドール錠0.75mg｢ヨシトミ｣

ハロペリドール

精神神経用剤

ハロペリドール錠1.5mg｢ヨシトミ｣

ハロペリドール

精神神経用剤

ハロペリドール注5mg｢ヨシトミ｣

ハロペリドール

精神神経用剤

ハロマンス注100mg

ハロペリドールデカン酸エステル

精神神経用剤

ハロマンス注50mg

ハロペリドールデカン酸エステル

精神神経用剤

パンオピン｢タケダ｣

アヘンアルカロイド塩酸塩

あへんアルカロイド系麻薬

バンコマイシン塩酸塩散0.5g｢MEEK｣

バンコマイシン塩酸塩

主としてグラム陽性菌に作用するもの

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g｢MEEK｣

バンコマイシン塩酸塩

主としてグラム陽性菌に作用するもの

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g｢MEEK｣

バンコマイシン塩酸塩

主としてグラム陽性菌に作用するもの

パンテチン散20%｢テバ｣

パンテチン

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

パンテチン注10%｢小林｣

パンテチン

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

ハンプ注射用1000

カルペリチド（遺伝子組換え）

血管拡張剤

ピアーレシロップ65%

ラクツロース

他に分類されない代謝性医薬品

ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mgシリンジ｢日医工｣

精製ヒアルロン酸ナトリウム

他に分類されない代謝性医薬品

ヒアレインミニ点眼液0.1%

精製ヒアルロン酸ナトリウム

眼科用剤

ヒアレインミニ点眼液0.3%

精製ヒアルロン酸ナトリウム

眼科用剤

ヒアレイン点眼液0.1%

精製ヒアルロン酸ナトリウム

眼科用剤

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%

オキシグルタチオン

眼科用剤

ピーエヌツイン-1号輸液

アミノ酸・糖・電解質（３－１）

たん白アミノ酸製剤

ピーエヌツイン-2号輸液

アミノ酸・糖・電解質（３－１）

たん白アミノ酸製剤

ピーエヌツイン-3号輸液

アミノ酸・糖・電解質（３－１）

たん白アミノ酸製剤

ピートルチュアブル錠250mg

スクロオキシ水酸化鉄

その他の循環器官用薬

ピートルチュアブル錠500mg

スクロオキシ水酸化鉄

その他の循環器官用薬

ビーフリード輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（４）

たん白アミノ酸製剤

ヒーロン0.85眼粘弾剤1%

精製ヒアルロン酸ナトリウム

眼科用剤

ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%

精製ヒアルロン酸ナトリウム

眼科用剤

ピオグリタゾン錠15mg｢DSEP｣

ピオグリタゾン塩酸塩

糖尿病用剤

ピオグリタゾン錠30mg｢DSEP｣

ピオグリタゾン塩酸塩

糖尿病用剤

ビオチン散0.2%｢フソー｣

ビオチン

その他のビタミン剤

ビオフェルミンR錠

耐性乳酸菌製剤（２）

止しゃ剤，整腸剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ビカーボン輸液

重炭酸リンゲル液

血液代用剤

ヒカリレバン注

肝不全用アミノ酸製剤（１）

たん白アミノ酸製剤

ビカルタミドOD錠80mg｢ケミファ｣

ビカルタミド

その他の腫瘍用薬

ビクシリンカプセル250mg

アンピシリン水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ビクシリン注射用1g

アンピシリンナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ビクトーザ皮下注18mg

リラグルチド（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ビクロックス錠200

アシクロビル

抗ウイルス剤

ビクロックス点滴静注250mg

アシクロビル

抗ウイルス剤

ビクロックス顆粒40%

アシクロビル

抗ウイルス剤

ビケンHA

インフルエンザＨＡワクチン

ワクチン類

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%｢JG｣

ピコスルファートナトリウム水和物

下剤，浣腸剤

ビジクリア配合錠

リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ピシバニール注射用0.2KE

溶連菌抽出物

その他の腫瘍用薬

ピシバニール注射用1KE

溶連菌抽出物

その他の腫瘍用薬

ピシバニール注射用5KE

溶連菌抽出物

その他の腫瘍用薬

ビスコート0.5眼粘弾剤

精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

眼科用剤

ビソノテープ4mg

ビソプロロール

血圧降下剤

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

不整脈用剤

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg｢トーワ｣

ビソプロロールフマル酸塩

不整脈用剤

ビソルボン細粒2%

ブロムヘキシン塩酸塩

去たん剤

ビタミンB6散10%｢マルイシ｣

ピリドキシン塩酸塩

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

ビタミンC注｢フソー｣-2g

アスコルビン酸

ビタミンＣ剤

ビタミンC注｢フソー｣-500mg

アスコルビン酸

ビタミンＣ剤

ビタメジン静注用

リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

ビダラビン軟膏3%｢トーワ｣

ビダラビン

抗ウイルス剤

ヒトCRH静注用100μg｢タナベ｣

コルチコレリン（ヒト）

機能検査用試薬

ピドキサール錠30mg

ピリドキサールリン酸エステル水和物

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

ピドキサール注30mg

ピリドキサールリン酸エステル水和物

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

ピトレシン注射液20

バソプレシン

脳下垂体ホルモン剤

ピバレフリン点眼液0.1%

ジピベフリン塩酸塩

眼科用剤

ビビアント錠20mg

バゼドキシフェン酢酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

ビブラマイシン錠100mg

ドキシサイクリン塩酸塩水和物

主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

ピペラシリンNa注用2g｢トーワ｣

ピペラシリンナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g｢NP｣

ピペラシリンナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ピマリシン点眼液5%｢センジュ｣

ピマリシン

眼科用剤

ビムパット錠100mg

ラコサミド

抗てんかん剤

ビムパット錠50mg

ラコサミド

抗てんかん剤

ピモベンダン錠1.25mg｢TE｣

ピモベンダン

強心剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ピモベンダン錠2.5mg｢TE｣

ピモベンダン

強心剤

ヒューマトロープ注射用12mg

ソマトロピン（遺伝子組換え）

脳下垂体ホルモン剤

ヒューマリン3/7注100単位/mL

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ヒューマリンR注100単位/mL

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ヒューマログミックス50注ミリオペン

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ヒューマログ注100単位/mL

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ヒューマログ注カート

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ヒューマログ注ミリオペン

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL

アダリムマブ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL

アダリムマブ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ビラノア錠20mg

ビラスチン

その他のアレルギー用薬

ピラマイド原末

ピラジナミド

抗結核剤

ビリスコピン点滴静注50

イオトロクス酸メグルミン

Ｘ線造影剤

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg｢CH｣

ピルシカイニド塩酸塩水和物

不整脈用剤

ヒルトニン0.5mg注射液

プロチレリン酒石酸塩水和物

機能検査用試薬

ヒルナミン筋注25mg

レボメプロマジン塩酸塩

精神神経用剤

ヒルナミン細粒10%

レボメプロマジンマレイン酸塩

精神神経用剤

ヒルナミン錠(25mg)

レボメプロマジンマレイン酸塩

精神神経用剤

ヒルナミン錠(50mg)

レボメプロマジンマレイン酸塩

精神神経用剤

ピレスパ錠200mg

ピルフェニドン

他に分類されない代謝性医薬品

ピレチア細粒10%

プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

抗ヒスタミン剤

ファムビル錠250mg

ファムシクロビル

抗ウイルス剤

ファモチジンOD錠10mg｢トーワ｣

ファモチジン

消化性潰瘍用剤

ファモチジンOD錠20mg｢トーワ｣

ファモチジン

消化性潰瘍用剤

ファモチジン散2%｢トーワ｣

ファモチジン

消化性潰瘍用剤

ファモチジン注用20mg｢トーワ｣

ファモチジン

消化性潰瘍用剤

ファロム錠200mg

ファロペネムナトリウム水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ファンガード点滴用50mg

ミカファンギンナトリウム

主としてカビに作用するもの

ファンガード点滴用75mg

ミカファンギンナトリウム

主としてカビに作用するもの

フィコンパ錠2mg

ペランパネル水和物

抗てんかん剤

フィコンパ錠4mg

ペランパネル水和物

抗てんかん剤

フィジオ140輸液

酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）（２－２）

血液代用剤

フィニバックス点滴静注用0.5g

ドリペネム水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ブイフェンド200mg静注用

ボリコナゾール

主としてカビに作用するもの

ブイフェンド錠50mg

ボリコナゾール

主としてカビに作用するもの

フィブラストスプレー250

トラフェルミン（遺伝子組換え）

その他の外皮用薬

フィブラストスプレー500

トラフェルミン（遺伝子組換え）

その他の外皮用薬

フィブロガミンP静注用

ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ＸＩＩＩ因子

血液製剤類

製品名

一般名

薬効小分類名

フィルグラスチムBS注150μgシリンジ｢F｣

フィルグラスチム（遺伝子組換え）

その他の血液・体液用薬

フィルグラスチムBS注300μgシリンジ｢F｣

フィルグラスチム（遺伝子組換え）

その他の血液・体液用薬

フィルグラスチムBS注75μgシリンジ｢F｣

フィルグラスチム（遺伝子組換え）

その他の血液・体液用薬

フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg｢NP｣

フェキソフェナジン塩酸塩

その他のアレルギー用薬

フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg｢NP｣

フェキソフェナジン塩酸塩

その他のアレルギー用薬

フェジン静注40mg

含糖酸化鉄

無機質製剤

フェソロデックス筋注250mg

フルベストラント

その他の腫瘍用薬

フェノール･亜鉛華リニメント｢ニッコー｣

フェノール・亜鉛華リニメント

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

フェノールスルホンフタレイン注0.6%｢第一三共｣

フェノールスルホンフタレイン

機能検査用試薬

フェノバールエリキシル0.4%

フェノバルビタール

催眠鎮静剤，抗不安剤

フェノバール散10%

フェノバルビタール

催眠鎮静剤，抗不安剤

フェノバール錠30mg

フェノバルビタール

催眠鎮静剤，抗不安剤

フェノバール注射液100mg

フェノバルビタール

催眠鎮静剤，抗不安剤

フェブリク錠20mg

フェブキソスタット

痛風治療剤

フェブリク錠40mg

フェブキソスタット

痛風治療剤

フェルビナクローション3%｢ラクール｣

フェルビナク

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

フエロン注射用300万

インターフェロン ベータ

その他の生物学的製剤

フェンタニル注射液0.1mg｢ヤンセン｣

フェンタニルクエン酸塩

合成麻薬

フェンタニル注射液0.5mg｢ヤンセン｣

フェンタニルクエン酸塩

合成麻薬

フェントステープ1mg

フェンタニルクエン酸塩

合成麻薬

フェントステープ2mg

フェンタニルクエン酸塩

合成麻薬

フェントステープ4mg

フェンタニルクエン酸塩

合成麻薬

フェントステープ6mg

フェンタニルクエン酸塩

合成麻薬

フェントステープ8mg

フェンタニルクエン酸塩

合成麻薬

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

糖尿病用剤

フォシーガ錠5mg

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

糖尿病用剤

フォリアミン錠

葉酸

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

フォリルモンP注75

下垂体性性腺刺激ホルモン

脳下垂体ホルモン剤

フォルテオ皮下注キット600μg

テリパラチド（遺伝子組換え）

甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

フシジンレオ軟膏2%

フシジン酸ナトリウム

化膿性疾患用剤

ブシラミン錠100mg｢トーワ｣

ブシラミン

刺激療法剤

ブシ末(調剤用)｢ツムラ｣

ブシ末

その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

ブスコパン錠10mg

ブチルスコポラミン臭化物

鎮けい剤

ブスコパン注20mg

ブチルスコポラミン臭化物

鎮けい剤

フタラール消毒液0.55%｢ケンエー｣

フタラール

防疫用殺菌消毒剤

ブドウ酒

ブドウ酒

その他の滋養強壮薬

ブドウ糖注20%PL｢フソー｣

ブドウ糖

糖類剤

ブドウ糖注5%PL｢フソー｣

ブドウ糖

糖類剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ブドウ糖注5%PL｢フソー｣

ブドウ糖

糖類剤

ブドウ糖注5%PL｢フソー｣

ブドウ糖

糖類剤

フラグミン静注5000単位/5mL

ダルテパリンナトリウム

血液凝固阻止剤

プラケニル錠200mg

ヒドロキシクロロキン硫酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

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

血液凝固阻止剤

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

血液凝固阻止剤

フラジール内服錠250mg

メトロニダゾール

抗原虫剤

フラジール腟錠250mg

メトロニダゾール

生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

プラスチベース

ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

軟膏基剤

プラノバール配合錠

ノルゲストレル・エチニルエストラジオール

混合ホルモン剤

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

高脂血症用剤

プラバスタチンNa錠5mg｢サワイ｣

プラバスタチンナトリウム

高脂血症用剤

フラビタン眼軟膏0.1%

フラビンアデニンジヌクレオチド

眼科用剤

フラビタン錠5mg

フラビンアデニンジヌクレオチド

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

フラビタン点眼液0.05%

フラビンアデニンジヌクレオチド

眼科用剤

フラベリック錠20mg

ベンプロペリンリン酸塩

鎮咳剤

フラボキサート塩酸塩錠200mg｢フソー｣

フラボキサート塩酸塩

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI｢トーワ｣

プラミペキソール塩酸塩水和物

抗パーキンソン剤

プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI｢トーワ｣

プラミペキソール塩酸塩水和物

抗パーキンソン剤

プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg｢トーワ｣

プラミペキソール塩酸塩水和物

抗パーキンソン剤

プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg｢トーワ｣

プラミペキソール塩酸塩水和物

抗パーキンソン剤

プラリア皮下注60mgシリンジ

デノスマブ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

フランセチン･T･パウダー

フラジオマイシン硫酸塩・結晶トリプシン

化膿性疾患用剤

プランルカストDS10%｢日医工｣

プランルカスト水和物

その他のアレルギー用薬

プランルカストカプセル112.5mg｢日医工｣

プランルカスト水和物

その他のアレルギー用薬

プリズバインド静注液2.5g

イダルシズマブ（遺伝子組換え）

その他の血液・体液用薬

ブリディオン静注200mg

スガマデクスナトリウム

解毒剤

プリビナ液0.05%

ナファゾリン硝酸塩

耳鼻科用剤

プリミドン細粒99.5%｢日医工｣

プリミドン

抗てんかん剤

プリモボラン･デポー筋注100mg

メテノロンエナント酸エステル

たん白同化ステロイド剤

プリモボラン錠5mg

メテノロン酢酸エステル

たん白同化ステロイド剤

ブリリンタ錠60mg

チカグレロル

その他の血液・体液用薬

ブリリンタ錠90mg

チカグレロル

その他の血液・体液用薬

フルービックHA

インフルエンザＨＡワクチン

ワクチン類

フルービックHAシリンジ

インフルエンザＨＡワクチン

ワクチン類

フルオレサイト静注500mg

フルオレセイン

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

フルオロウラシル注1000mg｢トーワ｣

フルオロウラシル

代謝拮抗剤

フルオロウラシル注250mg｢トーワ｣

フルオロウラシル

代謝拮抗剤

製品名

一般名

薬効小分類名

フルオロメトロン0.02%点眼液T

フルオロメトロン

眼科用剤

フルオロメトロン0.1%点眼液T

フルオロメトロン

眼科用剤

フルカリック1号輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（１）

たん白アミノ酸製剤

フルカリック2号輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（１）

たん白アミノ酸製剤

フルカリック3号輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（１）

たん白アミノ酸製剤

フルコナゾールカプセル100mg｢F｣

フルコナゾール

その他の化学療法剤

フルスルチアミン錠25mg｢トーワ｣

フルスルチアミン

ビタミンＢ１剤

フルスルチアミン静注50mg｢トーワ｣

フルスルチアミン塩酸塩

ビタミンＢ１剤

フルタイド100μgエアゾール60吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

フルタイド200ディスカス

フルチカゾンプロピオン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

フルタイド50μgエアゾール120吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

フルタミド錠125｢KN｣

フルタミド

その他の腫瘍用薬

フルダラ錠10mg

フルダラビンリン酸エステル

代謝拮抗剤

フルダラ静注用50mg

フルダラビンリン酸エステル

代謝拮抗剤

フルツロンカプセル200

ドキシフルリジン

代謝拮抗剤

フルティフォーム125エアゾール120吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

その他の呼吸器官用薬

フルティフォーム125エアゾール56吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

その他の呼吸器官用薬

フルニトラゼパム錠1mg｢アメル｣

フルニトラゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

フルニトラゼパム錠2mg｢アメル｣

フルニトラゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

フルバスタチン錠20mg｢JG｣

フルバスタチンナトリウム

高脂血症用剤

ブルフェン錠100

イブプロフェン

解熱鎮痛消炎剤

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

精神神経用剤

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

精神神経用剤

フルマゼニル静注液0.5mg｢ケミファ｣

フルマゼニル

呼吸促進剤

フルマリンキット静注用1g

フロモキセフナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

フルマリン静注用1g

フロモキセフナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

フルメジン散0.2%

フルフェナジンマレイン酸塩

精神神経用剤

プレアミン-P注射液

高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤（６）

たん白アミノ酸製剤

ブレオS軟膏5mg/g

ブレオマイシン硫酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

ブレオ注射用15mg

ブレオマイシン塩酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

ブレオ注射用5mg

ブレオマイシン塩酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

プレグランディン腟坐剤1mg

ゲメプロスト

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

プレセデックス静注液200μg｢マルイシ｣

デクスメデトミジン塩酸塩

催眠鎮静剤，抗不安剤

ブレディニン錠50

ミゾリビン

他に分類されない代謝性医薬品

プレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用20mg｢F｣

プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

副腎ホルモン剤

プレドニゾロン散｢タケダ｣1%

プレドニゾロン

副腎ホルモン剤

プレドニゾロン錠1mg(旭化成)

プレドニゾロン

副腎ホルモン剤

プレドニゾロン錠5mg(旭化成)

プレドニゾロン

副腎ホルモン剤

製品名

一般名

薬効小分類名

プレドニン眼軟膏

プレドニゾロン酢酸エステル

眼科用剤

プレベナー13水性懸濁注

沈降１３価肺炎球菌結合型ワクチン

ワクチン類

プレマリン錠0.625mg

結合型エストロゲン

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

プロイメンド点滴静注用150mg

ホスアプレピタントメグルミン

その他の消化器官用薬

フローレス眼検査用試験紙0.7mg

フルオレセインナトリウム

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

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

気管支拡張剤

プロカテロール塩酸塩錠50μg｢日医工｣

プロカテロール塩酸塩水和物

気管支拡張剤

プロカニン注0.5%

プロカイン塩酸塩

局所麻酔剤

プログラフカプセル0.5mg

タクロリムス水和物

他に分類されない代謝性医薬品

プログラフカプセル1mg

タクロリムス水和物

他に分類されない代謝性医薬品

プログラフ注射液5mg

タクロリムス水和物

他に分類されない代謝性医薬品

プロゲストンデポー筋注125mg

ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

プロゲストン錠200

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

プロゲストン錠5mg

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

プロゲホルモン筋注用25mg

プロゲステロン

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

プロジフ静注液200

ホスフルコナゾール

その他の化学療法剤

フロジン外用液5%

カルプロニウム塩化物

毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）

プロスタグランジンE2錠0.5mg｢科研｣

ジノプロストン

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

プロスタット錠25mg

クロルマジノン酢酸エステル

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

プロスタルモン･F注射液1000

ジノプロスト

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

プロスタンディン注射用20μg

アルプロスタジル アルファデクス

その他の循環器官用薬

プロスタンディン点滴静注用500μg

アルプロスタジル アルファデクス

その他の循環器官用薬

プロスタンディン軟膏0.003%

アルプロスタジル アルファデクス

その他の外皮用薬

フロセミド細粒4%｢EMEC｣

フロセミド

利尿剤

フロセミド錠20mg｢テバ｣

フロセミド

利尿剤

フロセミド錠40mg｢テバ｣

フロセミド

利尿剤

プロタノールL注0.2mg

ｌ－イソプレナリン塩酸塩

強心剤

プロタノールS錠15mg

ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩

強心剤

プロタミン硫酸塩静注100mg｢モチダ｣

プロタミン硫酸塩

止血剤

プロチアデン錠25

ドスレピン塩酸塩

精神神経用剤

ブロチゾラムOD錠0.25mg｢サワイ｣

ブロチゾラム

催眠鎮静剤，抗不安剤

プロテアミン12注射液

高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤（１）

たん白アミノ酸製剤

プロテカジンOD錠10

ラフチジン

消化性潰瘍用剤

プロテカジンOD錠5

ラフチジン

消化性潰瘍用剤

プロトピック軟膏0.03%小児用

タクロリムス水和物

その他の外皮用薬

プロトピック軟膏0.1%

タクロリムス水和物

その他の外皮用薬

プロナーゼMS

プロナーゼ

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ブロナック点眼液0.1%

ブロムフェナクナトリウム水和物

眼科用剤

製品名

一般名

薬効小分類名

プロノン錠150mg

プロパフェノン塩酸塩

不整脈用剤

プロパジール錠50mg

プロピルチオウラシル

甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

ブロバリン原末

ブロモバレリル尿素

催眠鎮静剤，抗不安剤

プロハンス静注5mL

ガドテリドール

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

プロハンス静注シリンジ13mL

ガドテリドール

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

プロプラノロール塩酸塩錠10mg｢日医工｣

プロプラノロール塩酸塩

不整脈用剤

プロペト

白色ワセリン

軟膏基剤

フロベン錠40

フルルビプロフェン

解熱鎮痛消炎剤

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%｢タイヨー｣

ブロムヘキシン塩酸塩

去たん剤

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg｢サワイ｣

ブロムヘキシン塩酸塩

去たん剤

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg｢タイヨー｣

ブロムヘキシン塩酸塩

去たん剤

ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)

ブロメライン

酵素製剤

プロラノン点眼液0.1%

プラノプロフェン

眼科用剤

フロリードゲル経口用2%

ミコナゾール

その他の化学療法剤

フロリネフ錠0.1mg

フルドロコルチゾン酢酸エステル

副腎ホルモン剤

ペガシス皮下注180μg

ペグインターフェロン アルファ－２ａ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

ペガシス皮下注90μg

ペグインターフェロン アルファ－２ａ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

ベガモックス点眼液0.5%

モキシフロキサシン塩酸塩

眼科用剤

ヘキザック消毒液20%

クロルヘキシジングルコン酸塩

外皮用殺菌消毒剤

ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用

ペグインターフェロン アルファ－２ｂ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

ペグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用

ペグインターフェロン アルファ－２ｂ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用

ペグインターフェロン アルファ－２ｂ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

ベクティビックス点滴静注100mg

パニツムマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

ベクティビックス点滴静注400mg

パニツムマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

ベクロニウム静注用4mg｢F｣

ベクロニウム臭化物

骨格筋弛緩剤

ベサコリン散5%

ベタネコール塩化物

自律神経剤

ベサノイドカプセル10mg

トレチノイン

その他の腫瘍用薬

ベザフィブラート徐放錠200mg｢トーワ｣

ベザフィブラート

高脂血症用剤

ベシカムクリーム5%

イブプロフェンピコノール

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ベシカム軟膏5%

イブプロフェンピコノール

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ベシケアOD錠2.5mg

コハク酸ソリフェナシン

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ベシケアOD錠5mg

コハク酸ソリフェナシン

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ベストロン耳鼻科用1%

セフメノキシム塩酸塩

耳鼻科用剤

ベストロン点眼用0.5%

セフメノキシム塩酸塩

眼科用剤

ベセルナクリーム5%

イミキモド

その他の化学療法剤

ベタナミン錠25mg

ペモリン

精神神経用剤

ベタナミン錠50mg

ペモリン

精神神経用剤

ベタニス錠25mg

ミラベグロン

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

製品名

一般名

薬効小分類名

ベタニス錠50mg

ミラベグロン

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

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

鎮暈剤

ベタフェロン皮下注用960万国際単位

インターフェロン ベータ－１ｂ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

ペチジン塩酸塩注射液50mg｢タケダ｣

ペチジン塩酸塩

合成麻薬

ベナンバックス注用300mg

ペンタミジンイセチオン酸塩

抗原虫剤

ベニジピン塩酸塩錠4mg｢トーワ｣

ベニジピン塩酸塩

血管拡張剤

ベネフィクス静注用1000

ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

血液製剤類

ベネフィクス静注用500

ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

血液製剤類

ベノキシール点眼液0.4%

オキシブプロカイン塩酸塩

眼科用剤

ヘパアクト配合顆粒

イソロイシン・ロイシン・バリン

たん白アミノ酸製剤

ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL

ヘパリンナトリウム

血液凝固阻止剤

ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL｢サワイ｣

ヘパリンカルシウム

血液凝固阻止剤

ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL｢ニプロ｣

ヘパリンナトリウム

血液凝固阻止剤

ヘパリンNa注1万単位/10mL｢モチダ｣

ヘパリンナトリウム

血液凝固阻止剤

ヘパリンNa注5千単位/5mL｢モチダ｣

ヘパリンナトリウム

血液凝固阻止剤

ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL｢フソー｣

ヘパリンナトリウム

血液凝固阻止剤

ヘパリンNa透析用350単位/mLシリンジ20mL｢フソー｣

ヘパリンナトリウム

血液凝固阻止剤

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ｢モチダ｣

ヘパリンカルシウム

血液凝固阻止剤

ヘパリン類似物質ローション0.3%｢ニプロ｣

ヘパリン類似物質

血液凝固阻止剤

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%｢日医工｣

ヘパリン類似物質

血液凝固阻止剤

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%｢ニプロ｣

ヘパリン類似物質

血液凝固阻止剤

ベピオゲル2.5%

過酸化ベンゾイル

その他の外皮用薬

ベプシドカプセル25mg

エトポシド

抗腫瘍性植物成分製剤

ベプシド注100mg

エトポシド

抗腫瘍性植物成分製剤

ヘプセラ錠10

アデホビル ピボキシル

抗ウイルス剤

ヘプタバックス-II

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）

ワクチン類

ベプリコール錠100mg

ベプリジル塩酸塩水和物

不整脈用剤

ベプリコール錠50mg

ベプリジル塩酸塩水和物

不整脈用剤

ペプレオ注射用5mg

ペプロマイシン硫酸塩

抗腫瘍性抗生物質製剤

ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg｢日医工｣

ベポタスチンベシル酸塩

その他のアレルギー用薬

ヘマンジオルシロップ小児用0.375%

プロプラノロール塩酸塩

その他の個々の器官系用医薬品

ヘモポリゾン軟膏

大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

痔疾用剤

ペラニンデポー筋注10mg

エストラジオール吉草酸エステル

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

ベラパミル塩酸塩錠40mg｢JG｣

ベラパミル塩酸塩

血管拡張剤

ベラパミル塩酸塩静注5mg｢タイヨー｣

ベラパミル塩酸塩

不整脈用剤

ベラプロストNa錠20μg｢トーワ｣

ベラプロストナトリウム

その他の血液・体液用薬

ペリアクチン錠4mg

シプロヘプタジン塩酸塩水和物

抗ヒスタミン剤

ベリチーム配合顆粒

膵臓性消化酵素配合剤（１）

健胃消化剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ベリプラストP コンビセット 組織接着用

フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子（２）

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ベリプラストP コンビセット 組織接着用

フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子（２）

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ベリプラストP コンビセット 組織接着用

フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子（２）

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

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

血圧降下剤

ベルケイド注射用3mg

ボルテゾミブ

その他の腫瘍用薬

ペルサンチン-Lカプセル150mg

ジピリダモール

血管拡張剤

ペルサンチン静注10mg

ジピリダモール

血管拡張剤

ベルソムラ錠15mg

スボレキサント

その他の中枢神経系用薬

ベルソムラ錠20mg

スボレキサント

その他の中枢神経系用薬

ペルマックス錠250μg

ペルゴリドメシル酸塩

抗パーキンソン剤

ペルマックス錠50μg

ペルゴリドメシル酸塩

抗パーキンソン剤

ペロスピロン塩酸塩錠16mg｢アメル｣

ペロスピロン塩酸塩水和物

精神神経用剤

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

精神神経用剤

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

精神神経用剤

ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%｢日医工｣

ベンザルコニウム塩化物

外皮用殺菌消毒剤

ベンズブロマロン錠25mg｢テバ｣

ベンズブロマロン

痛風治療剤

ペンタサ坐剤1g

メサラジン

その他の消化器官用薬

ペンタサ顆粒94%

メサラジン

その他の消化器官用薬

ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター

ベリムマブ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ボアラ軟膏0.12%

デキサメタゾン吉草酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ボースデル内用液10

塩化マンガン四水和物

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ボグリボースOD錠0.2mg｢ケミファ｣

ボグリボース

糖尿病用剤

ホスコE-75

ウイテプゾール

その他の調剤用薬

ホスコH-15

ウイテプゾール

その他の調剤用薬

ホスコS-55

ウイテプゾール

その他の調剤用薬

ホスミシンSバッグ2g点滴静注用

ホスホマイシンナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ホスミシンS耳科用3%

ホスホマイシンナトリウム

耳鼻科用剤

ホスミシンS静注用2g

ホスホマイシンナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ホスミシンドライシロップ400

ホスホマイシンカルシウム水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ホスミシン錠500

ホスホマイシンカルシウム水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ボスミン外用液0.1%

アドレナリン

副腎ホルモン剤

ボスミン注1mg

アドレナリン

副腎ホルモン剤

ホスリボン配合顆粒

リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

無機質製剤

ホスレノールOD錠250mg

炭酸ランタン水和物

その他の循環器官用薬

ホスレノールOD錠500mg

炭酸ランタン水和物

その他の循環器官用薬

ボトックス注用100単位

Ａ型ボツリヌス毒素

骨格筋弛緩剤

ボトックス注用50単位

Ａ型ボツリヌス毒素

骨格筋弛緩剤

ボナロン経口ゼリー35mg

アレンドロン酸ナトリウム水和物

他に分類されない代謝性医薬品

製品名

一般名

薬効小分類名

ポビドンヨードガーグル7%｢日医工｣

ポビドンヨード

含嗽剤

ポビドンヨードゲル10%｢明治｣

ポビドンヨード

外皮用殺菌消毒剤

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL

塩酸レボブピバカイン

局所麻酔剤

ポプスカイン0.75%注75mg/10mL

塩酸レボブピバカイン

局所麻酔剤

ボラザG坐剤

トリベノシド・リドカイン

痔疾用剤

ボラザG軟膏

トリベノシド・リドカイン

痔疾用剤

ポラプレジンクOD錠75mg｢サワイ｣

ポラプレジンク

消化性潰瘍用剤

ポララミン注5mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩

抗ヒスタミン剤

ポルトラック原末

ラクチトール水和物

他に分類されない代謝性医薬品

ボルベン輸液6%

ヒドロキシエチルデンプン

血液代用剤

ボンアルファハイローション20μg/g

タカルシトール水和物

その他の外皮用薬

ボンアルファハイ軟膏20μg/g

タカルシトール水和物

その他の外皮用薬

ポンタールカプセル250mg

メフェナム酸

解熱鎮痛消炎剤

ポンタールシロップ3.25%

メフェナム酸

解熱鎮痛消炎剤

ボンビバ錠100mg

イバンドロン酸ナトリウム水和物

他に分類されない代謝性医薬品

ボンビバ静注1mgシリンジ

イバンドロン酸ナトリウム水和物

他に分類されない代謝性医薬品

マーカイン注脊麻用0.5%高比重

ブピバカイン塩酸塩水和物

局所麻酔剤

マーカイン注脊麻用0.5%等比重

ブピバカイン塩酸塩水和物

局所麻酔剤

マーベロン21

デソゲストレル・エチニルエストラジオール

避妊剤

マーベロン28

デソゲストレル・エチニルエストラジオール

避妊剤

マイアロンクリーム0.05%

クロベタゾールプロピオン酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

マイアロンローション0.05%

クロベタゾールプロピオン酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

マイアロン軟膏0.05%

クロベタゾールプロピオン酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

マイオザイム点滴静注用50mg

アルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

酵素製剤

マイスタン細粒1%

クロバザム

抗てんかん剤

マイスタン錠5mg

クロバザム

抗てんかん剤

マイテラーゼ錠10mg

アンベノニウム塩化物

自律神経剤

マイトマイシン注用2mg

マイトマイシンＣ

抗腫瘍性抗生物質製剤

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

抗ウイルス剤

マキサカルシトール静注透析用10μg｢ニプロ｣

マキサカルシトール

ビタミンＡ及びＤ剤

マキサカルシトール静注透析用2.5μg｢ニプロ｣

マキサカルシトール

ビタミンＡ及びＤ剤

マキサカルシトール静注透析用5μg｢ニプロ｣

マキサカルシトール

ビタミンＡ及びＤ剤

マキュエイド眼注用40mg

トリアムシノロンアセトニド

眼科用剤

マグコロール

クエン酸マグネシウム

Ｘ線造影剤

マグコロールP

クエン酸マグネシウム

Ｘ線造影剤

マクサルトRPD錠10mg

リザトリプタン安息香酸塩

血管収縮剤

マグセント注100mL

硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

マグテクト配合内服液

水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム

制酸剤

製品名

一般名

薬効小分類名

マグネスコープ静注38%シリンジ10mL

ガドテル酸メグルミン

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

マグネスコープ静注38%シリンジ15mL

ガドテル酸メグルミン

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

マクロゴール400

マクロゴール

軟膏基剤

マクロゴール4000*(丸石)

マクロゴール

軟膏基剤

マスキンスクラブ4%

クロルヘキシジングルコン酸塩

外皮用殺菌消毒剤

マスブロン注1mg

ヒドロキソコバラミン酢酸塩

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

マプロチリン塩酸塩錠10mg｢アメル｣

マプロチリン塩酸塩

精神神経用剤

マプロチリン塩酸塩錠25mg｢アメル｣

マプロチリン塩酸塩

精神神経用剤

マリゼブ錠12.5mg

オマリグリプチン

糖尿病用剤

マリゼブ錠25mg

オマリグリプチン

糖尿病用剤

マルタミン注射用

高カロリー輸液用総合ビタミン剤（６）

混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

ミールビック

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

混合生物学的製剤

ミオコールスプレー0.3mg

ニトログリセリン

血管拡張剤

ミオテクター冠血管注

塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ミクトノーム錠10mg

プロピベリン塩酸塩

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ミケランLA点眼液2%

カルテオロール塩酸塩

眼科用剤

ミケルナ配合点眼液

カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト

眼科用剤

ミコナゾール硝酸塩クリーム1%｢YD｣

ミコナゾール硝酸塩

寄生性皮ふ疾患用剤

ミゾリビン錠50mg｢ファイザー｣

ミゾリビン

他に分類されない代謝性医薬品

ミダゾラム注射液10mg｢テバ｣

ミダゾラム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ミチグリニドCa･OD錠10mg｢三和｣

ミチグリニドカルシウム水和物

糖尿病用剤

ミチグリニドCa･OD錠5mg｢三和｣

ミチグリニドカルシウム水和物

糖尿病用剤

ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU

アレルゲンエキス

その他のアレルギー用薬

ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU

アレルゲンエキス

その他のアレルギー用薬

ミドドリン塩酸塩錠2mg｢JG｣

ミドドリン塩酸塩

血管収縮剤

ミドリンM点眼液0.4%

トロピカミド

眼科用剤

ミドリンP点眼液

トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

眼科用剤

ミニリンメルトOD錠60μg

デスモプレシン酢酸塩水和物

脳下垂体ホルモン剤

ミネリック-5配合点滴静注シリンジ

塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

無機質製剤

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg｢サワイ｣

ミノサイクリン塩酸塩

主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg｢日医工｣

ミノサイクリン塩酸塩

主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%｢サワイ｣

ミノサイクリン塩酸塩

主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

ミノドロン酸錠1mg｢ニプロ｣

ミノドロン酸水和物

他に分類されない代謝性医薬品

ミノドロン酸錠50mg｢ニプロ｣

ミノドロン酸水和物

他に分類されない代謝性医薬品

ミヤBM細粒

酪酸菌製剤

止しゃ剤，整腸剤

ミヤBM錠

酪酸菌製剤

止しゃ剤，整腸剤

ミラクリッド注射液5万単位

ウリナスタチン

他に分類されない代謝性医薬品

ミリステープ5mg

ニトログリセリン

血管拡張剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ミリスロール注25mg/50mL

ニトログリセリン

血管拡張剤

ミリスロール注5mg/10mL

ニトログリセリン

血管拡張剤

ミリプラ動注用70mg

ミリプラチン水和物

その他の腫瘍用薬

ミリプラ用懸濁用液4mL

ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ミルセラ注シリンジ100μg

エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ミルセラ注シリンジ150μg

エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ミルセラ注シリンジ200μg

エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ミルセラ注シリンジ250μg

エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ミルセラ注シリンジ25μg

エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ミルセラ注シリンジ50μg

エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ミルセラ注シリンジ75μg

エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ミルナシプラン塩酸塩錠25mg｢日医工｣

ミルナシプラン塩酸塩

精神神経用剤

ミルリーラ注射液10mg

ミルリノン

強心剤

ミンクリア内用散布液0.8%

ｌ－メントール

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ムコスタ点眼液UD2%

レバミピド

眼科用剤

ムルプレタ錠3mg

ルストロンボパグ

その他の血液・体液用薬

メイラックス錠1mg

ロフラゼプ酸エチル

催眠鎮静剤，抗不安剤

メイロン静注7%

炭酸水素ナトリウム

解毒剤

メイロン静注7%

炭酸水素ナトリウム

解毒剤

メキシチール点滴静注125mg

メキシレチン塩酸塩

不整脈用剤

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

不整脈用剤

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

不整脈用剤

メサペイン錠10mg

メサドン塩酸塩

合成麻薬

メサペイン錠5mg

メサドン塩酸塩

合成麻薬

メサラジン錠250mg｢ケミファ｣

メサラジン

その他の消化器官用薬

メサラジン錠500mg｢ケミファ｣

メサラジン

その他の消化器官用薬

メサラジン注腸1g｢JG｣

メサラジン

その他の消化器官用薬

メジコン錠15mg

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

鎮咳剤

メスチノン錠60mg

ピリドスチグミン臭化物

自律神経剤

メソトレキセート錠2.5mg

メトトレキサート

代謝拮抗剤

メソトレキセート点滴静注液200mg

メトトレキサート

代謝拮抗剤

メタクト配合錠LD

ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

糖尿病用剤

メタストロン注

塩化ストロンチウム（８９Ｓｒ）

放射性医薬品

メタライト250カプセル

トリエンチン塩酸塩

解毒剤

メタルカプターゼカプセル100mg

ペニシラミン

解毒剤

メチコバール細粒0.1%

メコバラミン

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

メチコバール錠500μg

メコバラミン

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

メチルエルゴメトリン錠0.125mg｢あすか｣

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

子宮収縮剤

製品名

一般名

薬効小分類名

メチルエルゴメトリン注0.2mg｢あすか｣

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

子宮収縮剤

メチルジゴキシン錠0.1mg｢タイヨー｣

メチルジゴキシン

強心剤

メチロン注25%

スルピリン水和物

解熱鎮痛消炎剤

メトトレキサート錠2mg｢トーワ｣

メトトレキサート

他に分類されない代謝性医薬品

メトピロンカプセル250mg

メチラポン

機能検査用試薬

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT｢トーワ｣

メトホルミン塩酸塩

糖尿病用剤

メトホルミン塩酸塩錠500mgMT｢トーワ｣

メトホルミン塩酸塩

糖尿病用剤

メドロール錠4mg

メチルプレドニゾロン

副腎ホルモン剤

メナテトレノンカプセル15mg｢TYK｣

メナテトレノン

ビタミンＫ剤

メファキン｢ヒサミツ｣錠275

メフロキン塩酸塩

抗原虫剤

メプチンエアー10μg吸入100回

プロカテロール塩酸塩水和物

気管支拡張剤

メプチンスイングヘラー10μg吸入100回

プロカテロール塩酸塩水和物

気管支拡張剤

メプチンドライシロップ0.005%

プロカテロール塩酸塩水和物

気管支拡張剤

メプチン吸入液0.01%

プロカテロール塩酸塩水和物

気管支拡張剤

メマリーOD錠10mg

メマンチン塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

メマリーOD錠20mg

メマンチン塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

メマリーOD錠5mg

メマンチン塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

メルカゾール錠5mg

チアマゾール

甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

メルカゾール注10mg

チアマゾール

甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

メロキシカム錠10mg｢NP｣

メロキシカム

解熱鎮痛消炎剤

メロペネム点滴静注用0.5g｢NP｣

メロペネム水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

メロペネム点滴静注用バッグ0.5g｢NP｣

メロペネム水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

モーラステープ20mg

ケトプロフェン

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

モーラステープL40mg

ケトプロフェン

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

モーラスパップXR120mg

ケトプロフェン

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

モーラスパップXR240mg

ケトプロフェン

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

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

その他の消化器官用薬

モディオダール錠100mg

モダフィニル

精神神経用剤

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

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

モルヒネ塩酸塩水和物｢タケダ｣原末

モルヒネ塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

モルヒネ塩酸塩注射液10mg｢タケダ｣

モルヒネ塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

モルヒネ塩酸塩注射液200mg｢タケダ｣

モルヒネ塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

モルヒネ塩酸塩注射液50mg｢タケダ｣

モルヒネ塩酸塩水和物

あへんアルカロイド系麻薬

モンテルカストOD錠10mg｢トーワ｣

モンテルカストナトリウム

その他のアレルギー用薬

モンテルカストチュアブル錠5mg｢トーワ｣

モンテルカストナトリウム

その他のアレルギー用薬

モンテルカスト細粒4mg｢トーワ｣

モンテルカストナトリウム

その他のアレルギー用薬

ヤーズフレックス配合錠

ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

混合ホルモン剤

ユーエフティE配合顆粒T100

テガフール・ウラシル

代謝拮抗剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ユーエフティE配合顆粒T150

テガフール・ウラシル

代謝拮抗剤

ユーエフティE配合顆粒T200

テガフール・ウラシル

代謝拮抗剤

ユーエフティ配合カプセルT100

テガフール・ウラシル

代謝拮抗剤

ユーゼル錠25mg

ホリナートカルシウム

解毒剤

ユービット錠100mg

尿素（１３Ｃ）

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ユエキンキープ輸液

維持液（３）

血液代用剤

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g

滅菌調整タルク

その他の腫瘍用薬

ユニフィルLA錠200mg

テオフィリン

気管支拡張剤

ユビデカレノン錠10mg｢トーワ｣

ユビデカレノン

強心剤

ユベラN細粒40%

トコフェロールニコチン酸エステル

その他の循環器官用薬

ユベラ軟膏

トコフェロール・ビタミンＡ油

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ユリーフ錠4mg

シロドシン

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ヨウレチン錠｢100｣

ヨウ素レシチン

無機質製剤

ヨウ化カリウム｢日医工｣

ヨウ化カリウム

無機質製剤

ヨウ化カリウム丸50mg｢日医工｣

ヨウ化カリウム

無機質製剤

ヨウ素｢コザカイ･M｣

ヨウ素

外皮用殺菌消毒剤

ヨクイニンエキス錠｢コタロー｣

ヨクイニンエキス

その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

ライゾデグ配合注フレックスタッチ

インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト（遺伝子組換え）配合剤

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ラクテックD輸液

乳酸リンゲル液（ブドウ糖加）

血液代用剤

ラクリミン点眼液0.05%

オキシブプロカイン塩酸塩

眼科用剤

ラコールNF配合経腸用液

経腸成分栄養剤（９）

たん白アミノ酸製剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤

経腸成分栄養剤（９）

たん白アミノ酸製剤

ラジカット注30mg

エダラボン

その他の中枢神経系用薬

ラシックス注100mg

フロセミド

利尿剤

ラシックス注20mg

フロセミド

利尿剤

ラジレス錠150mg

アリスキレンフマル酸塩

血圧降下剤

ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg

ペラミビル水和物

抗ウイルス剤

ラボナール注射用0.3g

チオペンタールナトリウム

全身麻酔剤

ラミクタール錠100mg

ラモトリギン

抗てんかん剤

ラミクタール錠25mg

ラモトリギン

抗てんかん剤

ラミクタール錠小児用2mg

ラモトリギン

抗てんかん剤

ラミクタール錠小児用5mg

ラモトリギン

抗てんかん剤

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg｢トーワ｣

ラロキシフェン塩酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

ランソプラゾールOD錠15mg｢サワイ｣

ランソプラゾール

消化性潰瘍用剤

ランソプラゾールOD錠30mg｢サワイ｣

ランソプラゾール

消化性潰瘍用剤

ランタスXR注ソロスター

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ランタス注100単位/mL

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ランマーク皮下注120mg

デノスマブ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

製品名

一般名

薬効小分類名

リアルダ錠1200mg

メサラジン

その他の消化器官用薬

リオナ錠250mg

クエン酸第二鉄水和物

その他の循環器官用薬

リオベル配合錠LD

アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

糖尿病用剤

リオレサール錠5mg

バクロフェン

鎮けい剤

リキスミア皮下注300μg

リキシセナチド

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

リクシアナOD錠30mg

エドキサバントシル酸塩水和物

血液凝固阻止剤

リクシアナOD錠60mg

エドキサバントシル酸塩水和物

血液凝固阻止剤

リクラスト点滴静注液5mg

ゾレドロン酸水和物

他に分類されない代謝性医薬品

リコモジュリン点滴静注用12800

トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）

血液凝固阻止剤

リザベンカプセル100mg

トラニラスト

その他のアレルギー用薬

リザベンドライシロップ5%

トラニラスト

その他のアレルギー用薬

リスパダール コンスタ筋注用25mg

リスペリドン

精神神経用剤

リスパダール コンスタ筋注用37.5mg

リスペリドン

精神神経用剤

リスパダール コンスタ筋注用50mg

リスペリドン

精神神経用剤

リスペリドン細粒1%｢ヨシトミ｣

リスペリドン

精神神経用剤

リスペリドン錠2mg｢ヨシトミ｣

リスペリドン

精神神経用剤

リスペリドン内用液1mg/mL｢ヨシトミ｣

リスペリドン

精神神経用剤

リスモダンP静注50mg

リン酸ジソピラミド

不整脈用剤

リスモダンR錠150mg

リン酸ジソピラミド

不整脈用剤

リスモダンカプセル100mg

ジソピラミド

不整脈用剤

リスモダンカプセル50mg

ジソピラミド

不整脈用剤

リゾビスト注

フェルカルボトラン

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

リタリン錠10mg

メチルフェニデート塩酸塩

精神神経用剤

リツキサン点滴静注100mg

リツキシマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

リツキサン点滴静注500mg

リツキシマブ（遺伝子組換え）

その他の腫瘍用薬

リドカインテープ18mg｢NP｣

リドカイン

局所麻酔剤

リドカイン塩酸塩ゼリー2%｢日新｣

リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤

リドカイン塩酸塩ビスカス2%｢日新｣

リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤

リトドリン塩酸塩錠5mg｢F｣

リトドリン塩酸塩

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg｢F｣

リトドリン塩酸塩

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

リドメックスコーワローション0.3%

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

リドメックスコーワ軟膏0.3%

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

リノコートパウダースプレー鼻用25μg

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

耳鼻科用剤

リパクレオンカプセル150mg

パンクレリパーゼ

健胃消化剤

リバロ錠1mg

ピタバスタチンカルシウム

高脂血症用剤

リバロ錠2mg

ピタバスタチンカルシウム

高脂血症用剤

リピオドール480注10mL

ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

Ｘ線造影剤

リファンピシンカプセル150mg｢サンド｣

リファンピシン

主として抗酸菌に作用するもの

製品名

一般名

薬効小分類名

リフキシマ錠200mg

リファキシミン

その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）

リプラス1号輸液

開始液（１）

血液代用剤

リプラス1号輸液

開始液（１）

血液代用剤

リフラップ軟膏5%

リゾチーム塩酸塩

酵素製剤

リボスチン点眼液0.025%

レボカバスチン塩酸塩

眼科用剤

リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用

レボカバスチン塩酸塩

耳鼻科用剤

リボトリール細粒0.1%

クロナゼパム

抗てんかん剤

リボトリール錠0.5mg

クロナゼパム

抗てんかん剤

リボトリール錠1mg

クロナゼパム

抗てんかん剤

リマプロストアルファデクス錠5μg｢SN｣

リマプロスト アルファデクス

その他の血液・体液用薬

リムパーザ錠100mg

オラパリブ

その他の腫瘍用薬

リムパーザ錠150mg

オラパリブ

その他の腫瘍用薬

リメタゾン静注2.5mg

デキサメタゾンパルミチン酸エステル

副腎ホルモン剤

リュウアト1%眼軟膏

アトロピン硫酸塩水和物

眼科用剤

リュープリンPRO注射用キット22.5mg

リュープロレリン酢酸塩

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

リュープリンSR注射用キット11.25mg

リュープロレリン酢酸塩

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

リュープリン注射用1.88mg

リュープロレリン酢酸塩

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

リュープリン注射用キット3.75mg

リュープロレリン酢酸塩

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

リリカOD錠150mg

プレガバリン

その他の中枢神経系用薬

リリカOD錠25mg

プレガバリン

その他の中枢神経系用薬

リリカOD錠75mg

プレガバリン

その他の中枢神経系用薬

リルゾール錠50mg｢タナベ｣

リルゾール

その他の中枢神経系用薬

リレンザ

ザナミビル水和物

抗ウイルス剤

リンゲル液｢フソー｣

リンゲル液

血液代用剤

リンゼス錠0.25mg

リナクロチド

その他の消化器官用薬

リンデロン-DP軟膏

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

リンデロン-VG軟膏0.12%

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

リンデロン-Vクリーム0.12%

ベタメタゾン吉草酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

リンデロンシロップ0.01%

ベタメタゾン

副腎ホルモン剤

リンデロン錠0.5mg

ベタメタゾン

副腎ホルモン剤

リンデロン注20mg(0.4%)

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

副腎ホルモン剤

リンデロン点眼･点耳･点鼻液0.1%

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

眼科用剤

リン酸Na補正液0.5mmol/mL

リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物

血液代用剤

ルコナック爪外用液5%

ルリコナゾール

その他の化学療法剤

ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL

ラニビズマブ（遺伝子組換え）

眼科用剤

ルナベル配合錠LD

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

混合ホルモン剤

ルナベル配合錠ULD

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

混合ホルモン剤

ルネスタ錠1mg

エスゾピクロン

催眠鎮静剤，抗不安剤

製品名

一般名

薬効小分類名

ルネスタ錠2mg

エスゾピクロン

催眠鎮静剤，抗不安剤

ルピアール坐剤25

フェノバルビタールナトリウム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ルピアール坐剤50

フェノバルビタールナトリウム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ルミガン点眼液0.03%

ビマトプロスト

眼科用剤

ルミセフ皮下注210mgシリンジ

ブロダルマブ（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ルリコンクリーム1%

ルリコナゾール

寄生性皮ふ疾患用剤

ルリコン軟膏1%

ルリコナゾール

寄生性皮ふ疾患用剤

レキサルティ錠1mg

ブレクスピプラゾール

精神神経用剤

レキサルティ錠2mg

ブレクスピプラゾール

精神神経用剤

レキソタン錠2

ブロマゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

レギチーン注射液10mg

フェントラミンメシル酸塩

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

レキップCR錠2mg

ロピニロール塩酸塩

抗パーキンソン剤

レキップCR錠8mg

ロピニロール塩酸塩

抗パーキンソン剤

レキップ錠0.25mg

ロピニロール塩酸塩

抗パーキンソン剤

レキップ錠1mg

ロピニロール塩酸塩

抗パーキンソン剤

レキップ錠2mg

ロピニロール塩酸塩

抗パーキンソン剤

レギュニール LCa 2.5腹膜透析液

腹膜透析液（９－５）

腹膜透析用剤

レギュニール LCa 2.5腹膜透析液

腹膜透析液（９－５）

腹膜透析用剤

レクサプロ錠10mg

エスシタロプラムシュウ酸塩

精神神経用剤

レクタブル2mg注腸フォーム14回

ブデソニド

その他の消化器官用薬

レクチゾール錠25mg

ジアフェニルスルホン

その他の外皮用薬

レグテクト錠333mg

アカンプロサートカルシウム

その他の中枢神経系用薬

レグナイト錠300mg

ガバペンチン エナカルビル

その他の中枢神経系用薬

レグパラ錠12.5mg

シナカルセト塩酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

レグパラ錠25mg

シナカルセト塩酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

レザルタス配合錠HD

オルメサルタン メドキソミル・アゼルニジピン配合剤

血圧降下剤

レスタミンコーワクリーム1%

ジフェンヒドラミン

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

レスタミンコーワ錠10mg

ジフェンヒドラミン塩酸塩

抗ヒスタミン剤

レスピア静注･経口液60mg

無水カフェイン

強心剤

レダマイシンカプセル150mg

デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩

主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

レトロゾール錠2.5mg｢NK｣

レトロゾール

その他の腫瘍用薬

レナジェル錠250mg

セベラマー塩酸塩

その他の循環器官用薬

レパーサ皮下注140mgペン

エボロクマブ（遺伝子組換え）

高脂血症用剤

レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー

エボロクマブ（遺伝子組換え）

高脂血症用剤

レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg

シルデナフィルクエン酸塩

その他の循環器官用薬

レバチオ錠20mg

シルデナフィルクエン酸塩

その他の循環器官用薬

レバミピド錠100mg｢YD｣

レバミピド

消化性潰瘍用剤

レプチラーゼ注2単位

ヘモコアグラーゼ

止血剤

製品名

一般名

薬効小分類名

レペタン坐剤0.2mg

ブプレノルフィン塩酸塩

解熱鎮痛消炎剤

レペタン坐剤0.4mg

ブプレノルフィン塩酸塩

解熱鎮痛消炎剤

レペタン注0.2mg

ブプレノルフィン塩酸塩

解熱鎮痛消炎剤

レベトールカプセル200mg

リバビリン

抗ウイルス剤

レベミル注イノレット

インスリン デテミル（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

レベミル注フレックスペン

インスリン デテミル（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

レボフロキサシン細粒10%｢DSEP｣

レボフロキサシン水和物

合成抗菌剤

レボフロキサシン錠250mg｢DSEP｣

レボフロキサシン水和物

合成抗菌剤

レボフロキサシン錠500mg｢DSEP｣

レボフロキサシン水和物

合成抗菌剤

レボフロキサシン点眼液1.5%｢日点｣

レボフロキサシン水和物

眼科用剤

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg｢ニプロ｣

レボフロキサシン水和物

合成抗菌剤

レボホリナート点滴静注用100mg｢ヤクルト｣

レボホリナートカルシウム

解毒剤

レボホリナート点滴静注用25mg｢ヤクルト｣

レボホリナートカルシウム

解毒剤

レボレード錠12.5mg

エルトロンボパグ オラミン

他に分類されない代謝性医薬品

レボレード錠25mg

エルトロンボパグ オラミン

他に分類されない代謝性医薬品

レミケード点滴静注用100

インフリキシマブ（遺伝子組換え）

その他の消化器官用薬

レミッチカプセル2.5μg

ナルフラフィン塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

レミナロン注射用100mg

ガベキサートメシル酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

レミナロン注射用500mg

ガベキサートメシル酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

レミニールOD錠12mg

ガランタミン臭化水素酸塩

その他の中枢神経系用薬

レミニールOD錠4mg

ガランタミン臭化水素酸塩

その他の中枢神経系用薬

レミニールOD錠8mg

ガランタミン臭化水素酸塩

その他の中枢神経系用薬

レミフェンタニル静注用2mg｢第一三共｣

レミフェンタニル塩酸塩

合成麻薬

レミフェンタニル静注用5mg｢第一三共｣

レミフェンタニル塩酸塩

合成麻薬

レメロン錠15mg

ミルタザピン

精神神経用剤

レルパックス錠20mg

エレトリプタン臭化水素酸塩

血管収縮剤

レルベア100エリプタ14吸入用

ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

レルベア100エリプタ30吸入用

ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

レルベア200エリプタ14吸入用

ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

レルベア200エリプタ30吸入用

ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

その他の呼吸器官用薬

レンビマカプセル10mg

レンバチニブメシル酸塩

その他の腫瘍用薬

レンビマカプセル4mg

レンバチニブメシル酸塩

その他の腫瘍用薬

ロイケリン散10%

メルカプトプリン水和物

代謝拮抗剤

ロイコボリン錠5mg

ホリナートカルシウム

解毒剤

ロイコボリン注3mg

ホリナートカルシウム

解毒剤

ロイコン錠10mg

アデニン

その他の細胞賦活用薬

ロイスタチン注8mg

クラドリビン

その他の腫瘍用薬

ロイナーゼ注用5000

Ｌ－アスパラギナーゼ

その他の腫瘍用薬

製品名

一般名

薬効小分類名

ロートエキス散｢ホエイ｣

ロートエキス

鎮けい剤

ロカイン注1%

プロカイン塩酸塩

局所麻酔剤

ロカルトロールカプセル0.5

カルシトリオール

ビタミンＡ及びＤ剤

ロキシスロマイシン錠150mg｢トーワ｣

ロキシスロマイシン

主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

ロキソニンテープ100mg

ロキソプロフェンナトリウム水和物

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ロキソニンテープ50mg

ロキソプロフェンナトリウム水和物

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ロキソプロフェンNaゲル1%｢NP｣

ロキソプロフェンナトリウム水和物

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ロキソプロフェンNa錠60mg｢サワイ｣

ロキソプロフェンナトリウム水和物

解熱鎮痛消炎剤

ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL｢FK｣

ロクロニウム臭化物

骨格筋弛緩剤

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL｢FK｣

ロクロニウム臭化物

骨格筋弛緩剤

ロコアテープ

エスフルルビプロフェン・ハッカ油

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ロコイドクリーム0.1%

ヒドロコルチゾン酪酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ロコイド軟膏0.1%

ヒドロコルチゾン酪酸エステル

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ロサルタンカリウム錠50mg｢ケミファ｣

ロサルタンカリウム

血圧降下剤

ロサルヒド配合錠LD｢ニプロ｣

ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

血圧降下剤

ロシゾピロン細粒10%

ゾテピン

精神神経用剤

ロシゾピロン錠50mg

ゾテピン

精神神経用剤

ロスバスタチン錠2.5mg｢サワイ｣

ロスバスタチンカルシウム

高脂血症用剤

ロスバスタチン錠5mg｢サワイ｣

ロスバスタチンカルシウム

高脂血症用剤

ロゼウス静注液10mg

ビノレルビン酒石酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

ロゼウス静注液40mg

ビノレルビン酒石酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

ロゼックスゲル0.75%

メトロニダゾール

その他の外皮用薬

ロゼレム錠8mg

ラメルテオン

その他の中枢神経系用薬

ロタリックス内用液

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

ワクチン類

ロトリガ粒状カプセル2g

オメガ－３脂肪酸エチル

高脂血症用剤

ロナセン錠4mg

ブロナンセリン

精神神経用剤

ロナセン錠8mg

ブロナンセリン

精神神経用剤

ロピオン静注50mg

フルルビプロフェン アキセチル

解熱鎮痛消炎剤

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg｢タイヨー｣

塩酸ロペラミド

止しゃ剤，整腸剤

ロミプレート皮下注250μg調製用

ロミプロスチム（遺伝子組換え）

他に分類されない代謝性医薬品

ロラゼパム錠0.5mg｢サワイ｣

ロラゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ロラゼパム錠1mg｢サワイ｣

ロラゼパム

催眠鎮静剤，抗不安剤

ロルカム錠4mg

ロルノキシカム

解熱鎮痛消炎剤

ロルファン注射液1mg

レバロルファン酒石酸塩

呼吸促進剤

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

その他の腫瘍用薬

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

その他の腫瘍用薬

ワーファリン錠1mg

ワルファリンカリウム

血液凝固阻止剤

ワイスタール配合静注用1g

セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

製品名

一般名

薬効小分類名

ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ

セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ワイドシリン細粒20%

アモキシシリン水和物

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ワゴスチグミン散(0.5%)

ネオスチグミン臭化物

自律神経剤

ワゴスチグミン注0.5mg

ネオスチグミンメチル硫酸塩

自律神経剤

ワントラム錠100mg

トラマドール塩酸塩

解熱鎮痛消炎剤

ヱフェドリン｢ナガヰ｣注射液40mg

エフェドリン塩酸塩

鎮咳剤

亜鉛華(10%)単軟膏｢ニッコー｣

亜鉛華

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

亜鉛華デンプン｢マルイシ｣

亜鉛華デンプン

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

一硝酸イソソルビド錠20mg｢トーワ｣

一硝酸イソソルビド

血管拡張剤

一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用

精製ツベルクリン

その他の生物学的製剤

液状フェノール｢ニッコー｣

フェノール

外皮用殺菌消毒剤

塩プロ1%注｢小林｣

プロカイン塩酸塩

局所麻酔剤

塩酸キニーネ｢ホエイ｣

キニーネ塩酸塩水和物

抗原虫剤

塩酸プロカルバジンカプセル50mg｢中外｣

プロカルバジン塩酸塩

その他の腫瘍用薬

塩酸リルマザホン錠2｢MEEK｣

リルマザホン塩酸塩水和物

催眠鎮静剤，抗不安剤

乾燥BCGワクチン(経皮用･1人用)

乾燥ＢＣＧワクチン

ワクチン類

乾燥まむし抗毒素″化血研″

乾燥まむしウマ抗毒素

抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン｢タケダ｣*(鳥居株)

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

ワクチン類

乾燥弱毒生水痘ワクチン｢ビケン｣*(岡株)

乾燥弱毒生水痘ワクチン

ワクチン類

乾燥弱毒生風しんワクチン｢タケダ｣*(TO-336株)

乾燥弱毒生風しんワクチン

ワクチン類

乾燥弱毒生麻しんワクチン｢タケダ｣*(シュワルツFF-8株)

乾燥弱毒生麻しんワクチン

ワクチン類

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン｢タケダ｣

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

混合生物学的製剤

含嗽用ハチアズレ顆粒

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

含嗽剤

眼･耳科用リンデロンA軟膏

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

眼科用剤

眼科用ゼルフィルム

ゼラチンフィルム

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

希ヨードチンキ｢東豊｣

希ヨード

外皮用殺菌消毒剤

希塩酸｢マルイシ｣

希塩酸

健胃消化剤

球形吸着炭細粒｢マイラン｣

球形吸着炭

解毒剤

強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL

グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

肝臓疾患用剤

強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏

ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

経口用トロンビン細粒5千単位

トロンビン

止血剤

献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5g/10mL

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

血液製剤類

献血ヴェノグロブリンIH5%静注1g/20mL

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

血液製剤類

献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

血液製剤類

献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

血液製剤類

献血グロベニン-I静注用2500mg

乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

血液製剤類

献血グロベニン-I静注用5000mg

乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

血液製剤類

献血グロベニン-I静注用500mg

乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

血液製剤類

製品名

一般名

薬効小分類名

献血ベニロン-I静注用2500mg

乾燥スルホ化人免疫グロブリン

血液製剤類

献血ベニロン-I静注用5000mg

乾燥スルホ化人免疫グロブリン

血液製剤類

献血ベニロン-I静注用500mg

乾燥スルホ化人免疫グロブリン

血液製剤類

献血ポリグロビンN5%静注0.5g/10mL

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン

血液製剤類

光糖液20%

ブドウ糖

糖類剤

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍｢JB｣

乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン

血液製剤類

抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL｢JB｣

抗ＨＢｓ人免疫グロブリン

血液製剤類

抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL｢JB｣

抗ＨＢｓ人免疫グロブリン

血液製剤類

産婦人科用イソジンクリーム5%

ポビドンヨード

外皮用殺菌消毒剤

酸化マグネシウム細粒83%｢ヨシダ｣

酸化マグネシウム

制酸剤

酸化マグネシウム錠250mg｢ヨシダ｣

酸化マグネシウム

制酸剤

酸化マグネシウム錠330mg｢ヨシダ｣

酸化マグネシウム

制酸剤

次亜塩1%液｢ヨシダ｣

次亜塩素酸ナトリウム

外皮用殺菌消毒剤

次亜塩6%｢ヨシダ｣

次亜塩素酸ナトリウム

外皮用殺菌消毒剤

酒石酸｢ニッコー｣

酒石酸

矯味，矯臭，着色剤

臭化カリウム

臭化カリウム

催眠鎮静剤，抗不安剤

小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル

耳鼻科用剤

小児用ミケラン細粒0.2%

カルテオロール塩酸塩

不整脈用剤

消毒用エタノール｢ヨシダ｣

消毒用エタノール

外皮用殺菌消毒剤

消毒用エタノール液IP

消毒用エタノール

外皮用殺菌消毒剤

硝酸イソソルビドテープ40mg｢EMEC｣

硝酸イソソルビド

血管拡張剤

硝酸銀｢ホエイ｣

硝酸銀

皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

笑気ガス(住友精化)

亜酸化窒素

全身麻酔剤

新レシカルボン坐剤

炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム

下剤，浣腸剤

親水クリーム｢ニッコー｣

親水クリーム

軟膏基剤

診断用アレルゲンスクラッチエキス｢トリイ｣

診断用アレルゲンエキス

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

人工涙液マイティア点眼液

ホウ酸・無機塩類配合剤

眼科用剤

酢酸｢ニッコー｣

酢酸

皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

水溶性ハイドロコートン注射液100mg

ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム

副腎ホルモン剤

生食注シリンジ｢NP｣

生理食塩液

血液代用剤

生食注シリンジ｢NP｣

生理食塩液

血液代用剤

生食注シリンジ50mL｢ニプロ｣

生理食塩液

血液代用剤

生理食塩液｢ヒカリ｣

生理食塩液

血液代用剤

生理食塩液｢ヒカリ｣

生理食塩液

血液代用剤

生理食塩液PL｢フソー｣

生理食塩液

血液代用剤

生理食塩液PL｢フソー｣

生理食塩液

血液代用剤

静注用キシロカイン2%

リドカイン

局所麻酔剤

静注用マグネゾール20mL

硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖

鎮けい剤

製品名

一般名

薬効小分類名

大塚蒸留水

注射用水

溶解剤

大塚食塩注10%

塩化ナトリウム

血液代用剤

大塚生食注

生理食塩液

血液代用剤

大塚生食注

生理食塩液

血液代用剤

大塚生食注

生理食塩液

血液代用剤

大塚生食注2ポート100mL

生理食塩液

血液代用剤

大塚生食注2ポート50mL

生理食塩液

血液代用剤

大塚糖液10%

ブドウ糖

糖類剤

大塚糖液10%

ブドウ糖

糖類剤

大塚糖液50%

ブドウ糖

糖類剤

大塚糖液50%

ブドウ糖

糖類剤

大塚糖液70%

ブドウ糖

糖類剤

単シロップ

単シロップ

矯味，矯臭，着色剤

炭酸リチウム錠100｢ヨシトミ｣

炭酸リチウム

精神神経用剤

炭酸リチウム錠200｢ヨシトミ｣

炭酸リチウム

精神神経用剤

炭酸水素ナトリウム

炭酸水素ナトリウム

制酸剤

注射用GRF住友100

ソマトレリン酢酸塩

機能検査用試薬

注射用イホマイド1g

イホスファミド

アルキル化剤

注射用エンドキサン500mg

シクロホスファミド水和物

アルキル化剤

注射用サイメリン50mg

ラニムスチン

アルキル化剤

注射用ソル･メルコート125

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

副腎ホルモン剤

注射用ソル･メルコート40

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

副腎ホルモン剤

注射用ソル･メルコート500

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

副腎ホルモン剤

注射用ナファモスタット10｢MEEK｣

ナファモスタットメシル酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

注射用ナファモスタット50｢MEEK｣

ナファモスタットメシル酸塩

他に分類されない代謝性医薬品

注射用フィルデシン1mg

ビンデシン硫酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

注射用フィルデシン3mg

ビンデシン硫酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

注射用ペニシリンGカリウム100万単位

ベンジルペニシリンカリウム

主としてグラム陽性菌に作用するもの

注射用メソトレキセート50mg

メトトレキサート

代謝拮抗剤

注射用メソトレキセート5mg

メトトレキサート

代謝拮抗剤

注射用水

注射用水

溶解剤

注射用水

注射用水

溶解剤

注射用水｢フソー｣

注射用水

溶解剤

注射用水PL｢フソー｣

注射用水

溶解剤

注射用水PL｢フソー｣

注射用水

溶解剤

調剤用パンビタン末

レチノール・カルシフェロール配合剤

混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド｢タケダ｣

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

混合生物学的製剤

沈降破傷風トキソイドキット｢タケダ｣

沈降破傷風トキソイド

毒素及びトキソイド類

製品名

一般名

薬効小分類名

低分子デキストラン糖注*(大塚製薬工場)

デキストラン４０・ブドウ糖

血液代用剤

点眼･点鼻用リンデロンA液

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

眼科用剤

動注用アイエーコール100mg

シスプラチン

その他の腫瘍用薬

動注用アイエーコール50mg

シスプラチン

その他の腫瘍用薬

日点アトロピン点眼液1%

アトロピン硫酸塩水和物

眼科用剤

乳酸カルシウム｢ホエイ｣

乳酸カルシウム水和物

カルシウム剤

乳糖水和物原末｢マルイシ｣

乳糖水和物

賦形剤

尿素クリーム20%｢SN｣

尿素

皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

氷酢酸｢ニッコー｣

氷酢酸

皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

無水エタノール｢マルイシ｣

無水エタノール

外皮用殺菌消毒剤

無水エタノール注｢フソー｣

無水エタノール

その他の腫瘍用薬

滅菌精製水｢ヨシダ｣

精製水

溶解剤

薬用炭｢日医工｣

薬用炭

止しゃ剤，整腸剤

流動パラフィン｢ヨシダ｣

流動パラフィン

軟膏基剤

硫酸Mg補正液1mEq/mL

硫酸マグネシウム水和物

鎮けい剤

硫酸アトロピン｢ホエイ｣

アトロピン硫酸塩水和物

鎮けい剤

硫酸ストレプトマイシン注射用1g｢明治｣

ストレプトマイシン硫酸塩

主として抗酸菌に作用するもの

硫酸バリウム散99.1%｢共成｣

硫酸バリウム

Ｘ線造影剤

硫酸ポリミキシンB錠100万単位｢ファイザー｣

ポリミキシンＢ硫酸塩

主としてグラム陰性菌に作用するもの

硫酸マグネシウム｢NikP｣

硫酸マグネシウム水和物

下剤，浣腸剤

