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1 外用薬 2619702Q8030 外皮用殺菌消毒剤 クロルヘキシジングルコン酸塩 0.02%10mL 0.02W/V%マスキン水 丸石製薬

2 外用薬 2619702Q6045 外皮用殺菌消毒剤 クロルヘキシジングルコン酸塩 0.05%10mL 0.05W/V%マスキン水 丸石製薬

3 外用薬 2260702F1063 含嗽剤 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 0.1%1g ＡＺ含嗽用配合細「NP」0.1% ニプロ

4 注射薬 3319402G4024 血液代用剤 塩化カリウム 1モル20mL1キット KCL注20mEqキット「テルモ」 テルモ

5 外用薬 2649843S1055 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 dl-カンフル カプサイシン サリチル酸メチル 10g MS温シップ「タカミツ」 タカミツ

6 外用薬 2399710E1046 その他の消化器官用薬 デカリニウム塩化物 0.25mg1錠 SPトローチ0.25mg「明治」 MeijiSeikaファルマ

7 外用薬 2649710M2050 消炎剤 亜鉛華単 10g 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 日興製薬

8 外用薬 2619700Q1214 外皮用殺菌消毒剤 アクリノール水和物液 0.1%10mL アクリノール消毒液0.1%「タイセイ」 大成

9 内服薬 6250002D1202 抗ウイルス剤 アシクロビル 40%1g アシクロビル顆粒40%「タカタ」 高田製薬

10 注射薬 6250401F1015 抗ウイルス剤 アシクロビル 250mg1瓶 アシクロビル点滴静注用250mg「武田テバ」 武田テバ

11 内服薬 6149004F1125 抗生物質製剤 アジスロマイシン水和物 250mｇ1錠 アジスロマイシン錠250mｇ「サワイ」 沢井製薬

12 注射薬 3140400A4017 ビタミンC製剤 アスコルビン酸 500mg1管 アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」 東和薬品

13 注射薬 3229401G1021 滋養強壮薬 L-アスパラギン酸カリウム 17.12%10mL1キット アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 テルモ

14 外用薬 2260700F1102 呼吸器官用薬 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 4%1mL アズレンうがい液4%「ケンエー」 健栄=日本ジェネリック

15 外用薬 1141700J2181 中枢神経系用薬 アセトアミノフェン 100mg1個 アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」 長生堂=日本ジェネリック

16 外用薬 1141700J3153 中枢神経系用薬 アセトアミノフェン 200mg1個 アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 長生堂=日本ジェネリック

17 内服薬 1141007F1209 アニリン系製剤 アセトアミノフェン 200mg1錠 アセトアミノフェン錠200mg「三和」 三和化学研究所

18 注射薬 3319562A2037 血液・体液用薬 ブドウ糖加アセテート維持液 500mＬ1瓶 アセトキープ3G注500mL 共和クリティケア

19 内服薬 2139008F1064 循環器官用薬 アゾセミド 60mg1錠 アゾセミド錠60ｍｇ「JG」 長生堂=日本ジェネリック

20 注射薬 7990402G1021 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 アデノシン 60mg20mL1筒 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 富士フイルムRI

21 内服薬 2123011F1015 β-遮断剤 アテノロール 25mg1錠 アテノロール錠25ｍｇ「日新」 日新製薬=サンド

22 内服薬 2189015F4022 高脂血症用剤 アトルバスタチンカルシウム水和物 10mg1錠 アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 東和薬品

23 注射薬 2451402G1040 エピネフリン製剤 アドレナリン 0.1%1mL1筒 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mg/ｍL) テルモ

24 注射薬 1242406G1035 アトロピン系製剤 アトロピン硫酸塩水和物 0.05%1mL1筒 アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.5mg/ｍL) テルモ

25 内服薬 4291010F1228 腫瘍用薬 アナストロゾール 1mg1錠 アナストロゾール錠1mg「DSEP」 第一三共エスファ

26 内服薬 2129004M1050 不整脈用剤 アプリンジン塩酸塩 10mg1カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 ニプロ

27 内服薬 2391008M2044 鎮吐剤 アプレピタント 125mg1カプセル アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 沢井製薬

28 内服薬 2391008M1048 鎮吐剤 アプレピタント 80mg1カプセル アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 沢井製薬

29 内服薬 1161001F1018 抗パーキンソン剤 アマンタジン塩酸塩 50mg1錠 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 日医工

30 注射薬 6123402A1222 アミノ糖系抗生物質製剤 アミカシン硫酸塩 100mg1管 アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」 MeijiSeikaファルマ

31 注射薬 6123402A3225 アミノ糖系抗生物質製剤 アミカシン硫酸塩 200mg1管 アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」 MeijiSeikaファルマ

ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用品目リスト

■ 病院名：　　長崎みなとメディカルセンター

1



令和4年1月1日現在

番号 区分
薬価基準収載
医薬品コード

薬効分類 成分名／一般名 規格 品名 メーカー名

32 内服薬 2171022F3030 冠血管拡張剤 アムロジピンベシル酸塩 2.5mg1錠 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 東和薬品

33 内服薬 2171022F4036 冠血管拡張剤 アムロジピンベシル酸塩 5mg1錠 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 東和薬品

34 内服薬 2190022F1016 その他の循環器官用薬 アメジニウムメチル硫酸塩 10mg1錠 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 沢井製薬

35 内服薬 6131001M2327 ペニシリン系抗生物質製剤 アモキシシリン水和物 250mg1カプセル アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 日医工

36 注射薬 2190408G1057 循環器官用薬 アルガトロバン水和物 10mg20mL1筒 アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」 ニプロ

37 内服薬 3112001M1011 合成ビタミンD製剤 アルファカルシドール 0.25μg1カプセル アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 東和薬品

38 内服薬 3112001M2018 合成ビタミンD製剤 アルファカルシドール 0.5μg1カプセル アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 東和薬品

39 内服薬 3112001M3014 合成ビタミンD製剤 アルファカルシドール 1μg1カプセル アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 東和薬品

40 内服薬 1124023F1100 ベンゾジアゼピン系製剤 アルプラゾラム 0.4mg1錠 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 東和薬品

41 注射薬 2190402D1100 その他の循環器官用薬 アルプロスタジル アルファデクス 20μg1管 アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」 富士製薬工業

42 注射薬 2190402D2114 その他の循環器官用薬 アルプロスタジル アルファデクス 500μg1瓶 アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「F」 富士製薬工業

43 注射薬 2190406A2116 その他の循環器官用薬 アルプロスタジル 10μg2mL1管 アルプロスタジル注10μg「サワイ」(2mL管) 沢井製薬

44 注射薬 2190406A1110 その他の循環器官用薬 アルプロスタジル 5μg1mL1管 アルプロスタジル注5μg「サワイ」(1mL管) 沢井製薬

45 注射薬 6119400A4017 主としてグラム陽性菌に作用するもの アルベカシン硫酸塩 200mg4mL1管 アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」(4mL) 日本ケミファ

46 内服薬 3999018F2044 他に分類されない代謝性医薬品 アレンドロン酸ナトリウム水和物 35mg1錠 アレンドロン酸錠35mg「DK」 大興製薬

47 内服薬 2123014F2015 β-遮断剤 アロチノロール塩酸塩 10mg1錠 アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 日医工

48 内服薬 3943001F1012 アロプリノール製剤 アロプリノール 100mg1錠 アロプリノール錠100㎎「サワイ」 沢井製薬

49 内服薬 2239001F1017 去たん剤 アンブロキソール塩酸塩 15mg1錠 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 東和薬品

50 注射薬 7219412A6012 X線造影剤 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１瓶 イオパミドー３００注１００ｍＬ「FF」 武田テバファーマ

51 注射薬 7219412A9011 X線造影剤 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１瓶 イオパミドー３００注２０ｍＬ「FF」 武田テバファーマ

52 注射薬 7219412A2017 X線造影剤 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１瓶 イオパミドー３００注５０ｍＬ「FF」 武田テバファーマ

53 注射薬 7219412G6015 X線造影剤 イオパミドール 61.24%80mL1筒 イオパミドール注３００シリンジ８０mL「FF」 武田テバファーマ

54 注射薬 7219412G1013 X線造影剤 イオパミドール 61.24%100mL1筒 イオパミドー注３００シリンジ１００mL「FF」 武田テバファーマ

55 注射薬 7219412G7070 X線造影剤 イオパミドール 75.52%100mL1筒 イオパミドー注３７０シリンジ１００ｍＬ「FF」 武田テバファーマ

56 注射薬 7219412G9014 X線造影剤 イオパミドール 75.52%80mL1筒 イオパミドー注３７０シリンジ８０ｍＬ「FF」 武田テバファーマ

57 内服薬 2171023F2135 冠血管拡張剤 一硝酸イソソルビド 20mg1錠 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 東和薬品

58 内服薬 6290004S1036 化学療法剤 イトラコナゾール液 1%1mL イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 ファイザー

59 内服薬 2190005F2205 感覚器官用薬 イフェンプロジル酒石酸塩, 酒石酸イフェンプロジル 20ｍｇ1錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 東和薬品

60 内服薬 2144008F2150 循環器官用薬 イミダプリル塩酸塩 5mg1錠 イミダプリル塩酸塩錠5mg 「トーワ」 東和薬品

61 注射薬 6139501D2091 主としてグラム陽性･陰性菌に作用するもの イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム 500mg1瓶 イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」 サンド

62 注射薬 4240404A2144 抗腫瘍性植物成分製剤 イリノテカン塩酸塩水和物 100mg5mL1瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」 東和薬品

63 注射薬 4240404A1148 抗腫瘍性植物成分製剤 イリノテカン塩酸塩水和物 40mg2mL1瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」 東和薬品

64 内服薬 3222012Q1030 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） 溶性ピロリン酸第二鉄 1mL インクレミンシロップ5% アルフレッサ

65 注射薬 3299505A4045 その他の滋養強壮薬 ダイズ油 20%100mL1袋 イントラリポス輸液20% 大塚製薬
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66 内服薬 2590004F1010 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 リトドリン塩酸塩 5mg1錠 ウテロン錠5mg サンド

67 注射薬 2590402A1016 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 リトドリン塩酸塩 1%5mL1管 ウテロン点滴静注液50mg サンド

68 内服薬 2362001F2220 胆汁酸製剤 ウルソデオキシコール酸 100mg1錠 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 東和薬品

69 内服薬 4291012F1057 その他の抗悪性腫瘍用剤 エキセメスタン 25mg1錠 エキセメスタン錠25mg「テバ」 武田テバファーマ=武田

70 内服薬 6225001F2040 エタンブトール製剤 エタンブトール塩酸塩 250mg1錠 エサンブトール錠250mg サンド

71 内服薬 1124001F1030 中枢神経系用薬 エスタゾラム 1mg1錠 エスタゾラム錠1mg「アメル」 共和薬品工業

72 内服薬 4229101F1050 代謝拮抗剤 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 20mg1錠(テガフール相当量) エスワンタイホウ配合OD錠T20 岡山大鵬

73 内服薬 4229101F2057 代謝拮抗剤 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 25mg1錠(テガフール相当量) エスワンタイホウ配合OD錠T25 岡山大鵬

74 内服薬 2189018F1035 高脂血症用剤 エゼチミブ 10mg1錠 エゼチミブ錠10mg「DSEP」 第一三共

75 注射薬 1190401G1093 その他の中枢神経系用薬 エダラボン 30mg100mL1キット エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」100mL MeijiSeikaファルマ

76 内服薬 1179025F1301 精神神経用剤 エチゾラム 0.5mg1錠 エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 東和薬品

77 内服薬 1179025F2260 精神神経用剤 エチゾラム 1mg1錠 エチゾラム錠1mg「トーワ」 東和薬品

78 内服薬 1149032F2139 解熱鎮痛消炎剤 エトドラク 200mg1錠 エトドラク錠200㎎「トーワ」 東和薬品

79 注射薬 4240403A2069 抗腫瘍性植物成分製剤 エトポシド 100mg5mL1瓶 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 サンド

80 内服薬 2144002F2012 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 エナラプリルマレイン酸塩 5mg1錠 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 東和薬品

81 内服薬 4490019F1117 その他のアレルギー用薬 エバスチン 5mg1錠 エバスチン錠5mg「サワイ」 沢井製薬

82 内服薬 3999013F1339 他に分類されない代謝性医薬品 エパルレスタット 50mg1錠 エパルレスタット錠50mg「トーワ」 東和薬品

83 内服薬 4490014F1254 その他のアレルギー用薬 エピナスチン塩酸塩 10mg1錠 エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 東和薬品

84 注射薬 4235404D1063 アントラサイクリン系抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩 10mg1瓶 エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 日本化薬

85 注射薬 4235404D2060 アントラサイクリン系抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩 50mg1瓶 エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 日本化薬

86 内服薬 1249009F1015 鎮けい剤 エペリゾン塩酸塩 50mg1錠 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 東和薬品

87 注射薬 3999427G2025 他に分類されない代謝性医薬品 エポエチン カッパ(遺伝子組換え) 1,500国際単位1mL1筒 エポエチンアルファBS注1500「JCR」 JCR=キッセイ

88 注射薬 3999427G3021 他に分類されない代謝性医薬品 エポエチン カッパ(遺伝子組換え) 3,000国際単位2mL1筒 エポエチンアルファBS注3000「JCR」 JCR=キッセイ

89 注射薬 3999401A1218 その他の代謝性医薬品 エルカトニン 40単位1ｍＬ1管 エルカトニン注40単位「NP」 ニプロ

90 内服薬 1169014F1048 中枢神経系用薬 エンタカポン 100mg1錠 エンタカポン錠100ｍｇ「KＮ」 小林化工

91 内服薬 6250029F1016 化学療法剤 エンテカビル 0.5mg1錠 エンテカビル錠0.5mg 「EE」 シオノ=エルメッドエーザイ

92 内服薬 4490005R1014 その他のアレルギー用薬 オキサトミド 2%1g オキサトミドDS小児用2%「サワイ」 沢井製薬

93 注射薬 4291410A2092 その他の抗悪性腫瘍用剤 オキサリプラチン 100mg20mL1瓶 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 日本化薬

94 注射薬 4291410A1096 その他の抗悪性腫瘍用剤 オキサリプラチン 50mg10mL1瓶 オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 日本化薬

95 内服薬 8119002G6034 あへんアルカロイド系麻薬 オキシコドン塩酸塩水和物 10mg1錠 オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 第一三共

96 内服薬 8119002G7030 あへんアルカロイド系麻薬 オキシコドン塩酸塩水和物 20mg1錠 オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 第一三共

97 内服薬 8119002G8037 あへんアルカロイド系麻薬 オキシコドン塩酸塩水和物 40mg1錠 オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 第一三共

98 内服薬 8119002G5038 あへんアルカロイド系麻薬 オキシコドン塩酸塩水和物 5mg1錠 オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 第一三共

99 注射薬 8119400A2030 アルカロイド系麻薬 オキシコドン塩酸塩水和物 50mg1錠 オキシコドン注射液50mg「第一三共」 第一三共
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100 外用薬 2529709H2069 泌尿生殖器官及び肛門用薬 オキシコナゾール硝酸塩 600mg1錠 オキシコナゾール硝酸塩膣錠600mg｢F｣ 富士製薬工業 

101 注射薬 2499403A2068 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） オクトレオチド酢酸塩 100μg1mL1管 オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 サンド

102 注射薬 3999411G8022 その他の代謝性医薬品 オザグレルナトリウムキット 80mg100mL1袋 オザグレルNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」 共和クリティケア=光

103 注射薬 3999411A2048 その他の代謝性医薬品 オザグレルナトリウム 80mg8mL1管 オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」 小林化工

104 内服薬 6250021R1032 化学療法剤 オセルタミビルリン酸塩 3%1g オセルタミビルDS3%「サワイ」 沢井製薬

105 内服薬 6250021M1035 化学療法剤 オセルタミビルリン酸塩 75mg1錠 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 沢井製薬

106 外用薬 1319722M1013 感覚器官用薬 オフロキサシン 0.3%1g オフロキシン眼軟膏0.3%「ニットー」 東亜薬品=日東メディック

107 注射薬 2329403D1041 消化性潰瘍用剤 オメプラゾールナトリウム 20mg1瓶 オメプラゾール注用20mg「NP」 ニプロ

108 内服薬 1179044F4133 中枢神経系用薬 オランザピン 5ｍｇ1錠 オランザピンOD錠5mg「ファイザー」 ファイザー

109 内服薬 1179044F1185 中枢神経系用薬 オランザピン 2.5mg1錠 オランザピン錠2.5mg「ファイザー」 ファイザー

110 内服薬 2149044F5038 循環器官用薬 オルメサルタン メドキソミル 10mg1錠 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 第一三共エスファ

111 内服薬 2149044F6034 循環器官用薬 オルメサルタン メドキソミル 20mg1錠 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 第一三共エスファ

112 内服薬 4490025F4073 その他のアレルギー用薬 オロパタジン塩酸塩 5mg1錠 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 MeijiSeikaファルマ

113 注射薬 2119402P1089 強心剤 ドパミン塩酸塩 0.1%200mL1袋 カコージンD注0.1％ 日本製薬

114 注射薬 2119402P2085 強心剤 ドパミン塩酸塩 0.3%200mL1袋 カコージンD注0.3％ 日本製薬

115 注射薬 7290405A7057 その他の診断用薬 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%10mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ10mL「タイヨー」 武田テバファーマ

116 注射薬 7290405A8053 その他の診断用薬 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%15mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ15mL「タイヨー」 武田テバファーマ

117 注射薬 7290405A9050 その他の診断用薬 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%20mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ20mL「タイヨー」 武田テバファーマ

118 注射薬 3999403D1019 他に分類されない代謝性医薬品 ガベキサートメシル酸塩 100mg1瓶 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 沢井製薬

119 注射薬 3999403D2015 他に分類されない代謝性医薬品 ガベキサートメシル酸塩 500mg1瓶 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」 沢井製薬

120 内服薬 4223005F1030 腫瘍用薬 カペシタビン 300mg1錠 カペシタビン錠300mg「サワイ」 沢井製薬

121 内服薬 3999003F1017 他に分類されない代謝性医薬品 カモスタットメシル酸塩 100mg1錠 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 日医工

122 内服薬 1190019F5090 中枢神経系用薬 ガランタミン臭化水素酸塩 8mg1錠 ガランタミンOD錠8mg「トーワ」 東和薬品

123 内服薬 3112004M1201 ビタミン剤 カルシトリオール 0.25μg1カプセル カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 沢井

124 内服薬 3321002F2447 カルバゾクロム系製剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 30mg1錠 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 東和薬品

125 内服薬 2149032F1129 血圧降下剤 カルベジロール 10mg1錠 カルベジロール錠10mg「トーワ」 東和薬品

126 内服薬 2149032F4098 血圧降下剤 カルベジロール 2.5mg1錠 カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 東和薬品

127 内服薬 2233002R2061 システイン系製剤 L-カルボシステイン 50%1g カルボシステインDS50%「トーワ」 東和薬品

128 内服薬 2233002F1298 システイン系製剤 L-カルボシステイン 250mg1錠 カルボシステイン錠250mg「トーワ」 東和薬品

129 内服薬 2233002Q1124 システイン系製剤 L-カルボシステイン 5%1mL カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 東和薬品

130 注射薬 4291403A2092 その他の抗悪性腫瘍用剤 カルボプラチン 150mg15mL1瓶 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 日本化薬

131 注射薬 4291403A3099 その他の抗悪性腫瘍用剤 カルボプラチン 450mg45mL1瓶 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 日本化薬

132 注射薬 4291403A1096 その他の抗悪性腫瘍用剤 カルボプラチン 50mg5mL1瓶 カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 日本化薬

133 内服薬 1141007Q1048 アニリン系製剤 アセトアミノフェン 2%1mL カロナールシロップ2% あゆみ製薬
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134 内服薬 1141007C2020 アニリン系製剤 アセトアミノフェン 50%1g カロナール細粒50% あゆみ製薬

135 内服薬 1141007F3023 アニリン系製剤 アセトアミノフェン 500mg1錠 カロナール錠500 あゆみ製薬

136 内服薬 3999001Q3046 他に分類されない代謝性医薬品 ラクツロース 40.496%1g カロリールゼリー40.496% 佐藤製薬

137 内服薬 2149040F2030 血圧降下剤 カンデサルタン シレキセチル 4mg1錠 カンデサルタン錠4mg「あすか」 あすか製薬株式会社

138 内服薬 2149040F2030 血圧降下剤 アセトアミノフェン 8mg1錠 カンデサルタン錠8mg「あすか」 あすか製薬株式会社

139 注射薬 2133400D3034 抗アルドステロン製剤 カンレノ酸カリウム 200mg1瓶 カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 沢井製薬

140 注射薬 2133400D4022 循環器官用薬 カンレノ酸カリウム 100mg1錠 カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 沢井製薬

141 内服薬 1179042F1151 精神神経用剤 クエチアピンフマル酸塩 25mg1錠 クエチアピン錠25mg「トーワ」 東和薬品

142 内服薬 3222013F1157 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。） クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄50mg1錠 クエン酸第一鉄Na錠50㎎「サワイ」 沢井製薬

143 注射薬 2391400G5054 消化器官用薬 グラニセトロン塩酸塩 1mg50mL1袋 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 光

144 内服薬 2391002Q2022 消化器官用薬 グラニセトロン塩酸塩 2mg1包 グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 日医工=ケミファ

145 内服薬 6149003R1054 抗生物質製剤 クラリスロマイシン 100mg1g クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 沢井製薬

146 内服薬 6149003F2232 マイコプラズマに作用するもの クラリスロマイシン 200mg1錠 クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 東和薬品

147 内服薬 6149003F1015 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 50mg1錠 クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 日本ケミファ

148 外用薬 2357701K8045 グリセリン製剤 グリセリン 50%120mL1個 グリセリン浣腸「オヲタ」120 日医工

149 外用薬 2357701K6050 グリセリン製剤 グリセリン 50%60mL1個 グリセリン浣腸「オヲタ」60 日医工

150 外用薬 2357701K3043 グリセリン製剤 グリセリン 50%30mL1個 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 日医工

151 注射薬 2190501A4114 その他の循環器官用薬 濃グリセリン・果糖 200mL1袋 グリセレブ配合点滴静注200mL テルモ

152 内服薬 3961008F4100 糖尿病用剤 グリメピリド 1mg1錠 グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 東和薬品

153 注射薬 6112401A2158 リンコマイシン系抗生物質製剤 クリンダマイシンリン酸エステル 600mg1管 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 沢井製薬

154 内服薬 1179012F1134 中枢神経系用薬 クロチアゼパム 5mg1錠 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 東和薬品

155 内服薬 3399008F1262 その他の血液・体液用薬 クロピドグレル硫酸塩 25mg1錠 クロピドグレル錠25mg「トーワ」 東和薬品

156 内服薬 3399008F2269 その他の血液・体液用薬 クロピドグレル硫酸塩 75mg1錠 クロピドグレル錠75mg「トーワ」 東和薬品

157 外用薬 2259701G1012 気管支拡張剤 クロモグリク酸ナトリウム 1%2mL1管 クロモグリク酸 Na 吸入液 1%「武田テバ」 武田テバ

158 外用薬 1319730Q1010 眼科用剤 ケトチフェンフマル酸塩 3.45mg5mL1瓶 ケトチフェン点眼液0.05%「トーワ」 東和薬品

159 外用薬 2649729S2126 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ケトプロフェン 7cm×10cm1枚 ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 日医工

160 内服薬 4291013F1035 腫瘍用薬 ゲフィチニブ 250mg1錠 ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 第一三共エスファ

161 注射薬 4224403A2030 シトシン系製剤 ゲムシタビン塩酸塩 1g25mL1瓶 ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」 日本化薬

162 注射薬 4224403A1034 シトシン系製剤 ゲムシタビン塩酸塩 200mg5mL1瓶 ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」 日本化薬

163 外用薬 1319802Q2039 眼科用剤 クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム 5mL1瓶 コリナコール点眼液(5mL) 日本点眼薬研究所

164 内服薬 3941001F1077 ルヒチン製剤 コルヒチン 0.5mg1錠 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 高田製薬

165 注射薬 2452400D1092 コルチゾン系製剤 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 100mg1瓶(溶解液付) サクシゾン注射用100mg 武田テバ

166 注射薬 3410534G1031 人工透析用薬 人工透析液(3-4)キット 1010mL1キット サブパック血液ろ過用補充液-Bi ニプロ

167 内服薬 6219001H2060 化学療法剤 サラゾスルファピリジン 250mg1錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」 日医工ファーマ=日医工
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168 内服薬 3399006F1220 その他の血液・体液用薬 サルポグレラート塩酸塩 50mg1錠 サルポグレラート塩酸塩錠50mg「トーワ」 東和薬品

169 外用薬 1319810Q1061 眼科用剤 トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 1mL サンドールP点眼液 日本点眼薬研究所

170 内服薬 1124017F2054 中枢神経系用薬 ジアゼパム 2mg1錠 ジアゼパム錠2「トーワ」 東和薬品

171 内服薬 1124017F4065 中枢神経系用薬 ジアゼパム 5mg1錠 ジアゼパム錠5「トーワ」 東和薬品

172 注射薬 1124402A2061 中枢神経系用薬 ジアゼパム 10mg2ｍＬ1管 ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 武田テバ

173 内服薬 2499010F1120 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） ジエノゲスト 1mg1錠 ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」 持田製薬

174 内服薬 3179109M1082 VB2・VB6複合剤 ベンフォチアミン・B6・B12配合剤 1カプセル シグマビタン配合カプセルB25 東和薬品

175 内服薬 3999004M3099 他に分類されない代謝性医薬品 シクロスポリン 10mg1カプセル シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」 東和薬品

176 内服薬 3999004M4095 他に分類されない代謝性医薬品 シクロスポリン 25mg1カプセル シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 東和薬品

177 内服薬 1147002F1625 フェニル酢酸系製剤 ジクロフェナクナトリウム 25mg1錠 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 東和薬品=日医工

178 外用薬 1147700J1146 フェニル酢酸系製剤 ジクロフェナクナトリウム 12.5mg1個 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「CH」 日本ジェネリック

179 外用薬 1147700J2223 フェニル酢酸系製剤 ジクロフェナクナトリウム 25mg1個 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「CH」 日本ジェネリック

180 外用薬 1147700J3262 フェニル酢酸系製剤 ジクロフェナクナトリウム 50mg1個 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「CH」 日本ジェネリック

181 内服薬 2113003F1014 ジギタリス製剤 ジゴキシン 0.25mg1錠 ジゴキシン錠0.25mg「AFP」 アルフレッサ

182 注射薬 4291401A1011 その他の抗悪性腫瘍用剤 シスプラチン 10mg20mL1瓶 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 ヤクルト

183 注射薬 4291401A2018 その他の抗悪性腫瘍用剤 シスプラチン 25mg50mL1瓶 シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 ヤクルト

184 注射薬 4291401A3014 その他の抗悪性腫瘍用剤 シスプラチン 50mg100mL1瓶 シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 ヤクルト

185 内服薬 2129002M1167 不整脈用剤 ジソピラミド 50mg1カプセル ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 ファイザー

186 内服薬 2129005F1013 不整脈用剤 リン酸ジソピラミド 150mg1錠 ジソピラミド徐放錠150㎎「SW」 沢井製薬

187 内服薬 2171010B1067 冠血管拡張剤 ジピリダモール 12.5%1g ジピリダモール散12.5%「JG」 日本ジェネリック

188 内服薬 2171010F3010 冠血管拡張剤 ジピリダモール 100mg1錠 ジピリダモール錠25mg「トーワ」 東和薬品

189 内服薬 1339002F1527 感覚器官用薬 ジフェニドール塩酸塩 25mg1錠 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 東和薬品

190 外用薬 2646725M1236 外皮用薬 ジフルプレドナート 0.05%1ｇ ジフルプレドナート軟膏 0.05% 「イワキ」 岩城製薬

191 内服薬 6241008F1112 ピリドンカルボン酸系製剤 シプロフロキサシン 100mg1錠 シプロフロキサシン錠100mg「日医工」 日医工

192 注射薬 6241400A3092 ピリドンカルボン酸系製剤 シプロフロキサシン 300mg150mL1袋 シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」 MeijiSeikaファルマ

193 内服薬 2129007F2060 循環器官用薬 シベンゾリンコハク酸塩 100mg1錠 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 東和薬品

194 内服薬 2318001Q1102 ジメチコン製剤 ジメチコン 2%1mL ジメチコン内用液2％「ホリイ」 堀井

195 内服薬 2344005F1045 無機塩製剤 炭酸水素ナトリウム 500mg1錠 重曹錠500mg「マイラン」 ファイザー

196 外用薬 2171700S1133 冠血管拡張剤 硝酸イソソルビド 40mg1枚 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 エルメッドエーザイ

197 内服薬 2171005F1335 循環器官用薬 ジラゼプ塩酸塩 50mg1錠 ジラゼプ塩酸塩錠50mg「サワイ」 沢井製薬

198 内服薬 2171006N1148 循環器官用薬 ジルチアゼム塩酸塩 100mg1カプセル ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 沢井製薬

199 内服薬 2171006F1364 循環器官用薬 ジルチアゼム塩酸塩 30mg1錠 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」 東和薬品

200 内服薬 2149037F2055 血圧降下剤 シルニジピン 10mg1錠 シルニジピン錠10mg「サワイ」 沢井製薬

201 内服薬 3399002F4019 その他の血液・体液用薬 シロスタゾール 100mg1錠 シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 東和薬品
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202 内服薬 2590010F4030 泌尿生殖器官及び肛門用薬 シロドシン 4mg1錠 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 第一三共エスファ

203 内服薬 2329008S1121 消化性潰瘍用剤 スクラルファート水和物 10%1mL スクラルファート内用液10%「日医工」 日医工

204 内服薬 2133001F1018 抗アルドステロン製剤 スピロノラクトン 25mg1錠 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 東和薬品

205 外用薬 2649731M1080 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 フェルビナク 3%1g スミルスチック3% 三笠製薬

206 注射薬 6139504F2088 主としてグラム陽性･陰性菌に作用するもの アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム (1.5g)1瓶 スルバシリン静注用1.5g MeijiSeikaファルマ

207 内服薬 2329009F1217 消化性潰瘍用剤 スルピリド 50mg1錠 スルピリド錠50mg「サワイ」 沢井製薬

208 注射薬 3311402G7084 血液代用剤 生理食塩液 10mL1筒 生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリップチップ） テルモ

209 注射薬 3311402G2023 生理食塩液類 生理食塩液 100mL1キット 生食溶解液キットH(100mL) ニプロ

210 注射薬 6132425D2039 セフェム系抗生物質製剤 セフェピム塩酸塩水和物 1g1瓶 セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 サンド

211 注射薬 6132400G3058 セフェム系抗生物質製剤 セフォチアム塩酸塩 1g1キット(生理食塩液100mL付) セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ(100mL) ニプロ

212 内服薬 6132016F2038 セフェム系抗生物質製剤 フカペン ピボキシル塩酸塩水和物 100mg1錠 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 沢井製薬

213 内服薬 6132015F1053 セフェム系抗生物質製剤 セフジトレン ピボキシル 100mg1錠 セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 沢井製薬

214 内服薬 6132015C1066 セフェム系抗生物質製剤 セフジトレン ピボキシル 100mg2g セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」 沢井製薬

215 内服薬 6132013F2034 セフェム系抗生物質製剤 セフジニル 100mg1錠 セフジニル錠100㎎「サワイ」 沢井製薬

216 注射薬 6132418F2129 セフェム系抗生物質製剤 セフタジジム水和物 1g1瓶 セフタジジム静注用1g「マイラン」 ファイザー

217 注射薬 6132419G1050 セフェム系抗生物質製剤 セフトリアキソンナトリウム水和物 1g1キット(生理食塩液100mL付) セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」 ファイザー

218 外用薬 1119702G1070 中枢神経系用薬 セボフルラン 1mL セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 日興製薬

219 内服薬 1180107D1115 解熱配合剤 非ピリン系感冒剤 1g セラピナ配合顆粒 ファイザー

220 内服薬 1179046F4043 中枢神経系用薬 塩酸セルトラリン 25mg1錠 セルトラリンOD錠25mg「トーワ」 東和薬品

221 内服薬 1149037F1186 解熱鎮痛消炎剤 セレコキシブ 100mg1錠 セレコキシブ錠100mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー

222 内服薬 1149037F2182 解熱鎮痛消炎剤 セレコキシブ 200mg1錠 セレコキシブ錠200mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー

223 内服薬 2354003F2413 植物性製剤 センノシド 12mg1錠 センノシド錠12mg「ファイザー」 ファイザー

224 内服薬 1139005F1040 中枢神経系用薬 ゾニサミド 100mg1錠 ゾニサミド錠100mg「アメル」 共和薬品

225 内服薬 1129007F1107 催眠鎮静剤,抗不安剤 ゾピクロン 7.5mg1錠 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 東和薬品

226 注射薬 3319557A2060 血液代用剤 酢酸リンゲル液 500mL1瓶 ソリューゲンF注(500mL) ニプロ

227 注射薬 3319551A2047 血液代用剤 ブドウ糖加酢酸リンゲル液 500mL1瓶 ソリューゲンG注(500mL) ニプロ

228 注射薬 3319500A5060 血液代用剤 開始液 200mL1袋 ソルデム1輸液(200mL) テルモ

229 注射薬 3319500A3067 血液代用剤 開始液 500mL1袋 ソルデム1輸液(500mL) テルモ

230 注射薬 3319511A5033 血液代用剤 維持液 200mL1袋 ソルデム3AG輸液(200mL) テルモ

231 注射薬 3319511A4037 血液代用剤 維持液 500mL1袋 ソルデム3AG輸液(500mL) テルモ

232 注射薬 3319510A5098 血液代用剤 維持液 200mL1袋 ソルデム3A輸液(200mL) テルモ

233 注射薬 3319510A4083 血液代用剤 維持液 500mL1袋 ソルデム3A輸液(500mL) テルモ

234 内服薬 1129009F2315 催眠鎮静剤,抗不安剤 ゾルピデム酒石酸塩 10mg1錠 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ファイザー」 ファイザー

235 内服薬 1129009F1319 催眠鎮静剤,抗不安剤 ゾルピデム酒石酸塩 5mg1錠 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」 ファイザー
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236 内服薬 2160004F2090 循環器官用薬 ゾルミトリプタン 2.5mg1錠 ゾルミトリプタンOD錠2.5ｍｇ「ファイザー」 マイラン=ファイザー

237 注射薬 3999423A3063 他に分類されない代謝性医薬品 ゾレドロン酸水和物 4mg100mL1袋 ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「ニプロ」 ヤクルト

238 内服薬 6290100F2018 化学療法剤 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 1錠 ダイフェン配合錠 鶴原

239 注射薬 6139505F4107 抗生物質製剤 タゾバクタム・ピペラシリン水和物 4.5g1瓶 タゾピペ配合静注用4.5｢ニプロ｣ ニプロ

240 内服薬 2590008F2057 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 タムスロシン塩酸塩 0.2mg1錠 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 日本ケミファ

241 内服薬 4291003F2011 その他の抗悪性腫瘍用剤 タモキシフェンクエン酸塩 20mg1錠 タモキシフェン錠20mg「サワイ」 沢井製薬

242 注射薬 3334403G2022 ヘパリン製剤 ダルテパリンナトリウム 2,500低分子ヘパリン国際単位10mL1筒 ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」 ニプロ

243 注射薬 3334403A2194 血液・体液用薬 ダルテパリンナトリウム 5ｍL1V ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」 沢井製薬

244 注射薬 3999425S7039 その他の代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 20μｇ1筒 ダルベポエチンアルファ注シリンジ20μｇシリンジ「KKF」　 協和キリン

245 注射薬 3999425S8035 その他の代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 30μｇ1筒 ダルベポエチンアルファ注シリンジ30μｇシリンジ「KKF」　 協和キリン

246 注射薬 3999425U1031 その他の代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 60μｇ1筒 ダルベポエチンアルファ注シリンジ60μｇシリンジ「KKF」　 協和キリン

247 内服薬 1129008F2043 中枢神経系用薬 タンドスピロンクエン酸塩, クエン酸タンドスピロン 10mg1錠 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 東和薬品

248 内服薬 1190004F2168 中枢神経系用薬 チアプリド塩酸塩 50mg1錠 チアプリド錠50mg「JG」 長生堂=日本ジェネリック

249 内服薬 1231013M2209 末梢神経系用薬 チキジウム臭化物, 臭化チキジウム 10mg1カプセル チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 東和薬品

250 内服薬 1249010F1263 末梢神経系用薬 チザニジン塩酸塩 1mg1錠 チザニジン錠1mg「日医工」 日医工

251 注射薬 6119401D2058 主としてグラム陽性菌に作用するもの テイコプラニン 400mg1瓶 テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」 MeijiSeikaファルマ

252 内服薬 2251001R1131 キサンチン系製剤 テオフィリン 20%1g テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 東和薬品

253 注射薬 2454405H1032 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 1.65mg0.5mL1管 デキサート注射液1.65mg 富士製薬工業

254 注射薬 2454405H5038 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 6.6mg2mL1管 デキサート注射液6.6mg 富士製薬工業

255 外用薬 2399706M1125 その他の消化器官用薬 デキサメタゾン 0.1%1g デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 日本化薬

256 内服薬 2223001F2145 デキストロメトルファン製剤 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 15mg1錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 東和薬品

257 内服薬 2329012C1271 消化性潰瘍用剤 テプレノン 10%1g テプレノン細粒10%「トーワ」 東和薬品

258 内服薬 2499011M1108 泌尿生殖器官及び肛門用薬 デュタステリド 0.5mg1cp デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 武田テバ

259 内服薬 6290005F1261 その他の化学療法剤 テルビナフィン塩酸塩 125mg1錠 テルビナフィン錠125mg「ケミファ」 日本ケミファ

260 外用薬 2659710N1233 寄生性皮ふ疾患用剤 テルビナフィン塩酸塩 1%1g テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」 小林化工

261 注射薬 3253404A3063 滋養強壮薬 肝性脳症改善アミノ酸注射液 200mL1袋 テルフィス点滴静注200mL テルモ

262 内服薬 2149042F2030 血圧降下剤 テルミサルタン 40mg1錠 テルミサルタン錠40mg「DSEP」 第一三共エスファ

263 内服薬 1149117F1039 解熱鎮痛消炎剤 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン 1錠 トアラセット配合錠「DSEP」 第一三共

264 注射薬 4235402D1048 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ドキソルビシン塩酸塩 10mg1瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 日本化薬

265 注射薬 4235402D2028 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ドキソルビシン塩酸塩 50mg1瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 日本化薬

266 内服薬 2190006M1210 その他の循環器官用薬 トコフェロールニコチン酸エステル 100mg1カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 東和薬品

267 内服薬 6241010C1032 化学療法剤 トスフロキサシントシル酸塩 150mg1g トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 高田製薬

268 注射薬 4240405A3099 抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル 20mg1mL1瓶 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」 エルメッドエーザイ

269 注射薬 4240405A4095 抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル 80mg4mL1瓶 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」 エルメッドエーザイ
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270 内服薬 1190012F3207 中枢神経系用薬 ドネペジル塩酸塩 3mg1錠 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 東和薬品

271 内服薬 1190012F4203 中枢神経系用薬 ドネペジル塩酸塩 5mg1錠 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 東和薬品

272 注射薬 2119402A1019 強心剤 ドパミン塩酸塩 100mg5mL1管 ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「ファイザー」 ファイザー

273 内服薬 1124026F1340 中枢神経系用薬 トフィソパム 50mg1錠 トフィソパム錠50mg「トーワ」 東和薬品

274 注射薬 2119404A1018 強心剤 ドブタミン塩酸塩 100mg1管 ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 沢井製薬

275 注射薬 4291447D2024 制癌薬 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用(3) 150mg1瓶 トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」 ファイザー

276 注射薬 4291447D1028 制癌薬 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用(3) 60mg1瓶 トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」 ファイザー

277 内服薬 2139009F3029 循環器官用薬 トラセミド 4mg1錠 トラセミドOD錠4mg「TE」 トーアエイヨー=アステラス

278 内服薬 1179037F1053 中枢神経系用薬 トラゾドン塩酸塩 25mg1錠 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 共和薬品工業

279 内服薬 4490002M1013 その他のアレルギー用薬 トラニラスト 100mg1カプセル トラニラストカプセル100mg「トーワ」 東和薬品

280 注射薬 3327401A4274 血液・体液用薬－止血剤 トラネキサム酸 10%10mL1管 トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 日新製薬

281 注射薬 3327401A1160 血液・体液用薬－止血剤 トラネキサム酸 5%5mL1管 トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 日新製薬

282 外用薬 1319754Q1031 感覚器官用薬 トラボプロスト 0.004％2.5mL1本 トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 日東メディック

283 内服薬 1124007F1143 ベンゾジアゼピン系製剤 トリアゾラム 0.125mg1錠 トリアゾラム錠0.25mg「CH」 日本ジェネリック

284 内服薬 2132003F3055 循環器官用薬 トリクロルメチアジド 1mg1錠 トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 東和薬品

285 内服薬 1169001F1156 中枢神経系用薬 トリヘキシフェニジル塩酸塩 2mg1錠 トリヘキシフェニジル錠2mg｢NP｣ ニプロ

286 内服薬 2399006F1552 消化器官用薬 トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg1錠 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 東和薬品

287 外用薬 1319819Q1062 感覚器官用薬 ドルゾラミド塩酸塩, チモロールマレイン酸塩 1本 ドルモロール配合点眼液「日点」 日本点眼薬研究所

288 内服薬 2399005R1210 その他の消化器官用薬 ドンペリドン 1%1g ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 沢井製薬

289 内服薬 2399005F2350 その他の消化器官用薬 ドンペリドン 10mg1錠 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 沢井製薬

290 内服薬 3969006F1062 糖尿病用剤 ナテグリニド 30mg1錠 ナテグリニド錠30mg「日医工」 日医工

291 注射薬 3999407D1017 他に分類されない代謝性医薬品 ナファモスタットメシル酸塩 10mg1瓶 ナファモスタット注射用10mg「SW」 沢井製薬

292 注射薬 3999407D2013 他に分類されない代謝性医薬品 ナファモスタットメシル酸塩 50mg1瓶 ナファモスタット注射用50mg「SW」 沢井製薬

293 内服薬 2590009F6049 泌尿生殖器官及び肛門用薬 ナフトピジル 25mg1錠 ナフトピジルOD錠25mg｢EE｣ エルメッドエーザイ

294 内服薬 2590009F4011 泌尿生殖器官及び肛門用薬 ナフトピジル 50mg1錠 ナフトピジルOD錠50mg｢EE｣ エルメッドエーザイ

295 内服薬 1190015F1038 中枢神経系用薬 ナルフラフィン塩酸塩 2.5μg1錠 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 沢井製薬

296 注射薬 2149400A2015 血圧降下剤 ニカルジピン塩酸塩 10mg10mL1管 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 沢井製薬

297 注射薬 2149400A1132 血圧降下剤 ニカルジピン塩酸塩 2mg2mL1管 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 沢井製薬

298 内服薬 2171017F2016 冠血管拡張剤 ニコランジル 5mg1錠 ニコランジル錠5mg「サワイ」 沢井製薬

299 注射薬 2171406D3032 冠血管拡張剤 ニコランジル 48mg1瓶 ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 沢井製薬

300 注射薬 2171406D1030 循環器官用薬 ニコランジル 2mg1瓶 ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 沢井

301 内服薬 2190021F1364 循環器官用薬 ニセルゴリン 5mg1錠 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 東和薬品

302 注射薬 2171403G1024 冠血管拡張剤 ニトログリセリン 25mg50mL1筒 ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」 テルモ

303 内服薬 2171018K1039 冠血管拡張剤 ニトログリセリン 0.3mg1錠 ニトロペン舌下錠0.3mg 日本化薬

304 内服薬 2171014G4096 冠血管拡張剤 ニフェジピン 20mg1錠 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 東和薬品
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305 内服薬 3399007H1021 その他の血液・体液用薬 アスピリン 100mg1錠 バイアスピリン錠100mg バイエル薬品

306 外用薬 2619819X1130 外皮用殺菌消毒剤 チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール 10mL ハイポエタノール液2%「ケンエー」 健栄製薬

307 注射薬 4240406A2011 抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル 100mg16.7mL1瓶 パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 ファイザー

308 注射薬 4240406A1015 抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル 30mg5mL1瓶 パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 ファイザー

309 内服薬 6250019F1217 抗ウイルス剤 バラシクロビル塩酸塩 500mg1錠 バラシクロビル錠500mg「ケミファ」 日本ケミファ

310 内服薬 6250019D1070 抗ウイルス剤 バラシクロビル塩酸塩 50%1g バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 アスペンジャパン

311 内服薬 2149041F6030 血圧降下剤 バルサルタン 40mg1錠 バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 東和薬品

312 注射薬 3319534A6138 血液代用剤 乳酸リンゲル液 1L1袋 ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL) ニプロ

313 内服薬 1139004G2071 中枢神経系用薬 バルプロ酸ナトリウム 200mg1錠 バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 東和薬品

314 内服薬 1139004D1087 中枢神経系用薬 バルプロ酸ナトリウム 40%1g バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒40%「フジナガ」 藤永製薬

315 内服薬 1139004Q1089 抗てんかん剤 バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%1mL バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 大日本住友製薬

316 内服薬 1139004F2106 中枢神経系用薬 バルプロ酸ナトリウム 200㎎1錠 バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」 大日本住友製薬

317 内服薬 1179041F3320 精神神経用剤 パロキセチン 5mg1錠 パロキセチン錠5mg「アスペン」 アスペンジャパン

318 注射薬 2391404G1030 鎮吐薬 パロノセトロン塩酸塩キット 0.75mg50mL1袋 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 岡山大鵬

319 注射薬 6250402F1044 中枢神経系用薬 ハロペリドール 5mgg1管 ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 田辺三菱製薬

320 注射薬 6113400A1170 バンコマイシン製剤 バンコマイシン塩酸塩 0.5g1瓶 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」 ファイザー

321 注射薬 6113001B1127 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 500mg1瓶 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 MeijiSeikaファルマ

322 注射薬 3133401A1069 パントテン酸系製剤 パンテノール 100mg1管 パンテノール注100mg「KCC」 
共和クリティケア
=日本ジェネリック

323 注射薬 3133401A3061 パントテン酸系製剤 パンテノール 500mg1管 パンテノール注500mg「KCC」
共和クリティケア
=日本ジェネリック

324 内服薬 3999001Q2066 その他の代謝性医薬品 ラクツロース 65%1mL ピアーレシロップ65% 高田=日本化薬

325 注射薬 3999408A1325 関節機能改善剤 ヒアルロン酸ナトリウム 1%2.5mL1筒 ヒアルロン酸Na関節注25mg「明治」 MeijiSeikaファルマ

326 外用薬 1319720Q3183 感覚器官用薬 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 0.1%5mL1瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」 東和薬品

327 外用薬 1319720Y2071 感覚器官用薬 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 0.3%5mL1瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「トーワ」 東和薬品

328 外用薬 3339950Q1082 血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質 1g ビーソフテンローション0.3%(50g) 日医工

329 内服薬 3969007F1288 糖尿病用剤 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg1錠 ピオグリタゾン錠15mg「ケミファ」 日本ケミファ

330 内服薬 2316004B1036 活性生菌製剤 耐性乳酸菌 1g ビオフェルミンR散 武田薬品工業

331 内服薬 4291009F1071 その他の抗悪性腫瘍用剤 ビカルタミド 80mg1錠 ビカルタミド錠80mg「NK」 日本化薬

332 注射薬 6250401A1069 抗ウイルス剤 アシクロビル 250mg1管 ビクロックス点滴静注250mg MeijiSeikaファルマ

333 内服薬 2359005S1291 下剤，浣腸剤 ピコスルファートナトリウム水和物 0.75%1mL ピコスルファートNa内用液0.75%「JG」10mL 日本ジェネリック

334 注射薬 3919502A1449 肝臓疾患用剤 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 20mL1管 ヒシファーゲン配合静注 ニプロ

335 内服薬 2123016F3100 β-遮断剤 ビソプロロールフマル酸塩 0.625mg1錠 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 東和薬品

336 内服薬 2123016F1018 β-遮断剤 ビソプロロールフマル酸塩 2.5mg1錠 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 東和薬品

337 注射薬 3179517G1035 VB2・VB6複合剤 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 2筒1キット ビタジェクト注キット テルモ

338 内服薬 2189016F4035 循環器官用薬 ピタバスタチンカルシウム 1mg1錠 ピタバスタチンCa/OD錠1mg「トーワ」 東和薬品

339 内服薬 2132004F2037 チアジド系製剤 ヒドロクロロチアジド 12.5mg1錠 ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」 東和薬品
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340 注射薬 6131403D1225 ペニシリン系抗生物質製剤 ピペラシリンナトリウム 1g1瓶 ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 沢井製薬

341 注射薬 6131403D2221 ペニシリン系抗生物質製剤 ピペラシリンナトリウム 2g1瓶 ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」 沢井製薬

342 内服薬 1162001F1074 ビペリデン製剤 ビペリデン塩酸塩 1mg1錠 ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 共和薬品工業

343 内服薬 2129008M1130 循環器官用薬 ピルシカイニド塩酸塩水和物 25mg1カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 東和薬品

344 外用薬 1319706Q3035 老人性白内障治療点眼剤 ピレノキシン 5mL1瓶 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 参天製薬

345 注射薬 2190414A1041 脳循環・脳代謝性精神障害改善薬 ファスジル塩酸塩水和物 2 mL×10管 ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 共和クリティケア

346 内服薬 2325003F2322 H2遮断剤 ファモチジン 20mg1錠 ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 東和薬品

347 注射薬 2325401A3031 消化器官用薬 ファモチジン 20mg1錠 ファモチジン静注20mg「日新」 日新製薬

348 注射薬 3399408G2038 その他の血液・体液用薬 フィルグラスチム(遺伝子組換え) 150μg0.6mL1筒 フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」(0.6mL) 持田製薬

349 注射薬 3399408G1031 その他の血液・体液用薬 フィルグラスチム(遺伝子組換え) 75μg0.3mL1筒 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」(0.3mL) 持田製薬

350 内服薬 4490023F1270 その他のアレルギー用薬 フェキソフェナジン塩酸塩 60mg1錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 沢井製薬

351 注射薬 8219401D1030 合成麻薬 フェンタニルクエン酸塩 0.1mg1管 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 テルモ

352 注射薬 8219401D1030 合成麻薬 フェンタニルクエン酸塩 0.5mg1管 フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 テルモ

353 内服薬 4420002F1133 アレルギー用薬 ブシラミン 100mg1錠 ブシラミン錠100mg「日医工」 日医工

354 注射薬 1242401A1374 アトロピン系製剤 ブチルスコポラミン臭化物 2%1mL1管 ブチルスコポラミン臭化物注20㎎「トーワ」 東和薬品

355 外用薬 2290701G4038 呼吸器官用薬 ブデソニド吸入 0.25mg2mL1管 ブデゾニド吸入液0.25mg「武田テバ」 武田テバ

356 外用薬 2290801G2033 呼吸器官用薬 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 60吸入×1キット ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 日本ジェネリック

357 注射薬 1149403A2073 中枢神経系用薬 ブプレノルフィン塩酸塩 0.3mg1管 ブプレノルフィン注0.3mg「日新」 日新製薬

358 内服薬 1169012G1087 中枢神経系用薬 プラミペキソール塩酸塩水和物 375mgMI1ｇ プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」 東和薬品

359 内服薬 1169012F3025 中枢神経系用薬 プラミペキソール塩酸塩水和物 0.125mg1錠 プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」 東和薬品

360 内服薬 4490017R1157 アレルギー用薬 プランルカスト水和物 10%1g プランルカストDS10%「タカタ」 高田

361 内服薬 4490017M1079 その他のアレルギー用薬 プランルカスト水和物 112.5mg1カプセル プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 日医工

362 注射薬 4223401A3030 フルオロウラシル系製剤 フルオロウラシル 1,000mg1瓶 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 東和薬品

363 外用薬 1315704Q1158 感覚器官用薬 フルオロメトロン液 0.02%1mL フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」 日東メディック

364 外用薬 1315704Q3169 感覚器官用薬 フルオロメトロン液 0.1%1mL フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」 日東メディック

365 内服薬 6290002M2131 その他の化学療法剤 フルコナゾール 100mg1カプセル フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 沢井製薬

366 注射薬 6290401A4055 化学療法剤 フルコナゾール 0.2%50ｍＬ1袋 フルコナゾール静注液0.2%「F」 富士製薬

367 内服薬 3122007F2063 ビタミンB1誘導体製剤 フルスルチアミン 25mg1錠 フルスルチアミン錠25mg「トーワ｣ 東和薬品

368 注射薬 3122401A4056 ビタミンB1誘導体製剤 フルスルチアミン塩酸塩 50mg20mL1管 フルスルチアミン静注50mg「トーワ」 東和薬品

369 内服薬 4291005F1073 腫瘍用薬 フルタミド 125mg1錠 フルタミド錠125mg「ファイザー」 ファイザー

370 内服薬 1124008F1067 ベンゾジアゼピン系製剤 フルニトラゼパム 1mg1錠 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 共和薬品工業

371 内服薬 1124008F2012 ベンゾジアゼピン系製剤 フルニトラゼパム 2mg1錠 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 共和薬品工業

372 注射薬 2219403A1043 呼吸器官用薬 フルマゼニル 0.5ｍＬ1Ａ フルマゼニル静注液0.5mg｢サワイ｣ 沢井製薬

373 内服薬 2129009F1046 循環器官用薬 フレカイニド酢酸塩 50mg1錠 フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 ファイザー

374 内服薬 1190017F1215 中枢神経系用薬 プレガバリン 25mg1錠 プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 ファイザー
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375 内服薬 1190017F2211 中枢神経系用薬 プレガバリン 75mg1錠 プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 ファイザー

376 外用薬 2456700X1025 プレドニゾロン系製剤 プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム 20mg1個 プレドネマ注腸20mg 杏林製薬

377 注射薬 1211401A3010 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤 プロカイン塩酸塩 0.5%5mL1管 プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」(25mg/5mL) 日医工

378 内服薬 2259004F1170 気管支拡張剤 プロカテロール塩酸塩水和物 0.025mg1錠 プロカテロール塩酸塩錠25μg「サワイ」 沢井製薬

379 注射薬 2139401A2161 利尿剤 フロセミド 20mg1管 フロセミド注20mg「トーワ」(2mL管) 東和薬品

380 内服薬 2139005F1109 内用(ループ利尿薬) フロセミド 20mg1錠 フロセミド錠20mg「武田テバ」 武田テバ

381 内服薬 1124009F1312 ベンゾジアゼピン系製剤 ブロチゾラム 0.25mg1錠 ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 沢井製薬

382 内服薬 2590007F1307 泌尿生殖器官及び肛門用薬 プロピベリン塩酸塩 10mg1錠 プロピベリン塩酸塩錠10ｍｇ「ﾄｰﾜ」 東和薬品

383 注射薬 1119402A2150 全身麻酔剤 プロポフォール 500mg50mL1瓶 プロポフォール静注1% 50mL「マルイシ」 丸石製薬

384 注射薬 1119402A1120 全身麻酔剤 プロポフォール 200mg20mL1管 プロポフォール静注1% 20mL「マルイシ」 丸石製薬

385 内服薬 1124020F2013 中枢神経系用薬 ブロマゼパム錠 2mg1錠 ブロマゼパム錠2mg「サンド」 サンド

386 外用薬 1319743Q1050 感覚器官用薬 ブロムフェナクナトリウム水和物液 0.1%1mL ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 東亜薬品=日東メディック

387 外用薬 2234700G1043 ブロムへキシン製剤 ブロムヘキシン塩酸塩 0.2%1mL ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 武田テバ

388 注射薬 2234400A1054 ブロムへキシン製剤 ブロムヘキシン塩酸塩 0.2%2mL1管 ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 武田テバファーマ=武田

389 内服薬 1179028F2131 精神神経用剤 ブロムペリドール 3mg1錠 ブロムペリドール錠3mg「アメル」 共和薬品工業

390 内服薬 2183005G1285 循環器官用薬 	ベザフィブラート 200mg1錠 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 沢井製薬

391 内服薬 1339005F1466 感覚器官用薬 ベタヒスチンメシル酸塩 6ｍｇ1錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠6ｍｇ「JD」 東和薬品

392 内服薬 2454004F2081 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ベタメタゾン 0.5mg1錠 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 沢井製薬

393 内服薬 2171021F2276 冠血管拡張剤 ベニジピン塩酸塩 4mg1錠 ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」 東和薬品

394 注射薬 3334402G4071 ヘパリン製剤 ヘパリンナトリウム 1,000単位10mL1筒 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL 大塚製薬

395 注射薬 3334402P2052 ヘパリン製剤 ヘパリンナトリウム 5,000単位20mL1筒 ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 ニプロ

396 注射薬 3334400G1022 ヘパリン製剤 ヘパリンカルシウム 5,000単位0.2mL1筒 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」 持田製薬

397 外用薬 3339950M1188 血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質 1g ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g) 持田製薬

398 外用薬 3339950M1188 血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質 1g ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g) 日医工

399 注射薬 4229401A1040 制癌薬 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 100mg×1瓶 ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」 東和薬品

400 注射薬 4229401A2046 制癌薬 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 500mg×1瓶 ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」 東和薬品

401 内服薬 2171008F1088 循環器官用薬 ベラパミル塩酸塩 40mg1錠 ベラパミル塩酸塩錠40ｍｇ「タイヨー」 武田テバ

402 内服薬 3399005F1200 その他の血液・体液用薬 ベラプロストナトリウム 20μg1錠 ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 沢井製薬

403 外用薬 1319813Q1057 眼科用剤 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 1mL ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL) 日本点眼薬研究所

404 内服薬 3949002F2203 その他の代謝性医薬品 ベンズブロマロン 50mg1錠 ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 東和薬品

405 内服薬 3969004F4054 糖尿病用剤 ボグリボース 0.3mg1錠 ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 日本ケミファ

406 注射薬 6135400F2228 ホスホマイシン製剤 ホスホマイシンナトリウム 1g1瓶 ホスホマイシンNa静注用1g「タカタ」/瓶 高田製薬

407 内服薬 6135001M2148 スホマイシン製剤 ホスホマイシンカルシウム水和物 500mg1カプセル ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」 日医工

408 内服薬 6135001R2170 スホマイシン製剤 ホスホマイシンカルシウム水和物 400mg1g ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」 日医工

409 外用薬 2649710S1036 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 亜鉛華軟膏 5g ボチシート20% 日医工
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410 内服薬 3949101F1111 その他の代謝性医薬品 クエン酸カリウム,クエン酸ナトリウム水和物, クエン酸ナトリウム 1錠 ポトレンド配合散 東和薬品

411 外用薬 2612701Q2133 外皮用殺菌消毒剤 ポビドンヨード 10%10g ポビドンヨードゲル10%「明治」 MeijiSeikaファルマ

412 外用薬 2612701Q1137 外皮用殺菌消毒剤 ポビドンヨード 7.5%10mL ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 MeijiSeikaファルマ

413 外用薬 2612701Q3482 外皮用殺菌消毒剤 ポビドンヨード 10%10mL ポビドンヨード外用液10%「イワキ」 岩城製薬

414 内服薬 2329027F1037 消化性潰瘍用剤 ポラプレジンク 75mg1錠 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 沢井製薬

415 内服薬 2190016X1156 その他の循環器官用薬 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 1g ポリスチレンスルホン酸Ca「フソー」原末 扶桑

416 注射薬 3112401A2065 合成ビタミンD製剤 マキサカルシトール 5μg1mL1管 マキサカルシトール静注透析用5μg「ファイザー」 ファイザー

417 注射薬 3112401A1069 合成ビタミンD製剤 マキサカルシトール 2.5μg1mL1管 マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ファイザー」 ファイザー

418 注射薬 6179400D1047 抗生物質製剤 ミカファンギンナトリウム 50mg1瓶 ミカファンギン点滴静注用50mg「ニプロ」 ニプロ

419 内服薬 3969009F4030 その他の代謝性医薬品 ミグリトール 50mg1錠 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 沢井

420 内服薬 3969008F4079 糖尿病用剤 ミチグリニドCa 10mg1錠 ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 扶桑

421 内服薬 2160002F1125 循環器官用薬 ミドドリン塩酸塩 2mg1錠 ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 東和薬品

422 内服薬 6152005D1108 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ミノサイクリン塩酸塩 20mg1g ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 沢井製薬

423 内服薬 6152005F1095 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ミノサイクリン塩酸塩 50mg1錠 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 沢井製薬

424 注射薬 6152401F1146 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ミノサイクリン塩酸塩 100mg1瓶 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 沢井製薬

425 内服薬 1179051F3056 中枢神経系用薬 ミルタザピン 15mg1錠 ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」 東和薬品

426 注射薬 2119408A2020 強心剤 ミルリノン 10mg10mL1管 ミルリノン注射液10mg「F」 富士製薬

427 内服薬 2239001R1110 去たん剤 アンブロキソール塩酸塩 1.5%1g ムコサールドライシロップ1.5% サノフィ株式会社

428 内服薬 2129003M1013 不整脈用剤 メキシレチン塩酸塩 50mg1カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 沢井製薬

429 内服薬 3136004F2235 ビタミン剤 メコバラミン 500μg1錠 メコバラミン錠500μg「ＹＤ」 陽進堂

430 内服薬 2399009F1092 その他の消化器官用薬 メサラジン 250mg1錠 メサラジン錠250mg「ケミファ」 日本ケミファ

431 内服薬 2399009F2064 その他の消化器官用薬 メサラジン 500mg1錠 メサラジン錠500mg「ケミファ」 日本ケミファ

432 内服薬 2399009F3036 消化器官用薬 メサラジン 400mg1錠 メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 マイラン=ファイザー

433 注射薬 2531401A1142 バッカク類製剤 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 0.02%1mL1管 メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 あすか製薬株式会社

434 内服薬 2399004F1260 その他の消化器官用薬 メトクロプラミド 5mg1錠 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 高田製薬

435 内服薬 3999016M1056 他に分類されない代謝性医薬品 メトトレキサート 2mg1カプセル メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 沢井製薬

436 内服薬 3962002F2086 ビグアナイド系製剤 メトホルミン塩酸塩 250mg1錠 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」 東和薬品

437 内服薬 3160002M2125 ビタミン剤 メナテトレノン 15mg1カプセル メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 東和薬品

438 内服薬  1190018F6033 中枢神経系用薬 メマンチン塩酸塩 20mg1錠 メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 第一三共

439 内服薬 1190018F4030 中枢神経系用薬 メマンチン塩酸塩 5mg1錠 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 第一三共

440 注射薬 6139400D1122 抗生物質製剤 メロペネム水和物注射用 250mg1瓶 メロペネム点滴静注用0.25g「ファイザー」 ファイザー

441 注射薬 6139400D2129 抗生物質製剤 メロペネム水和物注射用 500mg1瓶 メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」 ファイザー

442 内服薬 2399010F2105 消化器官用薬 モサプリドクエン酸塩 5mg1錠 モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 ニプロ

443 内服薬 4490026F2067 その他のアレルギー用薬 モンテルカストナトリウム 10mg1錠 モンテルカスト錠10mg「KM」 キョーリンメディオ

444 内服薬 4490026C1013 アレルギー用薬 モンテルカストナトリウム 4mg1包 モンテルカスト細粒4mg「日医工」 日医工
13
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445 内服薬 2119003F2596 循環器官用薬 ユビデカレノン 10mg1錠 ユビデカレノン錠10mg「トーワ」 東和薬品

446 外用薬 1319739Q1150 感覚器官用薬 ラタノプロスト 0.005％2.5mL1本 ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」 沢井製薬

447 内服薬 2329028F1112 消化性潰瘍用剤 ラベプラゾールナトリウム 10mg1錠 ラベプラゾールＮａ錠10ｍｇ「ﾄｰﾜ」 東和薬品

448 内服薬 3999021F1031 その他の代謝性医薬品 ラロキシフェン塩酸塩 60mg1錠 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 沢井製薬

449 内服薬 2329023F1071 消化性潰瘍用剤 ランソプラゾール腸溶 15mg1錠 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 東和薬品

450 内服薬 2329023F2078 消化性潰瘍用剤 ランソプラゾール腸溶 30mg1錠 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 東和薬品

451 内服薬 1179038F5010 中枢神経系用薬 リスペリドン 1mg1錠 リスペリドンOD錠1mg「アメル」 共和薬品工業

452 注射薬 4291439A1027 腫瘍用薬 リツキシマブ(遺伝子組換え) 100mg10mL1瓶 リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 サンド=協和発酵キリン

453 注射薬 4291439A2023 腫瘍用薬 リツキシマブ(遺伝子組換え) 500mg50mL1瓶 リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 サンド=協和発酵キリン

454 注射薬 1214401A3011 キシリジン系製剤 リドカイン 1%10mLバイアル リドカイン注｢NM｣1% ファイザー

455 外用薬 1214701S1019 局所麻酔剤 リドカイン 18mg1枚 リドカインテープ18mg「NP」 ニプロ

456 内服薬 1214001S1062 末梢神経系用薬 リドカイン塩酸塩 2%1mL リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 日新製薬

457 注射薬 2129409G1036 循環器官用薬 リドカイン 2%5mL1筒 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 テルモ

458 注射薬 1214401A5014 キシリジン系製剤 リドカイン 1%200mL1袋 リドカイン点滴静注液 1％｢タカタ｣ 高田製薬

459 注射薬 6249401A1041 化学療法剤 リネゾリド 600ｍｇ1袋 リネゾリド点滴静注液600mg｢サワイ｣ 沢井製薬

460 内服薬 6164001M1186 リファンピシン製剤 リファンピシン 150mg1カプセル リファンピシンカプセル150mg「サンド」 サンド

461 内服薬 3399003F1146 その他の血液・体液用薬 リマプロスト アルファデクス 5μg1錠 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 沢井製薬

462 注射薬 2499407G1046 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） リュープロレリン酢酸塩キット 1.88mg1筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 あすか製薬=武田

463 内服薬 4291015F1140 その他の抗悪性腫瘍用剤 レトロゾール 2.5mg1錠 レトロゾール錠2.5mg「トーワ」 東和薬品

464 内服薬 3969013F2034 糖尿病用剤 レパグリニド 0.5ｍｇ1錠 レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 沢井製薬

465 内服薬 2329021F1218 消化性潰瘍用剤 レバミピド 100mg1錠 レバミピド錠100mg「トーワ」 第一三共エスファ

466 内服薬 4490028Q1079 アレルギー用薬 レボセチリジン塩酸塩 200ｍL×1瓶 レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05％「ニプロ」 ニプロ

467 内服薬 4490028F1140 アレルギー用薬 レボセチリジン塩酸塩 5mg1錠 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 武田テバ

468 内服薬 6241013F3051 ピリドンカルボン酸系製剤 レボフロキサシン水和物 500mg1錠(レボフロキサシンとして) レボフロキサシン錠500ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共

469 外用薬 1319742Q2019 感覚器官用薬 レボフロキサシン水和物 1.5%1mL レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 日本点眼薬

470 注射薬 6241402G1032 化学療法剤 レボフロキサシン水和物 500mg100mL1キット レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 第一三共エスファ

471 注射薬 3929407D2051 解毒剤 レボホリナートカルシウム 100mg1瓶 レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」 東和薬品

472 注射薬 3929407D1110 解毒剤 レボホリナートカルシウム 25mg1瓶 レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」 東和薬品

473 注射薬 8219401D1030 合成麻薬 レミフェンタニル塩酸塩 2mg1瓶 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 丸石=第一三共

474 内服薬 1149019F1480 解熱鎮痛消炎剤 ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg1錠 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 エルメッドエーザイ

475 外用薬 2649735S3225 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ロキソプロフェンナトリウム水和物 10cm×14cm1枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」 日本ケミファ

476 外用薬 2649735S1141 消炎剤 ロキソプロフェンナトリウム水和物 10cm×14cm1枚 ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ファイザー」 ファイザー

477 注射薬 1229405A2032 末梢神経系用薬 ロクロニウム臭化物 50mg5mL1瓶 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 富士製薬

478 内服薬 2189017F3033 循環器官用薬 ロスバスタチンカルシウム 2.5mg1錠 ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 第一三共エスファ
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479 内服薬 2189017F4030 循環器官用薬 ロスバスタチンカルシウム 5mg1錠 ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 第一三共エスファ

480 注射薬 4240407A1036 抗腫瘍性植物成分製剤 ビノレルビン酒石酸塩 10mg1mL1瓶 ロゼウス静注液10mg 日本化薬

481 注射薬 4240407A2032 抗腫瘍性植物成分製剤 ビノレルビン酒石酸塩 40mg4mL1瓶 ロゼウス静注液40mg 日本化薬

482 内服薬 1169013F4026 中枢神経系用薬 ロピニロール塩酸塩 0.25mg1錠 ロピニロールOD錠0.25mg｢アメル｣ 共和薬品工業

483 内服薬 1169013G1049 中枢神経系用薬 ロピニロール塩酸塩 2mg1錠 ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 東和薬品

484 内服薬 1124029F1131 中枢神経系用薬 ロフラゼプ酸エチル 1mg1錠 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」 東和薬品

485 内服薬 2319001M1019 止しゃ剤，整腸剤 塩酸ロペラミド 1mg1カプセル ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 武田テバファーマ=武田

486 内服薬 1124022F1083 中枢神経系用薬 ロラゼパム 0.5mg1錠 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 沢井製薬

487 注射薬 6139500G1089 主としてグラム陽性･陰性菌に作用するもの セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム (1g)1キット(生理食塩液100mL付) ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ ニプロ

488 内服薬 6131001C2011 抗生物質製剤 アモキシシリン水和物 20%1g ワイドシリン細粒20% MeijiSeikaファルマ

489 注射薬 2399401A1148 消化器官用薬 塩酸メトクロプラミド 0.5%2mL1管 塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」 高田製薬

490 注射薬 3311402G7050 血液・体液用薬 生理食塩液 10mL1筒 生食注シリンジ「オーツカ」10mL（ルアーロックタイプ） 大塚工場=大塚製薬

491 注射薬 3311402G7085 血液代用剤 生理食塩液 10mL1筒 生食注シリンジ「テルモ」10mL テルモ

492 内服薬 1179017F2079 中枢神経系用薬 炭酸リチウム 200mg1錠 炭酸リチウム錠200mg｢フジナガ｣ 藤永製薬
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