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一般名 製造販売会社 発売・販売会社 YJコード 剤形

112 催眠・抗痙攣剤 エスクレ坐剤「250」 250mg1個 抱水クロラール 久光製薬 1123700J1020 坐剤：外用

112 催眠・抗痙攣剤 エスクレ坐剤「500」 500mg1個 抱水クロラール 久光製薬 1123700J2027 坐剤：外用

112,113 ベンゾジアゼピン系催眠剤 ベンザリン錠5 5mg1錠 ニトラゼパム 共和薬品工業 1124003F2222 錠：内服

112 睡眠導入剤 エバミール錠1.0 1mg1錠 ロルメタゼパム バイエル薬品 1124010F1021 錠：内服

112 マイナートランキライザー セパゾン錠1 1mg1錠 クロキサゾラム アルフレッサファーマ 1124014F1038 錠：内服

112 マイナートランキライザー 2mgセルシン錠 2mg1錠 ジアゼパム 武田テバ薬品 武田薬品工業 1124017F2135 錠：内服

112 マイナートランキライザー 5mgセルシン錠 5mg1錠 ジアゼパム 武田テバ薬品 武田薬品工業 1124017F4049 錠：内服

112 ベンゾジアゼピン系精神神経用剤 レスミット錠5 5mg1錠 メダゼパム 塩野義製薬 共和薬品工業 1124021F2166 錠：内服

112 マイナートランキライザー・抗痙攣剤 ワイパックス錠0.5 0.5mg1錠 ロラゼパム ファイザー 1124022F1067 錠：内服

123 ベンゾジアゼピン系自律神経調整剤 グランダキシン錠50 50mg1錠 トフィソパム 持田製薬 1124026F1022 錠：内服

112 ベンゾジアゼピン系持続性心身安定剤 メイラックス錠1mg 1mg1錠 ロフラゼプ酸エチル Meiji Seikaファルマ 1124029F1026 錠：内服

113 マイナートランキライザー ダイアップ坐剤4 4mg1個 ジアゼパム 高田製薬 1124701J1022 坐剤：外用

113 マイナートランキライザー ダイアップ坐剤6 6mg1個 ジアゼパム 高田製薬 1124701J2029 坐剤：外用

112,113 催眠・鎮静，バルビツール酸系抗てんかん剤 フェノバール散10％ 10％1g フェノバルビタール，-ナトリウム 藤永製薬 第一三共 1125003B2031 散：内服

112,113 催眠・鎮静，バルビツール酸系抗てんかん剤 フェノバール錠30mg 30mg1錠 フェノバルビタール，-ナトリウム 藤永製薬 第一三共 1125004F1023 錠：内服

112 催眠・鎮静剤 ラボナ錠50mg 50mg1錠 ペントバルビタール塩 田辺三菱製薬 1125006F1030 錠：内服

112 催眠剤 トリクロリールシロップ10％ 10％1mL トリクロホスナトリウム アルフレッサファーマ 1129004Q1031 シロップ：内服

112 シクロピロロン系睡眠障害改善剤 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 7.5mg1錠 ゾピクロン 東和薬品 1129007F1107 錠：内服

112

非ベンゾジアゼピン系・セロトニン作動性抗不

安薬

セディール錠5mg 5mg1錠 タンドスピロンクエン酸塩 大日本住友製薬 1129008F1039 錠：内服

112 入眠剤 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 5mg1錠 ゾルピデム酒石酸塩 東和薬品 1129009F1289 錠：内服

113 ヒダントイン系抗てんかん剤 アレビアチン散10％ 10％1g フェニトイン，-ナトリウム 大日本住友製薬 1132002B1060 散：内服

113 ヒダントイン系抗てんかん剤 アレビアチン錠100mg 100mg1錠 フェニトイン，-ナトリウム 大日本住友製薬 1132002F2041 錠：内服

113,117 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤 テグレトール細粒50％ 50％1g カルバマゼピン サンファーマ 田辺三菱製薬 1139002C1082 細粒：内服

113,117 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤 テグレトール錠200mg 200mg1錠 カルバマゼピン サンファーマ

ノバルティスファーマ，田辺三菱製

薬

1139002F1062 錠：内服

113,117 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤 テグレトール錠100mg 100mg1錠 カルバマゼピン サンファーマ

ノバルティスファーマ，田辺三菱製

薬

1139002F2026 錠：内服

113 ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤 リボトリール錠0.5mg 0.5mg1錠 クロナゼパム 太陽ファルマ 1139003F1040 錠：内服

113,117 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 デパケン細粒40％ 40％1g バルプロ酸ナトリウム 協和キリン 1139004C2061 細粒：内服

113,117 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 セレニカR顆粒40％ 40％1g バルプロ酸ナトリウム 興和 田辺三菱製薬 1139004D1052 顆粒：内服

113,117 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 デパケン錠100mg 100mg1錠 バルプロ酸ナトリウム 協和キリン 1139004F1096 錠：内服

113,117 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 200mg1錠 バルプロ酸ナトリウム 東和薬品 1139004G2080 徐放錠：内服

113,117 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 バルプロ酸Naシロップ5％「フジナガ」 5％1mL バルプロ酸ナトリウム 藤永製薬 第一三共 1139004Q1127 シロップ：内服

113 ベンズイソキサゾール系抗てんかん剤 エクセグラン錠100mg 100mg1錠 ゾニサミド〔抗てんかん剤〕 大日本住友製薬 1139005F1023 錠：内服

113 ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤 マイスタン錠5mg 5mg1錠 クロバザム 大日本住友製薬

アルフレッサファーマ，大日本住友

製薬

1139006F1028 錠：内服

113,117 抗てんかん・双極性障害治療剤 ラミクタール錠25mg 25mg1錠 ラモトリギン グラクソ・スミスクライン 1139009F3024 錠：内服

-　1　- 医療法人 徳洲会　名古屋徳洲会総合病院



採用薬・関連物品一覧【通常採用】（薬効群順）
2021年8月1日現在　（※自己注射用薬を含む）

薬効分類 薬効 製品名

規格単位

（薬価ベース）

一般名 製造販売会社 発売・販売会社 YJコード 剤形

113,117 抗てんかん・双極性障害治療剤 ラミクタール錠100mg 100mg1錠 ラモトリギン グラクソ・スミスクライン 1139009F4020 錠：内服

113 抗てんかん剤 イーケプラ錠500mg 500mg1錠 レベチラセタム ユーシービージャパン 1139010F2020 錠：内服

113 抗てんかん剤 ビムパット錠50mg 50mg1錠 ラコサミド ユーシービージャパン 第一三共 1139015F1027 錠：内服

114 アントラニル酸系解熱消炎鎮痛剤 ポンタールカプセル250mg 250mg1カプセル メフェナム酸 第一三共 1141005M2094 カプセル：内服

114 アントラニル酸系解熱消炎鎮痛剤 ポンタールシロップ3.25％ 3.25％1mL メフェナム酸 第一三共 1141005Q1081 シロップ：内服

114 アミノフェノール系解熱鎮痛剤 カロナール細粒20％ 20％1g アセトアミノフェン あゆみ製薬 1141007C1075 細粒：内服

114 アミノフェノール系解熱鎮痛剤 カロナール錠200 200mg1錠 アセトアミノフェン あゆみ製薬 1141007F1063 錠：内服

114 アミノフェノール系解熱鎮痛剤 カロナール錠500 500mg1錠 アセトアミノフェン あゆみ製薬 1141007F3023 錠：内服

114 アミノフェノール系解熱鎮痛剤 カロナール坐剤100 100mg1個 アセトアミノフェン あゆみ製薬 1141700J2050 坐剤：外用

114 アミノフェノール系解熱鎮痛剤 カロナール坐剤200 200mg1個 アセトアミノフェン あゆみ製薬 1141700J3048 坐剤：外用

114 解熱鎮痛・抗血小板剤 バファリン配合錠A330【経過措置】 330mg1錠 アスピリン・ダイアルミネート ライオン エーザイ 1143010F2074 錠：内服

114 インドール酢酸系消炎鎮痛剤 インフリーカプセル100mg 100mg1カプセル インドメタシン ファルネシル エーザイ 1145005M1020 カプセル：内服

114

インドール酢酸系解熱消炎鎮痛・未熟児動脈

管開存症治療剤

インドメタシン坐剤25mg「JG」 25mg1個 インドメタシン 長生堂製薬 日本ジェネリック 1145700J2318 坐剤：外用

114 フェニル酢酸系消炎鎮痛剤 ボルタレン錠25mg 25mg1錠 ジクロフェナクナトリウム ノバルティスファーマ 1147002F1560 錠：内服

114 フェニル酢酸系消炎鎮痛剤 ボルタレンサポ12.5mg 12.5mg1個 ジクロフェナクナトリウム ノバルティスファーマ 1147700J1057 坐剤：外用

114 フェニル酢酸系消炎鎮痛剤 ボルタレンサポ25mg 25mg1個 ジクロフェナクナトリウム ノバルティスファーマ 1147700J2061 坐剤：外用

114 フェニル酢酸系消炎鎮痛剤 ボルタレンサポ50mg 50mg1個 ジクロフェナクナトリウム ノバルティスファーマ 1147700J3084 坐剤：外用

114 塩基性消炎鎮痛剤 ソランタール錠100mg 100mg1錠 チアラミド塩酸塩 LTLファーマ アステラス製薬 1148001F2101 錠：内服

114 フェニルプロピオン酸系解熱消炎鎮痛剤 ブルフェン錠100 100mg1錠 イブプロフェン 科研製薬 1149001F1455 錠：内服

114 プロピオン酸系消炎鎮痛剤 ナイキサン錠100mg 100mg1錠 ナプロキセン 田辺三菱製薬 ニプロESファーマ 1149007F1142 錠：内服

114 抗炎症・痛風治療剤 パラミヂンカプセル300mg 300mg1カプセル ブコローム あすか製薬 武田薬品工業 1149009M1035 カプセル：内服

114 インドール酢酸系消炎鎮痛プロドラッグ クリノリル錠100 100mg1錠 スリンダク 日医工 杏林製薬 1149015F2020 錠：内服

114 プロピオン酸系消炎鎮痛剤 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 60mg1錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日医工 1149019F1595 錠：内服

114 神経-免疫調整，鎮痛・鎮静・抗アレルギー剤 ノイロトロピン錠4単位 4単位1錠 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 日本臓器製薬 1149023F1036 錠：内服

114 疾患修飾性抗リウマチ薬（DMARD） モーバー錠100mg 100mg1錠 アクタリット 田辺三菱製薬 1149031F1022 錠：内服

114 非ステロイド性消炎鎮痛剤 メロキシカム錠10mg「トーワ」 10mg1錠 メロキシカム 東和薬品 1149035F2183 錠：内服

114

非ステロイド性消炎・鎮痛剤（シクロオキシゲ

ナーゼ-2選択的阻害剤）

セレコックス錠100mg 100mg1錠 セレコキシブ アステラス製薬 1149037F1020 錠：内服

114 フェノールエーテル系鎮痛剤 トラマールOD錠25mg 25mg1錠 トラマドール塩酸塩 日本新薬 1149038F1024 口腔内崩壊錠：内服

114 慢性疼痛・抜歯後疼痛治療剤 トラムセット配合錠 1錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン ヤンセンファーマ 持田製薬 1149117F1020 錠：内服

114 中枢性鎮痛剤 レペタン坐剤0.4mg 0.4mg1個 ブプレノルフィン 大塚製薬 1149703J2027 坐剤：外用

116,117,625

精神活動改善剤・抗パーキンソン剤・抗A型イ

ンフルエンザウイルス剤

アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 50mg1錠 アマンタジン塩酸塩 沢井製薬 1161001F1131 錠：内服

116 抗パーキンソン剤 アーテン錠（2mg） 2mg1錠 トリヘキシフェニジル塩酸塩 ファイザー 1169001F1024 錠：内服

116 ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤 ドプスOD錠100mg 100mg1錠 ドロキシドパ 大日本住友製薬 1169006F1027 口腔内崩壊錠：内服

116 抗パーキンソン剤（選択的MAO-B阻害剤） エフピーOD錠2.5 2.5mg1錠 セレギリン塩酸塩 エフピー 1169010F2020 口腔内崩壊錠：内服
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116 抗パーキンソン剤 カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 0.25mg1錠 カベルゴリン 沢井製薬 1169011F1044 錠：内服

116,119

ドパミン作動性抗パーキンソン剤，レストレス

レッグス症候群治療剤

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」 0.125mg1錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 共和薬品工業 1169012F1138 錠：内服

116,119

ドパミン作動性抗パーキンソン剤，レストレス

レッグス症候群治療剤

プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」 0.5mg1錠 プラミペキソール塩酸塩水和物 共和薬品工業 1169012F2134 錠：内服

116 アデノシンA2A受容体括抗薬 ノウリアスト錠20mg 20mg1錠 イストラデフィリン 協和キリン 1169016F1020 錠：内服

116

パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害

剤）

アジレクト錠0.5mg 0.5mg1錠 ラサギリンメシル酸塩 武田薬品工業 1169017F1025 錠：内服

116

パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害

剤）

アジレクト錠1mg 1mg1錠 ラサギリンメシル酸塩 武田薬品工業 1169017F2021 錠：内服

116 抗パーキンソン剤 イーシー・ドパール配合錠 1錠 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 協和キリン 1169100F1052 錠：内服

116 パーキンソニズム治療剤 メネシット配合錠100 1錠 レボドパ・カルビドパ水和物 MSD 1169101F1146 錠：内服

116,119

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤・レストレ

スレッグス症候群治療剤

ニュープロパッチ4.5mg 4.5mg1枚 ロチゴチン 大塚製薬 1169700S2021 貼付剤：外用

116

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤・レストレ

スレッグス症候群治療剤

ニュープロパッチ9mg 9mg1枚 ロチゴチン 大塚製薬 1169700S3028 貼付剤：外用

116

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤・レストレ

スレッグス症候群治療剤

ニュープロパッチ13.5mg 13.5mg1枚 ロチゴチン 大塚製薬 1169700S4024 貼付剤：外用

116

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤・レストレ

スレッグス症候群治療剤

ニュープロパッチ18mg 18mg1枚 ロチゴチン 大塚製薬 1169700S5020 貼付剤：外用

117 フェノチアジン系精神安定剤 コントミン糖衣錠12.5mg 12.5mg1錠 クロルプロマジン 田辺三菱製薬 1171001F1073 錠：内服

117 フェノチアジン系精神安定剤 ノバミン錠5mg 5mg1錠 プロクロルペラジン 共和薬品工業 1172010F1037 錠：内服

117 抗うつ剤・遺尿症治療剤 トフラニール錠10mg 10mg1錠 イミプラミン塩酸塩 アルフレッサファーマ 1174006F1078 錠：内服

117 抗うつ剤・遺尿症治療剤 トフラニール錠25mg 25mg1錠 イミプラミン塩酸塩 アルフレッサファーマ 1174006F2074 錠：内服

117 三環系抗うつ剤 トリプタノール錠10 10mg1錠 アミトリプチリン塩酸塩 日医工 1179002F1068 錠：内服

117 中枢神経興奮剤 コンサータ錠18mg 18mg1錠 メチルフェニデート塩酸塩 ヤンセンファーマ 1179009G1022 徐放錠：内服

117 中枢神経興奮剤 コンサータ錠27mg 27mg1錠 メチルフェニデート塩酸塩 ヤンセンファーマ 1179009G2029 徐放錠：内服

117 抗アレルギー性精神安定剤 アタラックス－Pカプセル25mg 25mg1カプセル ヒドロキシジンパモ酸塩 ファイザー 1179019M1046 カプセル：内服

117 ブチロフェノン系精神安定剤 セレネース錠0.75mg 0.75mg1錠 ハロペリドール 大日本住友製薬 1179020F1210 錠：内服

117 チエノジアゼピン系精神安定剤 エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 0.5mg1錠 エチゾラム 東和薬品 1179025F1301 錠：内服

117 抗精神病，D2・5-HT2拮抗剤 リスペリドンOD錠2mg「アメル」 2mg1錠 リスペリドン 共和薬品工業 1179038F6041 口腔内崩壊錠：内服

117 抗精神病，D2・5-HT2拮抗剤 リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 0.5mg1錠 リスペリドン 共和薬品工業 1179038F7064 口腔内崩壊錠：内服

117 選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI） パキシル錠10mg 10mg1錠 パロキセチン塩酸塩水和物 グラクソ・スミスクライン 1179041F1025 錠：内服

117 抗精神病，D2・5-HT2拮抗剤 クエチアピン錠25mg「アメル」 25mg1錠 クエチアピンフマル酸塩 共和薬品工業 1179042F1100 錠：内服

117 抗精神病剤 ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 4mg1錠 ペロスピロン塩酸塩水和物 共和薬品工業 1179043F1040 錠：内服

117,239 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤 ジプレキサザイディス錠2.5mg 2.5mg1錠 オランザピン 日本イーライリリー 1179044F6020 口腔内崩壊錠：内服

117 抗精神病薬 エビリファイOD錠3mg 3mg1錠 アリピプラゾール 大塚製薬 1179045F4022 口腔内崩壊錠：内服

117 選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI） セルトラリンOD錠50mg「アメル」 50mg1錠 セルトラリン塩酸塩 共和薬品工業 1179046F5031 口腔内崩壊錠：内服

117

注意欠陥/多動性障害治療剤・選択的ノルア

ドレナリン再取り込み阻害剤

ストラテラカプセル5mg 5mg1カプセル アトモキセチン塩酸塩 日本イーライリリー 1179050M1023 カプセル：内服

117

注意欠陥/多動性障害治療剤・選択的ノルア

ドレナリン再取り込み阻害剤

ストラテラカプセル10mg 10mg1カプセル アトモキセチン塩酸塩 日本イーライリリー 1179050M2020 カプセル：内服

117

注意欠陥/多動性障害治療剤・選択的ノルア

ドレナリン再取り込み阻害剤

ストラテラカプセル25mg 25mg1カプセル アトモキセチン塩酸塩 日本イーライリリー 1179050M3026 カプセル：内服

117,119

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

（SNRI）

サインバルタカプセル20mg 20mg1カプセル デュロキセチン塩酸塩 塩野義製薬 日本イーライリリー 1179052M1022 腸溶性カプセル：内服
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117 選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI） レクサプロ錠10mg 10mg1錠 エスシタロプラムシュウ酸塩 持田製薬 田辺三菱製薬 1179054F1022 錠：内服

117 抗精神病剤 シクレスト舌下錠5mg 5mg1錠 アセナピンマレイン酸塩 Meiji Seikaファルマ 1179056F1021 舌下錠：内服

118 総合感冒剤 PL配合顆粒 1g PL シオノギファーマ 塩野義製薬 1180107D1131 顆粒：内服

118 総合感冒剤 幼児用PL配合顆粒 1g PL シオノギファーマ 塩野義製薬 1180108D1039 顆粒：内服

117 ベンザミド系精神・ジスキネジア改善剤 グラマリール錠50mg 50mg1錠 チアプリド塩酸塩 日医工 1190004F2028 錠：内服

119 筋萎縮性側索硬化症用剤 リルゾール錠50mg「タナベ」 50mg1錠 リルゾール ニプロESファーマ 1190011F1048 錠：内服

119

アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療

剤

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 3mg1錠 ドネペジル塩酸塩 東和薬品 1190012F3207 口腔内崩壊錠：内服

119

アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療

剤

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 5mg1錠 ドネペジル塩酸塩 東和薬品 1190012F4203 口腔内崩壊錠：内服

119

アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療

剤

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 10mg1錠 ドネペジル塩酸塩 東和薬品 1190012F6249 口腔内崩壊錠：内服

119 経口脊髄小脳変性症治療剤 タルチレリンOD錠5mg「日医工」 5mg1錠 タルチレリン水和物 日医工 1190014F2030 口腔内崩壊錠：内服

119 経口そう痒症改善剤 レミッチOD錠2.5μg 2.5μg1錠 ナルフラフィン塩酸塩 東レ 鳥居薬品 1190015F1020 口腔内崩壊錠：内服

119 経口そう痒症改善剤 ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」 2.5μg1錠 ナルフラフィン塩酸塩 ニプロ 1190015F1054 その他：内服

119 メラトニン受容体アゴニスト ロゼレム錠8mg 8mg1錠 ラメルテオン 武田薬品工業 1190016F1024 錠：内服

119 疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症） リリカOD錠25mg 25mg1錠 プレガバリン ファイザー 1190017F1029 口腔内崩壊錠：内服

119 疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症） リリカOD錠75mg 75mg1錠 プレガバリン ファイザー 1190017F2025 口腔内崩壊錠：内服

119

NMDA受容体拮抗アルツハイマー型認知症治

療剤

メマリーOD錠5mg 5mg1錠 メマンチン塩酸塩 第一三共 1190018F4022 口腔内崩壊錠：内服

119

NMDA受容体拮抗アルツハイマー型認知症治

療剤

メマリーOD錠20mg 20mg1錠 メマンチン塩酸塩 第一三共 1190018F6025 口腔内崩壊錠：内服

119 オレキシン受容体拮抗剤・不眠症治療剤 ベルソムラ錠15mg 15mg1錠 スボレキサント MSD 1190023F1024 錠：内服

119 オレキシン受容体拮抗剤・不眠症治療剤 ベルソムラ錠20mg 20mg1錠 スボレキサント MSD 1190023F2020 錠：内服

119 末梢性神経障害性疼痛治療剤 タリージェ錠5mg 5mg1錠 ミロガバリンベシル酸塩 第一三共 1190026F2024 錠：内服

119 末梢性神経障害性疼痛治療剤 タリージェ錠15mg 15mg1錠 ミロガバリンベシル酸塩 第一三共 1190026F4027 錠：内服

121 アニリド系局所麻酔・不整脈治療剤 キシロカインビスカス2％ 2％1mL リドカイン アスペンジャパン 1214001S1054 液：内服

121 アニリド系局所麻酔・不整脈治療剤 キシロカインゼリー2％ 2％1mL リドカイン アスペンジャパン 1214700P1054 ゼリー：外用

121 アニリド系局所麻酔・不整脈治療剤 キシロカイン液「4％」 4％1mL リドカイン アスペンジャパン 1214700Q1033 液：外用

131 アニリド系局所麻酔・不整脈治療剤 キシロカイン点眼液4％ 4％1mL リドカイン アスペンジャパン 1214700Q1041 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

121 アニリド系局所麻酔・不整脈治療剤 キシロカインポンプスプレー8％ 1g リドカイン アスペンジャパン 1214701R1050 噴霧剤：外用

121 アニリド系局所麻酔・不整脈治療剤 リドカインテープ18mg「YP」

（18mg）30.5mm×

50.0mm1枚

リドカイン 祐徳薬品工業 メディキット 1214701S1086 貼付剤：外用

121 胃粘膜局麻剤 スルカイン錠100mg 100mg1錠 ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル 日本新薬 1219003F1043 錠：内服

121 外用局所麻酔剤 エムラクリーム 1g リドカイン・プロピトカイン 佐藤製薬 1219800N1023 クリーム：外用

122 末梢性筋弛緩・悪性症候群治療剤 ダントリウムカプセル25mg 25mg1カプセル ダントロレンナトリウム水和物 オーファンパシフィック 1229002M1036 カプセル：内服

123 過敏大腸症治療抗コリン剤 トランコロン錠7.5mg 7.5mg1錠 メペンゾラート臭化物 アステラス製薬 1231009F1088 錠：内服

123 コリンエステラーゼ阻害剤 ウブレチド錠5mg 5mg1錠 ジスチグミン臭化物 鳥居薬品 1231014F1054 錠：内服

123 抗コリンエステラーゼ剤 メスチノン錠60mg 60mg1錠 ピリドスチグミン臭化物 共和薬品工業 1239003F1046 錠：内服

124 鎮痙四級アンモニウム塩 ブスコパン錠10mg 10mg1錠 ブチルスコポラミン臭化物 サノフィ 1242002F1330 錠：内服
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124 抗痙縮GABA誘導体 リオレサール錠5mg 5mg1錠 バクロフェン サンファーマ 田辺三菱製薬 1249006F1054 錠：内服

124 γ-系筋緊張・循環改善剤 ミオナール錠50mg 50mg1錠 エペリゾン塩酸塩 エーザイ 1249009F1090 錠：内服

124 筋緊張緩和剤 テルネリン錠1mg 1mg1錠 チザニジン塩酸塩 サンファーマ 田辺三菱製薬 1249010F1026 錠：内服

125 原発性腋窩多汗症治療剤 エクロックゲル5％ 5％1g ソフピロニウム臭化物 科研製薬 1259700Q1027 ゲル：外用

131 副交感神経抑制散瞳剤 サイプレジン1％点眼液 1％1mL シクロペントラート塩酸塩 参天製薬 1311701Q1031 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 血管収縮・散瞳剤 ネオシネジンコーワ5％点眼液 5％1mL フェニレフリン塩酸塩 興和 1311702Q1036 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 自律神経系散瞳剤 ミドリンM点眼液0.4％ 0.4％1mL トロピカミド 参天製薬 1311705Q1048 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 副交感神経遮断剤 リュウアト1％眼軟膏 1％1g アトロピン硫酸塩水和物 参天製薬 1311706M1024

軟膏・硬膏：外用〔眼・耳鼻

科用剤〕

131 副交感神経遮断剤 日点アトロピン点眼液1％ 1％5mL1瓶 アトロピン硫酸塩水和物 日本点眼薬研究所 1311706Q2022 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131

副交感神経刺激・縮瞳・口腔乾燥症状改善

剤

サンピロ点眼液2％ 2％5mL1瓶 ピロカルピン塩酸塩 参天製薬 1312701Q3082 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 表面麻酔剤 ベノキシール点眼液0.4％ 0.4％1mL オキシブプロカイン塩酸塩 参天製薬 1313700Q2070 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 副腎皮質ホルモン フルメトロン点眼液0.02％ 0.02％1mL フルオロメトロン 参天製薬 1315704Q1115 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 副腎皮質ホルモン フルメトロン点眼液0.1％ 0.1％1mL フルオロメトロン 参天製薬 1315704Q3126 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 副腎皮質ホルモン プレドニン眼軟膏 0.25％1g プレドニゾロン酢酸エステル シオノギファーマ 塩野義製薬 1315705M1037

軟膏・硬膏：外用〔眼・耳鼻

科用剤〕

131,132 副腎皮質ホルモン リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％ 0.1％1mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム シオノギファーマ 塩野義製薬 1315706Q2102 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 抗真菌剤 ピマリシン点眼液5％「センジュ」 50mg1mL ピマリシン 千寿製薬 武田薬品工業 1317712Q1033 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 セフェム系抗生物質 ベストロン点眼用0.5％

5mg1mL（溶解後の液

として）

セフメノキシム塩酸塩 千寿製薬 武田薬品工業 1317713Q1038 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 β-遮断剤 ミケランLA点眼液2％ 2％1mL カルテオロール塩酸塩 大塚製薬 1319701Q4020 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 β-遮断剤 チモプトール点眼液0.5％ 0.5％1mL チモロールマレイン酸塩 参天製薬 1319702Q2111 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 白内障治療剤 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」 0.005％5mL1瓶 ピレノキシン 参天製薬 1319706Q3043 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 ビタミンB12 サンコバ点眼液0.02％ 0.02％5mL1瓶 シアノコバラミン 参天製薬 1319710Q2078 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 局所消毒薬 PA・ヨード点眼・洗眼液 0.2％1mL ヨウ素 日本点眼薬研究所 1319715Q1031 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 消炎酵素剤 ムコゾーム点眼液0.5％ 0.5％1mL リゾチーム塩酸塩 参天製薬 1319718Q1078 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 抗ウイルス剤 ゾビラックス眼軟膏3％ 3％1g アシクロビル 日東メディック 参天製薬 1319719M1046

軟膏・硬膏：外用〔眼・耳鼻

科用剤〕

131 眼科手術補助・関節機能改善剤 ヒアルロン酸Na点眼液0.1％「科研」 0.1％5mL1瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム 科研製薬 テイカ製薬 1319720Q3221 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 眼科手術補助・関節機能改善剤 ヒアレインミニ点眼液0.1％ 0.1％0.4mL1個 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天製薬 1319720Q4031 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 眼科手術補助・関節機能改善剤 オペガン0.6眼粘弾剤1％ 1％0.6mL1筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 生化学工業 参天製薬 1319720Q7111 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 眼科手術補助・関節機能改善剤 オペガンハイ0.85眼粘弾剤1％【経過措置】 1％0.85mL1筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 生化学工業 参天製薬 1319720Q8134 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 眼科手術補助・関節機能改善剤 ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1％「アルコン」 1％0.85mL1筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本アルコン 1319720Q8231 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 眼科手術補助・関節機能改善剤 ヒーロンV眼粘弾剤2.3％シリンジ0.6mL 2.3％0.6mL1筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム エイエムオー・ジャパン 1319720Y1040 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 ニューキノロン系抗菌剤 タリビッド眼軟膏0.3％ 0.3％1g オフロキサシン 参天製薬 1319722M1056

軟膏・硬膏：外用〔眼・耳鼻

科用剤〕

131 酸化型グルタチオン ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184％

0.46％20mL1瓶（希釈

液付）

オキシグルタチオン 日本アルコン 1319731Q2045 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131

イオンチャネル開口薬，緑内障・高眼圧症治

療剤

レスキュラ点眼液0.12％ 0.12％1mL イソプロピルウノプロストン 日東メディック 1319732Q1035 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 アレルギー性疾患治療剤 リザベン点眼液0.5％ 25mg5mL1瓶 トラニラスト キッセイ薬品工業 1319736Q1076 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕
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一般名 製造販売会社 発売・販売会社 YJコード 剤形

131 レーザー術後眼圧上昇防止剤 アイオピジンUD点眼液1％ 1％0.1mL1個 アプラクロニジン塩酸塩 ノバルティスファーマ 1319737Q1038 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131

プロスタグランジンF2α誘導体 緑内障・高眼

圧治療剤

キサラタン点眼液0.005％ 0.005％1mL ラタノプロスト ファイザー 1319739Q1037 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 ニューキノロン系抗菌剤 クラビット点眼液0.5％ 0.5％1mL レボフロキサシン水和物 参天製薬 1319742Q1039 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 非ステロイド性抗炎症点眼剤 ブロナック点眼液0.1％ 0.1％1mL ブロムフェナクナトリウム水和物 千寿製薬 武田薬品工業 1319743Q1033 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 局所用選択H1-ブロッカー リボスチン点眼液0.025％ 0.025％1mL レボカバスチン塩酸塩 ヤンセンファーマ 参天製薬，日本新薬 1319746Q1029 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 炭酸脱水酵素阻害剤 エイゾプト懸濁性点眼液1％ 1％1mL ブリンゾラミド ノバルティスファーマ 1319748Q1036 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 免疫抑制剤 パピロックミニ点眼液0.1％ 0.1％0.4mL1個 シクロスポリン 参天製薬 1319750Q1025 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 アレルギー性疾患治療剤 パタノール点眼液0.1％ 0.1％1mL オロパタジン塩酸塩 ノバルティスファーマ 協和キリン 1319752Q1024 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 ニューキノロン系抗菌剤 ベガモックス点眼液0.5％ 0.5％1mL モキシフロキサシン塩酸塩 ノバルティスファーマ 1319753Q1029 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131

プロスタグランジンF2α誘導体 緑内障・高眼

圧症治療剤

トラバタンズ点眼液0.004％ 0.004％1mL トラボプロスト ノバルティスファーマ 1319754Q1023 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131

プロスタマイド誘導体・緑内障・高眼圧症治療

剤

ルミガン点眼液0.03％ 0.03％1mL ビマトプロスト 千寿製薬 武田薬品工業 1319757Q1027 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131

ドライアイ治療剤（ムチン/水分分泌促進点眼

剤）

ジクアス点眼液3％ 3％5mL1瓶 ジクアホソルナトリウム 参天製薬 1319758Q1021 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 非ステロイド性抗炎症点眼剤 ネバナック懸濁性点眼液0.1％ 0.1％1mL ネパフェナク ノバルティスファーマ 1319759Q1026 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 胃炎・胃潰瘍治療剤 ムコスタ点眼液UD2％ 2％0.35mL1本 レバミピド 大塚製薬 1319760Q1029 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131

アドレナリンα2-受容体作動薬緑内障・高眼

圧症治療剤

アイファガン点眼液0.1％ 0.1％1mL ブリモニジン酒石酸塩 千寿製薬 武田薬品工業 1319761Q1023 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 アレルギー性疾患治療剤 アレジオンLX点眼液0.1％ 0.1％1mL エピナスチン塩酸塩 参天製薬 1319762Q2024 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131

Rhoキナーゼ阻害薬/緑内障・高眼圧症治療

剤

グラナテック点眼液0.4％ 0.4％1mL リパスジル塩酸塩水和物 興和 1319763Q1022 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 ネオメドロールEE軟膏 1g フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン ファイザー 1319807M1025

軟膏・硬膏：外用〔眼・耳鼻

科用剤〕

131 点眼液 人工涙液マイティア点眼液 5mL1瓶 人工涙液マイティア 千寿製薬 武田薬品工業 1319808Q2036 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 特殊コンタクトレンズ角膜装着補助剤 スコピゾル眼科用液 スコピゾル 千寿製薬 武田薬品工業 131980AQ1038 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 検査用散瞳剤 ミドリンP点眼液 1mL トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 参天製薬 1319810Q1053 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131 眼科手術補助剤 シェルガン0.5眼粘弾剤 0.5mL1筒

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

生化学工業 参天製薬 1319816Q1042 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131

プロスタグランジンF2α誘導体・β-遮断剤配

合剤

ザラカム配合点眼液 1mL ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 ファイザー 1319817Q1020 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

131

炭酸脱水酵素阻害剤/β-遮断薬配合緑内

障・高眼圧症治療剤

アゾルガ配合懸濁性点眼液 1mL ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩 ノバルティスファーマ 1319821Q1027 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

132 血管収縮剤 プリビナ液0.05％ 0.05％1mL ナファゾリン硝酸塩 日新製薬－山形 1324704Q1033 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

132 セフェム系抗生物質 ベストロン耳鼻科用1％

10mg1mL（溶解後の

液として）

セフメノキシム塩酸塩 千寿製薬

セオリアファーマ，杏林製薬，武田

薬品工業

1325702Q1040 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

132 耳垢除去剤

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5％

「CEO」

5％1mL ジオクチルソジウムスルホサクシネート セオリアファーマ 武田薬品工業 1329701Q1036 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

132 ニューキノロン系抗菌剤 タリビッド耳科用液0.3％ 3mg1mL オフロキサシン アルフレッサファーマ 1329706Q1039 液：外用〔眼・耳鼻科用剤〕

132 副腎皮質ホルモン フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 4.08mg8mL1瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル キョーリンリメディオ 共創未来ファーマ，杏林製薬 1329707Q3206

噴霧剤：外用〔眼・耳鼻科用

剤〕

132 局所用選択H1-ブロッカー リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 0.025％15mL1瓶 レボカバスチン塩酸塩 日本新薬 1329708Q1038

噴霧剤：外用〔眼・耳鼻科用

剤〕

132 副腎皮質ホルモン ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 5mg10g1瓶 モメタゾンフランカルボン酸エステル（水和物） MSD 杏林製薬 1329710Q1027

噴霧剤：外用〔眼・耳鼻科用

剤〕

133 抗めまい剤 セファドール錠25mg 25mg1錠 ジフェニドール塩酸塩 日本新薬 1339002F1438 錠：内服

133 めまい・平衡障害治療剤 ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「テバ」 12mg1錠 ベタヒスチンメシル酸塩 武田テバ薬品 武田テバファーマ，武田薬品工業 1339005F2187 錠：内服

133 鎮うん剤 トラベルミン配合錠 1錠 ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン サンノーバ エーザイ 1339100F1038 錠：内服
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211 ジギタリス強心配糖体 ジゴキシンKY錠0.25 0.25mg1錠 ジゴキシン 京都薬品工業 トーアエイヨー，アステラス製薬 2113003F1065 錠：内服

211 ジギタリス強心配糖体 ラニラピッド錠0.05mg 0.05mg1錠 メチルジゴキシン 中外製薬 アステラス製薬 2113005F2028 錠：内服

211 キサンチン系利尿剤 モノフィリン原末 1g プロキシフィリン 日医工 2115008X1033 末：内服

211 β-刺激剤 プロタノールS錠15mg 15mg1錠 イソプレナリン塩酸塩 興和 2119002G1035 徐放錠：内服

211 代謝性強心剤 ユビデカレノンカプセル10mg「杏林」【経過措置】 10mg1カプセル ユビデカレノン キョーリンリメディオ 杏林製薬 2119003M2234 カプセル：内服

211 心機能改善剤 カルグート錠5 5mg1錠 デノパミン 田辺三菱製薬 2119004F1020 錠：内服

211 Ca2＋感受性増強・心不全治療剤 ピモベンダン錠2.5mg「TE」 2.5mg1錠 ピモベンダン トーアエイヨー トーアエイヨー，アステラス製薬 2119006F2026 錠：内服

211 ドパミンプロドラッグ タナドーパ顆粒75％ 75％1g ドカルパミン 田辺三菱製薬 2119007D1031 顆粒：内服

212 不整脈治療剤 キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」 100mg1錠 キニジン硫酸塩水和物 マイラン製薬 ファイザー 2122002F1078 錠：内服

212 β-遮断剤 インデラル錠10mg 10mg1錠 プロプラノロール塩酸塩 アストラゼネカ 2123008F1048 錠：内服

212 β1-遮断剤 テノーミン錠25 25mg1錠 アテノロール アストラゼネカ 2123011F1155 錠：内服

212 β1-遮断剤 テノーミン錠50 50mg1錠 アテノロール アストラゼネカ 2123011F2437 錠：内服

212 選択的β1-アンタゴニスト ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 2.5mg1錠 ビソプロロール，-フマル酸塩 東和薬品 2123016F1123 錠：内服

212 選択的β1-アンタゴニスト ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 0.625mg1錠 ビソプロロール，-フマル酸塩 東和薬品 2123016F3100 錠：内服

212 不整脈治療剤 リスモダンカプセル100mg 100mg1カプセル ジソピラミド クリニジェン 2129002M2139 カプセル：内服

190,212 不整脈治療・糖尿病性神経障害治療剤 メキシチールカプセル50mg 50mg1カプセル メキシレチン塩酸塩 太陽ファルマ 2129003M1021 カプセル：内服

190,212 不整脈治療・糖尿病性神経障害治療剤 メキシチールカプセル100mg 100mg1カプセル メキシレチン塩酸塩 太陽ファルマ 2129003M2028 カプセル：内服

212 不整脈治療剤 アスペノンカプセル20 20mg1カプセル アプリンジン塩酸塩 バイエル薬品 2129004M2022 カプセル：内服

212 不整脈治療剤 シベノール錠100mg 100mg1錠 シベンゾリンコハク酸塩 トーアエイヨー アステラス製薬 2129007F2027 錠：内服

212 不整脈治療剤 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 25mg1カプセル ピルシカイニド塩酸塩水和物 東和薬品 2129008M1130 カプセル：内服

212 不整脈治療剤 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 50mg1カプセル ピルシカイニド塩酸塩水和物 東和薬品 2129008M2144 カプセル：内服

212 不整脈治療剤 タンボコール錠50mg 50mg1錠 フレカイニド酢酸塩 エーザイ 2129009F1020 錠：内服

212 不整脈治療剤 アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」 100mg1錠 アミオダロン塩酸塩 サンド ニプロ 2129010F1049 錠：内服

212 不整脈治療剤 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 50mg1錠 アミオダロン塩酸塩 トーアエイヨー アステラス製薬 2129010F3025 錠：内服

212 不整脈・狭心症治療剤 ベプリコール錠50mg 50mg1錠 ベプリジル塩酸塩水和物 MSD 第一三共 2129011F1035 錠：内服

212 β-遮断剤 ソタコール錠40mg 40mg1錠 ソタロール塩酸塩 アスペンジャパン 2129013F1026 錠：内服

213 チアジド系降圧利尿剤 フルイトラン錠2mg 2mg1錠 トリクロルメチアジド シオノギファーマ 塩野義製薬 2132003F1257 錠：内服

213 チアジド系降圧利尿剤 フルイトラン錠1mg 1mg1錠 トリクロルメチアジド シオノギファーマ 塩野義製薬 2132003F3039 錠：内服

213 抗アルドステロン性降圧利尿剤 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 25mg1錠 スピロノラクトン 東和薬品 2133001F1476 錠：内服

213 炭酸脱水酵素抑制剤 ダイアモックス錠250mg 250mg1錠 アセタゾラミド 三和化学研究所 2134002F1109 錠：内服

213 浸透圧利尿，メニエール病改善剤 イソソルビド内用液70％分包30mL「CEO」 70％30mL1包 イソソルビド セオリアファーマ 武田薬品工業 2139001S2040 液：内服

213 ループ利尿剤 フロセミド錠20mg「NP」 20mg1錠 フロセミド ニプロ 2139005F1060 錠：内服

213 ループ利尿剤 フロセミド錠40mg「NP」 40mg1錠 フロセミド ニプロ 2139005F2385 錠：内服

213 ループ利尿剤 フロセミド錠10mg「NP」 10mg1錠 フロセミド ニプロ 2139005F3020 錠：内服
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213 ループ利尿剤 ダイアート錠30mg 30mg1錠 アゾセミド 三和化学研究所 三和化学研究所 2139008F2028 錠：内服

213 ループ利尿剤 ルプラック錠4mg 4mg1錠 トラセミド 田辺三菱製薬 富士フイルム富山化学 2139009F1026 錠：内服

213 ループ利尿剤 ルプラック錠8mg 8mg1錠 トラセミド 田辺三菱製薬 富士フイルム富山化学 2139009F2022 錠：内服

213,249 バソプレシンV2-受容体拮抗剤 サムスカOD錠7.5mg 7.5mg1錠 トルバプタン 大塚製薬 2139011F3026 口腔内崩壊錠：内服

213,249 バソプレシンV2-受容体拮抗剤 サムスカOD錠15mg 15mg1錠 トルバプタン 大塚製薬 2139011F4022 口腔内崩壊錠：内服

214 ACE阻害剤 カプトリル錠12.5mg 12.5mg1錠 カプトプリル アルフレッサファーマ 2144001F1020 錠：内服

214 ACE阻害剤 セタプリル錠25mg 25mg1錠 アラセプリル 大日本住友製薬 2144003F2025 錠：内服

214,217 ACE阻害剤 リシノプリル錠5mg「日医工」 5mg1錠 リシノプリル水和物 日医工 2144006F1111 錠：内服

214,217 ACE阻害剤 リシノプリル錠10mg「日医工」 10mg1錠 リシノプリル水和物 日医工 2144006F2150 錠：内服

214 ACE阻害剤 ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 4mg1錠 ペリンドプリルエルブミン 沢井製薬 日本ジェネリック 2144012F2083 錠：内服

214 中枢性α2-刺激剤 アルドメット錠125 125mg1錠 メチルドパ水和物 ミノファーゲン製薬 2145001F1027 錠：内服

214 中枢性α2-刺激剤 カタプレス錠75μg 0.075mg1錠 クロニジン塩酸塩 日本ベーリンガーインゲルハイム 2149001F1034 錠：内服

212,214 β1-遮断剤 ロプレソール錠20mg 20mg1錠 メトプロロール酒石酸塩 サンファーマ 田辺三菱製薬 2149010F1033 錠：内服

214 非チアジド系降圧剤 ナトリックス錠1 1mg1錠 インダパミド 京都薬品工業 日本セルヴィエ，大日本住友製薬 2149012F1059 錠：内服

214,259 排尿障害改善・降圧剤 エブランチルカプセル15mg 15mg1カプセル ウラピジル 科研製薬 三和化学研究所 2149020N1031 徐放カプセル：内服

214 α1-遮断剤 ドキサゾシン錠1mg「サワイ」 1mg1錠 ドキサゾシンメシル酸塩 沢井製薬 2149026F2200 錠：内服

214 α1-遮断剤 ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 2mg1錠 ドキサゾシンメシル酸塩 沢井製薬 2149026F3207 錠：内服

214 α，β-遮断剤 アーチスト錠10mg 10mg1錠 カルベジロール 第一三共 第一三共 2149032F1021 錠：内服

214 α，β-遮断剤 カルベジロール錠10mg「サワイ」 10mg1錠 カルベジロール 沢井製薬 2149032F1099 錠：内服

214 α，β-遮断剤 アーチスト錠2.5mg 2.5mg1錠 カルベジロール 第一三共 2149032F4020 錠：内服

214 α，β-遮断剤 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2.5mg1錠 カルベジロール 沢井製薬 2149032F4039 錠：内服

214 アンギオテンシンII受容体拮抗剤 ニューロタン錠50mg 50mg1錠 ロサルタンカリウム MSD 2149039F2038 錠：内服

214 持続性AT1受容体遮断剤 ミカルディス錠40mg 40mg1錠 テルミサルタン 日本ベーリンガーインゲルハイム 2149042F2021 錠：内服

214 持続性Ca拮抗剤 カルブロック錠16mg 16mg1錠 アゼルニジピン 第一三共 2149043F2026 錠：内服

214 高親和性AT1レセプターブロッカー オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 10mg1錠 オルメサルタン メドキソミル 第一三共エスファ 2149044F5038 口腔内崩壊錠：内服

214 高親和性AT1レセプターブロッカー オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 20mg1錠 オルメサルタン メドキソミル 第一三共エスファ 2149044F6034 口腔内崩壊錠：内服

214 選択的アルドステロンブロッカー セララ錠50mg 50mg1錠 エプレレノン ファイザー 2149045F2025 錠：内服

214

長時間作用型アンギオテンシンII受容体拮抗

剤

イルベタン錠100mg 100mg1錠 イルベサルタン シオノギファーマ 塩野義製薬 2149046F2038 錠：内服

214 持続性AT1受容体ブロッカー・利尿剤合剤 ミコンビ配合錠AP 1錠 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド 日本ベーリンガーインゲルハイム 2149113F1027 錠：内服

214 高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤 レザルタス配合錠HD 1錠 オルメサルタン メドキソミル・アゼルニジピン 第一三共 2149115F2022 錠：内服

214

胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー・持

続性Ca拮抗薬合剤

ミカムロ配合錠AP 1錠 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 日本ベーリンガーインゲルハイム 2149117F1025 錠：内服

214 選択的β1-アンタゴニスト ビソノテープ4mg 4mg1枚 ビソプロロール，-フマル酸塩 トーアエイヨー アステラス製薬 2149700S1027 貼付剤：外用

216 α1-刺激剤 メトリジン錠2mg 2mg1錠 ミドドリン塩酸塩 大正製薬 2160002F1028 錠：内服

216 5-HT1B／1D受容体作動型片頭痛治療剤 イミグラン錠50 50mg1錠 スマトリプタン グラクソ・スミスクライン 2160003F1022 錠：内服
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216 5-HT1B／1D受容体作動型片頭痛治療剤 レルパックス錠20mg 20mg1錠 エレトリプタン臭化水素酸塩 ファイザー 2160005F1021 錠：内服

216 5-HT1B／1D受容体作動型片頭痛治療剤 マクサルトRPD錠10mg 10mg1錠 リザトリプタン安息香酸塩 杏林製薬 エーザイ 2160006F2022 口腔内崩壊錠：内服

217 心・腎疾患治療剤 ジラゼプ塩酸塩錠100mg「トーワ」 100mg1錠 ジラゼプ塩酸塩水和物 東和薬品 2171005F2099 錠：内服

217 ベンゾチアゼピン系Ca拮抗剤 ヘルベッサーRカプセル100mg 100mg1カプセル ジルチアゼム塩酸塩 田辺三菱製薬 2171006N1105 徐放カプセル：内服

217 フェニルアルキルアミン系Ca拮抗剤 ワソラン錠40mg 40mg1錠 ベラパミル塩酸塩 エーザイ マイランEPD 2171008F1070 錠：内服

217 冠循環増強・抗血小板剤 ペルサンチン錠25mg 25mg1錠 ジピリダモール 日本ベーリンガーインゲルハイム 2171010F2553 錠：内服

217 冠動脈拡張剤 ニトロールRカプセル20mg 20mg1カプセル 硝酸イソソルビド エーザイ 2171011N1050 徐放カプセル：内服

217 ジヒドロピリジン系Ca拮抗剤 セパミット細粒1％ 1％1g ニフェジピン 日本ジェネリック 2171014C1044 細粒：内服

217 ジヒドロピリジン系Ca拮抗剤 ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 10mg1錠 ニフェジピン 日医工 2171014G3103 徐放錠：内服

217 ジヒドロピリジン系Ca拮抗剤 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 20mg1錠 ニフェジピン 日医工 2171014G4100 徐放錠：内服

217 ジヒドロピリジン系Ca拮抗剤 ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 5mg1カプセル ニフェジピン 沢井製薬 2171014M1120 カプセル：内服

217 ジヒドロピリジン系Ca拮抗剤 ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 10mg1カプセル ニフェジピン 沢井製薬 2171014M2291 カプセル：内服

217 狭心症・急性心不全治療剤 ニコランジル錠5mg「トーワ」 5mg1錠 ニコランジル 東和薬品 ニプロESファーマ 2171017F2172 錠：内服

217 冠動脈拡張剤 ニトロペン舌下錠0.3mg 0.3mg1錠 ニトログリセリン 日本化薬 2171018K1039 舌下錠：内服

217 ジヒドロピリジン系Ca拮抗剤 コニール錠4 4mg1錠 ベニジピン塩酸塩 協和キリン 2171021F2020 錠：内服

217 ジヒドロピリジン系Ca拮抗剤 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 2.5mg1錠 アムロジピンベシル酸塩 東和薬品 2171022F3030 口腔内崩壊錠：内服

217 ジヒドロピリジン系Ca拮抗剤 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 5mg1錠 アムロジピンベシル酸塩 東和薬品 2171022F4036 口腔内崩壊錠：内服

217 冠動脈拡張剤 ニトロールスプレー1.25mg 163.5mg10g1瓶 硝酸イソソルビド エーザイ 2171700R1034 噴霧剤：外用〔口腔投与剤〕

217 冠動脈拡張剤 硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」 40mg1枚 硝酸イソソルビド 東光薬品工業

ラクール薬品販売，日本ジェネリッ

ク

2171700S1176 貼付剤：外用

217 冠動脈拡張剤 バソレーターテープ27mg （27mg）14cm21枚 ニトログリセリン 三和化学研究所 2171701S7055 貼付剤：外用

217,124 脳・末梢血行動態改善剤，子宮鎮痙剤 ズファジラン錠10mg 10mg1錠 イソクスプリン塩酸塩 第一三共 2172002F1053 錠：内服

218 高脂血症治療剤 リピディル錠80mg 80mg1錠 フェノフィブラート あすか製薬 科研製薬，武田薬品工業 2183006F4020 錠：内服

218 高脂血症治療剤 パルモディア錠0.1mg 0.1mg1錠 ペマフィブラート 興和 2183007F1025 錠：内服

218 脂質代謝異常改善剤 エラスチーム錠1800 1,800単位1錠 エラスターゼES エーザイ 2189001F1200 腸溶錠：内服

218 脂質代謝・末梢血行改善剤 コレキサミン錠200mg 200mg1錠 ニコモール 杏林製薬 2189004F1335 錠：内服

218 高脂質血症治療剤 ロレルコ錠250mg 250mg1錠 プロブコール 大塚製薬 2189008F1287 錠：内服

218 HMG-CoA還元酵素阻害剤 プラバスタチンNa錠5mg「Me」 5mg1錠 プラバスタチンナトリウム Meiji Seikaファルマ Meファルマ 2189010F1462 錠：内服

218 高コレステロール血症治療剤 コレバイン錠500mg 500mg1錠 コレスチミド 田辺三菱製薬 田辺三菱製薬 2189014F1029 錠：内服

218 HMG-CoA還元酵素阻害剤 アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 5mg1錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 沢井製薬 2189015F1058 錠：内服

218 HMG-CoA還元酵素阻害剤 アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 10mg1錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 沢井製薬 2189015F2054 錠：内服

218 HMG-CoA還元酵素阻害剤 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 1mg1錠 ピタバスタチンカルシウム水和物 東和薬品 2189016F4035 口腔内崩壊錠：内服

218 HMG-CoA還元酵素阻害剤 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 2mg1錠 ピタバスタチンカルシウム水和物 東和薬品 2189016F5031 口腔内崩壊錠：内服

218 HMG-CoA還元酵素阻害剤 クレストール錠2.5mg 2.5mg1錠 ロスバスタチンカルシウム アストラゼネカ 塩野義製薬 2189017F1022 錠：内服

218 HMG-CoA還元酵素阻害剤 クレストール錠5mg 5mg1錠 ロスバスタチンカルシウム アストラゼネカ 塩野義製薬 2189017F2029 錠：内服
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218 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤 ゼチーア錠10mg 10mg1錠 エゼチミブ MSD バイエル薬品 2189018F1027 錠：内服

218 EPA・DHA製剤 ロトリガ粒状カプセル2g 2g1包 オメガ-3脂肪酸エチル 武田薬品工業 2189019M1020 カプセル：内服

218

小腸コレステロールトランスポーター阻害剤

/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

アトーゼット配合錠LD 1錠 エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物 MSD バイエル薬品 2189101F1020 錠：内服

218

小腸コレステロールトランスポーター阻害剤・

HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

ロスーゼット配合錠HD 1錠 エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム MSD バイエル薬品 2189102F2020 錠：内服

218 ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤 レパーサ皮下注140mgペン 140mg1mL1キット エボロクマブ（遺伝子組換え） アムジェン アステラス製薬 2189401G2026 キット：注射

218 ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤 レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー 420mg3.5mL1キット エボロクマブ（遺伝子組換え） アムジェン アステラス製薬 2189401G3022 キット：注射

133,219 鎮うん剤 セロクラール錠20mg 20mg1錠 イフェンプロジル酒石酸塩 サノフィ 日医工 2190005F2051 錠：内服

219,133 鎮うん剤 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 20mg1錠 イフェンプロジル酒石酸塩 日医工 2190005F2183 錠：内服

219 ビタミンE ユベラNカプセル100mg 100mg1カプセル トコフェロールニコチン酸エステル エーザイ 2190006M1156 カプセル：内服

219 高カリウム血症改善イオン交換樹脂 ケイキサレートドライシロップ76％ 76％1g ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 鳥居薬品 2190009R1025 ドライシロップ：内服

219 高カリウム血症改善イオン交換樹脂

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20％分包25g「三

和」

20％25g1個 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 三和化学研究所 アステラス製薬 2190016Q2034 ゼリー：内服

219 高カリウム血症改善イオン交換樹脂 カリメート散 1g ポリスチレンスルホン酸カルシウム 興和 2190016X1105 散：内服

219 低血圧治療剤 リズミック錠10mg 10mg1錠 アメジニウムメチル硫酸塩 大日本住友製薬 2190022F1024 錠：内服

219 片頭痛治療剤 ミグシス錠5mg 5mg1錠 ロメリジン塩酸塩 ファイザー 2190023F1037 錠：内服

219 制酸吸着・高リン血症剤 カルタンOD錠500mg 500mg1錠 沈降炭酸カルシウム マイラン製薬 ファイザー，扶桑薬品工業 2190024F4022 口腔内崩壊錠：内服

219 エンドセリン受容体拮抗薬 ボセンタン錠62.5mg「サワイ」 62.5mg1錠 ボセンタン水和物 沢井製薬 2190026F1065 錠：内服

219 高リン血症治療剤 ホスレノール顆粒分包250mg 250mg1包 炭酸ランタン水和物 バイエル薬品 2190029D1025 顆粒：内服

219 高リン血症治療剤 ホスレノールチュアブル錠250mg 250mg1錠 炭酸ランタン水和物 バイエル薬品 2190029F1026 錠：内服

219 高リン血症・鉄欠乏性貧血治療剤 リオナ錠250mg 250mg1錠 クエン酸第二鉄水和物 日本たばこ産業 鳥居薬品 2190033F1022 錠：内服

219 HCNチャネル遮断薬 コララン錠2.5mg 2.5mg1錠 イバブラジン塩酸塩 小野薬品工業 2190039F1020 錠：内服

219 高カリウム血症改善剤 ロケルマ懸濁用散分包5g 5g1包 ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 アストラゼネカ 2190040B1020 散：内服

219 高カリウム血症改善剤 ロケルマ懸濁用散分包10g 10g1包 ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 アストラゼネカ 2190040B2027 散：内服

219

アンギオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

（ARNI）

エンレスト錠100mg 100mg1錠 サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 ノバルティスファーマ 2190041F2023 錠：内服

219

アンギオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

（ARNI）

エンレスト錠200mg 200mg1錠 サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 ノバルティスファーマ 2190041F3020 錠：内服

219 持続性Ca拮抗剤・HMG-CoA還元酵素阻害剤 カデュエット配合錠4番 1錠

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

ファイザー 2190104F1024 錠：内服

222 気管支拡張・鎮咳剤 メチルエフェドリン散10％「フソー」 10％1g dl-メチルエフェドリン塩酸塩 扶桑薬品工業 2221003B2083 散：内服

222 中枢性鎮咳剤 メジコン散10％ 10％1g デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 シオノギファーマ 塩野義製薬 2223001B1210 散：内服

222 中枢性鎮咳剤 メジコン錠15mg 15mg1錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 シオノギファーマ 塩野義製薬 2223001F2099 錠：内服

222 鎮咳剤 アストミン錠10mg 10mg1錠 ジメモルファンリン酸塩 オーファンパシフィック 2229001F1053 錠：内服

222 鎮咳剤 ジメモルファンリン酸塩DS小児用2.5％「タカタ」 2.5％1g ジメモルファンリン酸塩 高田製薬 2229001R1033 ドライシロップ：内服

222 鎮咳剤 ニチコデ配合散 1g フスコデ 日医工 2229100B1110 散：内服

223 去痰剤 セネガシロップ「ケンエー」 10mL セネガシロップ 健栄製薬 2231001Q1036 シロップ：内服

223 気道粘液調整・粘膜正常化剤 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 500mg1錠 L-カルボシステイン 東和薬品 2233002F2111 錠：内服

223 気道粘液調整・粘膜正常化剤 カルボシステインDS50％「タカタ」 50％1g L-カルボシステイン 高田製薬 2233002R2037 ドライシロップ：内服
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223

気道粘液溶解剤・アセトアミノフェン中毒解毒

剤

ムコフィリン吸入液20％ 17.62％2mL1包 アセチルシステイン サンノーバ エーザイ 2233700G2034 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

223 気道粘液溶解剤 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 4mg1錠 ブロムヘキシン塩酸塩 日医工 2234001F1355 錠：内服

223 気道粘液溶解剤 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％「タイヨー」 0.2％1mL ブロムヘキシン塩酸塩 武田テバファーマ 武田薬品工業 2234700G1043 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

223 気道潤滑去痰剤 ムコサール錠15mg 15mg1錠 アンブロキソール塩酸塩 サノフィ 2239001F1661 錠：内服

223 気道潤滑去痰剤 小児用ムコソルバンDS1.5％ 1.5％1g アンブロキソール塩酸塩 帝人ファーマ 2239001R1072 ドライシロップ：内服

224 麻薬性鎮咳剤 コデインリン酸塩散1％「フソー」 1％1g コデインリン酸塩水和物 扶桑薬品工業 2242001B2335 散：内服

224 中枢性鎮咳剤 アスベリン散10％ 10％1g チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロESファーマ 2249003B1037 散：内服

224 中枢性鎮咳剤 アスベリン錠20 20mg1錠 チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロESファーマ 田辺三菱製薬 2249003F2027 錠：内服

224 中枢性鎮咳剤 アスベリンシロップ0.5％ 0.5％10mL チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロESファーマ 2249003Q1048 シロップ：内服

225 キサンチン系気管支拡張剤 テオドール錠100mg 100mg1錠 テオフィリン 田辺三菱製薬 2251001F2115 徐放錠：内服

225 キサンチン系気管支拡張剤 テオドール錠200mg 200mg1錠 テオフィリン 田辺三菱製薬 2251001F3081 徐放錠：内服

225 キサンチン系気管支拡張剤 ユニコン錠400 400mg1錠 テオフィリン 日医工 2251001G2021 徐放錠：内服

225 キサンチン系気管支拡張剤 テオフィリンドライシロップ20％「タカタ」 20％1g テオフィリン 高田製薬 2251001R1107 ドライシロップ：内服

225 気管支拡張β2-刺激剤 ベネトリン吸入液0.5％ 0.5％1mL サルブタモール硫酸塩 グラクソ・スミスクライン 2254700G2034 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

225 気管支拡張β2-刺激剤 ホクナリンドライシロップ0.1％小児用 0.1％1g ツロブテロール マイランEPD 2259002R1061 ドライシロップ：内服

225 気管支拡張β2-刺激剤 メプチンミニ錠25μg 0.025mg1錠 プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 2259004F1110 錠：内服

225 気管支拡張β2-刺激剤 メプチン錠50μg 0.05mg1錠 プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 2259004F2168 錠：内服

225 気管支拡張β2-刺激剤 メプチンシロップ5μg／mL 0.0005％1mL プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 2259004Q1111 シロップ：内服

225,259 気管支拡張β2-刺激・腹圧性尿失禁治療剤 スピロペント錠10μg 10μg1錠 クレンブテロール塩酸塩 帝人ファーマ 2259006F1080 錠：内服

449,225 アレルギー性疾患治療剤 インタール吸入液1％ 1％2mL1管 クロモグリク酸ナトリウム サノフィ 2259701G1063 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

229 副腎皮質ホルモン キュバール100エアゾール 15mg8.7g1瓶 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 大日本住友製薬 2259703Y1025 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

225 気管支拡張β2-刺激剤 メプチン吸入液ユニット0.3mL 0.01％0.3mL1個 プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 2259704G5020 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

225 気管支拡張β2-刺激剤 メプチンキッドエアー5μg吸入100回 0.0143％2.5mL1キット プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 2259704G8037 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

225 気管支拡張β2-刺激剤 メプチンエアー10μg吸入100回 0.0143％5mL1キット プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 2259704G9033 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

225 気管支拡張β2-刺激剤 ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 0.5mg1枚 ツロブテロール 沢井製薬 2259707S1071 貼付剤：外用

225 気管支拡張β2-刺激剤 ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 1mg1枚 ツロブテロール 沢井製薬 2259707S2078 貼付剤：外用

225 気管支拡張β2-刺激剤 ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 2mg1枚 ツロブテロール 沢井製薬 2259707S3074 貼付剤：外用

225 長時間作用性吸入気管支拡張剤 スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 150μg1キット チオトロピウム臭化物水和物 日本ベーリンガーインゲルハイム 2259709G2023 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

225 長時間作用性気管支拡張β2-刺激剤 オンブレス吸入用カプセル150μg 150μg1カプセル インダカテロールマレイン酸塩 ノバルティスファーマ 2259710G1020

カプセル（吸入剤）：外用〔口

腔投与剤〕

225 長時間作用性吸入気管支拡張配合剤 ウルティブロ吸入用カプセル 1カプセル グリコピロニウム臭化物・インダカテロールマレイン酸塩 ノバルティスファーマ Meiji Seikaファルマ 2259805G1027

カプセル（吸入剤）：外用〔口

腔投与剤〕

225 COPD治療配合剤 スピオルトレスピマット60吸入 60吸入1キット チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩 日本ベーリンガーインゲルハイム 2259807G2022 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

226 消炎剤 アズノールうがい液4％ 4％1mL アズレン 日本点眼薬研究所 日本新薬 2260700F1021

液（含嗽剤）：外用〔口腔投

与剤〕

226 殺菌消毒剤 ポビドンヨードガーグル液7％「明治」 7％1mL ポビドンヨード Meiji Seikaファルマ 2260701F1409

液（含嗽剤）：外用〔口腔投

与剤〕

226 口腔・咽頭疾患用剤 含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1％1g

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

東洋製薬化成 小野薬品工業 2260702F1055

顆粒（含嗽剤）：外用〔口腔

投与剤〕
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229 ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体 ヌーカラ皮下注100mgペン 100mg1mL1キット メポリズマブ（遺伝子組換え） グラクソ・スミスクライン 2290401G2022 キット：注射

229 副腎皮質ホルモン フルタイド50ロタディスク 50μg1ブリスター フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン 2290700G1026 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

229

クローン病治療剤・吸入ステロイド喘息治療

剤・潰瘍性大腸炎治療剤

パルミコート吸入液0.25mg 0.25mg2mL1管 ブデソニド アストラゼネカ 2290701G4020 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

229 喘息・COPD治療配合剤 アドエア100ディスカス60吸入用 60ブリスター1キット

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

グラクソ・スミスクライン 2290800G4031 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

229 喘息・COPD治療配合剤 アドエア250ディスカス60吸入用 60ブリスター1キット

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

グラクソ・スミスクライン 2290800G5038 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

229 喘息・COPD治療配合剤 アドエア500ディスカス60吸入用 60ブリスター1キット

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

グラクソ・スミスクライン 2290800G6034 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

229

吸入ステロイド・気管支拡張β2刺激喘息・

COPD治療配合剤

シムビコートタービュヘイラー60吸入 60吸入1キット ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 アストラゼネカ 2290801G2025 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

229 喘息治療配合剤 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 120吸入1瓶

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

杏林製薬 2290802G4022 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

229 喘息・COPD治療配合剤 レルベア100エリプタ30吸入用 30吸入1キット

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

グラクソ・スミスクライン 2290803G3020 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

229 喘息・COPD治療配合剤 レルベア200エリプタ30吸入用 30吸入1キット

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

グラクソ・スミスクライン 2290803G4027 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

229 喘息・COPD治療配合剤 テリルジー100エリプタ30吸入用 30吸入1キット

フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウ

ム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩

グラクソ・スミスクライン 2290804G2029 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

231 局所収れん剤 タンニン酸アルブミン「ケンエー」 1g タンニン酸アルブミン 健栄製薬 2312001X1057 末：内服

231 生菌製剤 ビオフェルミンR散 1g 耐性乳酸菌 ビオフェルミン製薬 大正製薬 2316004B1036 散：内服

231 生菌製剤 ミヤBM細粒 1g 酪酸菌製剤 ミヤリサン製薬 2316009C1026 細粒：内服

231 乳酸菌製剤 ビオフェルミン配合散 1g ラクトミン ビオフェルミン製薬 大正製薬 2316012A1132 散：内服

231 生菌製剤 レベニン錠 1錠 耐性乳酸菌 わかもと製薬 2316016F1022 錠：内服

231 活性生菌製剤 ビオスリー配合散 1g 酪酸菌配合剤 東亜薬品工業 東亜新薬，鳥居薬品 2316017B1041 散：内服

231 乳酸菌 ビオフェルミン錠剤 1錠 ビフィズス菌 ビオフェルミン製薬 大正製薬 2316020F1029 錠：内服

231 消化管内ガス排除剤 ガスコン錠40mg 40mg1錠 ジメチコン キッセイ薬品工業 2318001F1063 錠：内服

231 消化管内ガス排除剤 ガスコンドロップ内用液2％ 2％1mL ジメチコン キッセイ薬品工業 2318001Q1080 シロップ：内服

231 止瀉剤 ロペミン細粒0.1％ 0.1％1g ロペラミド塩酸塩 ヤンセンファーマ 2319001C2060 細粒：内服

231 止瀉剤 ロペミンカプセル1mg 1mg1カプセル ロペラミド塩酸塩 ヤンセンファーマ 2319001M1213 カプセル：内服

231 吸着剤 薬用炭「日医工」 1g 薬用炭 日医工 2319003X1049 末：内服

232 H2-受容体拮抗剤 ファモチジン錠20mg「日新」 20mg1錠 ファモチジン 日新製薬－山形 2325003F2403 錠：内服

232 胃炎・消化性潰瘍治療剤 スクラルファート顆粒90％「トーワ」 90％1g スクラルファート水和物 東和薬品 2329008D1173 顆粒：内服

232,117 ベンザミド系抗潰瘍・精神安定剤 スルピリド錠50mg「サワイ」 50mg1錠 スルピリド 沢井製薬 2329009F1217 錠：内服

232 テルペン系胃炎・胃潰瘍治療剤 セルベックス細粒10％ 10％1g テプレノン エーザイ EAファーマ 2329012C1026 細粒：内服

232 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤 ガスロンN錠4mg 4mg1錠 イルソグラジンマレイン酸塩 日本新薬 2329020F2023 錠：内服

232 胃炎・胃潰瘍治療剤 レバミピド錠100mg「オーツカ」 100mg1錠 レバミピド 大塚製薬工場 2329021F1331 錠：内服

232 プロトンポンプインヒビター ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 15mg1錠 ランソプラゾール 東和薬品 三和化学研究所 2329023F1071 口腔内崩壊錠：内服

232 胃潰瘍治療亜鉛・L-カルノシン錯体 プロマック顆粒15％ 15％1g ポラプレジンク ゼリア新薬工業 2329027D1028 顆粒：内服

232 プロトンポンプインヒビター ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 10mg1錠 ラベプラゾールナトリウム 東和薬品 2329028F1112 腸溶錠：内服

232 プロトンポンプインヒビター ネキシウムカプセル20mg 20mg1カプセル エソメプラゾールマグネシウム水和物 アストラゼネカ 第一三共 2329029M2023 腸溶性カプセル：内服

232

カリウムイオン競合型アシッドブロッカー・プロト

ンポンプインヒビター

タケキャブ錠10mg 10mg1錠 ボノプラザンフマル酸塩 武田薬品工業 2329030F1020 錠：内服
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232

カリウムイオン競合型アシッドブロッカー・プロト

ンポンプインヒビター

タケキャブ錠20mg 20mg1錠 ボノプラザンフマル酸塩 武田薬品工業 2329030F2027 錠：内服

232 粘膜保護・止血剤 アルロイドG内用液5％ 10mL アルギン酸ナトリウム カイゲンファーマ 2329116S1094 液：内服

233 膵消化酵素補充剤 リパクレオンカプセル150mg 150mg1カプセル パンクレリパーゼ マイランEPD 2331007M1029 腸溶性カプセル：内服

233 消化剤 エクセラーゼ配合錠 1錠 総合消化酵素製剤 Meiji Seikaファルマ 2339114F1034 錠：内服

233 消化剤 ベリチーム配合顆粒 1g 総合消化酵素製剤 共和薬品工業 2339163D1037 顆粒：内服

233 消化剤 YM散「イセイ」 1g 健胃消化剤 コーアイセイ 2339193B1029 散：内服

234 消化管用吸着剤 アドソルビン原末 10g 天然ケイ酸アルミニウム アルフレッサファーマ 2343002X1058 末：内服

234,235 制酸・緩下剤 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 10g 酸化マグネシウム 健栄製薬 2344002X1055 末：内服

234 制酸・中和剤 炭酸水素ナトリウム「NikP」 10g 炭酸水素ナトリウム 日医工 岩城製薬 2344004X1453 末：内服

234 制酸・中和剤 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 500mg1錠 炭酸水素ナトリウム マイラン製薬 ファイザー 2344005F1053 錠：内服

234 制酸吸着・高リン血症剤 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 10g 沈降炭酸カルシウム 健栄製薬 2344007X1031 末：内服

234,235 制酸・緩下剤 マグミット錠250mg 250mg1錠 酸化マグネシウム 協和化学工業

シオエ製薬，丸石製薬，日医工，

日本新薬

2344009F1035 錠：内服

234,235 制酸・緩下剤 マグミット錠330mg 330mg1錠 酸化マグネシウム 協和化学工業

シオエ製薬，丸石製薬，日医工，

日本新薬

2344009F2031 錠：内服

234 胃炎・消化性潰瘍治療剤 マーロックス懸濁用配合顆粒 1g 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム サノフィ 2349101D1253 ドライシロップ：内服

235 緩下剤 センノシド錠12mg「サワイ」 12mg1錠 センノシド 沢井製薬 2354003F2367 錠：内服

235 浣腸剤 グリセリン「ヨシダ」 10mL グリセリン 吉田製薬 2357700X1396 液：外用

235 浣腸剤 グリセリン浣腸液50％「ケンエー」 50％30mL1個 グリセリン 健栄製薬 2357701K3140 浣腸剤：外用

235 浣腸剤 グリセリン浣腸液50％「ケンエー」 50％60mL1個 グリセリン 健栄製薬 2357701K6239 浣腸剤：外用

235 浣腸剤 グリセリン浣腸液50％「ケンエー」 50％120mL1個 グリセリン 健栄製薬 2357701K8193 浣腸剤：外用

235 緩下剤 ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「日医工」 0.75％1mL ピコスルファートナトリウム水和物 日医工 2359005S1283 液：内服

235 クロライドチャネルアクチベーター アミティーザカプセル24μg 24μg1カプセル ルビプロストン マイランEPD 2359006M1025 カプセル：内服

235 経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬 スインプロイク錠0.2mg 0.2mg1錠 ナルデメジントシル酸塩 塩野義製薬 2359007F1020 錠：内服

235 胆汁酸トランスポーター阻害剤 グーフィス錠5mg 5mg1錠 エロビキシバット水和物 EAファーマ 持田製薬 2359008F1025 錠：内服

235 生薬緩下剤 アローゼン顆粒 1g センナ・センナ実 サンファーマ 2359102X1072 顆粒：内服

235 慢性便秘症治療剤 モビコール配合内用剤LD 6.8523g1包 モビコール配合内用剤 EAファーマ 持田製薬 2359110B1037 散：内服

235 排便機能促進剤 テレミンソフト坐薬2mg 2mg1個 ビサコジル EAファーマ サンド 2359700J1088 坐剤：外用

235 便秘治療剤 新レシカルボン坐剤 1個 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム 京都薬品工業 ゼリア新薬工業 2359800J1035 坐剤：外用

236 肝・胆・消化機能改善剤 ウルソ錠50mg 50mg1錠 ウルソデオキシコール酸 田辺三菱製薬 2362001F1088 錠：内服

236 肝・胆・消化機能改善剤 ウルソ錠100mg 100mg1錠 ウルソデオキシコール酸 田辺三菱製薬 2362001F2149 錠：内服

239 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 アプレピタントカプセル80mg「NK」 80mg1カプセル アプレピタント 日本化薬 2391008M1030 カプセル：内服

239 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 アプレピタントカプセル125mg「NK」 125mg1カプセル アプレピタント 日本化薬 2391008M2036 カプセル：内服

239 ベンザミド系消化器機能異常治療剤 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 5mg1錠 メトクロプラミド 高田製薬 2399004F1260 錠：内服

239 消化管運動改善剤 ナウゼリンOD錠10 10mg1錠 ドンペリドン 協和キリン 2399005F4026 口腔内崩壊錠：内服

239 消化管運動改善剤 ナウゼリンドライシロップ1％ 1％1g ドンペリドン 協和キリン 2399005R1163 ドライシロップ：内服
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239 消化管運動調律剤 セレキノン錠100mg 100mg1錠 トリメブチンマレイン酸塩 田辺三菱製薬 2399006F1331 錠：内服

239 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 ペンタサ錠250mg 250mg1錠 メサラジン 杏林製薬 2399009F1149 錠：内服

239 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 アサコール錠400mg 400mg1錠 メサラジン ゼリア新薬工業 2399009F3028 腸溶錠：内服

239 消化管運動促進剤 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 5mg1錠 モサプリドクエン酸塩水和物 日医工 2399010F2245 錠：内服

239 過敏性腸症候群治療剤 コロネル錠500mg 500mg1錠 ポリカルボフィルカルシウム アステラス製薬 アステラス製薬 2399011F1022 錠：内服

239 口腔乾燥症状改善薬 サリグレンカプセル30mg 30mg1カプセル セビメリン塩酸塩水和物 日本化薬 2399012M1034 カプセル：内服

239 下痢型過敏性腸症候群治療剤 イリボーOD錠2.5μg 2.5μg1錠 ラモセトロン塩酸塩〔下痢型過敏性腸症候群治療剤〕 アステラス製薬 2399014F3029 口腔内崩壊錠：内服

239 機能性ディスペプシア（FD）治療剤 アコファイド錠100mg 100mg1錠 アコチアミド塩酸塩水和物 ゼリア新薬工業 2399015F1020 錠：内服

239 グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト リンゼス錠0.25mg 0.25mg1錠 リナクロチド アステラス製薬 2399017F1020 錠：内服

279 殺菌消毒剤 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 10mL 複方ヨード・グリセリン 健栄製薬 2399700X1060 液：外用

239 副腎皮質ホルモン デキサメタゾン口腔用軟膏0.1％「NK」 0.1％1g デキサメタゾン 日本化薬 2399706M1125 軟膏・硬膏：外用

264 副腎皮質ホルモン アフタッチ口腔用貼付剤25μg 25μg1錠 トリアムシノロンアセトニド 帝人ファーマ 2399707D1030 貼付剤：外用

245 副腎皮質ホルモン サルコートカプセル外用50μg 50μg1カプセル ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 帝人ファーマ 2399708A1039

カプセル（噴霧剤）：外用〔口

腔投与剤〕

239 口腔・咽喉感染予防剤 SPトローチ0.25mg「明治」 0.25mg1錠 デカリニウム塩化物 Meiji Seikaファルマ 2399710E1046 トローチ：外用〔口腔投与剤〕

239 消化管運動改善剤 ナウゼリン坐剤10 10mg1個 ドンペリドン 協和キリン 2399714J1026 坐剤：外用

239 消化管運動改善剤 ナウゼリン坐剤30 30mg1個 ドンペリドン 協和キリン 2399714J2022 坐剤：外用

239 消化管運動改善剤 ナウゼリン坐剤60 60mg1個 ドンペリドン 協和キリン 2399714J3029 坐剤：外用

239 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 ペンタサ注腸1g 1g1個 メサラジン 杏林製薬 2399715X1023 注腸剤：外用

239 口内炎・歯周炎治療剤 デスパコーワ口腔用クリーム 1g デスパ 興和 2399800X1033 クリーム：外用

239 人工唾液 サリベートエアゾール 50g1個 サリベートエアゾール 帝人ファーマ 2399801E1037 噴霧剤：外用〔口腔投与剤〕

241 バソプレシン誘導体 ミニリンメルトOD錠120μg 120μg1錠 デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング・ファーマ キッセイ薬品工業，協和キリン 2419001F1023 口腔内崩壊錠：内服

243 甲状腺ホルモン チラーヂンS錠50μg 50μg1錠 レボチロキシンナトリウム水和物 あすか製薬 武田薬品工業 2431004F1056 錠：内服

243 甲状腺ホルモン チラーヂンS錠25μg 25μg1錠 レボチロキシンナトリウム水和物 あすか製薬 武田薬品工業 2431004F2052 錠：内服

243 抗甲状腺剤 メルカゾール錠5mg 5mg1錠 チアマゾール あすか製薬 武田薬品工業 2432001F1033 錠：内服

243 抗甲状腺剤 チウラジール錠50mg 50mg1錠 プロピルチオウラシル ニプロESファーマ 2432002F1054 錠：内服

243 骨粗鬆症治療剤 フォルテオ皮下注キット600μg 600μg1キット テリパラチド（遺伝子組換え） 日本イーライリリー 2439400G1020 キット：注射

245 副腎髄質ホルモン エピペン注射液0.3mg 0.3mg1筒 アドレナリン マイランEPD 2451402G3026 キット：注射

245 副腎髄質ホルモン ボスミン外用液0.1％ 0.1％1mL アドレナリン 第一三共 2451700Q1032 液：外用

245 副腎皮質ホルモン コートリル錠10mg 10mg1錠 ヒドロコルチゾン ファイザー 2452002F1030 錠：内服

245 鉱質副腎皮質ホルモン フロリネフ錠0.1mg 0.1mg1錠 フルドロコルチゾン酢酸エステル アスペンジャパン 2452003F1035 錠：内服

245 副腎皮質ホルモン デカドロン錠0.5mg 0.5mg1錠 デキサメタゾン 日医工 2454002F1183 錠：内服

245 副腎皮質ホルモン デカドロン錠4mg 4mg1錠 デキサメタゾン 日医工 2454002F3020 錠：内服

245 副腎皮質ホルモン デカドロンエリキシル0.01％ 0.01％1mL デキサメタゾン 日医工 2454002S1122 液：内服

245 副腎皮質ホルモン リンデロン錠0.5mg 0.5mg1錠 ベタメタゾン シオノギファーマ 塩野義製薬 2454004F2090 錠：内服
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245 副腎皮質ホルモン リンデロン坐剤0.5mg 0.5mg1個 ベタメタゾン シオノギファーマ 塩野義製薬 2454700J1028 坐剤：外用

245 副腎皮質ホルモン プレドニゾロン錠「タケダ」5mg 5mg1錠 プレドニゾロン 武田テバ薬品 武田薬品工業 2456001F1353 錠：内服

245 副腎皮質ホルモン プレドニゾロン錠1mg（旭化成） 1mg1錠 プレドニゾロン 旭化成ファーマ 旭化成 2456001F2023 錠：内服

245 副腎皮質ホルモン配合剤 セレスタミン配合錠 1錠 ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田製薬 2459100F1162 錠：内服

246 男性ホルモン エナルモンデポー筋注125mg 125mg1mL1管 テストステロンエナント酸エステル あすか製薬 武田薬品工業 2461400A1079 油性注射液：注射

246 男性ホルモン テスチノンデポー筋注用250mg 250mg1mL1管 テストステロンエナント酸エステル 持田製薬 2461400A2083 油性注射液：注射

247 エストラジオール製剤 エストラーナテープ0.72mg （0.72mg）9cm21枚 エストラジオール 久光製薬 2473700S2076 貼付剤：外用

247 卵胞ホルモン エストリール錠1mg 1mg1錠 エストリオール 持田製薬 2475001F3033 錠：内服

247 黄体ホルモン剤 ルトラール錠2mg 2mg1錠 クロルマジノン酢酸エステル 富士製薬工業 2478001F1040 錠：内服

247 黄体ホルモン剤 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 25mg1錠 クロルマジノン酢酸エステル 日医工 2478001F2381 錠：内服

247 合成黄体ホルモン デュファストン錠5mg 5mg1錠 ジドロゲステロン マイランEPD 2478003F1031 錠：内服

247 卵胞ホルモン プレマリン錠0.625mg 0.625mg1錠 結合型エストロゲン ファイザー 2479004F1033 錠：内服

248 黄体・卵胞混合ホルモン プラノバール配合錠 1錠 ノルゲストレル・エチニルエストラジオール あすか製薬 武田薬品工業 2482005F1041 錠：内服

248 月経困難症治療剤 ルナベル配合錠LD 1錠 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール〔治療用〕 ノーベルファーマ 富士製薬工業，日本新薬 2482009F1031 錠：内服

249 循環系作用酵素 カルナクリン錠25 25単位1錠 カリジノゲナーゼ 三和化学研究所 2491001F5056 腸溶錠：内服

249 循環系作用酵素 カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」 25単位1錠 カリジノゲナーゼ 日医工 2491001F5170 腸溶錠：内服

249 膵臓ホルモン ノボリンR注100単位／mL 100単位1mLバイアル インスリンヒト（遺伝子組換え） ノボノルディスクファーマ 2492403A4043 注射液：注射

249 膵臓ホルモン ノボリンR注フレックスペン 300単位1キット インスリンヒト（遺伝子組換え） ノボノルディスクファーマ 2492413G8053 キット：注射

249 膵臓ホルモン ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位1キット インスリンアスパルト（遺伝子組換え） ノボノルディスクファーマ 2492415G2020 キット：注射

249 膵臓ホルモン ノボラピッド50ミックス注フレックスペン 300単位1キット インスリンアスパルト（遺伝子組換え） ノボノルディスクファーマ 2492415G4022 キット：注射

249 膵臓ホルモン ノボラピッド注フレックスタッチ 300単位1キット インスリンアスパルト（遺伝子組換え） ノボノルディスクファーマ 2492415G6025 キット：注射

249 膵臓ホルモン（持効型溶解インスリンアナログ） トレシーバ注フレックスタッチ 300単位1キット インスリンデグルデク（遺伝子組換え） ノボノルディスクファーマ 2492419G1021 キット：注射

249 膵臓ホルモン インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 300単位1キット インスリングラルギン（遺伝子組換え） 日本イーライリリー 2492420G1024 キット：注射

249 排卵誘発剤 クロミッド錠50mg 50mg1錠 クロミフェンクエン酸塩 富士製薬工業 2499009F1080 錠：内服

249 5α-還元酵素阻害 ザガーロカプセル0.5mg デュタステリド グラクソ・スミスクライン 249900AM2020 カプセル：内服

249 5α-還元酵素阻害 アボルブカプセル0.5mg 0.5mg1カプセル デュタステリド グラクソ・スミスクライン 2499011M1027 カプセル：内服

249 持続性GLP-1受容体作動薬 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 0.75mg0.5mL1キット デュラグルチド（遺伝子組換え） 日本イーライリリー 大日本住友製薬 2499416G1029 キット：注射

249 プロスタグランジンE1誘導体 プレグランディン腟坐剤1mg 1mg1個 ゲメプロスト 小野薬品工業 2499700H1036 腟坐剤：外用

251 糖類剤 ウロマチックS泌尿器科用灌流液3％ 3％3L1袋 D-ソルビトール バクスター 2519700Q1030 液：外用

252 抗生物質 クロマイ腟錠100mg 100mg1錠 クロラムフェニコール アルフレッサファーマ 2521701H1050 腟錠：外用

252 卵胞ホルモン エストリール腟錠0.5mg 0.5mg1錠 エストリオール 持田製薬 2529701H1058 腟錠：外用

252 抗真菌剤 クロトリマゾール腟錠100mg「F」 100mg1錠 クロトリマゾール 富士製薬工業 2529702H1087 腟錠：外用

252 抗原虫剤・癌性皮膚潰瘍臭改善薬 フラジール腟錠250mg 250mg1錠 メトロニダゾール 富士製薬工業 2529707H1063 腟錠：外用

252 抗真菌剤 アデスタン腟錠300mg 300mg1個 イソコナゾール硝酸塩 バイエル薬品 2529708J2058 腟錠：外用
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254 経口避妊剤 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〔経口避

妊剤〕

科研製薬 254910AF1042 錠：内服

255 痔疾治療剤 強力ポステリザン（軟膏） 1g 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン マルホ 2559808M1020 軟膏・硬膏：外用

255 痔核局所治療剤 ボラザG坐剤 1個 トリベノシド・リドカイン 天藤製薬 武田薬品工業 2559813J1033 坐剤：外用

259 尿路結石治療剤 ウロカルン錠225mg 225mg1錠 ウラジロガシエキス 日本新薬 2590001F1024 錠：内服

259 フラボン系頻尿治療剤 ブラダロン錠200mg 200mg1錠 フラボキサート塩酸塩 日本新薬 2590002F1371 錠：内服

259 フラボン系頻尿治療剤 フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 200mg1錠 フラボキサート塩酸塩 日医工 2590002F1495 錠：内服

259 排尿障害治療剤 ポラキス錠2 2mg1錠 オキシブチニン塩酸塩 クリニジェン 2590005F1022 錠：内服

259 α1-遮断剤 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」 0.2mg1錠 タムスロシン塩酸塩 日医工 2590008F2073 口腔内崩壊錠：内服

259 排尿障害治療剤 フリバス錠25mg 25mg1錠 ナフトピジル 旭化成ファーマ 2590009F1039 錠：内服

259 ホスホジエステラーゼ5阻害剤 シアリス錠10mg タダラフィル 日本新薬 259000CF2020 錠：内服

259 ホスホジエステラーゼ5阻害剤 シアリス錠20mg タダラフィル 日本新薬 259000CF3026 錠：内服

259

選択的α1A-遮断剤・前立腺肥大症に伴う排

尿障害改善薬

ユリーフOD錠4mg 4mg1錠 シロドシン キッセイ薬品工業 第一三共 2590010F4022 口腔内崩壊錠：内服

259 過活動膀胱治療剤 ベシケアOD錠2.5mg 2.5mg1錠 コハク酸ソリフェナシン アステラス製薬 2590011F3020 口腔内崩壊錠：内服

259

選択的β3-アドレナリン受容体作動性過活動

膀胱治療剤

ベタニス錠50mg 50mg1錠 ミラベグロン アステラス製薬 2590014F2028 錠：内服

259 過活動膀胱治療剤 トビエース錠4mg 4mg1錠 フェソテロジンフマル酸塩 ファイザー 2590015G1021 徐放錠：内服

259 ホスホジエステラーゼ5阻害剤 ザルティア錠5mg 5mg1錠 タダラフィル 日本新薬 2590016F2027 錠：内服

259

選択的β3-アドレナリン受容体作動性過活動

膀胱治療剤

ベオーバ錠50mg 50mg1錠 ビベグロン 杏林製薬 キッセイ薬品工業 2590017F1025 錠：内服

259 前立腺肥大症治療剤 エビプロスタット配合錠DB 1錠 エビプロスタット配合錠DB 日本新薬 2590100X2046 腸溶錠：内服

259 排尿障害治療剤 ネオキシテープ73.5mg 73.5mg1枚 オキシブチニン塩酸塩 久光製薬 2590700S1025 貼付剤：外用

261 殺菌消毒剤 ポビドンヨードスクラブ液7.5％「明治」 7.5％10mL ポビドンヨード Meiji Seikaファルマ 2612701Q1137 液：外用

261 殺菌消毒剤 ポビドンヨードゲル10％「明治」 10％10g ポビドンヨード Meiji Seikaファルマ 2612701Q2133 ゲル：外用

261 殺菌消毒剤 ポビドンヨード消毒液10％「カネイチ」 10％10mL ポビドンヨード 兼一薬品工業 2612701Q3490 液：外用

261 殺菌消毒剤 タマガワヨードホルムガーゼ ヨードホルム 玉川衛材 261270BS1023 貼付剤：外用

261 殺菌消毒剤 オキシドール「ヨシダ」 10mL オキシドール 吉田製薬 2614700X1379 液：外用

261 殺菌消毒剤 イソプロパノール消毒液70％「カネイチ」 70％10mL イソプロパノール 兼一薬品工業 2615701Q2321 液：外用

261 殺菌消毒剤・経皮的注入療法用剤 エコ消エタ消毒液 10mL エタノール 吉田製薬 2615705Q1200 液：外用

261 殺菌消毒剤 ベンザルコニウム塩化物消毒液10％「カネイチ」 10％10mL ベンザルコニウム塩化物 兼一薬品工業 2616700Q1620 液：外用

261 殺菌消毒剤 0.025W／V％ヂアミトール水 0.025％10mL ベンザルコニウム塩化物 日興製薬 丸石製薬 2616700Q4041 液：外用

261 殺菌消毒剤 ステリクロンBエタノール液0.5 0.5％10mL クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬 2619702Q2112 液：外用

261 殺菌消毒剤 マスキン液（5W／V％） 5％10mL クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬 2619702Q3160 液：外用

261 殺菌消毒剤 ステリクロンR液0.05 0.05％10mL クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬 健栄製薬 2619702Q6029 液：外用

261 殺菌消毒剤 ステリクロンR液0.1 0.1％10mL クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬 健栄製薬 2619702Q7025 液：外用

261 殺菌消毒剤 ステリクロンW液0.02 0.02％10mL クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬 2619702Q8021 液：外用

261,273 殺菌消毒剤 ホルマリン「ケンエー」 10mL ホルマリン 健栄製薬 2619708X1061 液：外用
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261 殺菌消毒剤 ヒビスコール液A クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ 261970BQ1078 液：外用

261 殺菌消毒剤 スクラビインS4％液 クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ 261970BQ2104 液：外用

261 殺菌消毒剤 ヒビテン・グルコネート液20％ 20％10mL クロルヘキシジングルコン酸塩 大日本住友製薬 2619713Q1181 液：外用

261 消毒剤 エルエイジー10液 10％10mL アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 吉田製薬 2619716Q1029 液：外用

263 外用感染治療剤 ゲーベンクリーム1％ 1％1g スルファジアジン銀 田辺三菱製薬 2633705N1031 クリーム：外用

263 テトラサイクリン系抗生物質 アクロマイシン軟膏3％ 30mg1g テトラサイクリン塩酸塩 サンファーマ 2634704M1047 軟膏・硬膏：外用

263 抗生物質 クロロマイセチン軟膏2％ 20mg1g クロラムフェニコール アルフレッサファーマ 2634706M1020 軟膏・硬膏：外用

263 アミノグリコシド系抗生物質 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「イワキ」 1mg1g ゲンタマイシン硫酸塩 岩城製薬 2634710M1085 軟膏・硬膏：外用

263 アミノグリコシド系抗生物質 ソフラチュール貼付剤10cm

（10.8mg）10cm×

10cm1枚

フラジオマイシン硫酸塩 テイカ製薬 2634711S1046 貼付剤：外用

263 アミノグリコシド系抗生物質 ソフラチュール貼付剤30cm

（32.4mg）10cm×

30cm1枚

フラジオマイシン硫酸塩 テイカ製薬 2634711S2034 貼付剤：外用

263 ニューキノロン系抗菌剤 アクアチムクリーム1％ 1％1g ナジフロキサシン 大塚製薬 2639700N1032 クリーム：外用

263 ニューキノロン系抗菌剤 アクアチムローション1％ 1％1mL ナジフロキサシン 大塚製薬 2639700Q1055 液：外用

263 複合抗生物質製剤 バラマイシン軟膏

（BTRC250単位

FRM2mg）1g

バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩 東洋製薬化成 小野薬品工業 2639805M1020 軟膏・硬膏：外用

264 抗ヒスタミン剤 レスタミンコーワクリーム1％ 1％10g ジフェンヒドラミン 興和 2642702N1029 クリーム：外用

264 副腎皮質ホルモン ネリゾナユニバーサルクリーム0.1％ 0.1％1g ジフルコルトロン吉草酸エステル レオファーマ LTLファーマ 2646700N1169 クリーム：外用

264 副腎皮質ホルモン リンデロン－V軟膏0.12％ 0.12％1g ベタメタゾン吉草酸エステル シオノギファーマ 塩野義製薬 2646701M2156 軟膏・硬膏：外用

264 副腎皮質ホルモン デルモベート軟膏0.05％ 0.05％1g クロベタゾールプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン 2646713M1136 軟膏・硬膏：外用

264 副腎皮質ホルモン デルモベートスカルプローション0.05％ 0.05％1g クロベタゾールプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン 2646713Q1081 液：外用

264 副腎皮質ホルモン ロコイド軟膏0.1％ 0.1％1g ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居薬品 2646717M1096 軟膏・硬膏：外用

264 副腎皮質ホルモン ロコイドクリーム0.1％ 0.1％1g ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居薬品 2646717N1083 クリーム：外用

264 副腎皮質ホルモン リドメックスコーワ軟膏0.3％ 0.3％1g プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 興和 2646720M1080 軟膏・硬膏：外用

264 副腎皮質ホルモン キンダベート軟膏0.05％ 0.05％1g クロベタゾン酪酸エステル グラクソ・スミスクライン 2646722M1100 軟膏・硬膏：外用

264 副腎皮質ホルモン ダイアコート軟膏0.05％ 0.05％1g ジフロラゾン酢酸エステル 帝國製薬 2646723M1172 軟膏・硬膏：外用

264 副腎皮質ホルモン マイザー軟膏0.05％ 0.05％1g ジフルプレドナート 田辺三菱製薬 2646725M1201 軟膏・硬膏：外用

264 副腎皮質ホルモン マイザークリーム0.05％ 0.05％1g ジフルプレドナート 田辺三菱製薬 2646725N1150 クリーム：外用

264 副腎皮質ホルモン アルメタ軟膏 0.1％1g アルクロメタゾンプロピオン酸エステル シオノギファーマ 塩野義製薬 2646727M1022 軟膏・硬膏：外用

264 副腎皮質ホルモン アンテベート軟膏0.05％ 0.05％1g ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 鳥居薬品 2646730M1059 軟膏・硬膏：外用

264 副腎皮質ホルモン アンテベートローション0.05％ 0.05％1g ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 鳥居薬品 2646730Q1026 液：外用

264 副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 テラ・コートリル軟膏 1g オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン 陽進堂 2647705M1023 軟膏・硬膏：外用

264 副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 リンデロン－VG軟膏0.12％ 1g ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 シオノギファーマ 塩野義製薬 2647709M1102 軟膏・硬膏：外用

264 副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 リンデロン－VGクリーム0.12％ 1g ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 シオノギファーマ 塩野義製薬 2647709N1060 クリーム：外用

264 副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 リンデロン－VGローション 1mL ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 シオノギファーマ 塩野義製薬 2647709Q1040 液：外用

264 皮膚疾患治療剤 亜鉛華軟膏「ホエイ」 10g 酸化亜鉛 マイラン製薬 ファイザー 2649704M1120 軟膏・硬膏：外用

264 皮膚疾患治療剤 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」 10g 酸化亜鉛 小堺製薬 丸石製薬 2649705X1059 末：外用
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264 消炎剤 アズノール軟膏0.033％ 0.033％10g アズレン 日本新薬 2649716M1042 軟膏・硬膏：外用

264

インドール酢酸系解熱消炎鎮痛・未熟児動脈

管開存症治療剤

インドメタシン外用液1％「日医工」 1％1mL インドメタシン 日医工ファーマ 日医工 2649719Q2109 液：外用

264 鎮痒剤 オイラックスクリーム10％ 10％10g クロタミトン 日新製薬－山形 2649722N1027 クリーム：外用

264 ビタミンA ザーネ軟膏0.5％ 5,000単位1g ビタミンA サンノーバ エーザイ 2649724M1039 軟膏・硬膏：外用

264 フェニルプロピオン酸系鎮痛・消炎剤 ベシカムクリーム5％ 5％1g イブプロフェンピコノール 久光製薬 2649728N1067 クリーム：外用

264 プロピオン酸系消炎鎮痛剤 ケトプロフェンテープ20mg「三和」 7cm×10cm1枚 ケトプロフェン 救急薬品工業 三和化学研究所 2649729S2274 貼付剤：外用

264 オキシカム系消炎鎮痛剤 バキソ軟膏0.5％ 0.5％1g ピロキシカム 富士フイルム富山化学 2649730M1069 軟膏・硬膏：外用

264 鎮痛消炎フェンブフェン活性体 フェルビナクスチック軟膏3％「三笠」 3％1g フェルビナク 三笠製薬 大正製薬 2649731M1098 軟膏・硬膏：外用

264 鎮痛消炎フェンブフェン活性体 セルタッチパップ140 20cm×14cm1枚 フェルビナク 帝國製薬 2649731S3022 貼付剤：外用

264 フェニルアルカン酸系消炎鎮痛剤 アドフィードパップ40mg 10cm×14cm1枚 フルルビプロフェン リードケミカル 科研製薬 2649732S1130 貼付剤：外用

264 プロピオン酸系消炎鎮痛剤 ロキソニンゲル1％ 1％1g ロキソプロフェンナトリウム水和物 第一三共 2649735Q1020 ゲル：外用

264 プロピオン酸系消炎鎮痛剤 ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 10cm×14cm1枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロファーマ ニプロ 2649735S3080 貼付剤：外用

264 皮膚疾患治療剤 グリメサゾン軟膏 1g デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール 藤永製薬 第一三共 2649801M1028 軟膏・硬膏：外用

264 皮膚疾患治療剤 カチリ「ホエイ」 10g フェノール・亜鉛華リニメント マイラン製薬 ニプロ，ファイザー 2649804X1125 軟膏・硬膏：外用

264 ビタミンE・A剤 ユベラ軟膏 1g トコフェロール・ビタミンA油 サンノーバ エーザイ 2649805M1026 軟膏・硬膏：外用

264 消炎・鎮痛剤 MS温シップ「タカミツ」 10g 外皮用消炎鎮痛配合剤 タカミツ 三和化学研究所，日本ジェネリック 2649843S1055 貼付剤：外用

264 皮膚疾患治療剤 エキザルベ 1g エキザルベ マルホ 2649852M1020 軟膏・硬膏：外用

264 皮膚疾患治療剤 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 1g 強力レスタミンコーチゾン軟膏 興和 2649866M1022 軟膏・硬膏：外用

265 角質軟化・抗白癬剤 10％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 10％10g サリチル酸 東豊薬品 吉田製薬，日医工 2652701M2021 軟膏・硬膏：外用

265 フェネチルイミダゾール系抗真菌剤 フロリードDクリーム1％ 1％1g ミコナゾール 持田製薬 2655702N1060 クリーム：外用

265 イミダゾール系抗真菌剤 ニゾラールクリーム2％ 2％1g ケトコナゾール ヤンセンファーマ 2655709N1053 クリーム：外用

265 イミダゾール系抗真菌剤 ニゾラールローション2％ 2％1g ケトコナゾール ヤンセンファーマ 2655709Q1025 液：外用

265 抗真菌剤・爪白癬治療剤 ルリコン液1％ 1％1mL ルリコナゾール サンファーマ 2655712Q1027 液：外用

265 ベンジルアミン系抗真菌剤 メンタックス外用液1％ 1％1mL ブテナフィン塩酸塩 科研製薬 2659708Q1062 液：外用

265 アリルアミン系抗真菌剤 テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「サワイ」 1％1g テルビナフィン塩酸塩 沢井製薬 2659710N1209 クリーム：外用

266 調剤用剤 酢酸「ヨシダ」 10mL 酢酸 吉田製薬 中北薬品 2661700X1310 液：外用

266 角質軟化・抗白癬剤 スピール膏M 25cm21枚 サリチル酸 ニチバン 2661701X1020 貼付剤：外用

266 角化症治療剤 ウレパールクリーム10％ 10％1g 尿素 大塚製薬工場 大塚製薬 2669701N1044 クリーム：外用

267 副交感神経刺激剤 フロジン外用液5％ 5％1mL カルプロニウム塩化物水和物 ニプロファーマ 第一三共 2679701Q1055 液：外用

269 活性型VD3角化症・尋常性乾癬治療剤 ボンアルファハイローション20μg／g 0.002％1g タカルシトール水和物 帝人ファーマ 2691700Q2027 液：外用

269 尋常性乾癬治療剤 ドボネックス軟膏50μg／g 0.005％1g カルシポトリオール レオファーマ 鳥居薬品 2691701M1031 軟膏・硬膏：外用

269

二次性副甲状腺機能亢進症・尋常性乾癬等

角化症治療剤

オキサロール軟膏25μg／g 0.0025％1g マキサカルシトール マルホ マルホ 2691702M1036 軟膏・硬膏：外用

269,623 皮膚疾患，ハンセン病治療剤 レクチゾール錠25mg 25mg1錠 ジアフェニルスルホン 田辺三菱製薬 2699003F1024 錠：内服

269 尋常性白斑治療剤 オクソラレンローション0.3％ 0.3％1mL メトキサレン 大正製薬 2699701Q1023 液：外用
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269 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 オルセノン軟膏0.25％ 0.25％1g トレチノイントコフェリル サンファーマ キョーリンリメディオ，杏林製薬 2699702M1034 軟膏・硬膏：外用

269 サイクリックAMP誘導体 アクトシン軟膏3％ 3％1g ブクラデシンナトリウム ニプロファーマ マルホ 2699703M1039 軟膏・硬膏：外用

269 局所消毒薬 カデックス軟膏0.9％ 0.9％1g ヨウ素 スミス・アンド・ネフュー 2699704M1025 軟膏・硬膏：外用

269 プロスタグランジンE1誘導体 プロスタンディン軟膏0.003％ 0.003％1g アルプロスタジル アルファデクス 小野薬品工業 2699705M1038 軟膏・硬膏：外用

269 免疫抑制剤 プロトピック軟膏0.1％ 0.1％1g タクロリムス水和物 マルホ 2699709M1028 軟膏・硬膏：外用

269

褥瘡・皮膚潰瘍治療剤/鼓膜穿孔治療剤/歯

周組織再生剤

フィブラストスプレー500

500μg1瓶（溶解液

付）

トラフェルミン（遺伝子組換え） 科研製薬 2699710R2024 噴霧剤：外用

269 尋常性ざ瘡治療剤 ディフェリンゲル0.1％ 0.1％1g アダパレン マルホ 2699711Q1027 ゲル：外用

269 抗原虫剤・癌性皮膚潰瘍臭改善薬 ロゼックスゲル0.75％ 0.75％1g メトロニダゾール マルホ 2699713Q1026 ゲル：外用

269 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 ネグミンシュガー軟膏 1g 精製白糖・ポビドンヨード マイラン製薬 ニプロ，ファイザー 2699801V1068 軟膏・硬膏：外用

269 尋常性乾癬治療剤 ドボベット軟膏 1g

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

レオファーマ 協和キリン 2699802M1024 軟膏・硬膏：外用

271 アニリド系局所麻酔剤 スキャンドネストカートリッジ3％ 3％1.8mL1管 メピバカイン塩酸塩 日本歯科薬品 2710810U3020 注射液：歯科用

279 局所消毒薬 ヨードグリコールパスタ「ネオ」 ヨウ素 ネオ製薬工業 2790812V1023 パスタ剤：歯科用

279 殺菌消毒剤 ネオステリングリーンうがい液0.2％ 1mL ベンゼトニウム塩化物 日本歯科薬品 2790820Q1040 液：歯科用

290 脱毛・浸出液・白血球減少抑制剤 セファランチン錠1mg 1mg1錠 セファランチン メディサ新薬 化研生薬 2900001F1029 錠：内服

311 活性型ビタミンD3 アルファロール散1μg／g 1μg1g アルファカルシドール 中外製薬 3112001B4036 散：内服

311 活性型ビタミンD3 アルファロールカプセル0.25μg 0.25μg1カプセル アルファカルシドール 中外製薬 3112001M1046 カプセル：内服

311 活性型ビタミンD3 アルファロールカプセル0.5μg 0.5μg1カプセル アルファカルシドール 中外製薬 3112001M2069 カプセル：内服

311 活性型ビタミンD3 エディロールカプセル0.5μg 0.5μg1カプセル エルデカルシトール 中外製薬 大正製薬 3112006M1022 カプセル：内服

311 活性型ビタミンD3 エディロールカプセル0.75μg 0.75μg1カプセル エルデカルシトール 中外製薬 大正製薬 3112006M2029 カプセル：内服

311 角化症治療芳香族テトラエン誘導体 チガソンカプセル10 10mg1カプセル エトレチナート 太陽ファルマ 3119001M1020 カプセル：内服

312 ビタミンB1誘導体 ジセタミン錠25 25mg1錠 セトチアミン塩酸塩水和物 高田製薬 3122001F1027 錠：内服

313 補酵素型ビタミンB2 FAD腸溶錠10mg「わかもと」 10mg1錠 フラビンアデニンジヌクレオチド わかもと製薬 3131001F2219 腸溶錠：内服

313 抗ペラグラ因子ビタミン ニコチン酸アミド散10％「ゾンネ」 10％1g ニコチン酸アミド ゾンネボード製薬 3132002B1034 散：内服

313 代謝異常改善剤 パンテチン散20％「テバ」 20％1g パンテチン 武田テバ薬品 武田テバファーマ，武田薬品工業 3133001B1215 散：内服

313 代謝異常改善剤 パンテチン錠100mg「シオエ」 100mg1錠 パンテチン シオエ製薬 日本新薬 3133001F3171 錠：内服

313 補酵素型ビタミンB6 ピドキサール錠30mg 30mg1錠 ピリドキサールリン酸エステル水和物 太陽ファルマ 3134003F3330 腸溶錠：内服

313 ビタミンB フォリアミン錠 5mg1錠 葉酸 日本製薬 武田薬品工業 3135001F1025 錠：内服

313 補酵素型ビタミンB12 メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg1錠 メコバラミン 東和薬品 3136004F2081 錠：内服

316 ビタミンK1 ビタミンK1錠5mg「ツルハラ」 5mg1錠 フィトナジオン 鶴原製薬 3160001F1338 錠：内服

316 止血機構賦活ビタミンK2 グラケーカプセル15mg 15mg1カプセル メナテトレノン エーザイ 3160002M2028 カプセル：内服

317 混合ビタミン ビタメジン配合カプセルB25 1カプセル 複合ビタミンB剤 アルフレッサファーマ 3179109M1074 カプセル：内服

317 ビタミンC製剤 シナール配合顆粒 1g アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム シオノギファーマ 塩野義製薬 3179115D1096 顆粒：内服

319 ビタミンH ビオチン散0.2％「ホエイ」 0.2％1g ビオチン 東洋製薬化成 ファイザー 3190001B1050 散：内服

321 カルシウム補給剤 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 10g 乳酸カルシウム水和物 吉田製薬 3211001X1237 末：内服
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321 カルシウム剤 アスパラ－CA錠200 1錠 L-アスパラギン酸カルシウム水和物 ニプロESファーマ 3214001F1020 錠：内服

321

カルシウム・天然型ビタミンD3・マグネシウム配

合剤

デノタスチュアブル配合錠 1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

日東薬品工業 第一三共 3219100F1020 錠：内服

322 ヨウ素剤 ヨウ化カリウム「日医工」 1g ヨウ化カリウム 日医工 3221001X1195 末：内服

322 ヨウ素剤 ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 50mg1丸 ヨウ化カリウム 日医工 3221002L1074 丸：内服

322 鉄欠乏性貧血治療剤 インクレミンシロップ5％ 1mL 溶性ピロリン酸第二鉄 アルフレッサファーマ 3222012Q1030 シロップ：内服

322 可溶性非イオン型鉄剤 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg1錠 クエン酸第一鉄ナトリウム 沢井製薬 3222013F1157 錠：内服

322 カリウム補給剤 アスパラカリウム錠300mg 300mg1錠 L-アスパラギン酸カリウム ニプロESファーマ 3229005F1080 錠：内服

322 カリウム補給剤 グルコンサンK細粒4mEq／g カリウム4mEq1g グルコン酸カリウム サンファーマ 3229007C1032 細粒：内服

323 栄養補給薬 ブドウ糖 10g ブドウ糖 扶桑薬品工業 3231001X1094 末：内服

325 分岐鎖アミノ酸製剤 アミノバクト配合顆粒 4.74g1包 肝硬変用アミノ酸製剤 日医工 3253003D1108 顆粒：内服

325 分岐鎖アミノ酸製剤 リーバクト配合顆粒 4.15g1包 肝硬変用アミノ酸製剤 EAファーマ 3253003D2031 顆粒：内服

325 栄養剤 エレンタール配合内用剤 10g 経腸成分栄養剤 EAファーマ 3259103B1036 散：内服

325 栄養剤 ヘパンED配合内用剤 10g 肝不全用成分栄養剤 EAファーマ 3259111A1035 散：内服

325 栄養剤 エンシュア・H 10mL 経腸成分栄養剤 アボットジャパン 3259114S1026 液：内服

325 栄養剤 ラコールNF配合経腸用液 10mL 経腸成分栄養剤 イーエヌ大塚製薬 3259118S1024 液：内服

325 栄養剤 イノラス配合経腸用液 10mL 経腸成分栄養剤 イーエヌ大塚製薬 3259120S1021 液：内服

327 乳幼児便秘治療剤 マルツエキス分包 1g マルツエキス 高田製薬 3272001X1062 液：内服

332 血管強化・止血剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 30mg1錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 日医工 3321002F2404 錠：内服

332 止血・癒着防止剤 スポンゼル 10cm×7cm1枚 ゼラチン LTLファーマ 3322700X2022 貼付剤：外用

332 局所用止血剤 トロンビン液モチダソフトボトル5千 5,000単位5mL1キット トロンビン 持田製薬 3323702Q2024 液：外用

332 可吸収性創腔充填止血剤 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

ニューニット15.2cm×

22.9cm

酸化セルロース ジョンソン・エンド・ジョンソン 3325700S3023 貼付剤：外用

332 可吸収性創腔充填止血剤 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 5.1cm×7.6cm1枚 酸化セルロース ジョンソン・エンド・ジョンソン 3325700X5023 貼付剤：外用

332 可吸収性創腔充填止血剤 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 10.2cm×20.3cm1枚 酸化セルロース ジョンソン・エンド・ジョンソン 3325700X7026 貼付剤：外用

332 可吸収性創腔充填止血剤 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

綿型5.1cm×2.5cm1

枚

酸化セルロース ジョンソン・エンド・ジョンソン 3325700X8022 貼付剤：外用

332,449 抗プラスミン剤 トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 250mg1カプセル トラネキサム酸 旭化成ファーマ 3327002M1320 カプセル：内服

333 抗凝血剤 ワーファリン錠1mg 1mg1錠 ワルファリンカリウム エーザイ 3332001F1024 錠：内服

333 抗凝血剤 ワーファリン錠5mg 5mg1錠 ワルファリンカリウム エーザイ 3332001F2020 錠：内服

333 抗凝血剤 ワーファリン錠0.5mg 0.5mg1錠 ワルファリンカリウム エーザイ 3332001F3035 錠：内服

333 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」

5,000単位0.2mL1筒 ヘパリンカルシウム 持田製薬 3334400G1022 キット：注射

333 直接トロンビン阻害剤 プラザキサカプセル75mg 75mg1カプセル ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 日本ベーリンガーインゲルハイム 3339001M1024 カプセル：内服

333 直接トロンビン阻害剤 プラザキサカプセル110mg 110mg1カプセル ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 日本ベーリンガーインゲルハイム 3339001M2020 カプセル：内服

333 経口活性化血液凝固第X因子（FXa）阻害剤 リクシアナOD錠15mg 15mg1錠 エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共 3339002F4029 口腔内崩壊錠：内服

333 経口活性化血液凝固第X因子（FXa）阻害剤 リクシアナOD錠30mg 30mg1錠 エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共 3339002F5025 口腔内崩壊錠：内服

333 経口活性化血液凝固第X因子（FXa）阻害剤 リクシアナOD錠60mg 60mg1錠 エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共 3339002F6021 口腔内崩壊錠：内服
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333 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤 イグザレルト錠10mg 10mg1錠 リバーロキサバン バイエル薬品 3339003F1024 錠：内服

333 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤 イグザレルト錠15mg 15mg1錠 リバーロキサバン バイエル薬品 3339003F2020 錠：内服

333 経口FXa阻害剤 エリキュース錠2.5mg 2.5mg1錠 アピキサバン ブリストル・マイヤーズスクイブ ファイザー 3339004F1029 錠：内服

333 経口FXa阻害剤 エリキュース錠5mg 5mg1錠 アピキサバン ブリストル・マイヤーズスクイブ ファイザー 3339004F2025 錠：内服

333 抗炎症血行促進・皮膚保湿剤 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「ニプロ」 1g ヘパリン類似物質 ニプロ 3339950M1153 クリーム：外用

333 抗炎症血行促進・皮膚保湿剤 ヘパリン類似物質ローション0.3％「ニプロ」 1g ヘパリン類似物質 ニプロ 3339950Q1104 液：外用

339 抗血小板剤 パナルジン錠100mg 100mg1錠 チクロピジン塩酸塩 クリニジェン 3399001F1384 錠：内服

339 抗血小板剤 プレタールOD錠50mg 50mg1錠 シロスタゾール 大塚製薬 3399002F3020 口腔内崩壊錠：内服

339 抗血小板剤 プレタールOD錠100mg 100mg1錠 シロスタゾール 大塚製薬 3399002F4027 口腔内崩壊錠：内服

219 プロスタグランジンE1誘導体 プロレナール錠5μg 5μg1錠 リマプロスト アルファデクス 大日本住友製薬 3399003F1081 錠：内服

339,218 EPA剤 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 900mg1包 イコサペント酸エチル 日医工 3399004M4076 カプセル：内服

339 プロスタサイクリン（PGI2）誘導体 プロサイリン錠20 20μg1錠 ベラプロストナトリウム 科研製薬 3399005F1030 錠：内服

339 5-HT2ブロッカー アンプラーグ錠100mg 100mg1錠 サルポグレラート塩酸塩 田辺三菱製薬 3399006F2022 錠：内服

339 サリチル酸系解熱鎮痛・抗血小板剤 バイアスピリン錠100mg 100mg1錠 アスピリン バイエル薬品 3399007H1021 腸溶錠：内服

339 抗血小板剤 クロピドグレル錠25mg「トーワ」 25mg1錠 クロピドグレル硫酸塩 東和薬品 3399008F1262 錠：内服

339 抗血小板剤 クロピドグレル錠75mg「トーワ」 75mg1錠 クロピドグレル硫酸塩 東和薬品 3399008F2269 錠：内服

339 抗血小板剤 エフィエント錠3.75mg 3.75mg1錠 プラスグレル塩酸塩 第一三共 3399009F1020 錠：内服

339 抗血小板剤 エフィエントOD錠20mg 20mg1錠 プラスグレル塩酸塩 第一三共 3399009F5025 口腔内崩壊錠：内服

339 抗血小板剤 ブリリンタ錠60mg 60mg1錠 チカグレロル アストラゼネカ 3399011F1027 錠：内服

339 抗血小板剤 ブリリンタ錠90mg 90mg1錠 チカグレロル アストラゼネカ 3399011F2023 錠：内服

339 解熱鎮痛・抗血小板剤 バファリン配合錠A81 81mg1錠 アスピリン・ダイアルミネート ライオン エーザイ 3399100F1116 錠：内服

339 抗血小板剤 コンプラビン配合錠 1錠 クロピドグレル硫酸塩・アスピリン サノフィ 3399101F1021 錠：内服

339 体液用剤・手術用灌流洗浄液 アルスロマチック関節手術用灌流液 3L1袋 乳酸リンゲル液 バクスター 3399800Q1033 液：外用

391 代謝改善解毒剤・シスチン尿症治療剤 チオラ錠100 100mg1錠 チオプロニン マイラン製薬 ファイザー 3919003F2020 錠：内服

391,449 肝臓疾患・アレルギー用剤 グリチロン配合錠 1錠 グリチロン配合錠 ミノファーゲン製薬 EAファーマ 3919100F1150 錠：内服

392 生体酸化還元平衡剤 タチオン錠100mg 100mg1錠 グルタチオン 長生堂製薬 日本ジェネリック 3922001F2248 錠：内服

392 慢性腎不全用吸着剤 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 1g 球形吸着炭 日医工 3929003C1075 細粒：内服

392 抗葉酸代謝拮抗剤 ロイコボリン錠5mg 5mg1錠 ホリナートカルシウム ファイザー 3929004F1025 錠：内服

392 抗葉酸代謝拮抗剤 ユーゼル錠25mg 25mg1錠 ホリナートカルシウム 大鵬薬品工業 3929004F2021 錠：内服

392

気道粘液溶解剤・アセトアミノフェン中毒解毒

剤

アセチルシステイン内用液17.6％「あゆみ」 17.6％1mL アセチルシステイン あゆみ製薬 3929006S1049 液：内服

392 鉄キレート剤 ジャドニュ顆粒分包90mg 90mg1包 デフェラシロクス ノバルティスファーマ 3929008D1022 顆粒：内服

394 痛風・家族性地中海熱治療剤 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 0.5mg1錠 コルヒチン 高田製薬 3941001F1077 錠：内服

394

キサンチンオキシダーゼ阻害剤・高尿酸血症

治療剤

アロプリノール錠50mg「サワイ」 50mg1錠 アロプリノール 沢井製薬 3943001F2248 錠：内服

394 高尿酸血症改善剤 ユリノーム錠50mg 50mg1錠 ベンズブロマロン トーアエイヨー 鳥居薬品 3949002F2114 錠：内服
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394

非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻

害剤・高尿酸血症治療剤

フェブリク錠10mg 10mg1錠 フェブキソスタット 帝人ファーマ 3949003F1023 錠：内服

394

非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻

害剤・高尿酸血症治療剤

フェブリク錠20mg 20mg1錠 フェブキソスタット 帝人ファーマ 3949003F2020 錠：内服

394 アシドーシス・酸性尿改善剤 ウラリット－U配合散 1g クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 日本ケミファ 3949101A1149 散：内服

395 消炎酵素製剤 ブロメライン軟膏5万単位／g 50,000単位1g ブロメライン ジェイドルフ製薬 マルホ 3959701M1035 軟膏・硬膏：外用

396 スルホニル尿素系血糖降下剤 グリベンクラミド錠2.5mg「EMEC」 2.5mg1錠 グリベンクラミド サンノーバ エルメッド，日医工 3961003F2199 錠：内服

396 スルホニル尿素系血糖降下剤 グリミクロン錠40mg 40mg1錠 グリクラジド 大日本住友製薬 3961007F1115 錠：内服

396 スルホニル尿素系血糖降下剤 グリメピリド錠1mg「トーワ」 1mg1錠 グリメピリド 東和薬品 3961008F1250 錠：内服

396 スルホニル尿素系血糖降下剤 グリメピリド錠0.5mg「トーワ」 0.5mg1錠 グリメピリド 東和薬品 3961008F3279 錠：内服

396 ビグアナイド系血糖降下剤 メトグルコ錠250mg 250mg1錠 メトホルミン塩酸塩 大日本住友製薬 3962002F2027 錠：内服

396 速効型インスリン分泌促進薬 ファスティック錠90 90mg1錠 ナテグリニド EAファーマ 持田製薬 3969006F2034 錠：内服

396 インスリン抵抗性改善血糖降下剤 ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 15mg1錠 ピオグリタゾン塩酸塩 東和薬品 3969007F3086 口腔内崩壊錠：内服

396 速効型インスリン分泌促進剤 グルファスト錠10mg 10mg1錠 ミチグリニドカルシウム水和物 キッセイ薬品工業 武田薬品工業 3969008F2025 錠：内服

396 糖尿病食後過血糖改善剤 セイブル錠25mg 25mg1錠 ミグリトール 三和化学研究所 3969009F1023 錠：内服

396 選択的DPP-4阻害剤・糖尿病用剤 ジャヌビア錠50mg 50mg1錠 シタグリプチンリン酸塩水和物 MSD 3969010F2030 錠：内服

396 選択的DPP-4阻害剤（2型糖尿病治療剤） エクア錠50mg 50mg1錠 ビルダグリプチン ノバルティスファーマ 大日本住友製薬 3969011F1020 錠：内服

396

胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤・2型糖尿

病治療剤

トラゼンタ錠5mg 5mg1錠 リナグリプチン 日本ベーリンガーインゲルハイム 3969014F1024 錠：内服

396,219 選択的SGLT2阻害剤 フォシーガ錠5mg 5mg1錠 ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 アストラゼネカ 小野薬品工業 3969019F1027 錠：内服

396 選択的SGLT2阻害剤・2型糖尿病治療剤 ジャディアンス錠10mg 10mg1錠 エンパグリフロジン 日本ベーリンガーインゲルハイム 3969023F1023 錠：内服

396

速効型インスリン分泌促進剤/α-グルコシ

ダーゼ阻害・食後過血糖改善剤

グルベス配合錠 1錠 ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース キッセイ薬品工業 3969102F1020 錠：内服

396

選択的DPP-4阻害剤/ビグアナイド系薬配合

剤・2型糖尿病治療剤

エクメット配合錠LD 1錠 ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 ノバルティスファーマ 大日本住友製薬 3969104F1029 錠：内服

396

選択的DPP-4阻害剤/ビグアナイド系薬配合

剤・2型糖尿病治療剤

エクメット配合錠HD 1錠 ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 ノバルティスファーマ 大日本住友製薬 3969104F2025 錠：内服

396

選択的SGLT2阻害剤/胆汁排泄型選択的

DPP-4阻害薬配合剤・2型糖尿病治療剤

トラディアンス配合錠AP 1錠 エンパグリフロジン・リナグリプチン 日本ベーリンガーインゲルハイム 3969108F1027 錠：内服

399 代謝賦活・抗めまい剤 アデホスコーワ顆粒10％ 10％1g アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 興和 興和 3992001D1059 腸溶性顆粒：内服

235,399 腸管機能改善・高アンモニア血症用剤 ラクツロースシロップ65％「武田テバ」 65％1mL ラクツロース 武田テバ薬品 武田テバファーマ，武田薬品工業 3999001Q2082 シロップ：内服

399 核酸合成阻害イミダゾール系免疫抑制剤 ブレディニン錠25 25mg1錠 ミゾリビン 旭化成ファーマ 3999002F1020 錠：内服

399 蛋白分解酵素阻害剤 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 100mg1錠 カモスタットメシル酸塩 日医工 3999003F1335 錠：内服

399 免疫抑制剤 ネオーラル25mgカプセル 25mg1カプセル シクロスポリン ノバルティスファーマ 3999004M4028 カプセル：内服

399 免疫抑制剤 ネオーラル50mgカプセル 50mg1カプセル シクロスポリン ノバルティスファーマ 3999004M5024 カプセル：内服

399 免疫抑制剤 イムラン錠50mg 50mg1錠 アザチオプリン アスペンジャパン 3999005F1059 錠：内服

399 イソフラボン系骨粗鬆症治療剤 オステン錠200mg 200mg1錠 イプリフラボン 武田テバ薬品 武田薬品工業 3999008F1273 錠：内服

399 アルドース還元酵素阻害剤 エパルレスタット錠50mg「武田テバ」 50mg1錠 エパルレスタット 武田テバファーマ 科研製薬，武田薬品工業 3999013F1398 錠：内服

399 抗リウマチ剤 リウマトレックスカプセル2mg 2mg1カプセル メトトレキサート〔抗リウマチ剤〕 ファイザー 3999016M1021 カプセル：内服

399 ビスホスホネート系骨吸収抑制剤 アクトネル錠17.5mg 17.5mg1錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 EAファーマ エーザイ 3999019F2022 錠：内服

399 ビスホスホネート系骨吸収抑制剤 アクトネル錠75mg 75mg1錠 リセドロン酸ナトリウム水和物 EAファーマ エーザイ 3999019F3029 錠：内服
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399 カルシウム受容体作動薬 レグパラ錠25mg 25mg1錠 シナカルセト塩酸塩 協和キリン 3999023F1022 錠：内服

399 抗線維化剤 ピレスパ錠200mg 200mg1錠 ピルフェニドン 塩野義製薬 3999025F1021 錠：内服

399 選択的エストロゲン受容体調節剤 ビビアント錠20mg 20mg1錠 バゼドキシフェン酢酸塩 ファイザー 3999027F1020 錠：内服

399 抗リウマチ剤 ケアラム錠25mg 25mg1錠 イグラチモド エーザイ 3999031F1035 錠：内服

399 ミトコンドリア機能賦活剤 エルカルチンFF錠250mg 250mg1錠 レボカルニチン，-塩化物 大塚製薬 3999033F2022 錠：内服

399 チロシンキナーゼ阻害剤・抗線維化剤 オフェブカプセル100mg 100mg1カプセル ニンテダニブエタンスルホン酸塩 日本ベーリンガーインゲルハイム 3999039M1022 カプセル：内服

399 チロシンキナーゼ阻害剤・抗線維化剤 オフェブカプセル150mg 150mg1カプセル ニンテダニブエタンスルホン酸塩 日本ベーリンガーインゲルハイム 3999039M2029 カプセル：内服

399 カルシウム受容体作動薬 オルケディア錠1mg 1mg1錠 エボカルセト 協和キリン 3999044F1024 錠：内服

399 カルシウム受容体作動薬 オルケディア錠2mg 2mg1錠 エボカルセト 協和キリン 3999044F2020 錠：内服

399 HIF-PH阻害剤 ダーブロック錠2mg 2mg1錠 ダプロデュスタット グラクソ・スミスクライン 協和キリン 3999049F2023 錠：内服

399 HIF-PH阻害剤 ダーブロック錠4mg 4mg1錠 ダプロデュスタット グラクソ・スミスクライン 協和キリン 3999049F3020 錠：内服

219 トロンボキサン合成酵素阻害剤 オザグレルNa点滴静注80mg／100mLバッグ「IP」 80mg100mL1袋 オザグレルナトリウム 共和クリティケア 光製薬 3999411G8022 キット：注射

399 完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤 エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL 25mg0.5mL1筒 エタネルセプト（遺伝子組換え） ファイザー 武田薬品工業 3999424G1025 キット：注射

421 ナイトロジェンマスタード系抗悪性腫瘍剤 エンドキサン錠50mg 50mg1錠 シクロホスファミド水和物 塩野義製薬 4211002F1044 錠：内服

421 前立腺癌治療アルキル化剤 エストラサイトカプセル156.7mg 156.7mg1カプセル エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 日本新薬 4219003M1054 カプセル：内服

421 抗悪性腫瘍剤 テモダールカプセル20mg 20mg1カプセル テモゾロミド MSD 4219004M1024 カプセル：内服

421 抗悪性腫瘍剤 テモダールカプセル100mg 100mg1カプセル テモゾロミド MSD 4219004M2020 カプセル：内服

422 葉酸代謝拮抗剤 メソトレキセート錠2.5mg 2.5mg1錠 メトトレキサート〔葉酸代謝拮抗剤〕 ファイザー 4222001F1027 錠：内服

422 抗悪性腫瘍ドキシフルリジンプロドラッグ ゼローダ錠300 300mg1錠 カペシタビン 中外製薬 4223005F1022 錠：内服

422 抗悪性腫瘍剤 ユーエフティ配合カプセルT100

100mg1カプセル（テガ

フール相当量）

テガフール・ウラシル 大鵬薬品工業 4229100M2035 カプセル：内服

422 抗悪性腫瘍剤 ティーエスワン配合OD錠T20

20mg1錠（テガフール

相当量）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 大鵬薬品工業 4229101F1026 口腔内崩壊錠：内服

422 抗悪性腫瘍剤 ティーエスワン配合OD錠T25

25mg1錠（テガフール

相当量）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 大鵬薬品工業 4229101F2022 口腔内崩壊錠：内服

423 抗腫瘍性抗生物質 ブレオS軟膏5mg／g 5mg1g ブレオマイシン硫酸塩 日本化薬 4234700M1038 軟膏・硬膏：外用

429 抗エストロゲン剤 タモキシフェン錠10mg「DSEP」 10mg1錠 タモキシフェンクエン酸塩 第一三共エスファ 4291003F1252 錠：内服

429 非ステロイド性抗アンドロゲン剤 オダイン錠125mg 125mg1錠 フルタミド 日本化薬 4291005F1057 錠：内服

429 前立腺癌治療剤 カソデックス錠80mg 80mg1錠 ビカルタミド アストラゼネカ 4291009F1039 錠：内服

429 アロマターゼ阻害・閉経後乳癌治療剤 アナストロゾール錠1mg「サワイ」 1mg1錠 アナストロゾール 沢井製薬 4291010F1147 錠：内服

429 抗悪性腫瘍剤・チロシンキナーゼ阻害剤 グリベック錠100mg 100mg1錠 イマチニブメシル酸塩 ノバルティスファーマ 4291011F1028 錠：内服

429 アロマターゼ阻害・閉経後乳癌治療剤 エキセメスタン錠25mg「NK」 25mg1錠 エキセメスタン 日本化薬 4291012F1030 錠：内服

429

抗悪性腫瘍剤・上皮成長因子受容体チロシン

キナーゼ阻害剤

イレッサ錠250 250mg1錠 ゲフィチニブ アストラゼネカ 4291013F1027 錠：内服

429 アロマターゼ阻害剤・閉経後乳癌治療剤 フェマーラ錠2.5mg 2.5mg1錠 レトロゾール ノバルティスファーマ 4291015F1026 錠：内服

429

抗悪性腫瘍・上皮成長因子受容体チロシンキ

ナーゼ阻害剤

タルセバ錠150mg 150mg1錠 エルロチニブ塩酸塩 中外製薬 4291016F3023 錠：内服

429 抗悪性腫瘍剤・キナーゼ阻害剤 スーテントカプセル12.5mg 12.5mg1カプセル スニチニブリンゴ酸塩 ファイザー 4291018M1029 カプセル：内服

429 抗悪性腫瘍剤・チロシンキナーゼ阻害剤 タイケルブ錠250mg 250mg1錠 ラパチニブトシル酸塩水和物 ノバルティスファーマ 4291022F1026 錠：内服
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429 抗悪性腫瘍剤・キナーゼ阻害剤 インライタ錠1mg 1mg1錠 アキシチニブ ファイザー 4291027F1029 錠：内服

429 抗悪性腫瘍剤・キナーゼ阻害剤 インライタ錠5mg 5mg1錠 アキシチニブ ファイザー 4291027F2025 錠：内服

429 抗悪性腫瘍剤・キナーゼ阻害剤 ヴォトリエント錠200mg 200mg1錠 パゾパニブ塩酸塩 ノバルティスファーマ 4291028F1023 錠：内服

429 抗悪性腫瘍剤・キナーゼ阻害剤 スチバーガ錠40mg 40mg1錠 レゴラフェニブ水和物 バイエル薬品 4291029F1028 錠：内服

429 前立腺癌治療剤 イクスタンジ錠80mg 80mg1錠 エンザルタミド アステラス製薬 4291031F2021 錠：内服

429 前立腺癌治療剤（CYP17阻害剤） ザイティガ錠250mg 250mg1錠 アビラテロン酢酸エステル ヤンセンファーマ 4291033F1024 錠：内服

429 抗悪性腫瘍剤 レンビマカプセル4mg 4mg1カプセル レンバチニブメシル酸塩 エーザイ 4291039M1020 カプセル：内服

429 抗悪性腫瘍剤・チロシンキナーゼ阻害剤 タグリッソ錠40mg 40mg1錠 オシメルチニブメシル酸塩 アストラゼネカ 4291045F1027 錠：内服

429 抗悪性腫瘍剤・チロシンキナーゼ阻害剤 タグリッソ錠80mg 80mg1錠 オシメルチニブメシル酸塩 アストラゼネカ 4291045F2023 錠：内服

429 抗悪性腫瘍剤（CDK4/6阻害剤） イブランス錠25mg 25mg1錠 パルボシクリブ ファイザー 4291051F1022 錠：内服

429 抗悪性腫瘍剤（CDK4/6阻害剤） ベージニオ錠100mg 100mg1錠 アベマシクリブ 日本イーライリリー 4291054F2022 錠：内服

429 抗悪性腫瘍剤（CDK4/6阻害剤） ベージニオ錠150mg 150mg1錠 アベマシクリブ 日本イーライリリー 4291054F3029 錠：内服

429 前立腺癌治療剤 アーリーダ錠60mg 60mg1錠 アパルタミド ヤンセンファーマ 4291059F1029 錠：内服

429 抗悪性腫瘍白金錯化合物 動注用アイエーコール50mg 50mg1瓶 シスプラチン 日本化薬 4291401D2022 動注用：注射

429 肝細胞癌治療剤 ミリプラ動注用70mg 70mg1瓶 ミリプラチン水和物 大日本住友製薬 4291416D1022 動注用：注射

429 抗悪性腫瘍剤 ロンサーフ配合錠T15

15mg1錠（トリフルリジン

相当量）

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 大鵬薬品工業 4299100F1026 錠：内服

429 抗悪性腫瘍剤 ロンサーフ配合錠T20

20mg1錠（トリフルリジン

相当量）

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 大鵬薬品工業 4299100F2022 錠：内服

441 フェノチアジン系抗ヒスタミン剤 ゼスラン錠3mg 3mg1錠 メキタジン 旭化成ファーマ 4413004F1251 錠：内服

441 抗ヒスタミン剤 クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.05％「NP」 0.05％10mL クロルフェニラミンマレイン酸塩 ニプロ 4419001Q1104 シロップ：内服

441 抗ヒスタミン剤 ポララミン散1％ 1％1g クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田製薬 4419002B1033 散：内服

441 抗ヒスタミン剤 ポララミン錠2mg 2mg1錠 クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田製薬 4419002F1027 錠：内服

441 抗ヒスタミン剤 d－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 6mg1錠 クロルフェニラミンマレイン酸塩 武田テバファーマ 武田薬品工業 4419002G1120 徐放錠：内服

441 抗ヒスタミン剤 ポララミンドライシロップ0.2％ 0.2％1g クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田製薬 4419002R1031 ドライシロップ：内服

441 アレルギー性疾患治療剤 ペリアクチン錠4mg 4mg1錠 シプロヘプタジン塩酸塩水和物 日医工 4419005F1047 錠：内服

442 抗リウマチ剤 リマチル錠100mg 100mg1錠 ブシラミン あゆみ製薬 4420002F1117 錠：内服

449 アレルギー性疾患治療剤 リザベンカプセル100mg 100mg1カプセル トラニラスト キッセイ薬品工業 4490002M1315 カプセル：内服

449 アレルギー性疾患治療剤 ザジテンドライシロップ0.1％ 0.1％1g ケトチフェンフマル酸塩 サンファーマ 田辺三菱製薬 4490003R1228 ドライシロップ：内服

449 アレルギー性疾患治療剤 アゼプチン錠1mg 1mg1錠 アゼラスチン塩酸塩 エーザイ 4490004F2028 錠：内服

219,449

脳血管障害・気管支喘息改善・アレルギー性

結膜炎治療剤，ホスホジエステラーゼ阻害剤

ケタスカプセル10mg 10mg1カプセル イブジラスト 杏林製薬 4490010N1021 徐放カプセル：内服

449 アレルギー性疾患治療剤 エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」 20mg1錠 エピナスチン塩酸塩 日医工 4490014F2269 錠：内服

449 アレルギー性疾患治療剤 アレジオンドライシロップ1％ 1％1g エピナスチン塩酸塩 日本ベーリンガーインゲルハイム 4490014R1021 ドライシロップ：内服

449 ロイコトリエン受容体拮抗剤 プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 112.5mg1カプセル プランルカスト水和物 日医工 4490017M1079 カプセル：内服

449 ロイコトリエン受容体拮抗剤 プランルカストDS10％「日医工」 10％1g プランルカスト水和物 日医工 4490017R1173 ドライシロップ：内服

449 アレルギー性疾患治療剤 アレグラ錠60mg 60mg1錠 フェキソフェナジン塩酸塩 サノフィ 4490023F1024 錠：内服
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449 アレルギー性疾患治療剤 アレグラ錠30mg 30mg1錠 フェキソフェナジン塩酸塩 サノフィ 4490023F2020 錠：内服

449 アレルギー性疾患治療剤 アレロックOD錠5 5mg1錠 オロパタジン塩酸塩 協和キリン 4490025F4022 口腔内崩壊錠：内服

449 ロイコトリエン受容体拮抗剤 シングレア細粒4mg 4mg1包 モンテルカストナトリウム MSD 4490026C1030 細粒：内服

449 ロイコトリエン受容体拮抗剤 シングレアチュアブル錠5mg 5mg1錠 モンテルカストナトリウム MSD 4490026F1052 錠：内服

449 ロイコトリエン受容体拮抗剤 キプレス錠10mg 10mg1錠 モンテルカストナトリウム 杏林製薬 4490026F2040 錠：内服

449 持続性選択H1-受容体拮抗剤 ザイザル錠5mg 5mg1錠 レボセチリジン塩酸塩 グラクソ・スミスクライン 4490028F1027 錠：内服

449 持続性選択H1-受容体拮抗剤 ザイザルシロップ0.05％ 0.05％1mL レボセチリジン塩酸塩 グラクソ・スミスクライン 4490028Q1028 シロップ：内服

449 アレルギー性疾患治療剤 ビラノア錠20mg 20mg1錠 ビラスチン 大鵬薬品工業 Meiji Seikaファルマ 4490033F1028 錠：内服

449 アレルギー性疾患治療剤 ルパフィン錠10mg 10mg1錠 ルパタジンフマル酸塩 帝國製薬 田辺三菱製薬 4490034F1022 錠：内服

520 漢方製剤 コタロー温経湯エキス細粒 1g 温経湯 小太郎漢方製薬 5200005C1026 細粒：内服

520 漢方製剤 オースギ黄連解毒湯エキスG 1g 黄連解毒湯 大杉製薬 5200011D1035 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ葛根湯エキスG 1g 葛根湯 大杉製薬 5200013D1026 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ加味帰脾湯エキスG 1g 加味帰脾湯 大杉製薬 5200016D1020 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ加味逍遙散エキスG 1g 加味逍遙散 大杉製薬 5200017D1024 顆粒：内服

520 漢方製剤 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 1g 牛車腎気丸 ツムラ 5200025D1029 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ桂枝湯エキスG 1g 桂枝湯 大杉製薬 5200028D1022 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ桂枝加竜骨牡蛎湯エキスG 1g 桂枝加竜骨牡蛎湯 大杉製薬 5200035D1022 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG 1g 桂枝加苓朮附湯 大杉製薬 5200036D1027 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ桂枝茯苓丸料エキスG 1g 桂枝茯苓丸 大杉製薬 5200038D1026 顆粒：内服

520 漢方製剤 ジュンコウ呉茱萸湯FCエキス細粒医療用 1g 呉茱萸湯 康和薬通 大杉製薬 5200046C1033 細粒：内服

520 漢方製剤 JPS五苓散料エキス顆粒〔調剤用〕 1g 五苓散 ジェーピーエス製薬 大杉製薬 5200048D1046 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG 1g 柴胡加竜骨牡蛎湯 大杉製薬 5200050D1027 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ柴胡桂枝湯エキスG 1g 柴胡桂枝湯 大杉製薬 5200051D1021 顆粒：内服

520 漢方製剤 クラシエ柴苓湯エキス細粒 1g 柴苓湯 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品 5200055C1032 細粒：内服

520 漢方製剤 ジュンコウ四物湯FCエキス細粒医療用 1g 四物湯 康和薬通 大杉製薬 5200065C1044 細粒：内服

520 漢方製剤 コタロー芍薬甘草湯エキス細粒 1g 芍薬甘草湯 小太郎漢方製薬 5200067C1035 細粒：内服

520 漢方製剤 オースギ十全大補湯エキスG 1g 十全大補湯 大杉製薬 5200069D1021 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ十味敗毒湯エキスG 1g 十味敗毒湯 大杉製薬 5200070D1024 顆粒：内服

520 漢方製剤 コタロー小建中湯エキス細粒 1g 小建中湯 小太郎漢方製薬 5200072C1028 細粒：内服

520 漢方製剤 オースギ小建中湯エキスG 1g 小建中湯 大杉製薬 5200072D1023 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ小柴胡湯エキスG 1g 小柴胡湯 大杉製薬 5200073D1028 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ小青竜湯エキスG 1g 小青竜湯 大杉製薬 5200075D1027 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ消風散エキスG 1g 消風散 大杉製薬 5200077D1026 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ辛夷清肺湯エキスG 1g 辛夷清肺湯 大杉製薬 5200080D1028 顆粒：内服
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520 漢方製剤 JPS真武湯エキス顆粒〔調剤用〕 1g 真武湯 ジェーピーエス製薬 大杉製薬 5200083D1021 顆粒：内服

520 漢方製剤 ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 1g 清肺湯 ツムラ 5200087D1020 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ大黄甘草湯エキスG 1g 大黄甘草湯 大杉製薬 5200090D1021 顆粒：内服

520 漢方製剤 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 1g 釣藤散 ツムラ 5200101D1030 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ猪苓湯エキスG 1g 猪苓湯 大杉製薬 5200103D1020 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキスG 1g 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 大杉製薬 5200110D1020 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ当帰芍薬散料エキスG 1g 当帰芍薬散 大杉製薬 5200111D1025 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ人参湯エキスG 1g 人参湯 大杉製薬 5200116D1028 顆粒：内服

520 漢方製剤 JPS麦門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕 1g 麦門冬湯 ジェーピーエス製薬 大杉製薬 5200119D1021 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ八味地黄丸料エキスG 1g 八味地黄丸 大杉製薬 5200121D1029 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ半夏厚朴湯エキスG 1g 半夏厚朴湯 大杉製薬 5200122D1023 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ半夏瀉心湯エキスG 1g 半夏瀉心湯 大杉製薬 5200123D1028 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ防已黄耆湯エキスG 1g 防已黄耆湯 大杉製薬 5200129D1025 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ防風通聖散エキスG 1g 防風通聖散 大杉製薬 5200130D1028 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ補中益気湯エキスG 1g 補中益気湯 大杉製薬 5200131D1022 顆粒：内服

520 漢方製剤 コタロー麻黄湯エキス細粒 1g 麻黄湯 小太郎漢方製薬 5200132C1030 細粒：内服

520 漢方製剤 オースギ麻子仁丸料エキスG 1g 麻子仁丸 大杉製薬 5200136D1025 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ抑肝散料エキスTG 1g 抑肝散 大杉製薬 5200139D1029 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ六君子湯エキスG 1g 六君子湯 大杉製薬 5200141D1026 顆粒：内服

520 漢方製剤 オースギ苓桂朮甘湯エキスTG 1g 苓桂朮甘湯 大杉製薬 5200145D1024 顆粒：内服

590 いぼ内服薬 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 1錠 ヨクイニンエキス 小太郎漢方製薬 5900003F1021 錠：内服

590 強心・利尿・鎮痛剤 ブシ末（調剤用）「ツムラ」 1g ブシ製剤 ツムラ 5900004A1053 末：内服

611 リンコマイシン系抗生物質 ダラシンカプセル75mg 75mg1カプセル クリンダマイシン ファイザー 6112001M1031 カプセル：内服

611 グリコペプチド系抗生物質 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」 500mg1瓶 バンコマイシン塩酸塩 マイラン製薬 ファイザー 6113001B1119 散：内服

611 鼻腔内MRSA除菌剤 バクトロバン鼻腔用軟膏2％ 2％1g ムピロシンカルシウム水和物 グラクソ・スミスクライン 6119700M1035

軟膏・硬膏：外用〔眼・耳鼻

科用剤〕

612 アミノグリコシド系抗生物質 カナマイシンカプセル250mg「明治」 250mg1カプセル カナマイシン硫酸塩 Meiji Seikaファルマ 6123003M1042 カプセル：内服

613 合成ペニシリン パセトシン細粒10％ 100mg1g アモキシシリン水和物 アスペンジャパン 6131001C1228 細粒：内服

613 合成ペニシリン サワシリンカプセル250 250mg1カプセル アモキシシリン水和物 LTLファーマ 6131001M2300 カプセル：内服

613 セファロスポリン系抗生物質 ケフレックスカプセル250mg 250mg1カプセル セファレキシン 共和薬品工業 6132002M2183 カプセル：内服

613 セフェム系抗生物質 セファクロルカプセル250mg「サワイ」 250mg1カプセル セファクロル 沢井製薬 6132005M1261 カプセル：内服

613 セフェム系抗生物質 オラスポア小児用ドライシロップ10％ 100mg1g セフロキサジン水和物 アルフレッサファーマ 6132006R1093 ドライシロップ：内服

613 セフェム系抗生物質 セフスパンカプセル100mg 100mg1カプセル セフィキシム水和物 長生堂製薬 日本ジェネリック 6132008M2024 カプセル：内服

613 セフェム系抗生物質 トミロン細粒小児用20％ 200mg1g セフテラム ピボキシル 富士フイルム富山化学 6132009C2023 細粒：内服

613 セファロスポリン系抗生物質 オラセフ錠250mg 250mg1錠 セフロキシム アキセチル グラクソ・スミスクライン 第一三共 6132010F1034 錠：内服
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613 セフェム系抗生物質 セフゾン細粒小児用10％ 100mg1g セフジニル LTLファーマ 6132013C1031 細粒：内服

613 セフェム系抗生物質 メイアクトMS小児用細粒10％ 100mg1g セフジトレン ピボキシル Meiji Seikaファルマ 6132015C1103 細粒：内服

613 セフェム系抗生物質 フロモックス小児用細粒100mg 100mg1g セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 塩野義製薬 6132016C1027 細粒：内服

613 抗生物質 ホスミシン錠500 500mg1錠 ホスホマイシン Meiji Seikaファルマ 6135001F2025 錠：内服

613 抗生物質 ホスミシンドライシロップ400 400mg1g ホスホマイシン Meiji Seikaファルマ 6135001R2110 ドライシロップ：内服

613 カルバペネム系抗生物質 オラペネム小児用細粒10％ 100mg1g テビペネム ピボキシル Meiji Seikaファルマ 6139002C1026 細粒：内服

613 β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質 オーグメンチン配合錠250RS （375mg）1錠 アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム グラクソ・スミスクライン 6139100F2044 錠：内服

614 マクロライド系抗生物質 エリスロシン錠200mg 200mg1錠 エリスロマイシンステアリン酸塩 マイランEPD 6141004F2042 錠：内服

614 マクロライド系抗生物質 クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 50mg1錠 クラリスロマイシン 日医工 6149003F1120 錠：内服

614 マクロライド系抗生物質 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 200mg1錠 クラリスロマイシン 日医工 6149003F2143 錠：内服

614 マクロライド系抗生物質 クラリスドライシロップ10％小児用 100mg1g クラリスロマイシン 大正製薬 6149003R1143 ドライシロップ：内服

614 15員環マクロライド系抗生物質 ジスロマック細粒小児用10％ 100mg1g アジスロマイシン水和物 ファイザー 6149004C1030 細粒：内服

614 15員環マクロライド系抗生物質 ジスロマック錠250mg 250mg1錠 アジスロマイシン水和物 ファイザー 6149004F1028 錠：内服

615 テトラサイクリン系抗生物質 レダマイシンカプセル150mg 150mg1カプセル デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩 サンファーマ 6152003M1036 カプセル：内服

615 テトラサイクリン系抗生物質 ミノマイシン顆粒2％ 20mg1g ミノサイクリン塩酸塩 ファイザー 6152005D1094 顆粒：内服

615 テトラサイクリン系抗生物質 ミノマイシンカプセル50mg 50mg1カプセル ミノサイクリン塩酸塩 ファイザー 6152005M1043 カプセル：内服

616 抗結核・抗ハンセン病抗生物質 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 150mg1カプセル リファンピシン サンド ニプロ，日本ジェネリック 6164001M1186 カプセル：内服

617 ポリエンマクロライド系真菌症治療剤 ファンギゾンシロップ100mg／mL 100mg1mL アムホテリシンB クリニジェン 6173001Q1047 シロップ：内服

621 潰瘍性大腸炎治療・抗リウマチ剤 アザルフィジンEN錠500mg 500mg1錠 サラゾスルファピリジン あゆみ製薬 6219001H1056 腸溶錠：内服

622 結核化学療法剤 イスコチン錠100mg 100mg1錠 イソニアジド アルフレッサファーマ 第一三共 6222001F3037 錠：内服

622 結核化学療法剤 ピラマイド原末 1g ピラジナミド アルフレッサファーマ 6223001X1037 末：内服

622 抗酸菌症治療剤 エブトール250mg錠 250mg1錠 エタンブトール塩酸塩 科研製薬 6225001F2032 錠：内服

624 ニューキノロン系抗菌剤 シプロキサン錠200mg 200mg1錠 シプロフロキサシン バイエル薬品 バイエル薬品 6241008F2020 錠：内服

624 ニューキノロン系抗菌剤 オゼックス細粒小児用15％ 150mg1g トスフロキサシントシル酸塩水和物 富士フイルム富山化学 大正富山医薬品 6241010C1024 細粒：内服

624 ニューキノロン系抗菌剤 クラビット錠500mg

500mg1錠（レボフロキ

サシンとして）

レボフロキサシン水和物 第一三共 6241013F3027 錠：内服

624 ニューキノロン系抗菌剤 アベロックス錠400mg 400mg1錠 モキシフロキサシン塩酸塩 バイエル薬品 6241016F1028 錠：内服

624 オキサゾリジノン系合成抗菌剤 ザイボックス錠600mg 600mg1錠 リネゾリド ファイザー 6249002F1024 錠：内服

625 抗ウイルス剤 アシクロビル錠200mg「日医工」 200mg1錠 アシクロビル 日医工 6250002F1297 錠：内服

625 抗ウイルス剤 バラシクロビル顆粒50％「トーワ」 50％1g バラシクロビル塩酸塩 東和薬品 6250019D1046 顆粒：内服

625 抗ウイルス剤 バルトレックス錠500 500mg1錠 バラシクロビル塩酸塩 グラクソ・スミスクライン 6250019F1020 錠：内服

625 抗インフルエンザウイルス剤 タミフルカプセル75 75mg1カプセル オセルタミビルリン酸塩 中外製薬 中外製薬，日本ロシュ 6250021M1027 カプセル：内服

625 抗インフルエンザウイルス剤 タミフルドライシロップ3％ 3％1g オセルタミビルリン酸塩 中外製薬 中外製薬 6250021R1024 ドライシロップ：内服

625 抗ウイルス剤 レベトールカプセル200mg 200mg1カプセル リバビリン MSD 6250022M1021 カプセル：内服

625 抗ウイルス化学療法剤 バラクルード錠0.5mg 0.5mg1錠 エンテカビル水和物 ブリストル・マイヤーズスクイブ 6250029F1024 錠：内服
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625 抗ウイルス化学療法剤 ベムリディ錠25mg 25mg1錠 テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 ギリアド・サイエンシズ 6250045F1023 錠：内服

625 抗インフルエンザウイルス剤 ゾフルーザ錠10mg 10mg1錠 バロキサビル マルボキシル 塩野義製薬 6250047F1022 錠：内服

625 抗インフルエンザウイルス剤 ゾフルーザ錠20mg 20mg1錠 バロキサビル マルボキシル 塩野義製薬 6250047F2029 錠：内服

625 抗ウイルス剤 ハーボニー配合錠 1錠 レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル ギリアド・サイエンシズ 6250107F1026 錠：内服

625 抗ウイルス化学療法剤 マヴィレット配合錠 1錠 グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル アッヴィ 6250113F1021 錠：内服

625 抗ウイルス剤 エプクルーサ配合錠 1錠 ソホスブビル・ベルパタスビル ギリアド・サイエンシズ 6250116F1025 錠：内服

625 抗ウイルス剤 アラセナ－A軟膏3％ 3％1g ビダラビン 持田製薬 6250700M1189 軟膏・硬膏：外用

625 抗インフルエンザウイルス剤 リレンザ 5mg1ブリスター ザナミビル水和物 グラクソ・スミスクライン 6250702G1028 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

625 長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤 イナビル吸入粉末剤20mg 20mg1キット ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 第一三共 6250703G1022 吸入剤：外用〔口腔投与剤〕

629 トリアゾール系抗真菌剤 ジフルカンカプセル100mg 100mg1カプセル フルコナゾール ファイザー 6290002M2026 カプセル：内服

629 フェネチルイミダゾール系抗真菌剤 フロリードゲル経口用2％ 2％1g ミコナゾール 持田製薬 昭和薬品化工 6290003X1039 その他：内服

629 トリアゾール系抗真菌剤 イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 50mg1カプセル イトラコナゾール 沢井製薬 日本ケミファ 6290004M1070 カプセル：内服

629 アリルアミン系抗真菌剤 テルビナフィン錠125mg「サワイ」 125mg1錠 テルビナフィン塩酸塩 沢井製薬 6290005F1296 錠：内服

629 経口抗真菌剤 ネイリンカプセル100mg 100mg1カプセル ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物 佐藤製薬 6290007M1022 カプセル：内服

629 合成抗菌剤 バクトラミン配合錠 1錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 太陽ファルマ 6290100F2123 錠：内服

629 尖圭コンジローマ治療剤，日光角化症治療剤 ベセルナクリーム5％ 5％250mg1包 イミキモド 持田製薬 6290701N1028 クリーム：外用

629 爪白癬治療剤 クレナフィン爪外用液10％ 10％1g エフィナコナゾール 科研製薬 6290702Q1029 液：外用

629 抗真菌剤・爪白癬治療剤 ルコナック爪外用液5％ 5％1g ルリコナゾール 佐藤製薬 サンファーマ 6290703Q1023 液：外用

629 フェネチルイミダゾール系抗真菌剤 オラビ錠口腔用50mg 50mg1錠 ミコナゾール そーせい 富士フイルム富山化学 6290704D1026 その他：内服

631 ウイルスワクチン類 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 グラクソ・スミスクライン 631300AS1020 液：内服

631 ウイルスワクチン類 ヘプタバックス－II水性懸濁注シリンジ0.5mL 0.5mL1筒 組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来） MSD 6313402G2021 キット：注射

634 生理的組織接着剤 ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL2キット1組 フィブリノゲン加第XIII因子 CSLベーリング 6349800X3024 その他：外用

634 シート状生物学的組織接着・閉鎖剤 タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm1枚 タコシール CSLベーリング 6349802X3023 その他：外用

639 抗悪性腫瘍剤 イムノブラダー膀注用40mg 40mg1瓶（溶解液付） 乾燥BCG膀胱内用（日本株） 日本ビーシージー製造 日本化薬 6391700X3020 その他：外用

639 天然型インターフェロン スミフェロン注DS300万IU 300万国際単位1筒 インターフェロンアルファ（NAMALWA） 大日本住友製薬 6399404A5030 注射液：注射

639 天然型インターフェロン スミフェロン注DS600万IU 600万国際単位1筒 インターフェロンアルファ（NAMALWA） 大日本住友製薬 6399404A6036 注射液：注射

641 抗原虫剤・癌性皮膚潰瘍臭改善薬 フラジール内服錠250mg 250mg1錠 メトロニダゾール シオノギファーマ 塩野義製薬 6419002F1131 錠：内服

642 広域駆虫剤 コンバントリン錠100mg 100mg1錠 ピランテルパモ酸塩 佐藤製薬 6429001F1036 錠：内服

642 糞線虫駆虫剤 ストロメクトール錠3mg 3mg1錠 イベルメクチン MSD マルホ 6429008F1020 錠：内服

642 駆虫剤 スミスリンローション5％ 5％1g フェノトリン クラシエ製薬 クラシエ薬品 6429700Q1021 液：外用

711 賦形剤 乳糖水和物原末「マルイシ」 10g 乳糖水和物 丸石製薬 ニプロ 7111001X1302 末：内服

712 軟膏基剤 プロペト 10g 白色ワセリン 丸石製薬 7121703X1330 その他（外用原体）：外用

712 軟膏基剤 オリブ油「ケンエー」 10mL オリブ油 健栄製薬 7121704X1091 液：外用

712 軟膏基剤 オリブ油「ヨシダ」 10mL オリブ油 吉田製薬 中北薬品 7121704X1407 液：外用
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712 軟膏基剤 流動パラフィン「マルイシ」 10mL 流動パラフィン 丸石製薬 7121718X1140 液：外用

712 軟膏基剤 親水クリーム「ホエイ」 10g 親水クリーム マイラン製薬 ニプロ，ファイザー 7122704X1285 クリーム：外用

712 軟膏基剤 ソルバノン 10g マクロゴール マイラン製薬 ファイザー 7123700M1105 軟膏・硬膏：外用

714 矯味剤 単シロップ 10mL 単シロップ 中北薬品 吉田製薬 7142001X1120 シロップ：内服

714 矯味・矯臭剤 ハッカ水「ケンエー」 10mL ハッカ 健栄製薬 7149005X1049 液：内服

719 無機電解質物質 塩化ナトリウム「オーツカ」 10g 塩化ナトリウム 大塚製薬工場 7190701X1036 その他（外用原体）：外用

721

直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺・

消化管造影剤

ガストログラフイン経口・注腸用 1mL アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン バイエル薬品 7211001X1030 液：内服

721

リンパ系・子宮・卵管造影剤，医薬品又は医療

機器の調製用剤

リピオドール480注10mL 10mL1管 ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル ゲルベ・ジャパン 7211404X1037 油性注射液：注射

721 X線造影剤 バリテスターA240散 98.5％10g 硫酸バリウム 伏見製薬所 伏見製薬 7212031B1031 散：内服

721 大腸検査・腹部手術用下剤 マグコロール散68％分包50g 68％50g1包 クエン酸マグネシウム 堀井薬品工業 7213005B1028 散：内服

721 X線診断二重造影用発泡剤 バルギン発泡顆粒 1g 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 カイゲンファーマ 7213012D1029 顆粒：内服

729 糖忍容試験用糖質 トレーランG液75g 225mL1瓶 デンプン部分加水分解物 エイワイファーマ 陽進堂 7290003S1044 液：内服

729 MRI用造影剤 フェリセルツ散20％ 600mg1包 クエン酸鉄アンモニウム 大塚製薬 7290004B1030 散：内服

729 ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤 ユービット錠100mg 100mg1錠 尿素（13C） 大塚製薬 7290005F1037 錠：内服

729 MRI用造影剤 ボースデル内用液10 10mg250mL1袋 塩化マンガン四水和物 Meiji Seikaファルマ 協和キリン 7290006S1021 液：内服

729 蛍光剤 フローレス眼検査用試験紙0.7mg 1枚 フルオレセインナトリウム あゆみ製薬 7290703T1039 その他：外用

732 殺菌消毒剤 ステリスコープ3W／V％液 グルタラール 丸石製薬 732170AQ3020 液：外用

732 殺菌消毒剤 ディスオーパ消毒液0.55％ フタラール ASP Japan 732170DQ1020 液：外用

799 消炎酵素・胃内粘液溶解除去剤 ガスチーム散4万単位／g 20,000単位 プロナーゼ 日医工 7990002B2044 散：内服

799

α4β2ニコチン受容体部分作動薬（禁煙補

助薬）

チャンピックス錠0.5mg 0.5mg1錠 バレニクリン酒石酸塩 ファイザー 7990003F1028 錠：内服

799

α4β2ニコチン受容体部分作動薬（禁煙補

助薬）

チャンピックス錠1mg 1mg1錠 バレニクリン酒石酸塩 ファイザー 7990003F2024 錠：内服

799 矯味矯臭・消炎剤，胃蠕動運動抑制剤 ミンクリア内用散布液0.8％ 20mL1筒 l-メントール 日本製薬 あすか製薬，武田薬品工業 7990004S1020 液：内服

799 経口腸管洗浄剤 モビプレップ配合内用剤 1袋 モビプレップ EAファーマ 7990102A1024 散：内服

799 禁煙補助剤 ニコチネルTTS10 （17.5mg）10cm21枚 ニコチン

グラクソ・スミスクライン・コンシュー

マー・ヘルスケア・ジャパン

アルフレッサファーマ 7990712S1022 貼付剤：外用

799 禁煙補助剤 ニコチネルTTS20 （35mg）20cm21枚 ニコチン

グラクソ・スミスクライン・コンシュー

マー・ヘルスケア・ジャパン

アルフレッサファーマ 7990712S2029 貼付剤：外用

799 禁煙補助剤 ニコチネルTTS30 （52.5mg）30cm21枚 ニコチン

グラクソ・スミスクライン・コンシュー

マー・ヘルスケア・ジャパン

アルフレッサファーマ 7990712S3025 貼付剤：外用

811 鎮痛・鎮咳・止瀉剤 モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 10mg1錠 モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友製薬 8114003F1035 錠：内服

811 持続性癌疼痛治療剤 MSコンチン錠10mg 10mg1錠 モルヒネ硫酸塩水和物 シオノギファーマ 塩野義製薬 8114004G1027 徐放錠：内服

811 鎮痛・鎮咳・止瀉剤 オプソ内服液5mg 5mg2.5mL1包 モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友製薬 8114005S1024 液：内服

811 鎮痛・鎮咳・止瀉剤 アンペック坐剤10mg 10mg1個 モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友製薬 8114700J1023 坐剤：外用

811 疼痛治療剤 オキノーム散2.5mg 2.5mg1包 オキシコドン塩酸塩水和物 シオノギファーマ 塩野義製薬 8119002B2023 散：内服

811 疼痛治療剤 オキノーム散5mg 5mg1包 オキシコドン塩酸塩水和物 シオノギファーマ 塩野義製薬 8119002B3020 散：内服

811 疼痛治療剤 オキノーム散10mg 10mg1包 オキシコドン塩酸塩水和物 シオノギファーマ 塩野義製薬 8119002B4026 散：内服

811 疼痛治療剤 オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 5mg1錠 オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ 第一三共 8119002G5038 徐放錠：内服
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811 疼痛治療剤 オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 20mg1錠 オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ 第一三共 8119002G7030 徐放錠：内服

821 麻酔用ピペリジン系鎮痛剤，疼痛治療剤 アブストラル舌下錠100μg 100μg1錠 フェンタニルクエン酸塩 協和キリン 久光製薬 8219001F1020 舌下錠：内服

821 癌疼痛治療剤 メサペイン錠5mg 5mg1錠 メサドン塩酸塩 帝國製薬 塩野義製薬，テルモ 8219002F1024 錠：内服

821 持続性癌疼痛治療剤 タペンタ錠25mg 25mg1錠 タペンタドール塩酸塩 ヤンセンファーマ ムンディファーマ 8219003G1024 徐放錠：内服

821 持続性癌疼痛治療剤 タペンタ錠100mg 100mg1錠 タペンタドール塩酸塩 ヤンセンファーマ ムンディファーマ 8219003G3027 徐放錠：内服

821 経皮吸収型持続性疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 2.1mg1枚 フェンタニル 久光製薬 8219700S5034 貼付剤：外用

821 経皮吸収型持続性疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 4.2mg1枚 フェンタニル 久光製薬 8219700S6030 貼付剤：外用

821 経皮吸収型持続性疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 8.4mg1枚 フェンタニル 久光製薬 8219700S7037 貼付剤：外用

821 麻酔用ピペリジン系鎮痛剤，疼痛治療剤 フェントステープ1mg 1mg1枚 フェンタニルクエン酸塩 久光製薬 協和キリン 8219701S1025 貼付剤：外用

821 麻酔用ピペリジン系鎮痛剤，疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 1mg1枚 フェンタニルクエン酸塩 救急薬品工業 第一三共 8219701S1033 貼付剤：外用

821 麻酔用ピペリジン系鎮痛剤，疼痛治療剤 フェントステープ4mg 4mg1枚 フェンタニルクエン酸塩 久光製薬 協和キリン 8219701S3028 貼付剤：外用

821 麻酔用ピペリジン系鎮痛剤，疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 4mg1枚 フェンタニルクエン酸塩 救急薬品工業 第一三共 8219701S3036 貼付剤：外用

821 麻酔用ピペリジン系鎮痛剤，疼痛治療剤 フェントステープ0.5mg 0.5mg1枚 フェンタニルクエン酸塩 久光製薬 協和キリン 8219701S6027 貼付剤：外用

注射針 BDマイクロファインプラス 32GX4mm 日本ベクトン・ディッキンソン

※JAPIC医療用・一般用医薬品集（一般社団法人　日本医薬情報センター）をもとに作成しています。
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