
番号 剤型 医薬品名 一般名 YJコード 拡張薬効分類

1 内服 （麻）オキシコドン徐放カプセル20mg「ﾃﾙﾓ」 オキシコドン塩酸塩水和物徐放カプセル 8119002N3026 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)

2 内服 （麻）オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2) 8119002G6034 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)

3 内服 （麻）オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2) 8119002G7030 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)

4 内服 （麻）オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2) 8119002G8037 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)

5 内服 （麻）オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2) 8119002G5038 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)

6 内服 （麻）モルペス細粒2%（10mg/0.5g包） モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒 8114004C1025 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)

7 内服 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」 アシクロビル250mg注射用 6250401F1228 抗ヘルペスウイルス薬-注射

8 内服 アシクロビル顆粒40%「ﾀｶﾀ」(400mg/g) アシクロビル顆粒 6250002D1202 抗ヘルペスウイルス薬-内用

9 内服 アジスロマイシン錠250mg「ｻﾜｲ」 アジスロマイシン水和物錠 6149004F1125 抗菌薬-内用(マクロライド系)

10 内服 アセトアミノフェン錠200mg「三和」 アセトアミノフェン200mg錠 1141007F1209 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)

11 内服 アゾセミド錠60mg「JG」 アゾセミド60mg錠 2139008F1064 利尿薬-内用(ループ利尿薬)

12 内服 アテノロール錠25ｍｇ「日新」 アテノロール25mg錠 2123011F1295
血圧降下薬-内用(β1遮断薬), 不整脈用薬-内用(β1遮断薬), 狭心症治
療薬-内用(β1遮断薬)

13 内服 アトルバスタチンOD錠10mg「ﾄｰﾜ」 アトルバスタチンカルシウム水和物口腔内崩壊錠 2189015F4022 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)

14 内服 アナストロゾール錠1mg「DSEP」 アナストロゾール錠 4291010F1228 制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)

15 内服 アプリンジン塩酸塩カプセル10mg｢NP｣ アプリンジン塩酸塩10mgカプセル 2129004M1050 不整脈用薬-内用(クラスIb)

16 内服 アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 アプレピタントカプセル 2391008M2044 鎮吐薬-内用(NK1受容体拮抗薬)

17 内服 アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 アプレピタントカプセル 2391008M1048 鎮吐薬-内用(NK1受容体拮抗薬)

18 内服 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 アマンタジン塩酸塩50mg錠 1161001F1158
脳循環障害後遺症改善薬-内用(ドパミン受容体刺激薬),抗パーキンソン
薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系),抗インフルエンザウイルス薬-
(内用)

19 内服 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 アミオダロン塩酸塩50mg錠 2129010F3025 不整脈用薬-内用(クラスIII)

20 内服 アムロジピンOD錠2.5mg「ﾄｰﾜ」 アムロジピンベシル酸塩2.5mg口腔内崩壊錠 2171022F3030 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)

21 内服 アムロジピンOD錠5mg「ﾄｰﾜ」 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 2171022F4036 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)

22 内服 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg｢ｻﾜｲ｣ アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠 2190022F1237 昇圧薬-内用(非カテコラミン系α1刺激薬)

23 内服 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 アモキシシリン250mgカプセル 6131001M2327 抗菌薬-内用(ペニシリン系)

24 内服 アルファカルシドールカプセル0.25μg「ﾄｰﾜ」 アルファカルシドール0.25μgカプセル 3112001M1305 骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)

25 内服 アルファカルシドールカプセル1μg｢ﾄｰﾜ｣ アルファカルシドール1μgカプセル 3112001M3359 骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)

26 内服 アルプラゾラム錠0.4mg｢ﾄｰﾜ｣ アルプラゾラム0.4mg錠 1124023F1100 抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)

27 内服 アレンドロン酸錠35mg「DK」 アレンドロン酸ナトリウム水和物錠 3999018F2044 骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)

28 内服 アロチノロール塩酸塩錠10mg「ﾄｰﾜ」 アロチノロール塩酸塩10mg錠 2123014F2244
血圧降下薬-内用(αβ遮断薬),不整脈用薬-内用(αβ遮断薬),狭心症
治療薬-内用(αβ遮断薬)

29 内服 アロプリノール錠100mg「ｻﾜｲ」 アロプリノール100mg錠 3943001F1586 痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)

30 内服 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ﾄｰﾜ」 アンブロキソール塩酸塩15mg錠 2239001F1769 去痰薬-内用(その他)

31 内服 イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（10mg/mL） イトラコナゾール液 6290004S1044 抗真菌薬-内用(トリアゾール系)

32 内服 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ﾄｰﾜ」 イフェンプロジル酒石酸塩20mg錠 2190005F2205 脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)

33 内服 イミダプリル塩酸塩錠5mg「ﾄｰﾜ」 イミダプリル塩酸塩5mg錠 2144008F2150 血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)

34 内服 インクレミンシロップ5%（鉄：6mg/mL） 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 3222012Q1030 造血薬-内用(鉄剤)

35 内服 ウルソデオキシコール酸錠100mg「ﾄｰﾜ」 ウルソデオキシコール酸100mg錠 2362001F2220 利胆薬-内用(胆汁分泌促進薬)

36 内服 エクセラーゼ配合錠 サナクターゼ配合剤錠 2339114F1034 消化剤-内用(消化酵素薬)

37 内服 エスゾピクロン錠１ｍｇ「トーワ」 エスゾピクロン錠 1129010F1125 催眠鎮静薬-内用(シクロピロロン系)



38 内服 エスタゾラム錠1mg「ｱﾒﾙ」 エスタゾラム1mg錠 1124001F1030 催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)

39 内服 エスワンタイホウ配合OD錠T20 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠 4229101F1050 制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)

40 内服 エスワンタイホウ配合OD錠T25 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠 4229101F2057 制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)

41 内服 エゼチミブ錠10mg「DSEP」 エゼチミブ錠 2189018F1035 高脂血症用剤-内用(小腸コレステロールトランスポーター阻害薬)

42 内服 エチゾラム錠0.5mg「ﾄｰﾜ」 エチゾラム0.5mg錠 1179025F1301 抗不安薬-内用(チエノジアゼピン系),頭痛薬-内用(その他)

43 内服 エトドラク錠200mg｢ﾄｰﾜ｣ エトドラク200mg錠 1149032F2139 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(インドール酢酸系)

44 内服 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ﾄｰﾜ」 エナラプリルマレイン酸塩5mg錠 2144002F2349 血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)

45 内服 エバスチン錠5ｍｇ「サワイ」 エバスチン5mg錠 4490019F1117 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)

46 内服 エパルレスタット錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ エパルレスタット錠 3999013F1339 糖尿病用薬(アルドース還元酵素阻害薬)

47 内服 エピナスチン塩酸塩錠10ｍｇ「トーワ」 エピナスチン塩酸塩錠 4490014F1254 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代),気管支喘息用薬-内用(第2世代抗ヒスタミ
ン剤)

48 内服 エペリゾン塩酸塩錠50ｍｇ「トーワ」 エペリゾン塩酸塩50mg錠 1249009F1422 骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)

49 内服 エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 エルデカルシトールカプセル 3112006M1057 骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)

50 内服 エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 エルデカルシトールカプセル 3112006M2053 骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)

51 内服 エンタカポン錠100mg「JG」 エンタカポン100mg錠 1169014F1030 抗パーキンソン薬-内用(COMT阻害薬)

52 内服 エンテカビル錠0.5mg「EE」 エンテカビル0.5mg錠 6250029F1059 肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)

53 内服 オキサトミドDS小児用2%「ｻﾜｲ」（20mg/g） オキサトミドシロップ用 4490005R1448 気管支喘息用薬-内用(第2世代抗ヒスタミン剤),抗ヒスタミン薬-内用(第2
世代)

54 内服 オセルタミビルカプセル75mg「ｻﾜｲ」 オセルタミビルリン酸塩カプセル 6250021M1035 抗インフルエンザウイルス薬-(内用)

55 内服 オランザピンOD錠2.5mg「明治｣ オランザピン2.5mg口腔内崩壊錠 1179044F6128 精神神経用薬-内用(セロトニンドパミン拮抗薬)

56 内服 オランザピンOD錠5mg「明治｣ オランザピン5mg口腔内崩壊錠 1179044F4141 精神神経用薬-内用(セロトニンドパミン拮抗薬)

57 内服 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 オルメサルタン メドキソミル口腔内崩壊錠 2149044F5038 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)

58 内服 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 オルメサルタン メドキソミル口腔内崩壊錠 2149044F6034 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)

59 内服 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 4490025F4073 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)

60 内服 カペシタビン錠300mg「ｻﾜｲ」 カペシタビン錠 4223005F1030 制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系),制癌薬-内用(ヌクレオシド系)

61 内服 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 カモスタットメシル酸塩100mg錠 3999003F1335 膵疾患治療薬-内用(蛋白分解酵素阻害薬)

62 内服 ガランタミンOD錠8mg「ﾄｰﾜ」 ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠 1190019F5090
コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強
薬),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)

63 内服 カルシトリオールカプセル0.25μg「ｻﾜｲ」 カルシトリオール0.25μgカプセル 3112004M1201 骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)

64 内服 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ﾄｰﾜ」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム30mg錠 3321002F2447 止血薬-内用(血管強化薬)

65 内服 カルベジロール錠10ｍｇ「トーワ」 カルベジロール10mg錠 2149032F1129 血圧降下薬-内用(αβ遮断薬),狭心症治療薬-内用(αβ遮断薬)

66 内服 カルベジロール錠2.5ｍｇ「トーワ」 カルベジロール2.5mg錠 2149032F4098 血圧降下薬-内用(αβ遮断薬),狭心症治療薬-内用(αβ遮断薬)

67 内服 カルボシステインDS50%「ﾄｰﾜ」(500mg/g) L-カルボシステイン50%シロップ用 2233002R2061 去痰薬-内用(その他)

68 内服 カルボシステインシロップ小児用5%「ﾄｰﾜ」（50mg/mL） L-カルボシステイン5%シロップ 2233002Q1124 去痰薬-内用(その他)

69 内服 カルボシステイン錠250mg「ﾄｰﾜ」 L-カルボシステイン250mg錠 2233002F1298 去痰薬-内用(その他)

70 内服 カロナールシロップ2%（20mg/mL） アセトアミノフェン2%シロップ 1141007Q1048 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)

71 内服 カロナール細粒50%（500mg/g） アセトアミノフェン細粒 1141007C2020 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)

72 内服 カロナール錠500mg アセトアミノフェン錠 1141007F3023 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)

73 内服 カンデサルタン錠8mg「あすか」 カンデサルタン シレキセチル錠 2149040F3037 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)



74 内服 クエチアピン錠100mg「ﾄｰﾜ」 クエチアピンフマル酸塩100mg錠 1179042F2158 精神神経用薬-内用(セロトニンドパミン拮抗薬)

75 内服 クエチアピン錠25mg「ﾄｰﾜ」 クエチアピンフマル酸塩25mg錠 1179042F1151 精神神経用薬-内用(セロトニンドパミン拮抗薬)

76 内服 クエンメット配合散 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム散 3949101A1190 痛風用薬(尿アルカリ化薬)

77 内服 クエン酸第一鉄Na錠50mg｢ｻﾜｲ｣ クエン酸第一鉄ナトリウム鉄50mg錠 3222013F1157 造血薬-内用(鉄剤)

78 内服 グラニセトロン内服ゼリー2mg「ｹﾐﾌｧ」（2g/包） グラニセトロン塩酸塩ゼリー 2391002Q2022 鎮吐薬-内用(5HT3受容体拮抗薬)

79 内服 クラリスロマイシンDSﾟ10%小児用｢ｻﾜｲ｣ クラリスロマイシン100mgシロップ用 6149003R1054 抗菌薬-内用(マクロライド系)

80 内服 クラリスロマイシン錠200mg「ﾄｰﾜ」 クラリスロマイシン200mg錠 6149003F2232 抗菌薬-内用(マクロライド系)

81 内服 クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 クラリスロマイシン50mg錠 6149003F1066 抗菌薬-内用(マクロライド系)

82 内服 グリメピリドOD錠1mg「ﾄｰﾜ」 グリメピリド1mg口腔内崩壊錠 3961008F4100 経口血糖降下薬(SU剤)

83 内服 クロチアゼパム錠5mg「ﾄｰﾜ」 クロチアゼパム5mg錠 1179012F1134 抗不安薬-内用(チエノジアゼピン系)

84 内服 クロピドグレル錠25mg「ﾄｰﾜ」 クロピドグレル硫酸塩錠 3399008F1262 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)

85 内服 クロピドグレル錠75mg「ﾄｰﾜ」 クロピドグレル硫酸塩錠 3399008F2269 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)

86 内服 ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲフィチニブ錠 4291013F1035 制癌薬-内用(EGFR阻害剤)

87 内服 サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」 サラゾスルファピリジン250mg腸溶錠 6219001H2060 抗リウマチ薬-内用(サルファ剤),サルファ剤-内用

88 内服 サルポグレラート塩酸塩錠50ｍｇ「トーワ」 サルポグレラート塩酸塩50mg錠 3399006F1220 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬),末梢循環改善薬-内用(その
他)

89 内服 ジアゼパム錠2「ﾄｰﾜ」 ジアゼパム2mg錠 1124017F2054 抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)

90 内服 ジアゼパム錠5「ﾄｰﾜ」 ジアゼパム5mg錠 1124017F4065 抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)

91 内服 シグマビタン配合カプセルB25 ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)カプセル 3179109M1082
ビタミンB1剤-内用,ビタミンB6剤-内用,ビタミンB12剤-内用,ビタミンB1・
B6・B12複合薬-内用

92 内服 シクロスポリンカプセル10mg「ﾄｰﾜ」 シクロスポリン10mgカプセル 3999004M3099 免疫抑制薬-内用

93 内服 シクロスポリンカプセル25mg「ﾄｰﾜ」 シクロスポリン25mgカプセル 3999004M4095 免疫抑制薬-内用

94 内服 ジクロフェナクNa錠25mg「ﾄｰﾜ」 ジクロフェナクナトリウム25mg錠 1147002F1625 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェニル酢酸系)

95 内服 ジソピラミドカプセル50mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ジソピラミド50mgカプセル 2129002M1167 不整脈用薬-内用(クラスIa)

96 内服 ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 リン酸ジソピラミド150mg徐放錠 2129005F1200 不整脈用薬-内用(クラスIa)

97 内服 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ﾄｰﾜ」 ジフェニドール塩酸塩25mg錠 1339002F1527 鎮うん薬-内用(その他)

98 内服 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「ﾄｰﾜ」 シベンゾリンコハク酸塩100mg錠 2129007F2060 不整脈用薬-内用(クラスIa)

99 内服 ジメチコン内用液2%（20mg/mL） ジメチコンシロップ 2318001Q1145 整腸薬-内用(その他)

100 内服 ジラゼプ塩酸塩錠50mg「ｻﾜｲ」 ジラゼプ塩酸塩50mg錠 2171005F1335 狭心症治療薬-内用(その他)

101 内服 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「ｻﾜｲ」 ジルチアゼム塩酸塩100mg徐放カプセル 2171006N1148 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)

102 内服 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ﾄｰﾜ」 ジルチアゼム塩酸塩30mg錠 2171006F1364 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)

103 内服 シルニジピン錠10mg「サワイ」 シルニジピン10mg錠 2149037F2055 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)

104 内服 シロスタゾールOD錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ シロスタゾール100mg口腔内崩壊錠 3399002F4094 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)

105 内服 シロドシンＯＤ錠4mg「DSEP」 シロドシン口腔内崩壊錠 2590010F4030 前立腺肥大症用薬-内用(α1遮断薬)

106 内服 スクラルファート内用液10%「日医工」（1g/10ｍL包） スクラルファート10%液 2329008S1121 消化性潰瘍用薬-内用(粘膜保護薬)

107 内服 スピロノラクトン錠25mg「ﾄｰﾜ」 スピロノラクトン25mg錠 2133001F1476 血圧降下薬-内用(カリウム保持性利尿薬),利尿薬-内用(カリウム保持性
利尿薬)

108 内服 スルピリド錠50mg「ｻﾜｲ」 スルピリド50mg錠 2329009F1217
精神神経用薬-内用(ベンザミド系),抗うつ薬-内用(ベンザミド系),消化性
潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)

109 内服 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 セフカペン ピボキシル塩酸塩100mg錠 6132016F2119 抗菌薬-内用(その他のセフェム系)

110 内服 セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」 セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」 6132015F1096 抗菌薬-内用(第2世代セフェム系)

111 内服 セラピナ配合顆粒 非ピリン系感冒剤(4)顆粒 1180107D1115 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),総合感冒薬



112 内服 セルトラリンOD錠25mg「ﾄｰﾜ」 セルトラリン塩酸塩25mg口腔内崩壊錠 1179046F4043 抗うつ薬-内用(セロトニン再取り込み阻害薬)

113 内服 セレコキシブ錠100mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 セレコキシブ錠 1149037F1186 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(コキシブ系)

114 内服 セレコキシブ錠200mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 セレコキシブ錠 1149037F2182 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(コキシブ系)

115 内服 センノシド錠12mg「ｾｲｺｰ」 センノシド12mg錠 2354003F2340 下剤-内用(大腸刺激性下剤)

116 内服 ゾニサミド錠100mg「ｱﾒﾙ」 ゾニサミド100mg錠 1139005F1040 抗てんかん薬-内用(ベンズイソキサゾール系)

117 内服 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」 コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠 2590011F4078 頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)

118 内服 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」 ゾルピデム酒石酸塩5mg錠 1129009F1149 催眠鎮静薬-内用(その他)

119 内服 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「VTRS」 ゾルミトリプタン2.5mg口腔内崩壊錠 2160004F2104 頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)

120 内服 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ｹﾐﾌｧ」 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 2590008F2057 前立腺肥大症用薬-内用(α1遮断薬)

121 内服 タモキシフェン錠20mg「ｻﾜｲ」 タモキシフェンクエン酸塩20mg錠 4291003F2062 制癌薬-内用(抗エストロゲン)

122 内服 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「ﾄｰﾜ」 タンドスピロンクエン酸塩10mg錠 1129008F2043 抗不安薬-内用(セロトニン作動性)

123 内服 チアプリド錠50mg「日医工」 チアプリド塩酸塩50mg錠 1190004F2176 精神神経用薬-内用(ベンザミド系)

124 内服 チキジウム臭化物カプセル10mg「ﾄｰﾜ」 チキジウム臭化物10mgカプセル 1231013M2209
過敏大腸症治療薬(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬),消化
性潰瘍用薬-内用(選択的ムスカリン拮抗薬),鎮痙薬-内用(抗コリン薬)

125 内服 チザニジン錠1mg「日医工」 チザニジン塩酸塩1mg錠 1249010F1263 骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)

126 内服 テオフィリン徐放DS小児用20%「ﾄｰﾜ」（200mg/g） テオフィリンシロップ用 2251001R1131 気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン
系)

127 内服 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ﾄｰﾜ」 デキストロメトルファン臭化水素酸塩15mg錠 2223001F2145 中枢性鎮咳薬-内用(非麻薬性鎮咳薬)

128 内服 テプレノン細粒10%「ﾄｰﾜ」(50mg/0.5g包) テプレノン10%細粒 2329012C1271 消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)

129 内服 デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 デュタステリドカプセル 2499011M1108 前立腺肥大症用薬-内用(5α還元酵素阻害薬)

130 内服 テルビナフィン錠125mg「ｹﾐﾌｧ」 テルビナフィン塩酸塩125mg錠 6290005F1261 抗真菌薬-内用(その他)

131 内服 テルミサルタン錠40mg「DSEP」 テルミサルタン錠 2149042F2030 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)

132 内服 トアラセット配合錠「DSEP」 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン錠 1149117F1039 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),麻薬拮抗性鎮痛薬-内用

133 内服 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ファイザー」 ドキサゾシンメシル酸塩1mg錠 2149026F2316 血圧降下薬-内用(α1遮断薬)

134 内服 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「ﾄｰﾜ」 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 2190006M1210 末梢血管拡張薬-内用(ビタミンE剤),高脂血症用薬-内用(ニコチン酸系)

135 内服 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「ﾀｶﾀ」 トスフロキサシントシル酸塩水和物細粒 6241010C1032 合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)

136 内服 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠3mg「ﾄｰﾜ」 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 1190012F3207
コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ピペリジン系),アルツハイマー型認知症
改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)

137 内服 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠5mg「ﾄｰﾜ」 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 1190012F4203
コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ピペリジン系),アルツハイマー型認知症
改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)

138 内服 トフィソパム錠50mg「ﾄｰﾜ」 トフィソパム50mg錠 1124026F1340 自律神経調節薬(ベンゾジアゼピン系)

139 内服 トラセミドOD錠4mg「TE」 トラセミド口腔内崩壊錠 2139009F3029 利尿薬-内用(ループ利尿薬)

140 内服 トラゾドン塩酸塩錠25mg「ｱﾒﾙ」 トラゾドン塩酸塩25mg錠 1179037F1053 抗うつ薬-内用(トリアゾロピリジン系)

141 内服 トラニラストカプセル100mg「ﾄｰﾜ」 トラニラスト100mgカプセル 4490002M1455
気管支喘息用薬-内用(メディエーター遊離抑制薬),抗アレルギー薬-内
用(メディエーター遊離抑制薬)

142 内服 トリアゾラム錠0.25mg「CH」 トリアゾラム0.25mg錠 1124007F2247 催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)

143 内服 トリクロルメチアジド錠1mg「ﾄｰﾜ」 トリクロルメチアジド1mg錠 2132003F3055
血圧降下薬-内用(チアジド系・チアジド類似),利尿薬-内用(チアジド系降
圧利尿薬)

144 内服 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ﾄｰﾜ」 トリメブチンマレイン酸塩100mg錠 2399006F1552 胃腸機能調整薬-内用(その他)

145 内服 ドンペリドン錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ドンペリドン10mg錠 2399005F2350 鎮吐薬-内用(ベンズイミダゾール系)



146 内服 ナフトピジルOD錠25mg「EE」 ナフトピジル25mg口腔内崩壊錠 2590009F6049 前立腺肥大症用薬-内用(α1遮断薬)

147 内服 ナフトピジルOD錠50mg「EE」 ナフトピジル50mg口腔内崩壊錠 2590009F4046 前立腺肥大症用薬-内用(α1遮断薬)

148 内服 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 ナルフラフィン 1190015F1038 オピオイドκ受容体作動薬(経口そう痒症改善薬)

149 内服 ニコランジル錠5ｍｇ「サワイ」 ニコランジル5mg錠 2171017F2156 狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)

150 内服 ニセルゴリン錠5mg「ﾄｰﾜ」 ニセルゴリン5mg錠 2190021F1364 脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)

151 内服 ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン錠 2171018K1039 狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)

152 内服 ニフェジピンCR錠20mg「ﾄｰﾜ」 ニフェジピン20mg徐放CR錠 2171014G4096 狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬),血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)

153 内服 ノバミン錠5mg プロクロルペラジンマレイン酸塩錠 1172010F1037 精神神経用薬-内用(フェノチアジン系), 鎮吐薬-内用(フェノチアジン系)

154 内服 バイアスピリン錠100mg アスピリン100mg腸溶錠 3399007H1021 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)

155 内服 バルサルタンOD錠40mg｢ﾄｰﾜ｣ バルサルタン40mg口腔内崩壊錠 2149041F6030 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)

156 内服 バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A200mg「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム200mg徐放錠 1139004G2080
抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬
-内用(その他)

157 内服 バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」 バルプロ酸ナトリウム200mg錠 1139004F2203
抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬
-内用(その他)

158 内服 バンコマイシン塩酸塩散0.5ｇ「VTRS」 バンコマイシン塩酸塩501mg散 6113001B1151 抗菌薬-内用(グリコペプチド系)

159 内服 ピオグリタゾン錠15mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ピオグリタゾン塩酸塩錠 3969007F1288 経口血糖降下薬(インスリン抵抗性改善薬)

160 内服 ビオフェルミンR散 耐性乳酸菌製剤散(2) 2316004B1036 整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)

161 内服 ビカルタミド錠80mg「NK」 ビカルタミド錠 4291009F1071 制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)

162 内服 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(10ml) ピコスルファートナトリウム0.75%液 2359005S1291 下剤-内用(大腸刺激性下剤)

163 内服 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625ｍｇ「トーワ」 ビソプロロールフマル酸塩0.625mg錠 2123016F3100
血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治
療薬-内用(β1遮断薬)

164 内服 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5ｍｇ「トーワ」 ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠 2123016F1123
血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治
療薬-内用(β1遮断薬)

165 内服 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「ﾄｰﾜ」 ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 2189016F5031 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)

166 内服 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠４ｍｇ「ＫＯＧ」 ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 2189016F6100 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)

167 内服 ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「ﾄｰﾜ」 ヒドロクロロチアジド錠 2132004F2037
血圧降下薬-内用(チアジド系・チアジド類似),利尿薬-内用(チアジド系降
圧利尿薬)

168 内服 ビペリデン塩酸塩錠1mg「ｱﾒﾙ」 ビペリデン塩酸塩1mg錠 1162001F1074 抗パーキンソン薬-内用(抗コリン薬)

169 内服 ピモベンダン錠1.25mg「TE」 ピモベンダン錠 2119006F1020 強心薬-内用(ホスホジエステラーゼIII阻害薬)

170 内服 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「ﾄｰﾜ」 ピルシカイニド塩酸塩25mgカプセル 2129008M1130 不整脈用薬-内用(クラスIc)

171 内服 ファモチジンOD錠20ｍｇ「トーワ」 ファモチジン20mg口腔内崩壊錠 2325003F4252 消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)

172 内服 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg｢ｻﾜｲ｣ フェキソフェナジン塩酸塩錠 4490023F1270 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)

173 内服 フェブキソスタット錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 フェブキソスタット錠 3949003F2046 痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)

174 内服 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠0.375mgＭⅠ「ﾄｰﾜ」 プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠 1169012G1087 抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他)

175 内服 プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg｢ﾄｰﾜ｣ プラミペキソール塩酸塩水和物口腔内崩壊錠 1169012F3025
抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他),レストレスレッグ
ス症候群治療薬

176 内服 プランルカストDS10%「ﾀｶﾀ」（100mg/g） プランルカスト10%シロップ用 4490017R1157 気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)

177 内服 プランルカストカプセル112.5mg｢日医工｣ プランルカスト112.5mgカプセル 4490017M1079 気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)

178 内服 フルコナゾールカプセル100ｍｇ「サワイ」 フルコナゾール100mgカプセル 6290002M2131 抗真菌薬-内用(トリアゾール系)



179 内服 フルスルチアミン錠25mg「ﾄｰﾜ」 フルスルチアミン錠 3122007F2063 ビタミンB1剤-内用

180 内服 フルタミド錠125mg「VTRS」 フルタミド125mg錠 4291005F1081 制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)

181 内服 フルニトラゼパム錠1ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム1mg錠 1124008F1067 催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)

182 内服 フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 フレカイニド酢酸塩錠 2129009F1062 不整脈用薬-内用(クラスIc)

183 内服 プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 プレガバリン口腔内崩壊錠 1190017F1215 神経障害性疼痛治療薬

184 内服 プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 プレガバリン口腔内崩壊錠 1190017F2211 神経障害性疼痛治療薬

185 内服 フロセミド細粒4%「EMEC」(40mg/g) フロセミド細粒 2139005C1048 利尿薬-内用(ループ利尿薬),血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)

186 内服 フロセミド錠20mg｢NIG｣ フロセミド20mg錠 2139005F1117 利尿薬-内用(ループ利尿薬)
血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)

187 内服 ブロチゾラムOD錠0.25mg「ｻﾜｲ」 ブロチゾラム0.25mg口腔内崩壊錠 1124009F2076 催眠鎮静薬-内用(チエノジアゼピン系)

188 内服 プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 プロピベリン塩酸塩錠 2590007F1307 頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)

189 内服 ブロマゼパム錠2㎎「ｻﾝﾄﾞ」 ブロマゼパム2mg錠 1124020F2056 抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)

190 内服 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 ブロムヘキシン塩酸塩4mg錠 2234001F1363 去痰薬-内用(気道分泌増加薬)

191 内服 ベザフィブラートSR錠200mg「ｻﾜｲ」 ベザフィブラート200mg徐放錠 2183005G1285 高脂血症用薬-内用(フィブラート系)

192 内服 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「ﾄｰﾜ」 ベタヒスチンメシル酸塩6mg錠 1339005F1490 鎮うん薬-内用(その他)

193 内服 ベタメタゾン錠0.5ｍｇ「サワイ」 ベタメタゾン錠 2454004F2081 副腎皮質ホルモン剤-内用

194 内服 ベニジピン塩酸塩錠4mg｢ﾄｰﾜ｣ ベニジピン塩酸塩4mg錠 2171021F2276 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)

195 内服 ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 ベラパミル塩酸塩40mg錠 2171008F1088 不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)

196 内服 ベラプロストＮａ錠20μｇ「サワイ」 ベラプロストナトリウム20μg錠 3399005F1200
末梢血管拡張薬-内用(プロスタグランジン系),肺高血圧症治療薬-内用
(プロスタサイクリン系),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)

197 内服 ボグリボースOD錠0.3mg「ｹﾐﾌｧ」 ボグリボース0.3mg口腔内崩壊錠 3969004F4054 経口血糖降下薬(αグルコシダーゼ阻害薬)

198 内服 ポトレンド配合散（1g/包） クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム散 3949101A1181 痛風用薬(尿アルカリ化薬)

199 内服 ポラプレジンクOD錠75mg「ｻﾜｲ」 ポラプレジンク75mg口腔内崩壊錠 2329027F1037 消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)

200 内服 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20％分包25g「三和」 ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー 2190016Q2034 高カリウム血症治療薬-内用

201 内服 ポリスチレンスルホン酸Na「ﾌｿｰ」原末(5g/包) ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 2190009A1056 高カリウム血症治療薬-内用・注腸

202 内服 ミグリトールOD錠50mg「ｻﾜｲ」 ミグリトール口腔内崩壊錠 3969009F4030 経口血糖降下薬(αグルコシダーゼ阻害薬)

203 内服 ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 ミチグリニドカルシウム水和物口腔内崩壊錠 3969008F4079 経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)

204 内服 ミドドリン塩酸塩錠2mg「ﾄｰﾜ」 ミドドリン塩酸塩錠 2160002F1125 昇圧薬-内用(非カテコラミン系α1刺激薬)

205 内服 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ミノサイクリン塩酸塩50mg錠 6152005F1095 抗菌薬-内用(テトラサイクリン系)

206 内服 ミルタザピンＯＤ錠15mg「ﾄｰﾜ」 ミルタザピン口腔内崩壊錠 1179051F3056 抗うつ薬-内用(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動薬)

207 内服 ムコサールドライシロップ1.5%（15mg./g） アンブロキソール塩酸塩1.5%シロップ用 2239001R1110 去痰薬-内用(その他)

208 内服 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「ｻﾜｲ」 メキシレチン塩酸塩50mgカプセル 2129003M1188 不整脈用薬-内用(クラスIb)

209 内服 メコバラミン錠500μg「YD」 メコバラミン0.5mg錠 3136004F2235 ビタミンB12剤-内用

210 内服 メサラジン錠500mg｢ｹﾐﾌｧ｣ メサラジン徐放錠 2399009F2064 クローン病治療薬,潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)

211 内服 メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」 メサラジン腸溶錠 2399009F3087 潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)

212 内服 メトクロプラミド錠5mg「ﾀｶﾀ」 メトクロプラミド5mg錠 2399004F1260 鎮吐薬-内用(ベンズアミド系)

213 内服 メトトレキサートカプセル2mg「ｻﾜｲ」 メトトレキサート2mgカプセル 3999016M1056 抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬)

214 内服 メナテトレノンカプセル15mg「ﾄｰﾜ」 メナテトレノンカプセル 3160002M2125 骨代謝改善薬-内用(ビタミンK)

215 内服 メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 1190018F6033 アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)



216 内服 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 1190018F4030 アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)

217 内服 モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 モサプリドクエン酸塩5mg錠 2399010F2105 胃腸機能調整薬-内用(5HT4受容体作動薬)

218 内服 モンテルカスト細粒4mg「日医工」（0.5g/包） モンテルカストナトリウム4mg細粒 4490026C1170 気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)

219 内服 モンテルカスト錠10ｍｇ「KM」 モンテルカストナトリウム錠 4490026F2067 気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)

220 内服 ユビデカレノン錠10mg「ﾄｰﾜ」 ユビデカレノン10mg錠 2119003F2596 強心薬-内用(その他)

221 内服 ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 ラベプラゾールナトリウム錠 2329028F1112 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)

222 内服 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg｢ｻﾜｲ｣ ラロキシフェン塩酸塩錠 3999021F1031 骨代謝改善薬-内用(SERM)

223 内服 ランソプラゾールOD錠15mg「ﾄｰﾜ」 ランソプラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠 2329023F1071 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)

224 内服 ランソプラゾールOD錠30mg「ﾄｰﾜ」 ランソプラゾール30mg腸溶性口腔内崩壊錠 2329023F2078 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)

225 内服 リファンピシンカプセル150mg「ｻﾝﾄﾞ」 リファンピシン150mgカプセル 6164001M1186 抗結核薬-内用,ハンセン病治療薬

226 内服 リマプロストアルファデクス錠5μg「ｻﾜｲ」 リマプロスト アルファデクス5μg錠 3399003F1146 末梢循環改善薬-内用(プロスタグランジン系)

227 内服 レトロゾール錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣ レトロゾール錠 4291015F1140 制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)

228 内服 レバミピド錠100mg「ﾄｰﾜ」 レバミピド100mg錠 2329021F1218 消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)

229 内服 レベチラセタム錠250mg「JG」 レベチラセタム錠 1139010F1032 抗てんかん薬-内用(ピロリドン誘導体)

230 内服 レボカルニチンＦＦ錠２５０ｍｇ「トーワ」 レボカルニチン錠 3999033F2030 ミトコンドリア機能賦活薬-内用

231 内服 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 レボセチリジン塩酸塩錠 4490028F1140 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)

232 内服 レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ﾆﾌﾟﾛ」 レボセチリジン塩酸塩0.05%シロップ 4490028Q1079 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)

233 内服 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシン水和物錠 6241013F3051 合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)

234 内服 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ロキソプロフェンナトリウム水和物錠 1149019F1480 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)

235 内服 ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 2189017F3033 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)

236 内服 ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 2189017F4030 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)

237 内服 ロピニロールOD錠0.25mg「ｱﾒﾙ」 ロピニロール塩酸塩口腔内崩壊錠 1169013F4026 抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他)

238 内服 ロピニロール徐放錠2mg「ﾄｰﾜ」 ロピニロール塩酸塩徐放錠 1169013G1049 抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他)

239 内服 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「ﾄｰﾜ」 ロフラゼプ酸エチル1mg錠 1124029F1131 抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)

240 内服 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 ロペラミド塩酸塩1mgカプセル 2319001M1388 止瀉薬-内用(腸運動抑制薬)

241 内服 ロラゼパム錠0.5mg「ｻﾜｲ」 ロラゼパム0.5mg錠 1124022F1083 抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)

242 内服 ワイドシリン細粒20%（200mg/g） アモキシシリン200mg細粒 6131001C2100 抗菌薬-内用(ペニシリン系)

243 内服 一硝酸イソソルビド錠20ｍｇ「トーワ」 一硝酸イソソルビド20mg錠 2171023F2135 狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)

244 内服 塩化カリウム徐放錠600mg「Ｓｔ」 塩化カリウム徐放錠 3229002G1082 カリウム薬-内用

245 内服 酸化マグネシウム錠250mg「ｹﾝｴｰ」 酸化マグネシウム250mg錠 2344009F1086 制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)

246 内服 酸化マグネシウム錠330mg「ｹﾝｴｰ」 酸化マグネシウム330mg錠 2344009F2082 制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)

247 内服 酸化マグネシウム錠500mg「ｹﾝｴｰ」 酸化マグネシウム500mg錠 2344009F4050 制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)

248 内服 炭酸リチウム錠200mg「ﾌｼﾞﾅｶﾞ」 炭酸リチウム錠 1179017F2079 精神神経用薬-内用(リチウム製剤)

249 内服 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 炭酸水素ナトリウム錠 2344005F1061 痛風用薬(尿アルカリ化薬),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬),制酸薬

250 注射 （麻）オキシコドン注射液50mg「第一三共」（5mL管） オキシコドン塩酸塩水和物注射液 8119400A2030 麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系)

251 注射 （麻）フェンタニル注射液0.1㎎「ﾃﾙﾓ」（2mL管） フェンタニルクエン酸塩0.005%2mL注射液 8219400A1071 麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)

252 注射 （麻）フェンタニル注射液0.5㎎「ﾃﾙﾓ」（10mL管） フェンタニルクエン酸塩0.005%10mL注射液 8219400A3031 麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)



253 注射 （麻）レミフェンタニル静注用2ｍｇ「第一三共」 レミフェンタニル塩酸塩注射用 8219401D1030 麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)

254 注射 ★筋弛緩薬★ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL「F」瓶 ロクロニウム臭化物注射液 1229405A2032 骨格筋弛緩薬-注射(非脱分極性筋弛緩薬)

255 注射 KCL注20ｍEqキット「ﾃﾙﾓ」（20mL） 塩化カリウム注射液キット 3319402G4024 カリウム薬-注射,電解質補正剤

256 注射 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「ﾃﾙﾓ」（10mL） 酢酸維持液(ブドウ糖加) 3319562A2037 糖類加電解質輸液

257 注射 アセトキープ3G注(500mL/袋) アセトアミノフェン注射液 3319562A3050 鎮痛解熱薬-注射(非ピリン系)

258 注射 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」（20mL） アデノシン注射液 7990402A1029 診断用薬(その他)

259 注射 アドレナリン注0.1%シリンジ「ﾃﾙﾓ」（1mg/1mL） アドレナリンキット(1) 2451402G1040
強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン),気管支喘息用薬
-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β刺激薬)

260 注射 アトロピン注0.05%シリンジ「ﾃﾙﾓ」（0.5mg/筒） アトロピン硫酸塩水和物キット 1242406G1035
解毒薬-注射(有機リン中毒),消化性潰瘍用薬-注射(抗コリン薬),鎮痙薬-
注射(抗コリン薬)

261 注射 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（3mL管） アミオダロン塩酸塩注射液 2129410A1036 不整脈用薬-注射(クラスIII)

262 注射 アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」(1mL管) アミカシン硫酸塩注射液 6123402A1222 抗菌薬-注射(アミノグリコシド系)

263 注射 アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」(2mL管) アミカシン硫酸塩注射液 6123402A3225 抗菌薬-注射(アミノグリコシド系)

264 注射 アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「ﾀｶﾀ」/瓶 アルプロスタジル アルファデクス20μg注射用 2190402D3080 末梢循環改善薬-注射(プロスタグランジン系)

265 注射 アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg｢F｣/瓶　 アルプロスタジル アルファデクス500μg注射用 2190402D2114 末梢循環改善薬-注射(プロスタグランジン系)

266 注射 アルプロスタジル注10μg「ｻﾜｲ」（2mL管） アルプロスタジル10μg2mL注射液 2190406A2116 末梢循環改善薬-注射(プロスタグランジン系)

267 注射 アルプロスタジル注5μg「ｻﾜｲ」（1mL管） アルプロスタジル5μg1mL注射液 2190406A1110 末梢循環改善薬-注射(プロスタグランジン系)

268 注射 イオパミドール300注100ｍＬ「FF」 イオパミドール(300)100mL注射液 7219412A3129 造影剤-注射(ヨウ素系)

269 注射 イオパミドール300注20ｍＬ「FF」 イオパミドール(300)20mL注射液 7219412A9119 造影剤-注射(ヨウ素系)

270 注射 イオパミドール300注50ｍＬ「FF」 イオパミドール(300)50mL注射液 7219412G2109 造影剤-注射(ヨウ素系)

271 注射 イオパミドール注300シリンジ100mL「FF」 イオパミドール(300)100mLキット 7219412G1080 造影剤-注射(ヨウ素系)

272 注射 イオパミドール注300シリンジ80mL「FF」 イオパミドール(300)80mLキット 7219412G6082 造影剤-注射(ヨウ素系)

273 注射 イオパミドール注370シリンジ100ｍＬ「FF」 イオパミドール(370)100mLキット 7219412G7070 造影剤-注射(ヨウ素系)

274 注射 イオパミドール注370シリンジ80ｍＬ「FF」 イオパミドール(370)80mLキット 7219412G9090 造影剤-注射(ヨウ素系)

275 注射 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ﾄｰﾜ」（5mL瓶） イリノテカン塩酸塩100mg5mL注射液 4240404A2144 制癌薬-注射(植物由来制癌薬-その他)

276 注射 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ﾄｰﾜ」（2mL瓶） イリノテカン塩酸塩40mg2mL注射液 4240404A1148 制癌薬-注射(植物由来制癌薬-その他)

277 注射 インスリングラルギンBS注ミリオペン「ﾘﾘｰ」（300単位） インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット(1) 2492420G1024 糖尿病用薬(インスリン製剤)

278 注射 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」 インフリキシマブ(遺伝子組換え)静注用(1) 2399403F1047
抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF-α阻害剤),クローン病治療薬,乾
癬用抗体製剤

279 注射 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」（100mL） エダラボンキット 1190401G1093 脳保護薬(フリーラジカルスカベンジャー)

280 注射 エトポシド点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」（5mL瓶） エトポシド100mg5mL注射液 4240403A2069 制癌薬-注射(植物由来制癌薬-その他)

281 注射 エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」/瓶 エピルビシン塩酸塩10mg注射用 4235404D1063
制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射(RNA合成阻害薬),制癌薬-
注射(アントラサイクリン系)

282 注射 エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」/瓶 エピルビシン塩酸塩注射用 4235404D2060
制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射(RNA合成阻害薬),制癌薬-
注射(アントラサイクリン系)

283 注射 エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」（1mL） エポエチン カッパ(遺伝子組換え)キット 3999427G2025 造血薬-注射(エポエチン類)

284 注射 エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」（2mL） エポエチン カッパ(遺伝子組換え)キット 3999427G3021 造血薬-注射(エポエチン類)

285 注射 エルカトニン注40単位｢TBP｣(1mL管) エルカトニン40エルカトニン単位1mL注射液 3999401A1226 骨代謝改善薬-注射(カルシトニン類)

286 注射 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」（20mL） オキサリプラチン100mg20mL注射液 4291410A2092 制癌薬-注射(白金製剤)

287 注射 オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」（10mL） オキサリプラチン50mg10mL注射液 4291410A1096 制癌薬-注射(白金製剤)

288 注射 オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「ｻﾝﾄﾞ」（1mL管） オクトレオチド酢酸塩注射液 2499403A2068 視床下部ホルモン剤-注射(ソマトスタチンアナログ)



289 注射 オザグレルNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」 オザグレルナトリウムキット 3999411G8022 脳循環障害後遺症改善薬-注射(トロンボキサン合成酵素阻害薬)

290 注射 オメプラゾール注用20mg「NP」/瓶 オメプラゾールナトリウム注射用 2329403D1041 消化性潰瘍用薬-注射(プロトンポンプ阻害薬)

291 注射 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「ｻﾜｲ」/瓶 ガベキサートメシル酸塩100mg注射用 3999403D1280
膵疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬),血液凝固阻止薬-注射(合成
抗トロンビン薬)

292 注射 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「ｻﾜｲ」/瓶 ガベキサートメシル酸塩500mg注射用 3999403D2090 血液凝固阻止薬-注射(合成抗トロンビン薬)

293 注射 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」（15mL瓶） カルボプラチン注射液 4291403A2092 制癌薬-注射(白金製剤)

294 注射 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」（45mL瓶） カルボプラチン注射液 4291403A3099 制癌薬-注射(白金製剤)

295 注射 カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」（5mL瓶） カルボプラチン50mg5mL注射液 4291403A1096 制癌薬-注射(白金製剤)

296 注射 ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 ガンシクロビル静注用 6250402F1052 抗サイトメガロウイルス薬-注射

297 注射 カンレノ酸カリウム静注用100mg「ｻﾜｲ」/瓶 カンレノ酸カリウム100mg注射用 2133400D4022 利尿薬-注射(カリウム保持性利尿薬)

298 注射 カンレノ酸カリウム静注用200mg「ｻﾜｲ」/瓶 カンレノ酸カリウム200mg注射用 2133400D3034 利尿薬-注射(カリウム保持性利尿薬)

299 注射 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」 グラニセトロン塩酸塩1mg50mLキット 2391400G5054 鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬)

300 注射 グリセレブ配合点滴静注（200mL袋） 濃グリセリン・果糖200mL注射液 2190501A4114 糖類薬-注射(利尿),利尿薬-注射(浸透圧性利尿薬),緑内障・眼圧下降-
注射

301 注射 ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」 ゲムシタビン塩酸塩注射液 4224403A2030 制癌薬-注射(ヌクレオシド系)

302 注射 ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」 ゲムシタビン塩酸塩注射液 4224403A1034 制癌薬-注射(ヌクレオシド系)

303 注射 サブパック血液ろ過用補充液－Bi2020ｍＬ/袋 人工透析液(3-4)キット 3410534G2038 人工腎臓透析補充液

304 注射 ジアグノグリーン注射用25mg（溶解液10mL） インドシアニングリーン注射用 7224400A1034 機能検査用試薬

305 注射 ジアゼパム注射液10mg「NIG」(2mL/管) ジアゼパム10mg注射液 1124402A2070 催眠鎮静薬,抗不安薬,抗てんかん薬-注射(ベンゾジアゼピン系)

306 注射 シェルガン0.5眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(1)液 1319816Q1042 眼科用薬-手術補助薬

307 注射 シスプラチン点滴静注10mg「ﾏﾙｺ」（20mL瓶） シスプラチン10mg20mL注射液 4291401A1119 制癌薬-注射(白金製剤)

308 注射 シスプラチン点滴静注25mg「ﾏﾙｺ」（50mL瓶） シスプラチン25mg50mL注射液 4291401A2115 制癌薬-注射(白金製剤)

309 注射 シスプラチン点滴静注50mg「ﾏﾙｺ」（100mL瓶） シスプラチン50mg100mL注射液 4291401A3111 制癌薬-注射(白金製剤)

310 注射 シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」 シプロフロキサシン400mg200mL注射液 6241400A6040 合成抗菌薬-注射(ニューキノロン系)

311 注射 スルバシリン静注用1.5g/瓶 アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用 6139504F2088 抗菌薬-注射(ペニシリン系),抗菌薬-注射(βラクタマーゼ阻害薬配合)

312 注射 セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「ｵｰﾂｶ」（100mL） セファゾリンNa 6132401G3079 抗菌薬-注射(第1世代セフェム系)

313 注射 セフェピム塩酸塩静注用1g「ｻﾝﾄﾞ」/瓶 セフェピム塩酸塩1g注射用 6132425D2039 抗菌薬-注射(第4世代セフェム系)

314 注射 セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」（100mL） セフォチアム塩酸塩1gキット 6132400G3058 抗菌薬-注射(第2世代セフェム系)

315 注射 ゾレドロン酸点滴静注4mg/100ｍLバッグ「ﾆﾌﾟﾛ」 ゾレドロン酸水和物注射液(1) 3999423A3063 骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)

316 注射 タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用 6139505F3100 抗菌薬-注射(ペニシリン系),抗菌薬-注射(βラクタマーゼ阻害薬配合)

317 注射 タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用 6139505F4107 抗菌薬-注射(ペニシリン系),抗菌薬-注射(βラクタマーゼ阻害薬配合)

318 注射 ダルテパリンＮａ静注2500単位/10mLシリンジ「ﾆﾌﾟﾛ」 ダルテパリンナトリウムキット 3334403G2022 血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)

319 注射 ダルテパリンＮａ静注5000単位/5mL｢ｻﾜｲ」(5mL瓶) ダルテパリンナトリウム5,000低分子ヘパリン国際単位注射液 3334403A2194 血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)

320 注射 ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ｢KKF｣　 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット 3999425S7039 造血薬-注射(エポエチン類)

321 注射 ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ｢KKF｣ ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット 3999425S8035 造血薬-注射(エポエチン類)

322 注射 ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ｢KKF｣ ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット 3999425U1031 造血薬-注射(エポエチン類)

323 注射 チエクール点滴用0.5g/瓶（届出制） イミペネム・シラスタチンナトリウム500mg注射用 6139501D2075 抗菌薬-注射(カルバペネム系)

324 注射 テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」（届出制） テイコプラニン400mg注射用 6119401D2058 抗菌薬-注射(グリコペプチド系)

325 注射 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg）（0.5mL管） デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 2454405H1032 副腎皮質ホルモン剤-注射



326 注射 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg）（2mL管） デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 2454405H5038 副腎皮質ホルモン剤-注射

327 注射 テルフィス点滴静注（200mL袋） 肝不全用アミノ酸製剤(1)注射液 3253404A3063 アミノ酸輸液

328 注射 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」/瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射用 4235402D1048
制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射(RNA合成阻害薬),制癌薬-
注射(アントラサイクリン系)

329 注射 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」/瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射用 4235402D2028
制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射(RNA合成阻害薬),制癌薬-
注射(アントラサイクリン系)

330 注射 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」 ドセタキセル注射液 4240405A3099 制癌薬-注射(微小管阻害薬),制癌薬-注射(タキサン系)

331 注射 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」 ドセタキセル注射液 4240405A4095 制癌薬-注射(微小管阻害薬),制癌薬-注射(タキサン系)

332 注射 ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VTRS」（5mL/管） ドパミン塩酸塩 2119402A1485 強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)

333 注射 ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「ニチヤク」 ドパミン塩酸塩0.1%200mLキット 2119402P1119 強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)

334 注射 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「ニチヤク」 ドパミン塩酸塩0.3%200mLキット 2119402P2123 強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)

335 注射 ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「ｻﾜｲ」（5mL管） ドブタミン塩酸塩100mg注射液 2119404A1182 強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)

336 注射 トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用(3) 4291447D2024 制癌薬-注射(抗HER抗体製剤)

337 注射 トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用(3) 4291447D1028 制癌薬-注射(抗HER抗体製剤)

338 注射 トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 トラネキサム酸10%10mL注射液 3327401A4274 抗アレルギー薬(その他)-注射,止血薬-注射(抗プラスミン薬)

339 注射 トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 トラネキサム酸注射液 3327401A1160 抗アレルギー薬(その他)-注射,止血薬-注射(抗プラスミン薬)

340 注射 ナファモスタット注射用10ｍｇ「ＳＷ」／瓶 ナファモスタットメシル酸塩10mg注射用 3999407D1270
膵疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬),血液凝固阻止薬-注射(合成
抗トロンビン薬)

341 注射 ナファモスタット注射用50ｍｇ「ＳＷ」／瓶 ナファモスタットメシル酸塩50mg注射用 3999407D2285
膵疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬),血液凝固阻止薬-注射(合成
抗トロンビン薬)

342 注射 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「ｻﾜｲ」（10mL管） ニカルジピン塩酸塩10mg10mL注射液 2149400A2155 血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬)

343 注射 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「ｻﾜｲ」（2mL管） ニカルジピン塩酸塩2mg2mL注射液 2149400A1132 血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬)

344 注射 ニコランジル点滴静注用2mg「ｻﾜｲ」/瓶 ニコランジル2mg注射用 2171406D1030 狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)

345 注射 ニコランジル点滴静注用48mg「ｻﾜｲ」/瓶 ニコランジル48mg注射用 2171406D3032 狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)

346 注射 ニトログリセリン静注5ｍｇ/10ｍＬ「ＴＥ」(5mL管) ニトログリセリン5mg10mL注射液 2171403A2087 血圧降下薬-注射(硝酸エステル),狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)

347 注射 ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「ﾃﾙﾓ」 ニトログリセリンキット 2171403G1024 血圧降下薬-注射(硝酸エステル),狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)

348 注射 パクリタキセル注100mg/16.7mL「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」 パクリタキセル100mg16.7mL注射液 4240406A2097 制癌薬-注射(タキサン系),制癌薬-注射(微小管阻害薬)

349 注射 パクリタキセル注30mg/5mL「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」 パクリタキセル30mg5mL注射液 4240406A1090 制癌薬-注射(タキサン系),制癌薬-注射(微小管阻害薬)

350 注射 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 パロノセトロン塩酸塩キット 2391404G1030 鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬)

351 注射 ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 ハロペリドール注射液 1179404A1097 精神神経用薬-注射(ブチロフェノン系)

352 注射 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」（届出制 バンコマイシン塩酸塩0.5g静注用 6113400A1189 抗菌薬-注射(グリコペプチド系)

353 注射 パンテノール注100mg「KCC」 （1ｍＬ管） パンテノール 3133401A1069 パントテン酸-注射

354 注射 パンテノール注500mg「KCC」 （2ｍＬ管） パンテノール注射液 3133401A3061 パントテン酸-注射

355 注射 ヒアルロン酸Ｎａ関節注25ｍｇシリンジ「明治」 精製ヒアルロン酸ナトリウムキット 3999408G1441 代謝性医薬品(その他)

356 注射 ヒシファーゲン配合静注（20mL管） グリチルリチン・グリシン・システイン配合20mL注射液 3919502A1449 肝機能改善薬-注射、抗アレルギー薬(その他)-注射

357 注射 ビタジェクト注キット（A液5mL、B液5mL） 高カロリー輸液用総合ビタミン剤(7)キット 3179517G1035 総合ビタミン剤-輸液用

358 注射 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NIG」 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用 2452400D1114 副腎皮質ホルモン剤-注射

359 注射 ピペラシリンＮａ注射用1g「ｻﾜｲ」/瓶 ピペラシリンナトリウム注射用 6131403D1225 抗菌薬-注射(ペニシリン系)



360 注射 ピペラシリンＮａ注射用2g「ｻﾜｲ」/瓶 ピペラシリンナトリウム注射用 6131403D2221 抗菌薬-注射(ペニシリン系)

361 注射 ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩水和物注射液 2190414A1041 脳循環・脳代謝性精神障害改善薬(その他)

362 注射 ファモチジン静注20mg「日新」（20mL管） ファモチジン20mg20mL注射液 2325401A3031 消化性潰瘍用薬-注射(H2拮抗薬)

363 注射 フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」 フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1) 3399408G2020 白血球減少治療薬-注射(顆粒球コロニー刺激因子)

364 注射 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1) 3399408G1023 白血球減少治療薬-注射(顆粒球コロニー刺激因子)

365 注射 ブプレノルフィン注0.3mg「日新」/1.5mL管 ブプレノルフィン塩酸塩0.3mg注射液 1149403A2073 麻薬拮抗性鎮痛薬-注射

366 注射 フルオレサイト静注500mg（5mL瓶） フルオレセイン注射液 7290402A2035 診断用薬(その他)

367 注射 フルオロウラシル注1000mg｢ﾄｰﾜ」（20mL瓶） フルオロウラシル注射液 4223401A3030 制癌薬-注射(フッ化ピリミジン系)

368 注射 フルコナゾール静注液100mg「F」 フルコナゾール注射液 6290401A4098 抗真菌薬-注射(トリアゾール系)

369 注射 フルスルチアミン静注50mg「ﾄｰﾜ」（20mL管） フルスルチアミン塩酸塩50mg20mL注射液 3122401A4153 ビタミンB1剤-注射

370 注射 フルマゼニル静注液0.5mg「SW」（5mL管） フルマゼニル注射液 2219403A1108 中枢性呼吸刺激薬-注射

371 注射 フロセミド注20mg「ﾄｰﾜ」（2mL管） フロセミド20mg注射液 2139401A2161 血圧降下薬-注射(ループ利尿薬),利尿薬-注射(ループ利尿薬)

372 注射 プロポフォール静注1％20mL「ﾏﾙｲｼ」（200mg/20mL管） プロポフォール注射液 1119402A1120 注射用全身麻酔薬(その他)

373 注射 プロポフォール静注1％50mL「ﾏﾙｲｼ」（500mg/50mL管） プロポフォール500mg50mL注射液 1119402A2150 注射用全身麻酔薬(その他)

374 注射 プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」 プロポフォール1g100mL注射液 1119402A3106 注射用全身麻酔薬(その他)

375 注射 ブロムヘキシン塩酸塩注射液4ｍｇ｢ﾀｲﾖｰ｣(2mL管) ブロムヘキシン塩酸塩注射液 2234400A1054 去痰薬-注射(気道分泌増加薬)

376 注射 ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液(2) 4291450A1023 制癌薬-注射(抗VEGF抗体製剤)

377 注射 ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液(2) 4291450A2020 制癌薬-注射(抗VEGF抗体製剤)

378 注射 ヘパリンＮａロック用100単位/mLシリンジ「ｵｰﾂｶ」10mL ヘパリンナトリウムキット 3334402G4071 血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)

379 注射 ヘパリンＮａ透析用250単位/mLシリンジ20mL「ﾆﾌﾟﾛ」 ヘパリンナトリウムキット 3334402P2052 血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)

380 注射 ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「ﾓﾁﾀﾞ｣ ヘパリンカルシウムキット 3334400G1022 血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)

381 注射 ペメトレキセド点滴静注液100mg「ﾄｰﾜ」 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液 4229401A1040 制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)

382 注射 ペメトレキセド点滴静注液500mg「ﾄｰﾜ」 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液 4229401A2046 制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)

383 注射 ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 ホスアプレピタントメグルミン注射用 2391405D1039 鎮吐薬-注射(NK1受容体拮抗薬)

384 注射 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 ボルテゾミブ注射用 4291412D1032 制癌薬-注射(プロテアソーム阻害薬)

385 注射 マキサカルシトール静注透析用2.5μg「VTRS」 マキサカルシトール注射液 3112401A1085 副甲状腺機能亢進症治療薬-注射(ビタミンD剤)

386 注射 マキサカルシトール静注透析用5μg「VTRS」 マキサカルシトール注射液 3112401A2081 副甲状腺機能亢進症治療薬-注射(ビタミンD剤)

387 注射 ミカファンギン点滴静注用50mg「ﾆﾌﾟﾛ」 ミカファンギンナトリウム注射用 6179400D1047 抗真菌薬-注射(キャンディン系)

388 注射 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「ｻﾜｲ」/瓶 ミノサイクリン塩酸塩100mg静注用 6152401F1146 抗菌薬-注射(その他のテトラサイクリン系)

389 注射 ミルリノン注射液10mg「F」（10mL瓶） ミルリノン注射液 2119408A2020 強心薬-注射(ホスホジエステラーゼIII阻害薬)

390 注射 メコバラミン注射液500μg「ﾄｰﾜ」 メコバラミン0.5mg注射液 3136403A1230 ビタミンB12剤-注射

391 注射 メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」/1mL管 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩0.02%1mL注射液 2531401A1142 子宮収縮薬-注射(麦角アルカロイド)

392 注射 メドレニック注シリンジ（2mL筒）
塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤キット(1)

3229501G1046 栄養・無機・有機剤(その他)

393 注射 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」/瓶（届出制） メロペネム250mg注射用 6139400D1068 抗菌薬-注射(カルバペネム系)

394 注射 メロペネム点滴静注用0.5g「NP」/瓶（届出制） メロペネム500mg注射用 6139400D2064 抗菌薬-注射(カルバペネム系)

395 注射 リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」（10mL瓶） リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(1) 4291439A1027 制癌薬-注射(抗CD20抗体製剤)

396 注射 リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」（50mL瓶） リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(1) 4291439A2023 制癌薬-注射(抗CD20抗体製剤)

397 注射 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 リドカインキット 2129409G1036 不整脈用薬-注射(クラスIb)

398 注射 リドカイン点滴静注液1%「タカタ」（2ｇ/200ｍL袋） リドカイン注射液 1214404A2035 不整脈用薬-注射(クラスIb)

399 注射 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」（5mL/管） リトドリン塩酸塩1%5mL注射液 2590402A1253 子宮収縮抑制薬-注射(β2刺激薬)



400 注射 リネゾリド注射液600mg「明治」（300mL袋）（許可制） リネゾリド注射液 6249401A1033 合成抗菌薬-バンコマイシン耐性菌用,合成抗菌薬-注射(オキサゾリジノ
ン系)

401 注射 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 リュープロレリン酢酸塩キット 2499407G1046 視床下部ホルモン剤-注射(LH-RH系製剤)

402 注射 レベチラセタム点滴静注５００ｍｇ「アメル」 レベチラセタム注射液 1139402A2021 抗てんかん薬-注射(ピロリドン誘導体)

403 注射 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100ｍＬ｢DSEP｣ レボフロキサシン水和物キット 6241402G1032 合成抗菌薬-注射(ニューキノロン系)

404 注射 レボホリナート点滴静注用100mg「ﾄｰﾜ」/瓶 レボホリナートカルシウム100mg注射用 3929407D2051 制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)

405 注射 レボホリナート点滴静注用25mg「ﾄｰﾜ」/瓶 レボホリナートカルシウム注射用 3929407D1110 制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)

406 注射 ロゼウス静注液10mg（1mL瓶） ビノレルビン酒石酸塩10mg1mL注射液 4240407A1036 制癌薬-注射(ビンカアルカロイド系)

407 注射 ロゼウス静注液40mg（4mL瓶） ビノレルビン酒石酸塩40mg4mL注射液 4240407A2032 制癌薬-注射(ビンカアルカロイド系)

408 注射 ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ（100mL） セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム1gキット 6139500G1089
抗菌薬-注射(βラクタマーゼ阻害薬配合),抗菌薬-注射(第3世代セフェム
系-その他)

409 注射 塩酸メトクロプラミド注射液10mg「ﾀｶﾀ」/2mL管 塩酸メトクロプラミド0.5%2mL注射液 2399401A1148 鎮吐薬-注射(ベンズアミド系)

410 注射 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」 硝酸イソソルビド0.05%10mL注射液 2171404A1042 狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)

411 注射 生食注シリンジ「ｵｰﾂｶ」10mL（外来ケモ用） 生理食塩液10mLキット 3311402G7050 電解質輸液

412 注射 生食注シリンジ「テルモ」10ｍL（ｽﾘｯﾌﾟﾁｯﾌﾟ） 生理食塩液10mLキット 3311402G7084 電解質輸液

413 注射 生食溶解液キットH（100mL） 生理食塩液キット(2) 3311402G2023 電解質輸液

414 注射 大塚生食注2ポート100ｍＬ 生理食塩液キット(6) 3311402G9036 電解質輸液

415 外用 0.05Ｗ/V%マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩液 2619702Q6045 外用殺菌消毒薬(その他)

416 外用 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸軟膏 2652701M2021 外用抗真菌薬(その他),皮膚軟化剤(サリチル酸)

417 外用 MS温シップ「ﾀｶﾐﾂ」（1枚20g）（5枚/袋） パップ剤(4-12) 2649843S1055 外皮用鎮痛・消炎薬(その他)

418 外用 アクリノール消毒液0.1%「ﾀｲｾｲ」 アクリノール水和物液 2619700Q1214 外用殺菌消毒薬(その他)

419 外用 アズレンうがい液4%「ｹﾝｴｰ」（5mL） アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤 2260700F1102 含嗽薬(消炎薬)

420 外用 アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 アセトアミノフェン200mg坐剤 1141700J3153 鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)

421 外用 オキシコナゾール硝酸塩腟錠600mg「F」 オキシコナゾール硝酸塩600mg腟錠 2529709H2069 腟感染症用薬-腟用(腟カンジダ),抗真菌薬-腟用(イミダゾール系)

422 外用 オロパタジン点眼液0.1「サンド」 オロパタジン塩酸塩液 1319752Q1067 抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)

423 外用 キシロカインポンプスプレー8%（80g/個） リドカイン噴霧剤 1214701R1050 外用表面麻酔(アミド型)

424 外用 クロモグリク酸Na吸入液1%「NIG」 クロモグリク酸ナトリウム1%2mL吸入液 2259701G1101
気管支喘息用薬-吸入(抗アレルギー薬)
抗アレルギー薬-吸入(メディエーター遊離抑制薬)

425 外用 ケトプロフェンテープ20mg「ﾃｲｺｸ」(7枚/袋) ケトプロフェン(20mg)7cm×10cm貼付剤 2649729S2223 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)

426 外用 サンドールＰ点眼液（5ｍＬ／瓶） トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩液 1319810Q1061 散瞳薬(その他)

427 外用 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」 ジクロフェナクナトリウム12.5mg坐剤 1147700J1170 非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)

428 外用 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 ジクロフェナクナトリウム25mg坐剤 1147700J2231 非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)

429 外用 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg｢日医工｣ ジクロフェナクナトリウム50mg坐剤 1147700J3254 非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)

430 外用 ジフルプレドナート軟膏 0.05% 「イワキ」 ジフルプレドナート0.05%軟膏 2646725M1236 外皮用ステロイド剤

431 外用 セボフルラン吸入麻酔液「ﾆｯｺｰ」 セボフルラン吸入液 1119702G1070 吸入麻酔薬(ハロゲン化エーテル)

432 外用 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 デキサメタゾン軟膏 2399706M1125 外皮用鎮痛・消炎薬(その他)

433 外用 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「NIG」 テルビナフィン塩酸塩1%クリーム 2659710N1268 外用抗真菌薬(その他)

434 外用 トラボプロスト点眼液0.004%％「ﾆｯﾄｰ」(2.5mL/瓶) トラボプロスト液 1319754Q1031 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)

435 外用 ドルモロール配合点眼液「日点」(5mL/瓶) ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液 1319819Q1062
緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬・非選択性β遮断薬配合
薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤
(非選択性β遮断薬)

436 外用 ハイポエタノール液2%「ｹﾝｴｰ」（500mL/本） チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール液 2619819X1130 消毒用アルコール製剤



437 外用 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ﾄｰﾜ」（5mL瓶） 精製ヒアルロン酸ナトリウム0.1%5mL点眼液 1319720Q3183 角膜治療薬(その他)

438 外用 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「ﾄｰﾜ」（5mL瓶） 精製ヒアルロン酸ナトリウム0.3%5mL点眼液 1319720Y2071 角膜治療薬(その他)

439 外用 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 ピレノキシン液 1319706Q3043 白内障治療薬-点眼剤

440 外用 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 フェルビナク軟膏 2649731M1098 外皮用非ステロイド剤(アリール酢酸系)

441 外用 ブデゾニド吸入液0.25mg「武田ﾃﾊﾞ」 ブデソニド吸入剤 2290701G4038 気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)

442 外用 ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤 2290801G2033
気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気
管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)

443 外用 フルオロメトロン点眼液0.02%｢ﾆｯﾄｰ｣(5mL/瓶) フルオロメトロン0.02%1mL点眼液 1315704Q1158 抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)

444 外用 フルオロメトロン点眼液0.1%｢ﾆｯﾄｰ｣(5mL/瓶) フルオロメトロン0.1%1mL点眼液 1315704Q3169 抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)

445 外用 フローレス眼検査用試験紙0.7mg フルオレセインナトリウム(2) 7290703T1039 診断用薬(その他)

446 外用 ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ﾆｯﾄｰ」（5mL瓶） ブロムフェナクナトリウム水和物液 1319743Q1050 抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)

447 外用 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 ブロムフェナクナトリウム水和物液 1319743Q1050 抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)

448 外用 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」（50g/本） ヘパリン類似物質液 3339950Q1139 血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)

449 外用 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工｣（25ｇ） ヘパリン類似物質軟膏 3339950M1188 血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)

450 外用 ボチシート20%（10cm×15cm、3枚/袋） 亜鉛華軟膏貼付剤 2649710S1036 創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)

451 外用 ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」（30mL/本） ポビドンヨード含嗽剤 2260701F1433 含嗽薬(殺菌薬)

452 外用 ポビドンヨードゲル10%「明治」（4g/本） ポビドンヨードゲル 2612701Q2133 外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)

453 外用 ポビドンヨードゲル10%「明治」（90g） ポビドンヨードゲル 2612701Q2133 外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)

454 外用 ポビドンヨード外用液10％「ｲﾜｷ」(250mL/本) ポビドンヨード液 2612701Q3482 外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)

455 外用 ラタノプロスト点眼液0.005%｢ｻﾜｲ｣(2.5mL/瓶) ラタノプロスト液 1319739Q1150 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)

456 外用 リドカインテープ18mg「NP」 リドカイン(18mg)30.5mm×50.0mm貼付剤 1214701S1060 外用表面麻酔(アミド型)

457 外用 リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」（100mL瓶） リドカイン塩酸塩液 1214001S1062 胃粘膜局所麻酔薬(アミド型)

458 外用 リノロサール眼科耳鼻科用液0.1%（5mL/本） ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液 1315706Q2080 抗炎症性点眼剤(ステロイド剤),耳鼻科用薬(ステロイド薬)

459 外用 レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」（5mL瓶） レボフロキサシン1.5%1mL点眼液 1319742Q2183 点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系

460 外用 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg｢ｹﾐﾌｧ｣（7枚） ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2) 2649735S3225 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)

461 外用 亜鉛華（10％）単軟膏「ニッコー」 亜鉛華単軟膏 2649710M2050 創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)

462 外用 硝酸イソソルビドテープ40ｍｇ「ＥＭＥＣ」 硝酸イソソルビド(40mg)貼付剤 2171700S1133 狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)


