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薬効
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111 亜酸化窒素 液化亜酸化窒素＊（日産） １ｇ 両 外用 流通 1116700X1061 製)日産化学　販)日産化学工業

111 デスフルラン スープレン吸入麻酔液 １ｍＬ 両 外用 流通 劇 1119703G1024 製)バクスター

111 セボフルラン セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 １ｍＬ 両 外用 後発 流通 劇 1119702G1070 製)日興製薬　販)丸石製薬

112 クロルジアゼポキシド １０ｍｇコントール錠 １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1124028F2036 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

112 ジアゼパム ２ｍｇセルシン錠 ２ｍｇ１錠 両 内服 流通 精３ 1124017F2135 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

112 クロルジアゼポキシド ５ｍｇコントール錠 ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1124028F1030 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

112 ジアゼパム ５ｍｇセルシン錠 ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 精３ 1124017F4049 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

112 ゾピクロン アモバン錠１０ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1129007F2022 製)サノフィ　販)田辺三菱製薬　販)中外製薬　販)日医工　販)三菱ウェルファーマ

112 ゾピクロン アモバン錠７．５ ７．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1129007F1026 製)サノフィ　販)田辺三菱製薬　販)中外製薬　販)日医工　販)三菱ウェルファーマ

112 抱水クロラール エスクレ坐剤「２５０」 ２５０ｍｇ１個 両 外用 流通 1123700J1020 製)久光製薬　販)エスエス製薬

112 抱水クロラール エスクレ坐剤「５００」 ５００ｍｇ１個 両 外用 流通 1123700J2027 製)久光製薬　販)エスエス製薬

112 抱水クロラール エスクレ注腸用キット「５００」 ５００ｍｇ１筒 両 外用 流通 1123700X1023 製)久光製薬

112 ロルメタゼパム エバミール錠１．０ １ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1124010F1021 製)バイエル薬品　販)日本シエーリング

112 トフィソパム グランダキシン錠５０ ５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 1124026F1022 製)持田製薬

112 アルプラゾラム コンスタン０．４ｍｇ錠 ０．４ｍｇ１錠 両 内服 流通 精３ 1124023F1029 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

112 クロルジアゼポキシド コントール散１％ １％１ｇ 両 内服 流通 精３ 1124028B1046 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

112 クロルジアゼポキシド コントール散１０％ １０％１ｇ 外 内服 流通 精３ 1124028B2069 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

112 フルニトラゼパム サイレース錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 両 内服 流通 精２ 1124008F1024 製)エーザイ

112 臭化カリウム 臭化カリウム １０ｇ 両 局方 内服 流通 1126001X1014

112 タンドスピロンクエン酸塩 セディール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1129008F2035 製)大日本住友製薬

112 クロキサゾラム セパゾン錠２ ２ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1124014F2034 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共

112 ジアゼパム セルシン散１％ １％１ｇ 両 内服 流通 精３ 1124017B1129 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

112 ジアゼパム セルシンシロップ０．１％ ０．１％１ｍＬ 両 内服 流通 精３ 1124017Q1032 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

112 ゾルピデム酒石酸塩 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 １０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 精３ 1129009F4032 製)小林化工　販)和薬

112 ゾルピデム酒石酸塩 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 精３ 1129009F4040 製)沢井製薬

112 ゾルピデム酒石酸塩 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 ５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 精３ 1129009F3036 製)小林化工　販)和薬

112 ゾルピデム酒石酸塩 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 精３ 1129009F3044 製)沢井製薬

112 ジアゼパム ダイアップ坐剤１０ １０ｍｇ１個 両 外用 流通 精３ 1124701J3025 製)高田製薬　販)アサヒグループ食品

112 ジアゼパム ダイアップ坐剤４ ４ｍｇ１個 両 外用 流通 精３ 1124701J1022 製)高田製薬　販)アサヒグループ食品
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112 ジアゼパム ダイアップ坐剤６ ６ｍｇ１個 両 外用 流通 精３ 1124701J2029 製)高田製薬　販)アサヒグループ食品

112 トリアゾラム トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「テバ」 ０．１２５ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 精３ 1124007F1127 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業

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

112 トリアゾラム ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 ０．１２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1124007F1020 製)ファイザー　販)カビ・ファルマシア

112 トリアゾラム ハルシオン０．２５ｍｇ錠 ０．２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1124007F2026 製)ファイザー　販)カビ・ファルマシア

112 フェノバルビタール フェノバールエリキシル０．４％ ０．４％１ｍＬ 両 内服 流通 劇　精３ 1125004S1030 製)藤永製薬　販)第一三共

112 フェノバルビタール フェノバール散１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 劇　精３ 1125003B2031 製)藤永製薬　販)第一三共

112 フェノバルビタール フェノバール錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇　精３ 1125004F1023 製)藤永製薬　販)第一三共

112 ブロマゼパム ブロマゼパム錠５ｍｇ「サンド」 ５ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 精３ 1124020F4059 製)サンド　販)日本ジェネリック

112 ニトラゼパム ベンザリン細粒１％ １％１ｇ 両 内服 流通 精３ 1124003C1092 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬

112 ニトラゼパム ベンザリン錠２ ２ｍｇ１錠 両 内服 流通 精３ 1124003F1021 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬

112 ニトラゼパム ベンザリン錠５ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 精３ 1124003F2222 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬

112 ゾルピデム酒石酸塩 マイスリー錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 精３ 1129009F2021 製)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

112 ゾルピデム酒石酸塩 マイスリー錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1129009F1025 製)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

112 ロフラゼプ酸エチル メイラックス細粒１％ １％１ｇ 両 内服 流通 精３ 1124029C1038 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

112 ロフラゼプ酸エチル メイラックス錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 両 内服 流通 精３ 1124029F1026 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

112 メキサゾラム メレックス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1124025F1028 製)第一三共

112 クロラゼプ酸二カリウム メンドンカプセル７．５ｍｇ ７．５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 精３ 1124015M2038 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン

112 ペントバルビタールカルシウム ラボナ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇　精２ 1125006F1030 製)田辺三菱製薬

112 エスゾピクロン ルネスタ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 外 内服 流通 1129010F2024 製)エーザイ

112 ブロマゼパム レキソタン錠２ ２ｍｇ１錠 両 内服 流通 精３ 1124020F2030 製)アスペンジャパン　販)エーザイ

112 フルトプラゼパム レスタス錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 外 内服 流通 1124027F1035 製)日本ジェネリック　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ　販)日本オルガノン

112 ブロチゾラム レンドルミン錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 精３ 1124009F1223 製)日本ベーリンガーインゲルハイム

112 ロラゼパム ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ０．５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 精３ 1124022F1083 製)沢井製薬　販)日本ジェネリック

112 ロラゼパム ワイパックス錠０．５ ０．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1124022F1067 製)ファイザー　販)アステラス製薬　販)武田薬品工業

112 ロラゼパム ワイパックス錠１．０ １ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1124022F2071 製)ファイザー　販)アステラス製薬　販)武田薬品工業

112 フェノバルビタールナトリウム ワコビタール坐剤１００ １００ｍｇ１個 両 外用 流通 劇　精３ 1125700J5039 製)高田製薬　販)アサヒグループ食品

112 フェノバルビタールナトリウム ワコビタール坐剤１５ １５ｍｇ１個 両 外用 流通 劇　精３ 1125700J1025 製)高田製薬　販)アサヒグループ食品

112 フェノバルビタールナトリウム ワコビタール坐剤３０ ３０ｍｇ１個 両 外用 流通 劇　精３ 1125700J3028 製)高田製薬　販)アサヒグループ食品

112 フェノバルビタールナトリウム ワコビタール坐剤５０ ５０ｍｇ１個 外 外用 流通 劇　精３ 1125700J4032 製)高田製薬　販)アサヒグループ食品

113 エトトイン アクセノン末 １ｇ 両 内服 流通 1132001A1035 製)大日本住友製薬

113 フェニトイン アレビアチン散１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 劇 1132002B1060 製)大日本住友製薬
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113 フェニトイン アレビアチン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 1132002F2041 製)大日本住友製薬

113 フェニトイン アレビアチン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1132002F1037 製)大日本住友製薬

113 レベチラセタム イーケプラ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139010F1024 製)ユーシービージャパン　販)大塚製薬

113 レベチラセタム イーケプラ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139010F2020 製)ユーシービージャパン　販)大塚製薬

113 レベチラセタム イーケプラドライシロップ５０％ ５０％１ｇ 両 内服 流通 1139010R1020 製)ユーシービージャパン　販)大塚製薬

113 ルフィナミド イノベロン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139012F2020 製)エーザイ

113 ゾニサミド エクセグラン散２０％ ２０％１ｇ 両 内服 流通 劇 1139005B1048 製)大日本住友製薬

113 ゾニサミド エクセグラン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1139005F1023 製)大日本住友製薬

113 エトスクシミド エピレオプチマル散５０％ ５０％１ｇ 両 内服 流通 1139001B1031 製)エーザイ

113 スルチアム オスポロット錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 1137001F1039 製)共和薬品工業

113 ガバペンチン ガバペン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139007F1022 製)富士製薬工業　販)ファイザー

113 ガバペンチン ガバペン錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠 外 内服 流通 1139007F2029 製)富士製薬工業　販)ファイザー

113 ガバペンチン ガバペン錠４００ｍｇ ４００ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139007F3025 製)富士製薬工業　販)ファイザー

113 ガバペンチン ガバペンシロップ５％ ５％１ｍＬ 両 内服 流通 1139007Q1023 製)富士製薬工業　販)ファイザー

113 エトスクシミド ザロンチンシロップ５％ ５％１ｍＬ 両 内服 流通 1139001Q1042 製)第一三共

113 バルプロ酸ナトリウム セレニカＲ顆粒４０％ ４０％１ｇ 外 内服 流通 1139004D1052 製)興和　販)田辺三菱製薬　販)日研化学　販)三菱ウェルファーマ

113 バルプロ酸ナトリウム セレニカＲ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 外 内服 流通 1139004G2039 製)興和　販)田辺三菱製薬　販)日研化学　販)三菱ウェルファーマ

113 バルプロ酸ナトリウム セレニカＲ錠４００ｍｇ ４００ｍｇ１錠 外 内服 流通 1139004G3027 製)興和　販)田辺三菱製薬　販)日研化学　販)三菱ウェルファーマ

113 カルバマゼピン テグレトール細粒５０％ ５０％１ｇ 両 内服 流通 1139002C1082 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

113 カルバマゼピン テグレトール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139002F2026 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

113 カルバマゼピン テグレトール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139002F1062 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

113 バルプロ酸ナトリウム デパケンＲ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139004G1040 製)協和キリン

113 バルプロ酸ナトリウム デパケンＲ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139004G2063 製)協和キリン

113 バルプロ酸ナトリウム デパケン細粒４０％ ４０％１ｇ 両 内服 流通 1139004C2061 製)協和キリン

113 バルプロ酸ナトリウム デパケン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139004F1096 製)協和キリン

113 バルプロ酸ナトリウム デパケン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139004F2173 製)協和キリン

113 バルプロ酸ナトリウム デパケンシロップ５％ ５％１ｍＬ 両 内服 流通 1139004Q1100 製)協和キリン

113 トピラマート トピナ細粒１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 1139008C1020 製)協和キリン

113 トピラマート トピナ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1139008F3020 製)協和キリン

113 トピラマート トピナ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139008F1027 製)協和キリン

113 バルプロ酸ナトリウム バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 ４０％１ｇ 両 内服 後発 流通 1139004D1087 製)藤永製薬　販)第一三共

113 フェニトイン ヒダントール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 1132002F2033 製)藤永製薬　販)第一三共
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113 フェニトイン ヒダントール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1132002F1029 製)藤永製薬　販)第一三共

113 ラコサミド ビムパット錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1139015F2023 製)ユーシービージャパン　販)第一三共

113 ラコサミド ビムパット錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1139015F1027 製)ユーシービージャパン　販)第一三共

113 ラコサミド ビムパットドライシロップ１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 劇 1139015R1023 製)ユーシービージャパン　販)第一三共

113 ペランパネル水和物 フィコンパ細粒１％ １％１ｇ 両 内服 流通 1139014C1026 製)エーザイ

113 ペランパネル水和物 フィコンパ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139014F1022 製)エーザイ

113 ペランパネル水和物 フィコンパ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 両 内服 流通 1139014F2029 製)エーザイ

113 ミダゾラム ブコラム口腔用液１０ｍｇ １０ｍｇ２ｍＬ１筒 両 外用 流通 精３ 1139700Q4028 製)武田薬品工業

113 ミダゾラム ブコラム口腔用液２．５ｍｇ ２．５ｍｇ０．５ｍＬ１筒 両 外用 流通 精３ 1139700Q1029 製)武田薬品工業

113 ミダゾラム ブコラム口腔用液５ｍｇ ５ｍｇ１ｍＬ１筒 両 外用 流通 精３ 1139700Q2025 製)武田薬品工業

113 ミダゾラム ブコラム口腔用液７．５ｍｇ ７．５ｍｇ１．５ｍＬ１筒 両 外用 流通 精３ 1139700Q3021 製)武田薬品工業

113 プリミドン プリミドン細粒９９．５％「日医工」 ９９．５％１ｇ 外 内服 流通 1135002C1059 製)日医工

113 プリミドン プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」 ２５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 1135002F1055 製)日医工

113 クロバザム マイスタン細粒１％ １％１ｇ 両 内服 流通 精３ 1139006C1030 製)大日本住友製薬　販)アルフレッサファーマ

113 クロバザム マイスタン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1139006F2024 製)大日本住友製薬　販)アルフレッサファーマ

113 クロバザム マイスタン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 精３ 1139006F1028 製)大日本住友製薬　販)アルフレッサファーマ

113 ラモトリギン ラミクタール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1139009F4020 製)グラクソ・スミスクライン

113 ラモトリギン ラミクタール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1139009F3024 製)グラクソ・スミスクライン

113 ラモトリギン ラミクタール錠小児用２ｍｇ ２ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1139009F1021 製)グラクソ・スミスクライン

113 ラモトリギン ラミクタール錠小児用５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1139009F2028 製)グラクソ・スミスクライン

113 クロナゼパム リボトリール細粒０．１％ ０．１％１ｇ 両 内服 流通 精３ 1139003C1044 製)太陽ファルマ　販)中外製薬

113 クロナゼパム リボトリール錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 精３ 1139003F1040 製)太陽ファルマ　販)中外製薬

114 ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤 ＳＧ配合顆粒 １ｇ 外 内服 流通 1149116D1033 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

114 アスピリン アスピリン＊（山善） １０ｇ 両 内服 流通 1143001X1147 製)山善製薬　販)日興製薬販売

114 アセトアミノフェン アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「日新」 １００ｍｇ１個 両 外用 流通 1141700J2190 製)日新製薬

114 アセトアミノフェン アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「日新」 ２００ｍｇ１個 両 外用 後発 流通 1141700J3161 製)日新製薬

114 アセトアミノフェン アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「日新」 ５０ｍｇ１個 両 外用 流通 1141700J1126 製)日新製薬

114 アセトアミノフェン アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ １００ｍｇ１個 外 外用 流通 1141700J2130 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン

114 アセトアミノフェン アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ ２００ｍｇ１個 外 外用 流通 1141700J3110 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン

114 アセトアミノフェン アンヒバ坐剤小児用５０ｍｇ ５０ｍｇ１個 外 外用 流通 1141700J1045 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン

114 インドメタシン インテバン坐剤２５ ２５ｍｇ１個 両 外用 流通 劇 1145700J2075 製)帝國製薬　販)住友製薬　販)大日本住友製薬

114 アセトアミノフェン カロナール細粒２０％ ２０％１ｇ 両 内服 後発 流通 劇 1141007C1075 製)あゆみ製薬　販)昭和薬品化工
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114 アセトアミノフェン カロナール錠２００ ２００ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 1141007F1063 製)あゆみ製薬　販)昭和薬品化工

114 アセトアミノフェン カロナール錠３００ ３００ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 1141007F2027 製)あゆみ製薬　販)昭和薬品化工

114 アセトアミノフェン カロナール錠５００ ５００ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 劇 1141007F3023 製)あゆみ製薬　販)昭和薬品化工

114 アセトアミノフェン カロナールシロップ２％ ２％１ｍＬ 両 内服 後発 流通 劇 1141007Q1048 製)あゆみ製薬　販)昭和薬品化工

114 エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤 クリアミン配合錠Ａ１．０ １錠 外 内服 流通 劇 1149109F1034 製)日医工

114 エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤 クリアミン配合錠Ｓ０．５ １錠 外 内服 流通 劇 1149115F1030 製)日医工

114 ケトプロフェン ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 ５０ｍｇ１個 外 外用 後発 流通 劇 1149700J1108 製)長生堂製薬　販)日本ジェネリック

114 ジクロフェナクナトリウム ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ「日新」 １２．５ｍｇ１個 両 外用 後発 流通 劇 1147700J1197 製)日新製薬

114 ジクロフェナクナトリウム ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「日新」 ２５ｍｇ１個 両 外用 後発 流通 劇 1147700J2258 製)日新製薬　販)久光製薬

114 ジクロフェナクナトリウム ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「日新」 ５０ｍｇ１個 両 外用 後発 流通 劇 1147700J3270 製)日新製薬　販)久光製薬

114 セレコキシブ セレコックス錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1149037F1020 製)アステラス製薬

114 トラマドール塩酸塩 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1149038F1024 製)日本新薬

114 ナプロキセン ナイキサン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1149007F1142 製)田辺三菱製薬　販)ニプロＥＳファーマ

114 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 ノイロトロピン錠４単位 ４単位１錠 両 内服 流通 1149023F1036 製)日本臓器製薬

114 ブプレノルフィン ノルスパンテープ５ｍｇ ５ｍｇ１枚 外 外用 流通 劇　精２ 1149704S1020 製)ムンディファーマ　販)久光製薬

114 アスピリン・ダイアルミネート バファリン配合錠Ａ３３０ ３３０ｍｇ１錠 外 内服 流通 1143010F2074 製)ライオン　販)エーザイ

114 イブプロフェン ブルフェン顆粒２０％ ２０％１ｇ 両 内服 流通 1149001D1160 製)科研製薬

114 イブプロフェン ブルフェン錠１００ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 1149001F1455 製)科研製薬

114 フルルビプロフェン フロベン顆粒８％ ８％１ｇ 両 内服 流通 劇 1149011D1032 製)科研製薬

114 ジクロフェナクナトリウム ボルタレンサポ１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１個 外 外用 流通 劇 1147700J1057 製)ノバルティスファーマ

114 ジクロフェナクナトリウム ボルタレンサポ２５ｍｇ ２５ｍｇ１個 外 外用 流通 劇 1147700J2061 製)ノバルティスファーマ

114 ジクロフェナクナトリウム ボルタレンサポ５０ｍｇ ５０ｍｇ１個 外 外用 流通 劇 1147700J3084 製)ノバルティスファーマ

114 ジクロフェナクナトリウム ボルタレン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1147002F1560 製)ノバルティスファーマ

114 メフェナム酸 ポンタールカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 1141005M2094 製)第一三共

114 ブプレノルフィン塩酸塩 レペタン坐剤０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１個 両 外用 流通 劇　精２ 1149703J1020 製)大塚製薬

114 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニン細粒１０％ １０％１ｇ 外 内服 流通 1149019C1149 製)第一三共

114 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 外 内服 流通 1149019F1560 製)第一三共

114 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「ＹＤ」 １０％１ｇ 両 内服 後発 流通 1149019C1173 製)陽進堂

114 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 ６０ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 1149019F1587 製)メディサ新薬　販)沢井製薬

114 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三恵」 ６０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 1149019F1749 製)三恵薬品

114 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ６０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 1149019F1480 製)エルメッド　販)日医工

116 ビペリデン塩酸塩 アキネトン細粒１％ １％１ｇ 両 内服 流通 1162001C1043 製)大日本住友製薬
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116 ビペリデン塩酸塩 アキネトン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 両 内服 流通 1162001F1066 製)大日本住友製薬

116 トリヘキシフェニジル塩酸塩 アーテン散１％ １％１ｇ 両 内服 流通 1169002B1078 製)ファイザー　販)武田薬品工業

116 トリヘキシフェニジル塩酸塩 アーテン錠（２ｍｇ） ２ｍｇ１錠 両 内服 流通 1169001F1024 製)ファイザー　販)武田薬品工業

116 カベルゴリン カバサール錠１．０ｍｇ １ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1169011F2024 製)ファイザー　販)キッセイ薬品工業

116 アマンタジン塩酸塩 シンメトレル細粒１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 1161001C1089 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

116 レボドパ ドパストン散９８．５％ ９８．５％１ｇ 両 内服 流通 1164001B1034 製)大原薬品工業

116 ドロキシドパ ドプスＯＤ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 1169006F1027 製)大日本住友製薬

116 レボドパ・カルビドパ水和物 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ １錠 両 内服 流通 1169101F1120 製)第一三共　販)大原薬品工業

116 ブロモクリプチンメシル酸塩 パーロデル錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1169005F1200 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

116 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 マドパー配合錠 １錠 外 内服 流通 1169100F1079 製)太陽ファルマ　販)中外製薬

117 ヒドロキシジンパモ酸塩 アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 1179019M1046 製)ファイザー

117 ヒドロキシジンパモ酸塩 アタラックス－Ｐドライシロップ２．５％ ２．５％１ｇ 両 内服 流通 1179019R1035 製)ファイザー

117 アトモキセチン塩酸塩 アトモキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 劇 1179050F2047 製)東和薬品

117 アトモキセチン塩酸塩 アトモキセチン錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 劇 1179050F3043 製)東和薬品

117 アトモキセチン塩酸塩 アトモキセチン錠４０ｍｇ「トーワ」 ４０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 劇 1179050F4040 製)東和薬品

117 アトモキセチン塩酸塩 アトモキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 劇 1179050F1040 製)東和薬品

117 アトモキセチン塩酸塩 アトモキセチン内用液０．４％「トーワ」 ０．４％１ｍＬ 両 内服 後発 流通 劇 1179050S1030 製)東和薬品

117 クロミプラミン塩酸塩 アナフラニール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 1174002F1029 製)アルフレッサファーマ　販)ノバルティスファーマ

117 クロミプラミン塩酸塩 アナフラニール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1174002F2025 製)アルフレッサファーマ　販)ノバルティスファーマ

117 アミトリプチリン塩酸塩 アミトリプチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 1179002F1122 製)沢井製薬

117 アモキサピン アモキサンカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 劇 1179001M1020 製)ファイザー　販)武田薬品工業

117 パリペリドン インヴェガ錠９ｍｇ ９ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179053G3026 製)ヤンセンファーマ

117 グアンファシン塩酸塩 インチュニブ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1179057G1021 製)塩野義製薬

117 グアンファシン塩酸塩 インチュニブ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179057G2028 製)塩野義製薬

117 クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 ウインタミン細粒（１０％） １０％１ｇ 両 内服 流通 劇 1171005C1024 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬

117 アリピプラゾール エビリファイＯＤ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179045F4022 製)大塚製薬

117 アリピプラゾール エビリファイ散１％ １％１ｇ 両 内服 流通 劇 1179045B1021 製)大塚製薬

117 アリピプラゾール エビリファイ錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179045F3026 製)大塚製薬

117 アリピプラゾール エビリファイ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179045F8028 製)大塚製薬

117 アリピプラゾール エビリファイ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1179045F1023 製)大塚製薬

117 アリピプラゾール エビリファイ錠６ｍｇ ６ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179045F2020 製)大塚製薬

117 アリピプラゾール エビリファイ内用液０．１％ ０．１％１ｍＬ 外 内服 流通 劇 1179045S1021 製)大塚製薬
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117 クロチアゼパム クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 精３ 1179012F1169 製)沢井製薬

117 メチルフェニデート塩酸塩 コンサータ錠１８ｍｇ １８ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇　精１ 1179009G1022 製)ヤンセンファーマ

117 メチルフェニデート塩酸塩 コンサータ錠２７ｍｇ ２７ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇　精１ 1179009G2029 製)ヤンセンファーマ

117 メチルフェニデート塩酸塩 コンサータ錠３６ｍｇ ３６ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇　精１ 1179009G3025 製)ヤンセンファーマ

117 デュロキセチン塩酸塩 サインバルタカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 劇 1179052M1022 製)塩野義製薬　販)日本イーライリリー

117 セルトラリン塩酸塩 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1179046F1028 製)ファイザー

117 オランザピン ジプレキサ細粒１％ １％１ｇ 外 内服 流通 劇 1179044C1022 製)日本イーライリリー

117 オランザピン ジプレキサ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179044F2025 製)日本イーライリリー

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

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

117 アトモキセチン塩酸塩 ストラテラカプセル４０ｍｇ ４０ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 劇 1179050M4022 製)日本イーライリリー

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

117 セルトラリン塩酸塩 セルトラリン錠２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 劇 1179046F1079 製)共和薬品工業

117 ハロペリドール セレネース細粒１％ １％１ｇ 両 内服 流通 劇 1179020C1191 製)大日本住友製薬

117 ハロペリドール セレネース錠０．７５ｍｇ ０．７５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1179020F1210 製)大日本住友製薬

117 クエチアピンフマル酸塩 セロクエル２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179042F1020 製)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

117 クエチアピンフマル酸塩 セロクエル細粒５０％ ５０％１ｇ 両 内服 流通 劇 1179042C1023 製)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

117 セチプチリンマレイン酸塩 テシプール錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179034F1050 製)持田製薬

117 トラゾドン塩酸塩 デジレル錠２５ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179037F1037 製)ファイザー　販)カビ・ファルマシア

117 ミアンセリン塩酸塩 テトラミド錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 1179033F1020 製)ＭＳＤ　販)第一三共

117 エチゾラム デパス細粒１％ １％１ｇ 外 内服 流通 精３ 1179025C1054 製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ

117 エチゾラム デパス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 精３ 1179025F1026 製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ

117 フルボキサミンマレイン酸塩 デプロメール錠２５ ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 1179039F1028 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

117 イミプラミン塩酸塩 トフラニール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 1174006F1078 製)アルフレッサファーマ　販)ノバルティスファーマ

117 イミプラミン塩酸塩 トフラニール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1174006F2074 製)アルフレッサファーマ　販)ノバルティスファーマ

117 ミルナシプラン塩酸塩 トレドミン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179040F1136 製)旭化成ファーマ　販)ヤンセンファーマ

117 プロペリシアジン ニューレプチル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1172005F1044 製)高田製薬　販)塩野義製薬

117 パロキセチン塩酸塩水和物 パキシルＣＲ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179041G2027 製)グラクソ・スミスクライン

117 パロキセチン塩酸塩水和物 パキシル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179041F1025 製)グラクソ・スミスクライン

117 パロキセチン塩酸塩水和物 パキシル錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179041F2021 製)グラクソ・スミスクライン

117 ペルフェナジンマレイン酸塩 ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 外 内服 流通 1172013F1030 製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ

117 リスデキサンフェタミンメシル酸塩 ビバンセカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 劇 1179059M1024 製)塩野義製薬
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117 リスデキサンフェタミンメシル酸塩 ビバンセカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 劇 1179059M2020 製)塩野義製薬

117 レボメプロマジンマレイン酸塩 ヒルナミン細粒１０％ １０％１ｇ 外 内服 流通 劇 1172014C1055 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬

117 レボメプロマジンマレイン酸塩 ヒルナミン錠（２５ｍｇ） ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1172014F2139 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬

117 レボメプロマジンマレイン酸塩 ヒルナミン錠（５ｍｇ） ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 1172014F1027 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬

117 モダフィニル モディオダール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇　精１ 1179047F1022 製)アルフレッサファーマ　販)田辺三菱製薬

117 リスペリドン リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179038F7021 製)ヤンセンファーマ

117 リスペリドン リスパダールＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179038F5029 製)ヤンセンファーマ

117 リスペリドン リスパダール細粒１％ １％１ｇ 両 内服 流通 劇 1179038C1027 製)ヤンセンファーマ

117 リスペリドン リスパダール錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1179038F1023 製)ヤンセンファーマ

117 リスペリドン リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ ０．１％１ｍＬ 外 内服 流通 劇 1179038S1021 製)ヤンセンファーマ

117 クロチアゼパム リーゼ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 精３ 1179012F1118 製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ

117 メチルフェニデート塩酸塩 リタリン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇　精１ 1179009F1035 製)ノバルティスファーマ

117 ミルタザピン リフレックス錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179051F1029 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

117 炭酸リチウム リーマス錠１００ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179017F1056 製)大正製薬　販)大正富山医薬品

117 ペロスピロン塩酸塩水和物 ルーラン錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179043F2039 製)大日本住友製薬

117 ブレクスピプラゾール レキサルティ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179058F1020 製)大塚製薬

117 ブレクスピプラゾール レキサルティ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179058F2027 製)大塚製薬

117 エスシタロプラムシュウ酸塩 レクサプロ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179054F1022 製)持田製薬　販)田辺三菱製薬

117 ゾテピン ロドピン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179024F1030 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

117 ブロナンセリン ロナセン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1179048F1027 製)大日本住友製薬

118 非ピリン系感冒剤 ＰＬ配合顆粒 １ｇ 両 内服 流通 劇 1180107D1131 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

119 マジンドール サノレックス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇　精３ 1190008F1020 製)富士フイルム富山化学　販)ノバルティスファーマ　販)富士フイルムファーマ

119 タルチレリン水和物 セレジスト錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 1190014F1033 製)田辺三菱製薬

119 レンボレキサント デエビゴ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 1190027F3025 製)エーザイ

119 レンボレキサント デエビゴ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1190027F1022 製)エーザイ

119 レンボレキサント デエビゴ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1190027F2029 製)エーザイ

119 ナルフラフィン塩酸塩 ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「サワイ」 ２．５μｇ１錠 両 内服 後発 流通 劇 1190015F1038 製)沢井製薬

119 スボレキサント ベルソムラ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 1190023F3027 製)ＭＳＤ

119 スボレキサント ベルソムラ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1190023F1024 製)ＭＳＤ

119 スボレキサント ベルソムラ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 外 内服 流通 1190023F2020 製)ＭＳＤ

119 ピラセタム ミオカーム内服液３３．３％ ３３．３％１ｍＬ 両 内服 流通 1190013S1037 製)ユーシービージャパン　販)大鵬薬品工業

119 メラトニン メラトベル顆粒小児用０．２％ ０．２％１ｇ 両 内服 流通 1190028D1026 製)ノーベルファーマ
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119 プレガバリン リリカカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 1190017M1028 製)ファイザー　販)ファイザー製薬

119 プレガバリン リリカカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 1190017M2024 製)ファイザー　販)ファイザー製薬

119 リルゾール リルテック錠５０ ５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 1190011F1021 製)サノフィ

119 ラメルテオン ロゼレム錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 両 内服 流通 1190016F1024 製)武田薬品工業

121 リドカイン・プロピトカイン配合剤 エムラクリーム １ｇ 両 外用 流通 劇 1219800N1023 製)佐藤製薬

121 リドカイン・プロピトカイン配合剤 エムラパッチ １枚 両 外用 流通 劇 1219800S1027 製)佐藤製薬

121 リドカイン塩酸塩 キシロカイン液「４％」 ４％１ｍＬ 両 外用 流通 1214700Q1033 製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ

121 リドカイン塩酸塩 キシロカインゼリー２％ ２％１ｍＬ 両 外用 流通 1214700P1054 製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ

121 リドカイン キシロカインポンプスプレー８％ １ｇ 両 外用 後発 流通 劇 1214701R1050 製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ

121 オキセサゼイン ストロカイン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1219002F1065 製)サンノーバ　販)エーザイ

122 ダントロレンナトリウム水和物 ダントリウムカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 1229002M1036 製)オーファンパシフィック　販)アステラス製薬

122 クロルフェネシンカルバミン酸エステル リンラキサー錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 1225001F1114 製)大正製薬　販)大正富山医薬品

123 ジスチグミン臭化物 ウブレチド錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 毒 1231014F1054 製)鳥居薬品

123 チキジウム臭化物 チアトンカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 1231013M1040 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン

123 メペンゾラート臭化物 トランコロン錠７．５ｍｇ ７．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 1231009F1088 製)アステラス製薬

123 プロパンテリン臭化物 プロ・バンサイン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 両 内服 流通 1231008F1032 製)ファイザー

123 ベタネコール塩化物 ベサコリン散５％ ５％１ｇ 外 内服 流通 劇 1231004B1067 製)サンノーバ　販)エーザイ

123 アンベノニウム塩化物 マイテラーゼ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 1231001F1030 製)アルフレッサファーマ

123 ピリドスチグミン臭化物 メスチノン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1239003F1046 製)共和薬品工業

124 アフロクアロン アロフト錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 両 内服 流通 1249008F1215 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬

124 フロプロピオン コスパノン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 両 内服 流通 1249007F1032 製)エーザイ

124 ピペリドレート塩酸塩 ダクチル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 1249004F1080 製)キッセイ薬品工業

124 チザニジン塩酸塩 テルネリン顆粒０．２％ ０．２％１ｇ 両 内服 流通 1249010D1025 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

124 チザニジン塩酸塩 テルネリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 両 内服 流通 1249010F1026 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

124 ブチルスコポラミン臭化物 ブスコパン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 1242002F1330 製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム

124 エペリゾン塩酸塩 ミオナール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 1249009F1090 製)エーザイ

124 バクロフェン リオレサール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 1249006F1054 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

124 ロートエキス ロートエキス散〈ハチ〉 １ｇ 両 内服 流通 劇 1249351B1117 製)東洋製薬化成　販)小野薬品工業　販)吉田製薬

131 ポリビニルアルコールヨウ素 ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ０．２％１ｍＬ 両 外用 流通 1319715Q1031 製)日本点眼薬研究所

131 ブリモニジン酒石酸塩 アイファガン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 外 外用 流通 1319761Q1023 製)千寿製薬　販)武田薬品工業

131 ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩 アゾルガ配合懸濁性点眼液 １ｍＬ 外 外用 流通 1319821Q1027 製)ノバルティスファーマ　販)日本アルコン

131 エピナスチン塩酸塩 アレジオンＬＸ点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 両 外用 流通 1319762Q2024 製)参天製薬
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131 エピナスチン塩酸塩 アレジオン点眼液０．０５％ ０．０５％１ｍＬ 外 外用 流通 1319762Q1028 製)参天製薬

131 ジスチグミン臭化物 ウブレチド点眼液１％ １％１ｍＬ 外 外用 流通 毒 1312704Q2020 製)鳥居薬品

131 ブリンゾラミド エイゾプト懸濁性点眼液１％ １％１ｍＬ 両 外用 流通 1319748Q1036 製)ノバルティスファーマ　販)日本アルコン

131 エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム エコリシン眼軟膏 １ｇ 両 外用 流通 1319800M1023 製)参天製薬

131 オフロキサシン オフロキサシンゲル化点眼液０．３％「わかもと」 ０．３％１ｍＬ 外 外用 流通 1319722Q2020 製)わかもと製薬

131 ガチフロキサシン水和物 ガチフロ点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ 外 外用 流通 1319749Q1030 製)千寿製薬　販)武田薬品工業

131 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 １ｇ 両 外用 流通 1319812M1026 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

131 ラタノプロスト キサラタン点眼液０．００５％ ０．００５％１ｍＬ 両 外用 流通 1319739Q1037 製)ファイザー

131 リパスジル塩酸塩水和物 グラナテック点眼液０．４％ ０．４％１ｍＬ 両 外用 流通 1319763Q1022 製)興和

131 レボフロキサシン水和物 クラビット点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ 両 外用 流通 1319742Q1039 製)参天製薬

131 クロモグリク酸ナトリウム クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「トーワ」 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 両 外用 後発 流通 1319717Q1340 製)東和薬品

131 ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 コソプト配合点眼液 １ｍＬ 両 外用 流通 1319819Q1020 製)参天製薬

131 シクロペントラート塩酸塩 サイプレジン１％点眼液 １％１ｍＬ 外 外用 流通 1311701Q1031 製)参天製薬

131 ケトチフェンフマル酸塩 ザジテン点眼液０．０５％ ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 両 外用 流通 1319730Q1249 製)ノバルティスファーマ　販)日本アルコン

131 シアノコバラミン サンコバ点眼液０．０２％ ０．０２％５ｍＬ１瓶 外 外用 流通 1319710Q2078 製)参天製薬

131 ピロカルピン塩酸塩 サンピロ点眼液１％ １％５ｍＬ１瓶 外 外用 流通 劇 1312701Q2086 製)参天製薬

131 ピロカルピン塩酸塩 サンピロ点眼液２％ ２％５ｍＬ１瓶 両 外用 流通 劇 1312701Q3082 製)参天製薬

131 ジクアホソルナトリウム ジクアス点眼液３％ ３％５ｍＬ１瓶 外 外用 流通 1319758Q1021 製)参天製薬

131 ジクロフェナクナトリウム ジクロード点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 外 外用 流通 1319726Q1102 製)わかもと製薬

131 ホウ酸・無機塩類配合剤 人工涙液マイティア点眼液 ５ｍＬ１瓶 両 外用 流通 1319808Q2036 製)千寿製薬　販)武田薬品工業

131 アシクロビル ゾビラックス眼軟膏３％ ３％１ｇ 外 外用 流通 1319719M1046 製)日東メディック　販)グラクソ・スミスクライン　販)参天製薬

131 グルタチオン タチオン点眼用２％ ２％１ｍＬ 外 外用 流通 1319708Q1090 製)長生堂製薬　販)アステラス製薬　販)ニプロＥＳファーマ　販)日本ジェネリック

131 タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩 タプコム配合点眼液 １ｍＬ 両 外用 流通 劇 1319822Q1021 製)参天製薬

131 タフルプロスト タプロス点眼液０．００１５％ ０．００１５％１ｍＬ 外 外用 流通 劇 1319756Q1022 製)参天製薬

131 オフロキサシン タリビッド眼軟膏０．３％ ０．３％１ｇ 両 外用 流通 1319722M1056 製)参天製薬

131 タクロリムス水和物 タリムス点眼液０．１％ ０．１％５ｍＬ１瓶 外 外用 流通 劇 1319755Q1028 製)千寿製薬　販)武田薬品工業

131 チモロールマレイン酸塩 チモプトールＸＥ点眼液０．２５％ ０．２５％１ｍＬ 両 外用 流通 1319702Q3037 製)参天製薬　販)ＭＳＤ

131 チモロールマレイン酸塩 チモプトールＸＥ点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ 両 外用 流通 1319702Q4033 製)参天製薬　販)ＭＳＤ

131 ブナゾシン塩酸塩 デタントール０．０１％点眼液 ０．０１％１ｍＬ 外 外用 流通 1319747Q1023 製)参天製薬

131 トブラマイシン トブラシン点眼液０．３％ ３ｍｇ１ｍＬ 両 外用 流通 劇 1317708Q1037 製)日東メディック　販)ニデック

131 トラボプロスト トラバタンズ点眼液０．００４％ ０．００４％１ｍＬ 外 外用 流通 1319754Q1023 製)ノバルティスファーマ　販)日本アルコン

131 ドルゾラミド塩酸塩 トルソプト点眼液１％ １％１ｍＬ 外 外用 流通 1319738Q2020 製)参天製薬　販)ＭＳＤ
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131 トロピカミド トロピカミド点眼液０．４％「日点」 ０．４％１ｍＬ 外 外用 後発 流通 1311705Q1064 製)日本点眼薬研究所

131 アトロピン硫酸塩水和物 日点アトロピン点眼液１％ １％５ｍＬ１瓶 両 外用 流通 劇 1311706Q2022 製)日本点眼薬研究所

131 プラノプロフェン ニフラン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 両 外用 流通 1319724Q1120 製)千寿製薬　販)武田薬品工業

131 フェニレフリン塩酸塩 ネオシネジンコーワ５％点眼液 ５％１ｍＬ 両 外用 流通 1311702Q1036 製)興和　販)興和新薬

131 フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン ネオメドロールＥＥ軟膏 １ｇ 外 外用 流通 1319807M1025 製)ファイザー　販)カビ・ファルマシア

131 ニプラジロール ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ０．２５％１ｍＬ 外 外用 流通 1319740Q1056 製)興和

131 オロパタジン塩酸塩 パタノール点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 両 外用 流通 1319752Q1024 製)ノバルティスファーマ　販)協和キリン

131 シクロスポリン パピロックミニ点眼液０．１％ ０．１％０．４ｍＬ１個 外 外用 流通 劇 1319750Q1025 製)参天製薬

131 精製ヒアルロン酸ナトリウム ヒアレイン点眼液０．１％ ０．１％５ｍＬ１瓶 両 外用 流通 1319720Q3078 製)参天製薬

131 精製ヒアルロン酸ナトリウム ヒアレイン点眼液０．３％ ０．３％５ｍＬ１瓶 外 外用 流通 1319720Y2020 製)参天製薬

131 精製ヒアルロン酸ナトリウム ヒアレインミニ点眼液０．３％ ０．３％０．４ｍＬ１個 外 外用 流通 1319720Q5038 製)参天製薬

131 ジピベフリン塩酸塩 ピバレフリン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 外 外用 流通 劇 1311707Q2078 製)参天製薬

131 ピマリシン ピマリシン点眼液５％「センジュ」 ５０ｍｇ１ｍＬ 外 外用 流通 1317712Q1033 製)千寿製薬　販)武田薬品工業

131 ピレノキシン ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」 ０．００５％５ｍＬ１瓶 外 外用 後発 流通 1319706Q3043 製)参天製薬

131 プラノプロフェン プラノプロフェン点眼液０．１％「参天」 ０．１％１ｍＬ 外 外用 後発 流通 1319724Q1200 製)参天製薬

131 フラビンアデニンジヌクレオチド フラビタン眼軟膏０．１％ ０．１％１ｇ 両 外用 流通 1319714M1060 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬

131 フラビンアデニンジヌクレオチド フラビタン点眼液０．０５％ ０．０５％５ｍＬ１瓶 外 外用 流通 1319714Q3102 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬

131 フルオロメトロン フルメトロン点眼液０．０２％ ０．０２％１ｍＬ 両 外用 流通 1315704Q1115 製)参天製薬

131 フルオロメトロン フルメトロン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 両 外用 流通 1315704Q3126 製)参天製薬

131 プレドニゾロン酢酸エステル プレドニン眼軟膏 ０．２５％１ｇ 両 外用 流通 1315705M1037 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

131 ブロムフェナクナトリウム水和物 ブロナック点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 両 外用 流通 1319743Q1033 製)千寿製薬　販)武田薬品工業

131 モキシフロキサシン塩酸塩 ベガモックス点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ 両 外用 流通 1319753Q1029 製)ノバルティスファーマ　販)日本アルコン

131 セフメノキシム塩酸塩 ベストロン点眼用０．５％ ５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として） 両 外用 流通 1317713Q1038 製)千寿製薬　販)武田薬品工業

131 ベタキソロール塩酸塩 ベトプティック点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ 外 外用 流通 1319733Q1072 製)ノバルティスファーマ　販)日本アルコン

131 オキシブプロカイン塩酸塩 ベノキシール点眼液０．４％ ０．４％１ｍＬ 両 外用 流通 1313700Q2070 製)参天製薬

131 カルテオロール塩酸塩 ミケランＬＡ点眼液２％ ２％１ｍＬ 外 外用 流通 1319701Q4020 製)大塚製薬　販)武田薬品工業

131 カルテオロール塩酸塩 ミケラン点眼液２％ ２％１ｍＬ 外 外用 流通 1319701Q2028 製)大塚製薬　販)武田薬品工業

131 トロピカミド ミドリンＭ点眼液０．４％ ０．４％１ｍＬ 両 外用 流通 1311705Q1048 製)参天製薬

131 トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 ミドリンＰ点眼液 １ｍＬ 両 外用 流通 1319810Q1053 製)参天製薬

131 レバミピド ムコスタ点眼液ＵＤ２％ ２％０．３５ｍＬ１本 両 外用 流通 1319760Q1029 製)大塚製薬

131 トラニラスト リザベン点眼液０．５％ ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 両 外用 流通 1319736Q1076 製)キッセイ薬品工業

131 チモロールマレイン酸塩 リズモンＴＧ点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ 外 外用 流通 1319702Q6028 製)わかもと製薬　販)キッセイ薬品工業
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131 レボカバスチン塩酸塩 リボスチン点眼液０．０２５％ ０．０２５％１ｍＬ 外 外用 流通 1319746Q1029 製)ヤンセンファーマ　販)参天製薬　販)日本新薬

131 アトロピン硫酸塩水和物 リュウアト１％眼軟膏 １％１ｇ 外 外用 流通 劇 1311706M1024 製)参天製薬

131 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム リンデロン点眼液０．０１％ ０．０１％１ｍＬ 両 外用 流通 1315706Q1025 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

131 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ０．１％１ｍＬ 両 外用 流通 1315706Q2102 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

131 イソプロピルウノプロストン レスキュラ点眼液０．１２％ ０．１２％１ｍＬ 外 外用 流通 1319732Q1035 製)日東メディック　販)参天製薬

132 フルチカゾンフランカルボン酸エステル アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 ３ｍｇ６ｇ１キット 両 外用 流通 1329711Q1021 製)グラクソ・スミスクライン

132 クロモグリク酸ナトリウム クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「トーワ」 １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 両 外用 後発 流通 1329700Q1236 製)東和薬品

132 ケトチフェンフマル酸塩 ザジテン点鼻液０．０５％ ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 両 外用 流通 1329705Q1298 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

132 ジオクチルソジウムスルホサクシネート 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 両 外用 後発 流通 1329701Q1036 製)セオリアファーマ　販)武田薬品工業

132 フルチカゾンプロピオン酸エステル 小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用 ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 外 外用 流通 1329707Q2030 製)グラクソ・スミスクライン

132 オフロキサシン タリビッド耳科用液０．３％ ３ｍｇ１ｍＬ 両 外用 流通 1329706Q1039 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共

132 トラマゾリン塩酸塩 トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」 ０．１１８％１ｍＬ 両 外用 流通 劇 1324702Q1042 製)アルフレッサファーマ

132 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 ９ｍｇ１８ｇ１瓶 両 外用 流通 1329710Q2023 製)ＭＳＤ　販)杏林製薬　販)シェリング・プラウ

132 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「杏林」５６噴霧用 ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 外 外用 後発 流通 1329707Q2099 製)キョーリンリメディオ　販)共創未来ファーマ　販)杏林製薬　販)日本ジェネリック　販)富士フイルムファーマ

132 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 外 外用 流通 1329707Q1181 製)グラクソ・スミスクライン

132 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 外 外用 流通 1329707Q3052 製)グラクソ・スミスクライン

132 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」１１２噴霧用 ９ｍｇ１８ｇ１瓶 両 外用 後発 流通 1329710Q2031 製)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬

132 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ １．５０ｍｇ０．９０８７ｇ１瓶 外 外用 流通 1329702R7042 製)帝人ファーマ

132 ロメフロキサシン塩酸塩 ロメフロン耳科用液０．３％ ０．３％１ｍＬ 両 外用 流通 1329709Q1032 製)千寿製薬　販)武田薬品工業

133 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン トラベルミン配合錠 １錠 両 内服 流通 1339100F1038 製)サンノーバ　販)エーザイ

133 ベタヒスチンメシル酸塩 メリスロン錠６ｍｇ ６ｍｇ１錠 外 内服 流通 1339005F1296 製)エーザイ

211 カフェイン水和物 カフェイン水和物「ファイザー」原末 １ｇ 外 内服 流通 劇 2115004X1167 製)マイラン製薬　販)ファイザー

211 デノパミン カルグート細粒５％ ５％１ｇ 外 内服 流通 2119004C1032 製)田辺三菱製薬

211 ジゴキシン ジゴシンエリキシル０．０５ｍｇ／ｍＬ ０．００５％１０ｍＬ 両 内服 流通 劇 2113004S1033 製)太陽ファルマ　販)中外製薬

211 ジゴキシン ジゴシン散０．１％ ０．１％１ｇ 両 内服 流通 劇 2113004B1033 製)太陽ファルマ　販)中外製薬

211 ジゴキシン ジゴシン錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2113003F1057 製)太陽ファルマ　販)中外製薬

211 ドカルパミン タナドーパ顆粒７５％ ７５％１ｇ 外 内服 流通 劇 2119007D1031 製)田辺三菱製薬

211 アミノフィリン水和物 ネオフィリン原末 １ｇ 両 内服 流通 劇 2115001X1104 製)サンノーバ　販)エーザイ

211 ユビデカレノン ノイキノン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2119003F2332 製)エーザイ

211 ジゴキシン ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ０．１２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2113003F2029 製)京都薬品工業　販)アステラス製薬

211 ピモベンダン ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 １．２５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2119006F1020 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬

211 ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 プロタノールＳ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 2119002G1035 製)興和
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211 ユビデカレノン ユビデカレノン顆粒１％「ツルハラ」 １％１ｇ 両 内服 後発 流通 2119003D1173 製)鶴原製薬

211 無水カフェイン レスピア静注・経口液６０ｍｇ ６０ｍｇ３ｍＬ１瓶 両 内服　注射 流通 2115405A1021 製)ノーベルファーマ

211 無水カフェイン レスピア静注・経口液６０ｍｇ ６０ｍｇ３ｍＬ１瓶 両 内服　注射 流通 2115405A1021 製)ノーベルファーマ

212 アロチノロール塩酸塩 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2123014F1094 製)大日本住友製薬

212 アミオダロン塩酸塩 アンカロン錠１００ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 毒 2129010F1022 製)サノフィ　販)大正製薬　販)大正富山医薬品

212 プロプラノロール塩酸塩 インデラル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2123008F1048 製)アストラゼネカ

212 キニジン硫酸塩水和物 キニジン硫酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 2122002F1078 製)マイラン製薬　販)ファイザー

212 ピルシカイニド塩酸塩水和物 サンリズムカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 劇 2129008M2020 製)第一三共　販)第一製薬

212 シベンゾリンコハク酸塩 シベノール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2129007F1020 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

212 カルテオロール塩酸塩 小児用ミケラン細粒０．２％ ０．２％１ｇ 両 内服 流通 2123005C1030 製)大塚製薬

212 ソタロール塩酸塩 ソタコール錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2129013F1026 製)アスペンジャパン　販)ブリストル・マイヤーズスクイブ

212 フレカイニド酢酸塩 タンボコール細粒１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 劇 2129009C1023 製)エーザイ

212 フレカイニド酢酸塩 タンボコール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 2129009F1020 製)エーザイ

212 プロパフェノン塩酸塩 プロノン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 2129006F2022 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬

212 ビソプロロールフマル酸塩 メインテート錠０．６２５ｍｇ ０．６２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2123016F3037 製)田辺三菱製薬

212 ビソプロロールフマル酸塩 メインテート錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2123016F2189 製)田辺三菱製薬

212 メキシレチン塩酸塩 メキシチールカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 2129003M1021 製)太陽ファルマ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム

212 メキシレチン塩酸塩 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１カプセル 両 内服 後発 流通 劇 2129003M1196 製)日医工

212 ジソピラミド リスモダンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 2129002M1060 製)クリニジェン　販)サノフィ　販)中外製薬

213 スピロノラクトン アルダクトンＡ細粒１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 2133001C1097 製)ファイザー

213 スピロノラクトン アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2133001F1522 製)ファイザー

213 トルバプタン サムスカ顆粒１％ １％１ｇ 両 内服 流通 劇 2139011D1022 製)大塚製薬

213 スピロノラクトン スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ２５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2133001F1654 製)ニプロ

213 アセタゾラミド ダイアモックス錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2134002F1109 製)三和化学研究所

213 アセタゾラミド ダイアモックス末 １ｇ 両 内服 流通 2134001X1029 製)三和化学研究所　販)武田薬品工業

213 ヒドロクロロチアジド ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2132004F1103 製)東和薬品

213 トリクロルメチアジド フルイトラン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 両 内服 流通 2132003F1257 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

213 フロセミド フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 ４％１ｇ 両 内服 後発 流通 2139005C1048 製)エルメッド　販)日医工

213 フロセミド フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 ２０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2139005F1109 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業

213 フロセミド ラシックス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2139005F1052 製)サノフィ　販)日医工

213 フロセミド ラシックス錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2139005F2342 製)サノフィ　販)日医工

213 トラセミド ルプラック錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 外 内服 流通 2139009F1026 製)田辺三菱製薬　販)大正富山医薬品　販)富山化学工業　販)富士フイルム富山化学
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214 カルベジロール アーチスト錠１．２５ｍｇ １．２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2149032F3024 製)第一三共　販)第一製薬

214 カルベジロール アーチスト錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2149032F1021 製)第一三共　販)第一製薬

214 カルベジロール アーチスト錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2149032F4020 製)第一三共　販)第一製薬

214 シルニジピン アテレック錠５ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2149037F1032 製)ＥＡファーマ　販)持田製薬

214 ヒドララジン塩酸塩 アプレゾリン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2142004F2025 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

214 メチルドパ水和物 アルドメット錠１２５ １２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2145001F1027 製)ミノファーゲン製薬　販)ＭＳＤ　販)ザイダスファーマ

214 エナラプリルマレイン酸塩 エナラプリルマレイン酸塩細粒１％「アメル」 １％１ｇ 両 内服 後発 流通 2144002C1036 製)共和薬品工業

214 エナラプリルマレイン酸塩 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 ２．５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2144002F1393 製)共和薬品工業

214 ウラピジル エブランチルカプセル１５ｍｇ １５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 2149020N1031 製)科研製薬　販)三和化学研究所

214 ウラピジル エブランチルカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 2149020N2038 製)科研製薬　販)三和化学研究所

214 オルメサルタン　メドキソミル オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2149044F5020 製)第一三共

214 クロニジン塩酸塩 カタプレス錠７５μｇ ０．０７５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2149001F1034 製)日本ベーリンガーインゲルハイム

214 カプトプリル カプトリル細粒５％ ５％１ｇ 両 内服 流通 2144001C1074 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共

214 カプトプリル カプトリル錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2144001F1020 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共　販)ブリストル・マイヤーズスクイブ

214 ドキサゾシンメシル酸塩 カルデナリンＯＤ錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2149026F5021 製)ファイザー

214 ドキサゾシンメシル酸塩 カルデナリンＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 両 内服 流通 2149026F6028 製)ファイザー

214 ドキサゾシンメシル酸塩 カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 両 内服 流通 2149026F7024 製)ファイザー

214 ドキサゾシンメシル酸塩 カルデナリンＯＤ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 両 内服 流通 2149026F8020 製)ファイザー

214 ドキサゾシンメシル酸塩 カルデナリン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2149026F1026 製)ファイザー

214 カルベジロール カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 １．２５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2149032F3032 製)沢井製薬

214 カルベジロール カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 ２．５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2149032F4039 製)沢井製薬

214 カンデサルタン　シレキセチル カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 ４ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2149040F2030 製)あすか製薬　販)武田薬品工業

214 イミダプリル塩酸塩 タナトリル錠２．５ ２．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2144008F1021 製)田辺三菱製薬

214 イミダプリル塩酸塩 タナトリル錠５ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2144008F2028 製)田辺三菱製薬

214 バルサルタン ディオバン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2149041F1020 製)ノバルティスファーマ

214 バルサルタン ディオバン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2149041F2027 製)ノバルティスファーマ

214 バルサルタン ディオバン錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2149041F3023 製)ノバルティスファーマ

214 ドキサゾシンメシル酸塩 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「タナベ」 ０．５ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 2149026F1050 製)ニプロＥＳファーマ

214 ラベタロール塩酸塩 トランデート錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 2149009F1030 製)アスペンジャパン　販)グラクソ・スミスクライン　販)武田薬品工業

214 ロサルタンカリウム ニューロタン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2149039F1031 製)ＭＳＤ

214 バルサルタン バルサルタン錠４０ｍｇ「サンド」 ４０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2149041F2230 製)サンド

214 ビソプロロール ビソノテープ４ｍｇ ４ｍｇ１枚 両 外用 流通 2149700S1027 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
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214 プロプラノロール塩酸塩 プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０ｍｇ「サワイ」 ６０ｍｇ１カプセル 外 内服 後発 流通 劇 2149014M1065 製)沢井製薬

214 カンデサルタン　シレキセチル ブロプレス錠２ ２ｍｇ１錠 外 内服 流通 2149040F1026 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

214 カンデサルタン　シレキセチル ブロプレス錠４ ４ｍｇ１錠 外 内服 流通 2149040F2022 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

214 カンデサルタン　シレキセチル ブロプレス錠８ ８ｍｇ１錠 外 内服 流通 2149040F3029 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

214 プラゾシン塩酸塩 ミニプレス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2149002F1128 製)ファイザー

214 アリスキレンフマル酸塩 ラジレス錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2149047F1028 製)オーファンパシフィック　販)ノバルティスファーマ

214 エナラプリルマレイン酸塩 レニベース錠２．５ ２．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2144002F1024 製)ＭＳＤ

214 リシノプリル水和物 ロンゲス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2144006F1030 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬

216 ナラトリプタン塩酸塩 アマージ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 2160007F1020 製)グラクソ・スミスクライン

216 スマトリプタンコハク酸塩 イミグラン錠５０ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2160003F1022 製)グラクソ・スミスクライン

216 スマトリプタン イミグラン点鼻液２０ ２０ｍｇ０．１ｍＬ１個 両 外用 流通 劇 2160700Q1027 製)グラクソ・スミスクライン

216 スマトリプタンコハク酸塩 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アスペン」 ５０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 劇 2160003F1154 製)アスペンジャパン

216 ミドドリン塩酸塩 メトリジンＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 両 内服 流通 2160002F2024 製)大正製薬　販)大正富山医薬品

217 一硝酸イソソルビド アイトロール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2171023F1023 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬

217 ニフェジピン アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 2171014G4029 製)バイエル薬品

217 ニフェジピン アダラートＬ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2171014G1020 製)バイエル薬品

217 アムロジピンベシル酸塩 アムロジン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2171022F2041 製)大日本住友製薬

217 ジピリダモール ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 １２．５％１ｇ 両 内服 後発 流通 2171010B1067 製)長生堂製薬　販)日本ジェネリック

217 ジピリダモール ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 2171010F2626 製)東和薬品

217 イソクスプリン塩酸塩 ズファジラン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2172002F1053 製)第一三共

217 ニフェジピン セパミット－Ｒ細粒２％ ２％１ｇ 両 内服 流通 劇 2171014C2032 製)日本ジェネリック　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ　販)日本オルガノン

217 ニフェジピン セパミット細粒１％ １％１ｇ 両 内服 後発 流通 劇 2171014C1044 製)日本ジェネリック　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ　販)日本オルガノン

217 ニトログリセリン ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ （２５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚 外 外用 流通 劇 2171701S2037 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

217 硝酸イソソルビド ニトロール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2171016F1082 製)エーザイ

217 ニフェジピン ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 劇 2171014G3103 製)日医工

217 ジピリダモール ペルサンチン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2171010F2553 製)日本ベーリンガーインゲルハイム

217 ニトログリセリン ミリステープ５ｍｇ （５ｍｇ）４．０５ｃｍ×４．５０ｃｍ１枚 両 外用 流通 劇 2171701S4048 製)日本化薬

217 ベラパミル塩酸塩 ワソラン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2171008F1070 製)エーザイ　販)アボットジャパン　販)マイランＥＰＤ

218 デキストラン硫酸エステルナトリウム　イオウ１８ ＭＤＳコーワ錠１５０ １５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2189003F1136 製)興和

218 コレスチラミン クエストラン粉末４４．４％ ４４．４％１ｇ 外 内服 流通 2189009R1032 製)サノフィ

218 ロスバスタチンカルシウム クレストール錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2189017F1022 製)アストラゼネカ　販)塩野義製薬

218 コレスチミド コレバイン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 両 内服 流通 2189014F1029 製)田辺三菱製薬　販)アステラス製薬　販)三菱ウェルファーマ　販)三菱東京製薬
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218 コレスチミド コレバインミニ８３％ ８３％１ｇ 両 内服 流通 2189014D2024 製)田辺三菱製薬　販)アステラス製薬　販)三菱ウェルファーマ

218 ベザフィブラート ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 2183005G2028 製)キッセイ薬品工業

218 プラバスタチンナトリウム メバロチン細粒０．５％ ０．５％１ｇ 外 内服 流通 2189010C1032 製)第一三共

218 プラバスタチンナトリウム メバロチン錠５ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2189010F1039 製)第一三共

218 ピタバスタチンカルシウム水和物 リバロＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 外 内服 流通 2189016F4027 製)興和

218 ピタバスタチンカルシウム水和物 リバロＯＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 外 内服 流通 2189016F5023 製)興和

219 タダラフィル アドシルカ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2190030F1029 製)日本新薬

219 アンブリセンタン ヴォリブリス錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2190031F1023 製)グラクソ・スミスクライン

219 セレキシパグ ウプトラビ錠０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１錠 両 内服 流通 2190037F1020 製)日本新薬

219 セレキシパグ ウプトラビ錠０．４ｍｇ ０．４ｍｇ１錠 両 内服 流通 2190037F2027 製)日本新薬

219 マシテンタン オプスミット錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2190035F1021 製)ヤンセンファーマ

219 ポリスチレンスルホン酸カルシウム カリメート散 １ｇ 両 内服 流通 2190016X1105 製)興和　販)興和創薬　販)日研化学

219 沈降炭酸カルシウム カルタン細粒８３％ ８３％１ｇ 両 内服 流通 2190024C1027 製)マイラン製薬　販)ファイザー　販)扶桑薬品工業

219 沈降炭酸カルシウム カルタン錠５００ ５００ｍｇ１錠 外 内服 流通 2190024F1023 製)マイラン製薬　販)ファイザー　販)扶桑薬品工業

219 ビキサロマー キックリン顆粒８６．２％ ８６．２％１ｇ 両 内服 流通 2190032D1027 製)アステラス製薬

219 ニセルゴリン サアミオン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2190021F1348 製)田辺三菱製薬

219 ボセンタン水和物 トラクリア錠６２．５ｍｇ ６２．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2190026F1022 製)ヤンセンファーマ

219 ボセンタン水和物 ボセンタン成人用ＤＳ６．２５％「モチダ」 ６．２５％１ｇ 外 内服 後発 流通 劇 2190026R1029 製)持田製薬販売　販)持田製薬

219 ロメリジン塩酸塩 ミグシス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2190023F1037 製)ファイザー　販)カビ・ファルマシア

219 クエン酸第二鉄水和物 リオナ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2190033F1022 製)日本たばこ産業　販)鳥居薬品

219 アメジニウムメチル硫酸塩 リズミック錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2190022F1024 製)大日本住友製薬

219 セベラマー塩酸塩 レナジェル錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2190025F1036 製)中外製薬

219 シルデナフィルクエン酸塩 レバチオＯＤフィルム２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2190028F2028 製)ファイザー

219 シルデナフィルクエン酸塩 レバチオ懸濁用ドライシロップ９００ｍｇ １０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の内用液として） 両 内服 流通 2190028R1028 製)ファイザー

219 シルデナフィルクエン酸塩 レバチオ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2190028F1021 製)ファイザー

222 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 メジコン散１０％ １０％１ｇ 外 内服 流通 劇 2223001B1210 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

222 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 メジコン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2223001F2099 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

223 アンブロキソール塩酸塩 アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．５％「タカタ」 １．５％１ｇ 両 内服 後発 流通 2239001R1129 製)高田製薬

223 アンブロキソール塩酸塩 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タカタ」 １５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2239001F1840 製)高田製薬

223 アンブロキソール塩酸塩 アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「タカタ」 ０．３％１ｍＬ 両 内服 後発 流通 2239001Q1204 製)高田製薬

223 Ｌ－カルボシステイン カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 ５０％１ｇ 両 内服 後発 流通 2233002R2037 製)高田製薬

223 Ｌ－カルボシステイン カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 ２５０ｍｇ１錠 両,外 内服 後発 流通 2233002F1301 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)ニプロＥＳファーマ
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223 Ｌ－カルボシステイン カルボシステインシロップ小児用５％「テバ」 ５％１ｍＬ 両 内服 後発 流通 2233002Q1132 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)ニプロＥＳファーマ

223 Ｌ－カルボシステイン カルボシステインドライシロップ５０％「テバ」 ５０％１ｇ 外 内服 後発 流通 2233002R2053 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業

223 アンブロキソール塩酸塩 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ １．５％１ｇ 外 内服 流通 2239001R1072 製)帝人ファーマ

223 アンブロキソール塩酸塩 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ ０．３％１ｍＬ 外 内服 流通 2239001Q1166 製)帝人ファーマ

223 ブロムヘキシン塩酸塩 ビソルボン吸入液０．２％ ０．２％１ｍＬ 両 外用 流通 2234700G1051 製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム

223 ブロムヘキシン塩酸塩 ビソルボン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 両 内服 流通 2234001F1312 製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム

223 アンブロキソール塩酸塩 ムコソルバン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2239001F1696 製)帝人ファーマ

223 Ｌ－カルボシステイン ムコダインＤＳ５０％ ５０％１ｇ 外 内服 流通 2233002R2029 製)杏林製薬

223 Ｌ－カルボシステイン ムコダイン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2233002F1174 製)杏林製薬

223 Ｌ－カルボシステイン ムコダインシロップ５％ ５％１ｍＬ 外 内服 流通 2233002Q1035 製)杏林製薬

224 チペピジンヒベンズ酸塩 アスベリン散１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 2249003B1037 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬

224 チペピジンヒベンズ酸塩 アスベリン錠１０ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2249003F1039 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬

224 チペピジンヒベンズ酸塩 アスベリンシロップ０．５％ ０．５％１０ｍＬ 両 内服 流通 2249003Q1048 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬

224 コデインリン酸塩水和物 コデインリン酸塩散１％「タケダ」 １％１ｇ 両 内服 流通 劇 2242001B2300 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

224 コデインリン酸塩水和物 リン酸コデイン錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2242001F1055 製)ファイザー

225 ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 アスプール液（０．５％） ０．５％１ｍＬ 両 外用 流通 2252700G1025 製)アルフレッサファーマ

225 イプラトロピウム臭化物水和物 アトロベントエロゾル２０μｇ ４．２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 両 外用 流通 2259702G2021 製)帝人ファーマ

225 チロキサポール アレベール吸入用溶解液０．１２５％ ０．１２５％１ｍＬ 両 外用 流通 2259801X1037 製)アルフレッサファーマ

225 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル キュバール１００エアゾール １５ｍｇ８．７ｇ１瓶 両 外用 流通 2259703Y1025 製)大日本住友製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ

225 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル キュバール５０エアゾール ７ｍｇ８．７ｇ１瓶 両 外用 流通 2259703G9020 製)大日本住友製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ

225 クロモグリク酸ナトリウム クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「武田テバ」 １％２ｍＬ１管 両 外用 後発 流通 2259701G1080 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

225 サルブタモール硫酸塩 サルタノールインヘラー１００μｇ ０．１６％１３．５ｍＬ１瓶 外 外用 流通 2254700G4037 製)グラクソ・スミスクライン

225 チオトロピウム臭化物水和物 スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 １５０μｇ１キット 外 外用 流通 2259709G2023 製)日本ベーリンガーインゲルハイム

225 クレンブテロール塩酸塩 スピロペント錠１０μｇ １０μｇ１錠 両 内服 流通 2259006F1080 製)帝人ファーマ

225 サルメテロールキシナホ酸塩 セレベント２５ロタディスク ２５μｇ１ブリスター 外 外用 流通 2259708G1022 製)グラクソ・スミスクライン

225 サルメテロールキシナホ酸塩 セレベント５０ディスカス ５０μｇ６０ブリスター１キット 外 外用 流通 2259708G3025 製)グラクソ・スミスクライン

225 サルメテロールキシナホ酸塩 セレベント５０ロタディスク ５０μｇ１ブリスター 外 外用 流通 2259708G2029 製)グラクソ・スミスクライン

225 ツロブテロール ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「久光」 ０．５ｍｇ１枚 外 外用 後発 流通 2259707S1217 製)久光製薬

225 ツロブテロール ツロブテロールテープ１ｍｇ「久光」 １ｍｇ１枚 外 外用 後発 流通 2259707S2213 製)久光製薬

225 ツロブテロール ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 ２ｍｇ１枚 外 外用 後発 流通 2259707S3210 製)久光製薬

225 テオフィリン テオドール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 2251001F2115 製)田辺三菱製薬　販)日研化学　販)三菱ウェルファーマ

225 テオフィリン テオドール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2251001F3081 製)田辺三菱製薬　販)日研化学　販)三菱ウェルファーマ
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225 テオフィリン テオドール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2251001F1046 製)田辺三菱製薬　販)日研化学　販)三菱ウェルファーマ

225 テオフィリン テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％「サワイ」 ２０％１ｇ 両 内服 後発 流通 劇 2251001R1123 製)沢井製薬

225 サルブタモール硫酸塩 ベネトリン吸入液０．５％ ０．５％１ｍＬ 両 外用 流通 2254700G2034 製)グラクソ・スミスクライン

225 ツロブテロール塩酸塩 ベラチンドライシロップ小児用０．１％ ０．１％１ｇ 両 内服 流通 2259002R1100 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬

225 ツロブテロール ホクナリンテープ０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１枚 両 外用 流通 2259707S1020 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン　販)北陸製薬　販)マルホ

225 ツロブテロール ホクナリンテープ１ｍｇ １ｍｇ１枚 両 外用 流通 2259707S2027 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン　販)北陸製薬　販)マルホ

225 ツロブテロール ホクナリンテープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚 両 外用 流通 2259707S3023 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン　販)北陸製薬　販)マルホ

225 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 ０．０１４３％５ｍＬ１キット 両 外用 流通 2259704G9033 製)大塚製薬

225 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチン顆粒０．０１％ ０．０１％１ｇ 外 内服 流通 2259004D1047 製)大塚製薬

225 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 ０．０１４３％２．５ｍＬ１キット 両 外用 流通 2259704G8037 製)大塚製薬

225 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチン吸入液０．０１％ ０．０１％１ｍＬ 外 外用 流通 2259704G1032 製)大塚製薬

225 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ ０．０１％０．３ｍＬ１個 両 外用 流通 2259704G5020 製)大塚製薬

225 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ ０．０００５％１ｍＬ 両 内服 流通 2259004Q1111 製)大塚製薬

225 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回 １ｍｇ１キット 両 外用 流通 2259704Y1020 製)大塚製薬

225 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチンドライシロップ０．００５％ ０．００５％１ｇ 両 内服 流通 2259004R2024 製)大塚製薬

225 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチンミニ錠２５μｇ ０．０２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2259004F1110 製)大塚製薬

226 ポビドンヨード イソジンガーグル液７％ ７％１ｍＬ 外 外用 流通 2260701F1271 製)ムンディファーマ　販)塩野義製薬　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

226 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 含嗽用ハチアズレ顆粒 ０．１％１ｇ 両 外用 流通 2260702F1055 製)東洋製薬化成　販)小野薬品工業

226 ポビドンヨード ポビドンヨードガーグル液７％「明治」 ７％１ｍＬ 両 外用 後発 流通 2260701F1409 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

229 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 アドエア１００ディスカス６０吸入用 ６０ブリスター１キット 両 外用 流通 2290800G4031 製)グラクソ・スミスクライン

229 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 アドエア１２５エアゾール１２０吸入用 １２．０ｇ１瓶 外 外用 流通 2290800G8029 製)グラクソ・スミスクライン

229 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 アドエア２５０エアゾール１２０吸入用 １２．０ｇ１瓶 外 外用 流通 2290800G9025 製)グラクソ・スミスクライン

229 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 アドエア２５０ディスカス６０吸入用 ６０ブリスター１キット 両 外用 流通 2290800G5038 製)グラクソ・スミスクライン

229 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 アドエア５０エアゾール１２０吸入用 １２．０ｇ１瓶 両 外用 流通 2290800G7030 製)グラクソ・スミスクライン

229 シクレソニド オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 １１．２ｍｇ３．３ｇ１キット 両 外用 流通 2290702G3028 製)帝人ファーマ

229 シクレソニド オルベスコ５０μｇインヘラー１１２吸入用 ５．６ｍｇ６．６ｇ１キット 外 外用 流通 2290702G1025 製)帝人ファーマ

229 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 シムビコートタービュヘイラー３０吸入 ３０吸入１キット 外 外用 流通 2290801G1029 製)アストラゼネカ　販)アステラス製薬

229 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ６０吸入１キット 外 外用 流通 2290801G2025 製)アストラゼネカ　販)アステラス製薬

229 ブデソニド パルミコート１００μｇタービュヘイラー１１２吸入 １１．２ｍｇ１瓶（１００μｇ） 両 外用 流通 2290701G1039 製)アストラゼネカ

229 ブデソニド パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 １１．２ｍｇ１瓶（２００μｇ） 外 外用 流通 2290701G2035 製)アストラゼネカ

229 ブデソニド パルミコート吸入液０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ２ｍＬ１管 両 外用 流通 2290701G4020 製)アストラゼネカ

229 ブデソニド パルミコート吸入液０．５ｍｇ ０．５ｍｇ２ｍＬ１管 両 外用 流通 2290701G5026 製)アストラゼネカ
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229 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルタイド１００ディスカス １００μｇ６０ブリスター１個 両 外用 流通 2290700G5021 製)グラクソ・スミスクライン

229 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルタイド１００μｇエアゾール６０吸入用 １１．６７ｍｇ７．０ｇ１瓶 外 外用 流通 2290700G8039 製)グラクソ・スミスクライン

229 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルタイド１００ロタディスク １００μｇ１ブリスター 外 外用 流通 2290700G2022 製)グラクソ・スミスクライン

229 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルタイド２００ディスカス ２００μｇ６０ブリスター１個 両 外用 流通 2290700G6028 製)グラクソ・スミスクライン

229 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルタイド２００ロタディスク ２００μｇ１ブリスター 外 外用 流通 2290700G3029 製)グラクソ・スミスクライン

229 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルタイド５０ディスカス ５０μｇ６０ブリスター１個 外 外用 流通 2290700G4025 製)グラクソ・スミスクライン

229 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 ８．８３ｍｇ１０．６ｇ１瓶 両 外用 流通 2290700G7032 製)グラクソ・スミスクライン

229 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルタイド５０ロタディスク ５０μｇ１ブリスター 外 外用 流通 2290700G1026 製)グラクソ・スミスクライン

229 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 レルベア１００エリプタ３０吸入用 ３０吸入１キット 外 外用 流通 2290803G3020 製)グラクソ・スミスクライン

229 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 レルベア２００エリプタ３０吸入用 ３０吸入１キット 外 外用 流通 2290803G4027 製)グラクソ・スミスクライン

231 ジメチコン ガスコン散１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 2318001B1037 製)キッセイ薬品工業

231 ジメチコン ガスコン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2318001F1063 製)キッセイ薬品工業

231 ジメチコン ガスコンドロップ内用液２％ ２％１ｍＬ 両 内服 流通 2318001Q1080 製)キッセイ薬品工業

231 タンニン酸アルブミン タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 １ｇ 両 内服 流通 2312001X1235 製)丸石製薬　販)ニプロ

231 耐性乳酸菌製剤 ビオフェルミンＲ散 １ｇ 両 内服 後発 流通 2316004B1036 製)ビオフェルミン製薬　販)大正製薬　販)武田薬品工業

231 耐性乳酸菌製剤 ビオフェルミンＲ錠 １錠 両 内服 後発 流通 2316004F1020 製)ビオフェルミン製薬　販)大正製薬　販)武田薬品工業

231 ビフィズス菌製剤 ビオフェルミン錠剤 １錠 両 内服 後発 流通 2316020F1029 製)ビオフェルミン製薬　販)大正製薬　販)武田薬品工業

231 ラクトミン ビオフェルミン配合散 １ｇ 両 内服 流通 2316012A1132 製)ビオフェルミン製薬　販)大正製薬　販)武田薬品工業

231 ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス フェロベリン配合錠 １錠 外 内服 流通 2319100F1064 製)日本ジェネリック　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ

231 酪酸菌製剤 ミヤＢＭ細粒 １ｇ 両 内服 流通 2316009C1026 製)ミヤリサン製薬

231 酪酸菌製剤 ミヤＢＭ錠 １錠 両 内服 流通 2316009F1022 製)ミヤリサン製薬

231 薬用炭 薬用炭 １ｇ 両 局方 内服 流通 2319003X1014

231 ビフィズス菌製剤 ラックビー微粒Ｎ １％１ｇ 両 内服 流通 2316014B1030 製)興和　販)日研化学

231 ロペラミド塩酸塩 ロペミンカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 2319001M1213 製)ヤンセンファーマ

231 ロペラミド塩酸塩 ロペミン小児用細粒０．０５％ ０．０５％１ｇ 両 内服 流通 2319001C1080 製)ヤンセンファーマ

232 Ｌ－グルタミン Ｌ－グルタミン顆粒９９％「ＮＰ」 ９９％１ｇ 両 内服 後発 流通 2322001D1316 製)ニプロ

232 ニザチジン アシノン錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2325005F2020 製)ゼリア新薬工業

232 スクラルファート水和物 アルサルミン細粒９０％ ９０％１ｇ 両 内服 流通 2329008C1097 製)富士化学工業　販)中外製薬　販)日医工

232 スクラルファート水和物 アルサルミン内用液１０％ １０％１ｍＬ 両 内服 流通 2329008S1105 製)富士化学工業　販)中外製薬　販)日医工

232 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 アルタットカプセル３７．５ｍｇ ３７．５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 2325004M2067 製)あすか製薬　販)武田薬品工業

232 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 アルタットカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 2325004M1087 製)あすか製薬　販)武田薬品工業

232 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 アルタット細粒２０％ ２０％１ｇ 両 内服 流通 2325004C1022 製)あすか製薬　販)武田薬品工業
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232 アルギン酸ナトリウム アルロイドＧ内用液５％ １０ｍＬ 両 内服 流通 2329116S1094 製)カイゲンファーマ

232 オメプラゾール オメプラール錠１０ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2329022H2023 製)アストラゼネカ

232 オメプラゾール オメプラール錠２０ ２０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2329022H1043 製)アストラゼネカ

232 ファモチジン ガスターＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2325003F3035 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬

232 ファモチジン ガスターＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2325003F4031 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬

232 ファモチジン ガスター散２％ ２％１ｇ 外 内服 流通 2325003B2029 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬

232 ファモチジン ガスター錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2325003F1024 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬

232 ファモチジン ガスター錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2325003F2020 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬

232 エカベトナトリウム水和物 ガストローム顆粒６６．７％ ６６．７％１ｇ 外 内服 流通 2329026D1031 製)田辺三菱製薬

232 イルソグラジンマレイン酸塩 ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 両 内服 流通 2329020F3020 製)日本新薬

232 ミソプロストール サイトテック錠１００ １００μｇ１錠 外 内服 流通 劇 2329024F2021 製)ファイザー　販)科研製薬　販)カビ・ファルマシア

232 ラニチジン塩酸塩 ザンタック錠１５０ １５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2325002F1194 製)グラクソ・スミスクライン　販)第一三共

232 テプレノン セルベックス細粒１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 2329012C1026 製)エーザイ　販)ＥＡファーマ

232 シメチジン タガメット細粒２０％ ２０％１ｇ 外 内服 流通 2325001C1053 製)大日本住友製薬　販)住友製薬

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

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

232 ランソプラゾール タケプロンＯＤ錠１５ １５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2329023F1020 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

232 ランソプラゾール タケプロンＯＤ錠３０ ３０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2329023F2027 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

232 ランソプラゾール タケプロンカプセル１５ １５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 2329023M1020 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

232 ランソプラゾール タケプロンカプセル３０ ３０ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 2329023M2026 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

232 スルピリド ドグマチール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2329009F1110 製)日医工　販)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

232 エソメプラゾールマグネシウム水和物 ネキシウムカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 2329029M1027 製)アストラゼネカ　販)第一三共

232 エソメプラゾールマグネシウム水和物 ネキシウムカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 2329029M2023 製)アストラゼネカ　販)第一三共

232 エソメプラゾールマグネシウム水和物 ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ １０ｍｇ１包 両 内服 流通 2329029D1027 製)アストラゼネカ　販)第一三共

232 エソメプラゾールマグネシウム水和物 ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ ２０ｍｇ１包 両 内服 流通 2329029D2023 製)アストラゼネカ　販)第一三共

232 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 2329005F1219 製)日医工

232 ファモチジン ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2325003F3124 製)沢井製薬

232 ファモチジン ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2325003F4147 製)沢井製薬

232 ファモチジン ファモチジン細粒２％「サワイ」 ２％１ｇ 両 内服 後発 流通 2325003B2045 製)沢井製薬　販)日新製薬

232 ポラプレジンク ポラプレジンク顆粒１５％「ＮＳ」 １５％１ｇ 両 内服 後発 流通 2329027D1052 製)日新製薬

232 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン マーズレンＳ配合顆粒 １ｇ 両 内服 流通 2329122D1414 製)寿製薬　販)ＥＡファーマ　販)ゼリア新薬工業

232 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン マーズレン配合錠１．０ＥＳ １錠 外 内服 流通 2329122F1032 製)寿製薬　販)ＥＡファーマ　販)ゼリア新薬工業
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232 レバミピド ムコスタ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 2329021F1102 製)大塚製薬

232 ランソプラゾール ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」 １５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2329023F1144 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業

232 ランソプラゾール ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武田テバ」 ３０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2329023F2140 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業

232 レバミピド レバミピド錠１００ｍｇ「Ｍｅ」 １００ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 2329021F1340 製)Ｍｅファルマ

232 レバミピド レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 １００ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2329021F1331 製)大塚製薬工場　販)大塚製薬

232 レバミピド レバミピド錠１００ｍｇ「ケミファ」 １００ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 2329021F1196 製)日本ケミファ

233 タカヂアスターゼ・生薬配合剤 Ｓ・Ｍ配合散 １ｇ 外 内服 流通 2339177B1038 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共

233 β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス） ガランターゼ散５０％ ５０％１ｇ 外 内服 流通 2339003B1192 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬

233 ジアスターゼ配合剤 タフマックＥ配合顆粒 １ｇ 両 内服 流通 2339150D1030 製)小野薬品工業

233 膵臓性消化酵素配合剤 ベリチーム配合顆粒 １ｇ 外 内服 流通 2339163D1037 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬

233 β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウム） ミルラクト細粒５０％ ５０％１ｇ 両 内服 流通 2339004C1036 製)高田製薬　販)塩野義製薬

233 パンクレリパーゼ リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 ３００ｍｇ１包 両 内服 流通 2331007D1029 製)マイランＥＰＤ　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ

234 天然ケイ酸アルミニウム アドソルビン原末 １０ｇ 両 内服 流通 2343002X1058 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共

234 酸化マグネシウム 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 １０ｇ 外 内服 流通 2344002X1322 製)丸石製薬

234 酸化マグネシウム 酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 ８３％１ｇ 両 内服 後発 流通 2344009C1063 製)吉田製薬

234 酸化マグネシウム 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 ３３０ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 2344009F2090 製)吉田製薬　販)共創未来ファーマ

234 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 １０ｇ 両 内服 流通 2344004X1364 製)日興製薬　販)中北薬品　販)日興製薬販売　販)ニプロ　販)丸石製薬

234 酸化マグネシウム マグミット錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2344009F1035 製)協和化学工業　販)健栄製薬　販)大成薬品工業　販)東海製薬　販)長堀薬品　販)日医工　販)日興製薬　販)日興製薬販売　販)日本新薬　販)ニプロ　販)マイラン製薬　販)丸石製薬　販)ヤクハン製薬　販)山善製薬

234 酸化マグネシウム マグミット錠３３０ｍｇ ３３０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2344009F2031 製)協和化学工業　販)健栄製薬　販)大成薬品工業　販)東海製薬　販)長堀薬品　販)日医工　販)日興製薬　販)日興製薬販売　販)日本新薬　販)ニプロ　販)マイラン製薬　販)丸石製薬　販)ヤクハン製薬　販)山善製薬

234 酸化マグネシウム マグミット錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2344009F4034 製)協和化学工業　販)健栄製薬　販)大成薬品工業　販)東海製薬　販)日医工　販)日興製薬販売　販)日本新薬　販)ニプロ　販)マイラン製薬　販)丸石製薬

234 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム マルファ配合内服液 １０ｍＬ 外 内服 後発 流通 2349100X1247 製)東洋製薬化成　販)小野薬品工業

235 ルビプロストン アミティーザカプセル２４μｇ ２４μｇ１カプセル 外 内服 流通 2359006M1025 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン

235 カルメロースナトリウム カルメロースナトリウム １ｇ 両 局方 内服 流通 2359001X2017

235 エロビキシバット水和物 グーフィス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2359008F1025 製)ＥＡファーマ　販)持田製薬

235 グリセリン グリセリン １０ｍＬ 両 局方 外用 流通 2357700X1019

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

235 グリセリン グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ５０％４０ｍＬ１個 外 外用 流通 2357701K4112 製)健栄製薬

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

235 グリセリン グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ５０％９０ｍＬ１個 外 外用 流通 2357701Y1043 製)健栄製薬

235 グリセリン グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０ｍＬ ５０％１２０ｍＬ１個 外 外用 流通 2357701K8185 製)ムネ製薬　販)丸石製薬

235 グリセリン グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍＬ ５０％３０ｍＬ１個 外 外用 流通 2357701K3132 製)ムネ製薬　販)丸石製薬

235 グリセリン グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍＬ ５０％６０ｍＬ１個 外 外用 流通 2357701K6220 製)ムネ製薬　販)丸石製薬
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235 グリセリン グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ ５０％１２０ｍＬ１個 両 外用 流通 2357701K8045 製)帝國製薬　販)テイコクメディックス　販)日医工

235 グリセリン グリセリン浣腸「オヲタ」６０ ５０％６０ｍＬ１個 両 外用 流通 2357701K6050 製)帝國製薬　販)テイコクメディックス　販)日医工

235 グリセリン グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ ５０％３０ｍＬ１個 両 外用 流通 2357701K3043 製)帝國製薬　販)テイコクメディックス　販)日医工

235 ナルデメジントシル酸塩 スインプロイク錠０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１錠 両 内服 流通 2359007F1020 製)塩野義製薬

235 ピコスルファートナトリウム水和物 スナイリンドライシロップ１％ １％１ｇ 外 内服 後発 流通 2359005R1109 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン

235 ビサコジル テレミンソフト坐薬１０ｍｇ １０ｍｇ１個 両 外用 流通 2359700J2106 製)ＥＡファーマ　販)サンド

235 ビサコジル テレミンソフト坐薬２ｍｇ ２ｍｇ１個 両 外用 流通 2359700J1088 製)ＥＡファーマ　販)サンド

235 ピコスルファートナトリウム水和物 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」 ２．５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2359005F1226 製)日医工

235 ピコスルファートナトリウム水和物 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」 ０．７５％１ｍＬ 両 内服 後発 流通 2359005S1283 製)日医工

235 ヒマシ油 ヒマシ油「ニッコー」 １０ｍＬ 両 内服 流通 2356001X1248 製)日興製薬　販)日興製薬販売

235 センノシド プルゼニド錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 両 内服 流通 2354003F2316 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

235 マクロゴール４０００・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム モビコール配合内用剤ＬＤ ６．８５２３ｇ１包 両 内服 流通 2359110B1037 製)ＥＡファーマ　販)持田製薬

235 ピコスルファートナトリウム水和物 ラキソベロン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2359005F1218 製)帝人ファーマ

235 ピコスルファートナトリウム水和物 ラキソベロン内用液０．７５％ ０．７５％１ｍＬ 外 内服 流通 2359005S1240 製)帝人ファーマ

235 硫酸マグネシウム水和物 硫酸マグネシウム＊（山善） １０ｇ 外 内服 流通 2355002X1091 製)山善製薬　販)日興製薬販売

236 ウルソデオキシコール酸 ウルソ顆粒５％ ５％１ｇ 両 内服 流通 2362001D1060 製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ

236 ウルソデオキシコール酸 ウルソ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 2362001F2149 製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ

236 ウルソデオキシコール酸 ウルソ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2362001F1088 製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ

236 ケノデオキシコール酸 チノカプセル１２５ １２５ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 2362003M2031 製)藤本製薬

239 アコチアミド塩酸塩水和物 アコファイド錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 2399015F1020 製)ゼリア新薬工業　販)アステラス製薬

239 メサラジン アサコール錠４００ｍｇ ４００ｍｇ１錠 外 内服 流通 2399009F3028 製)ゼリア新薬工業　販)協和キリン

239 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 外用 流通 2399713E1066 製)日本新薬

239 デキサメタゾン アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ ０．１％１ｇ 両 外用 流通 2399706M1087 製)あゆみ製薬　販)昭和薬品化工

239 トリアムシノロンアセトニド アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ ２５μｇ１錠 両 外用 流通 2399707D1030 製)帝人ファーマ

239 アプレピタント イメンドカプセル１２５ｍｇ １２５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 2391008M2028 製)小野薬品工業

239 アプレピタント イメンドカプセル８０ｍｇ ８０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 2391008M1021 製)小野薬品工業

239 アプレピタント イメンドカプセルセット １セット 外 内服 流通 2391008M3024 製)小野薬品工業

239 ラモセトロン塩酸塩 イリボー錠２．５μｇ ２．５μｇ１錠 両 内服 流通 劇 2399014F1026 製)アステラス製薬

239 ラモセトロン塩酸塩 イリボー錠５μｇ ５μｇ１錠 両 内服 流通 劇 2399014F2022 製)アステラス製薬

239 ドミフェン臭化物 オラドールトローチ０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 両 外用 流通 2399712E1053 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)ノバルティスファーマ

239 トリアムシノロンアセトニド オルテクサー口腔用軟膏０．１％ ０．１％１ｇ 両 外用 後発 流通 2399707M1057 製)ビーブランド・メディコーデンタル　販)日本ジェネリック

239 グラニセトロン塩酸塩 カイトリル細粒０．４％ ２ｍｇ１包 外 内服 流通 劇 2391002C1037 製)太陽ファルマ　販)中外製薬
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239 グラニセトロン塩酸塩 カイトリル錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2391002F1025 製)太陽ファルマ　販)中外製薬　販)日本ロシュ

239 モサプリドクエン酸塩水和物 ガスモチン散１％ １％１ｇ 両 内服 流通 2399010B1034 製)大日本住友製薬

239 モサプリドクエン酸塩水和物 ガスモチン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2399010F2024 製)大日本住友製薬

239 ポリカルボフィルカルシウム コロネル細粒８３．３％ ８３．３％１ｇ 両 内服 流通 2399011C1042 製)アステラス製薬

239 ポリカルボフィルカルシウム コロネル錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 両 内服 流通 2399011F1022 製)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

239 ピロカルピン塩酸塩 サラジェン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 2399013F1021 製)キッセイ薬品工業

239 リン酸二カリウム・無機塩類配合剤 サリベートエアゾール ５０ｇ１個 外 外用 流通 2399801E1037 製)帝人ファーマ

239 トリメブチンマレイン酸塩 セレキノン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 2399006F1331 製)田辺三菱製薬

239 ブデソニド ゼンタコートカプセル３ｍｇ ３ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 2399016M1024 製)ゼリア新薬工業

239 ドンペリドン ナウゼリンＯＤ錠１０ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2399005F4026 製)協和キリン

239 ドンペリドン ナウゼリン坐剤１０ １０ｍｇ１個 両 外用 流通 2399714J1026 製)協和キリン

239 ドンペリドン ナウゼリン坐剤３０ ３０ｍｇ１個 両 外用 流通 2399714J2022 製)協和キリン

239 ドンペリドン ナウゼリン錠１０ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2399005F2023 製)協和キリン　販)協和発酵キリン

239 ドンペリドン ナウゼリンドライシロップ１％ １％１ｇ 両 内服 流通 2399005R1163 製)協和キリン

239 複方ヨード・グリセリン 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 外 局方 外用 流通 2399700X1019

239 メトクロプラミド プリンペラン錠５ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2399004F1200 製)日医工　販)アステラス製薬

239 メサラジン ペンタサ顆粒９４％ ９４％１ｇ 両,外 内服 流通 2399009D2020 製)杏林製薬

239 メサラジン ペンタサ坐剤１ｇ １ｇ１個 両 外用 流通 2399715J1020 製)杏林製薬

239 メサラジン ペンタサ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2399009F1149 製)杏林製薬

239 メサラジン ペンタサ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 外 内服 流通 2399009F2030 製)杏林製薬

239 メサラジン ペンタサ注腸１ｇ １ｇ１個 両 外用 流通 2399715X1023 製)杏林製薬　販)日清キョーリン製薬

239 メサラジン メサラジン顆粒５０％「ＡＫＰ」 ５０％１ｇ 外 内服 後発 流通 2399009D1024 製)小林化工　販)武田薬品工業　販)和薬

239 メサラジン メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫＰ」 ２５０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2399009F1033 製)小林化工　販)武田薬品工業　販)和薬

239 メサラジン メサラジン錠２５０ｍｇ「サワイ」 ２５０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2399009F1106 製)日本薬品工業　販)沢井製薬

239 メサラジン メサラジン錠５００ｍｇ「ＡＫＰ」 ５００ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2399009F2048 製)小林化工　販)武田薬品工業

239 メサラジン メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」 ５００ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2399009F2072 製)日本薬品工業　販)沢井製薬

239 メサラジン メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 ２５０ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 2399009F1165 製)日本ジェネリック

239 メサラジン メサラジン徐放錠５００ｍｇ「ＪＧ」 ５００ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 2399009F2153 製)日本ジェネリック

239 モサプリドクエン酸塩水和物 モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 １％１ｇ 両 内服 後発 流通 2399010B1050 製)日医工

239 モサプリドクエン酸塩水和物 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 2399010F2245 製)日医工

239 メサラジン リアルダ錠１２００ｍｇ １２００ｍｇ１錠 両 内服 流通 2399009F4024 製)持田製薬

239 ブデソニド レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 ４８ｍｇ３０．８ｇ１瓶 両 外用 流通 2399716K1020 製)ＥＡファーマ　販)キッセイ薬品工業
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241 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 ５０００単位１管 両 注射　自注 流通 2413402X4110 製)持田製薬

241 ソマトロピン（遺伝子組換え） グロウジェクトＢＣ注射用８ｍｇ ８ｍｇ１筒（溶解液付） 外 注射　自注 流通 2412402L2038 製)ＪＣＲファーマ　販)大日本住友製薬

241 ソマトロピン（遺伝子組換え） グロウジェクト皮下注１２ｍｇ １２ｍｇ１筒 両 注射　自注 流通 2412402A5036 製)ＪＣＲファーマ

241 ソマトロピン（遺伝子組換え） グロウジェクト皮下注６ｍｇ ６ｍｇ１筒 両 注射　自注 流通 2412402A6024 製)ＪＣＲファーマ

241 ソマトロピン（遺伝子組換え） ジェノトロピンＴＣ注用１２ｍｇ １２ｍｇ１筒（溶解液付） 両 注射　自注 流通 2412402L4057 製)ファイザー　販)ファイザー製薬

241 ソマトロピン（遺伝子組換え） ジェノトロピンＴＣ注用５．３ｍｇ ５．３３ｍｇ１筒（溶解液付） 外 注射　自注 流通 2412402D9038 製)ファイザー　販)ファイザー製薬

241 ソマトロピン（遺伝子組換え） ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ １２ｍｇ１キット 両 注射　自注 流通 2412402P5020 製)ファイザー　販)ファイザー製薬

241 ソマトロピン（遺伝子組換え） ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ ５．３３ｍｇ１キット 両 注射　自注 流通 2412402P4024 製)ファイザー　販)ファイザー製薬

241 デスモプレシン酢酸塩水和物 デスモプレシン・スプレー１０協和 ５００μｇ１瓶 外 外用 流通 劇 2419700R2029 製)フェリング・ファーマ　販)キッセイ薬品工業　販)協和キリン

241 デスモプレシン酢酸塩水和物 デスモプレシン・スプレー２．５協和 １２５μｇ１瓶 両 外用 流通 劇 2419700R1022 製)フェリング・ファーマ　販)キッセイ薬品工業　販)協和キリン

241 デスモプレシン酢酸塩水和物 デスモプレシン点鼻液０．０１％協和 ２５０μｇ１瓶 両 外用 流通 劇 2419700Q1035 製)フェリング・ファーマ　販)キッセイ薬品工業　販)協和キリン

241 ソマトロピン（遺伝子組換え） ノルディトロピン フレックスプロ注１０ｍｇ １０ｍｇ１キット 両 注射　自注 流通 2412402P7023 製)ノボノルディスクファーマ

241 ソマトロピン（遺伝子組換え） ノルディトロピン フレックスプロ注５ｍｇ ５ｍｇ１キット 両 注射　自注 流通 2412402P6027 製)ノボノルディスクファーマ

241 ソマトロピン（遺伝子組換え） ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ １２ｍｇ１筒（溶解液付） 両 注射　自注 流通 2412402L4049 製)日本イーライリリー

241 デスモプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ １２０μｇ１錠 両 内服 流通 劇 2419001F1023 製)フェリング・ファーマ　販)キッセイ薬品工業　販)協和キリン

241 デスモプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルトＯＤ錠２４０μｇ ２４０μｇ１錠 外 内服 流通 劇 2419001F2020 製)フェリング・ファーマ　販)キッセイ薬品工業　販)協和キリン

241 デスモプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ ６０μｇ１錠 両 内服 流通 劇 2419001F3026 製)フェリング・ファーマ　販)キッセイ薬品工業　販)協和キリン

243 プロピルチオウラシル チウラジール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2432002F1054 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬

243 レボチロキシンナトリウム水和物 チラーヂンＳ散０．０１％ ０．０１％１ｇ 両 内服 流通 劇 2431004B1038 製)あすか製薬　販)武田薬品工業

243 レボチロキシンナトリウム水和物 チラーヂンＳ錠２５μｇ ２５μｇ１錠 両 内服 流通 劇 2431004F2052 製)あすか製薬　販)武田薬品工業

243 レボチロキシンナトリウム水和物 チラーヂンＳ錠５０μｇ ５０μｇ１錠 両 内服 流通 劇 2431004F1056 製)あすか製薬　販)武田薬品工業

243 チアマゾール メルカゾール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2432001F1033 製)あすか製薬　販)武田薬品工業　販)中外製薬

244 メテノロン酢酸エステル プリモボラン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2449003F1021 製)バイエル薬品　販)日本シエーリング

245 ヒドロコルチゾン コートリル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2452002F1030 製)ファイザー

245 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム ステロネマ注腸３ｍｇ ３．９５ｍｇ１個 両 外用 後発 流通 2454701X1033 製)日医工

245 ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 セレスタミン配合錠 １錠 両 内服 流通 2459100F1162 製)高田製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ

245 ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 セレスタミン配合シロップ １ｍＬ 両 内服 流通 2459100Q1031 製)高田製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ

245 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 2452400D1084 製)ファイザー

245 デキサメタゾン デカドロンエリキシル０．０１％ ０．０１％１ｍＬ 両 内服 流通 2454002S1122 製)日医工　販)ＭＳＤ

245 デキサメタゾン デカドロン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2454002F1183 製)日医工　販)ＭＳＤ

245 デキサメタゾン デカドロン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 両 内服 流通 2454002F3020 製)日医工

245 プレドニゾロン プレドニゾロン散「タケダ」１％ １％１ｇ 両 内服 流通 2456002B1062 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業
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245 プレドニゾロン プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） １ｍｇ１錠 両 内服 流通 2456001F2023 製)旭化成ファーマ

245 プレドニゾロン プレドニン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2456001F1310 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

245 フルドロコルチゾン酢酸エステル フロリネフ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2452003F1035 製)アスペンジャパン　販)ブリストル・マイヤーズスクイブ

245 アドレナリン ボスミン外用液０．１％ ０．１％１ｍＬ 両 外用 流通 2451700Q1032 製)第一三共

245 メチルプレドニゾロン メドロール錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 両 内服 流通 2456003F2030 製)ファイザー

245 ベタメタゾン リンデロン坐剤０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１個 両 外用 流通 2454700J1028 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

245 ベタメタゾン リンデロン坐剤１．０ｍｇ １ｍｇ１個 両 外用 流通 2454700J2024 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

245 ベタメタゾン リンデロン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2454004F2090 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

245 ベタメタゾン リンデロンシロップ０．０１％ ０．０１％１ｍＬ 両 内服 流通 2454004Q1078 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

247 エストラジオール エストラーナテープ０．０９ｍｇ （０．０９ｍｇ）１．１２５平方ｃｍ１枚 外 外用 流通 2473700S5024 製)久光製薬

247 エストラジオール エストラーナテープ０．１８ｍｇ （０．１８ｍｇ）２．２５平方ｃｍ１枚 外 外用 流通 2473700S6020 製)久光製薬

247 エストラジオール エストラーナテープ０．３６ｍｇ （０．３６ｍｇ）４．５平方ｃｍ１枚 外 外用 流通 2473700S7027 製)久光製薬

247 エストラジオール エストラーナテープ０．７２ｍｇ （０．７２ｍｇ）９平方ｃｍ１枚 両 外用 流通 2473700S2076 製)久光製薬

247 エストリオール エストリール錠１ｍｇ＊（持田） １ｍｇ１錠 外 内服 流通 2475001F3033 製)持田製薬

247 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ヒスロン錠５ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2478002F2033 製)協和キリン　販)協和発酵キリン

247 結合型エストロゲン プレマリン錠０．６２５ｍｇ ０．６２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2479004F1033 製)ファイザー　販)旭化成ファーマ　販)武田薬品工業

247 クロルマジノン酢酸エステル プロスタール錠２５ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2478001F2179 製)あすか製薬　販)住友製薬　販)大日本住友製薬　販)武田薬品工業

247 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル プロベラ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2478002F1070 製)ファイザー

248 ノルゲストレル・エチニルエストラジオール プラノバール配合錠 １錠 両 内服 流通 2482005F1041 製)あすか製薬　販)武田薬品工業

249 オクトレオチド酢酸塩 オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 １００μｇ１ｍＬ１管 両 注射　自注 後発 流通 劇 2499403A2068 製)サンド

249 オクトレオチド酢酸塩 オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ「サンド」 ５０μｇ１ｍＬ１管 両 注射　自注 後発 流通 劇 2499403A1061 製)サンド

249 クロミフェンクエン酸塩 クロミッド錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 2499009F1080 製)富士製薬工業　販)塩野義製薬

249 オクトレオチド酢酸塩 サンドスタチン皮下注用１００μｇ １００μｇ１ｍＬ１管 両 注射　自注 流通 劇 2499403A2033 製)ノバルティスファーマ

249 ブセレリン酢酸塩 スプレキュア点鼻液０．１５％ １５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶 外 外用 流通 2499701R1052 製)サノフィ　販)持田製薬

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

249 インスリン　ヒト（遺伝子組換え） ノボリンＮ注フレックスペン ３００単位１キット 外 注射　自注 流通 劇 2492413G1059 製)ノボノルディスクファーマ

249 インスリン　ヒト（遺伝子組換え） ノボリンＲ注１００単位／ｍＬ １００単位１ｍＬバイアル 両 注射　自注 流通 劇 2492403A4043 製)ノボノルディスクファーマ

249 インスリン　ヒト（遺伝子組換え） ノボリンＲ注フレックスペン ３００単位１キット 外 注射　自注 流通 劇 2492413G8053 製)ノボノルディスクファーマ

249 ゲメプロスト プレグランディン腟坐剤１ｍｇ １ｍｇ１個 両 外用 流通 劇 2499700H1036 製)小野薬品工業

249 ジノプロストン プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」 ０．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 2499005F1030 製)科研製薬　販)富士製薬工業

249 インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） ランタスＸＲ注ソロスター ４５０単位１キット 両 注射　自注 流通 劇 2492416G3020 製)サノフィ

249 インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） ランタス注ソロスター ３００単位１キット 両 注射　自注 流通 劇 2492416G2024 製)サノフィ

25／47



無断転用禁止 宮城県立こども病院採用医薬品一覧 2021年5月版

249 インスリン　デテミル（遺伝子組換え） レベミル注フレックスペン ３００単位１キット 外 注射　自注 流通 劇 2492417G1030 製)ノボノルディスクファーマ

249 インスリン　デテミル（遺伝子組換え） レベミル注ペンフィル ３００単位１筒 外 注射　自注 流通 劇 2492417A1038 製)ノボノルディスクファーマ

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

252 エストリオール エストリール腟錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 外 外用 流通 2529701H1058 製)持田製薬

252 クロトリマゾール エンペシド腟錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 外用 流通 2529702H1079 製)バイエル薬品

252 オキシコナゾール硝酸塩 オキナゾール腟錠６００ｍｇ ６００ｍｇ１錠 両 外用 流通 2529709H2042 製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ

252 クロラムフェニコール クロマイ腟錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 外用 流通 2521701H1050 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共

252 メトロニダゾール フラジール腟錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 両 外用 流通 2529707H1063 製)富士製薬工業　販)塩野義製薬

252 エストリオール ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 両 外用 流通 2529701H2046 製)あすか製薬　販)武田薬品工業

253 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍｇ「あすか」 ０．１２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 2531002F1249 製)あすか製薬　販)武田薬品工業

255 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 強力ポステリザン（軟膏） １ｇ 両 外用 流通 2559808M1020 製)マルホ

255 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン ネリプロクト坐剤 １個 外 外用 流通 劇 2559814J1020 製)レオファーマ　販)インテンディス　販)ＬＴＬファーマ　販)日本シエーリング　販)バイエル薬品

255 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン ネリプロクト軟膏 １ｇ 両 外用 流通 劇 2559814M1026 製)レオファーマ　販)インテンディス　販)ＬＴＬファーマ　販)日本シエーリング　販)バイエル薬品

255 ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 プロクトセディル軟膏 １ｇ 外 外用 流通 2559806M1021 製)ＥＡファーマ　販)サノフィ

255 トリベノシド・リドカイン ボラザＧ坐剤 １個 両 外用 流通 2559813J1033 製)天藤製薬　販)武田薬品工業

255 トリベノシド・リドカイン ボラザＧ軟膏 １ｇ 両 外用 流通 2559813M1021 製)天藤製薬　販)武田薬品工業

259 リトドリン塩酸塩 ウテメリン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2590004F1192 製)キッセイ薬品工業

259 イミダフェナシン ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 外 内服 流通 2590013F2023 製)杏林製薬

259 イミダフェナシン ウリトス錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 外 内服 流通 2590013F1027 製)杏林製薬

259 トルテロジン酒石酸塩 デトルシトールカプセル２ｍｇ ２ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 2590012M1021 製)ファイザー

259 フェソテロジンフマル酸塩 トビエース錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 両 内服 流通 2590015G1021 製)ファイザー　販)ファイザー製薬

259 フェソテロジンフマル酸塩 トビエース錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 外 内服 流通 2590015G2028 製)ファイザー　販)ファイザー製薬

259 オキシブチニン塩酸塩 ネオキシテープ７３．５ｍｇ ７３．５ｍｇ１枚 両 外用 流通 2590700S1025 製)久光製薬　販)旭化成ファーマ

259 プロピベリン塩酸塩 バップフォー細粒２％ ２％１ｇ 両 内服 流通 2590007C1025 製)大鵬薬品工業　販)ユーシービージャパン

259 プロピベリン塩酸塩 バップフォー錠１０ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2590007F1021 製)大鵬薬品工業　販)ユーシービージャパン

259 ナフトピジル フリバス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2590009F1039 製)旭化成ファーマ

259 ビベグロン ベオーバ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 2590017F1025 製)杏林製薬　販)キッセイ薬品工業

259 コハク酸ソリフェナシン ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 2590011F3020 製)アステラス製薬

259 コハク酸ソリフェナシン ベシケア錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2590011F1028 製)アステラス製薬

259 オキシブチニン塩酸塩 ポラキス錠２ ２ｍｇ１錠 両 内服 流通 2590005F1022 製)クリニジェン　販)サノフィ　販)サノフィ・アベンティス

261 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％ヒビテン液 ５％１０ｍＬ 両 外用 流通 2619702Q3135 製)大日本住友製薬　販)住友製薬

261 アクリノール水和物 アクリノール水和物 １ｇ 両 局方 外用 流通 2619714X1016
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261 ポビドンヨード イソジン液１０％ １０％１０ｍＬ 外 外用 流通 2612701Q3318 製)ムンディファーマ　販)塩野義製薬　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

261 ポビドンヨード イソジンゲル１０％ １０％１０ｇ 外 外用 流通 2612701Q2109 製)ムンディファーマ　販)塩野義製薬　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

261 ポビドンヨード イソジンスクラブ液７．５％ ７．５％１０ｍＬ 外 外用 流通 2612701Q1102 製)ムンディファーマ　販)塩野義製薬　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

261 イソプロパノール イソプロパノール消毒液７０％「シオエ」 ７０％１０ｍＬ 外 外用 流通 2615701Q2380 製)シオエ製薬　販)日本新薬

261 クロルヘキシジングルコン酸塩 ウエルアップハンドローション１％ １％１０ｍＬ 両 外用 流通 261970BQ5049 製)丸石製薬

261 フェノール 液状フェノール「ニッコー」 １０ｍＬ 両 外用 流通 劇 2619705X1238 製)日興製薬　販)エビス製薬　販)日興製薬販売　販)丸石製薬

261 オキシドール オキシドール「ヨシダ」 １０ｍＬ 両 外用 流通 2614700X1379 製)吉田製薬

261 ベンザルコニウム塩化物 ザルコニン液０．０２５ ０．０２５％１０ｍＬ 両 外用 流通 2616700Q4033 製)健栄製薬

261 ポビドンヨード 産婦人科用イソジンクリーム５％ ５％１０ｇ 両 外用 流通 2612701N1033 製)ムンディファーマ　販)塩野義製薬　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

261 エタノール 消毒用エタノール １０ｍＬ 外 局方 外用 流通 2615703X1019

261 クロルヘキシジングルコン酸塩 ステリクロンＷ液０．０２ ０．０２％１０ｍＬ 外 外用 後発 流通 2619702Q8021 製)健栄製薬

261 クロルヘキシジングルコン酸塩 ステリクロンＷ液０．０５ ０．０５％１０ｍＬ 両 外用 後発 流通 2619702X2028 製)健栄製薬

261 クロルヘキシジングルコン酸塩 ステリクロンＷエタノール液０．５ ０．５％１０ｍＬ 外 外用 後発 流通 2619702Q1035 製)健栄製薬

261 チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 １０ｍＬ 外 外用 後発 流通 2619819X1106 製)吉田製薬

261 クロルヘキシジングルコン酸塩 ヒビテン・グルコネート液２０％ ２０％１０ｍＬ 両 外用 流通 2619713Q1181 製)大日本住友製薬

261 ポビドンヨード ポビドンヨードゲル１０％「明治」 １０％１０ｇ 両 外用 後発 流通 2612701Q2133 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

261 ポビドンヨード ポピヨード液１０％ １０％１０ｍＬ 両 外用 後発 流通 2612701Q3270 製)ヤクハン製薬　販)安藤製薬　販)長堀薬品　販)日医工

261 無水エタノール 無水エタノール「マルイシ」 １０ｍＬ 両 外用 流通 2615704X1234 製)丸石製薬　販)健栄製薬　販)ニプロ

263 ナジフロキサシン アクアチムクリーム１％ １％１ｇ 両 外用 流通 2639700N1032 製)大塚製薬

263 ナジフロキサシン アクアチムローション１％ １％１ｍＬ 両 外用 流通 2639700Q1055 製)大塚製薬

263 テトラサイクリン塩酸塩 アクロマイシン軟膏３％ ３０ｍｇ１ｇ 両 外用 流通 2634704M1047 製)サンファーマ

263 クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤 クロマイ－Ｐ軟膏 １ｇ 両 外用 流通 2639802M1026 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共

263 クロラムフェニコール クロロマイセチン局所用液５％ ５０ｍｇ１ｍＬ 両 外用 流通 2634706Q1030 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共

263 スルファジアジン銀 ゲーベンクリーム１％ １％１ｇ 両 外用 流通 2633705N1031 製)田辺三菱製薬

263 ゲンタマイシン硫酸塩 ゲンタシン軟膏０．１％ １ｍｇ１ｇ 両 外用 流通 2634710M1077 製)高田製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ

263 フラジオマイシン硫酸塩 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ （１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃｍ１枚 両 外用 流通 2634711S1046 製)テイカ製薬　販)サノフィ

263 フラジオマイシン硫酸塩 ソフラチュール貼付剤３０ｃｍ （３２．４ｍｇ）１０ｃｍ×３０ｃｍ１枚 両 外用 流通 2634711S2034 製)テイカ製薬　販)サノフィ

263 クリンダマイシンリン酸エステル ダラシンＴゲル１％ １％１ｇ 両 外用 流通 2634713M1020 製)佐藤製薬

263 オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンＢ硫酸塩 テラマイシン軟膏（ポリミキシンＢ含有） １ｇ 両 外用 流通 2639804M1025 製)陽進堂　販)ファイザー

263 バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩 バラマイシン軟膏 （ＢＴＲＣ２５０単位ＦＲＭ２ｍｇ）１ｇ 両 外用 流通 2639805M1020 製)東洋製薬化成　販)小野薬品工業

264 パップ剤 ＭＳ温シップ「タイホウ」 １０ｇ 両 外用 後発 流通 2649843S1039 製)岡山大鵬薬品　販)大鵬薬品工業　販)帝國製薬　販)テイコクメディックス　販)日医工　販)日本化薬　販)三笠製薬

264 パップ剤 ＭＳ冷シップ「タイホウ」 １０ｇ 両 外用 後発 流通 2649895S1028 製)岡山大鵬薬品　販)大鵬薬品工業　販)テイカ製薬　販)テイコクメディックス　販)日医工　販)久光製薬　販)三笠製薬
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264 亜鉛華 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 １０ｇ 両 外用 後発 流通 2649710M2050 製)日興製薬　販)エビス製薬　販)健栄製薬　販)日興製薬販売　販)丸石製薬

264 亜鉛華 亜鉛華軟膏「ニッコー」 １０ｇ 外 外用 流通 2649704M1171 製)日興製薬　販)エビス製薬　販)日興製薬販売　販)丸石製薬

264 ジメチルイソプロピルアズレン アズノール軟膏０．０３３％ ０．０３３％１０ｇ 両 外用 流通 2649716M1042 製)日本新薬

264 フルルビプロフェン アドフィードパップ４０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 外 外用 流通 2649732S1130 製)リードケミカル　販)科研製薬

264 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル アルメタ軟膏 ０．１％１ｇ 両 外用 流通 2646727M1022 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

264 インドメタシン イドメシンコーワパップ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 両 外用 流通 2649719S1193 製)興和

264 インドメタシン インテバン外用液１％ １％１ｍＬ 外 外用 流通 2649719Q2087 製)帝國製薬　販)大日本住友製薬

264 インドメタシン インテバンクリーム１％ １％１ｇ 外 外用 流通 2649719N1106 製)帝國製薬　販)大日本住友製薬

264 インドメタシン インドメタシンパップ７０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 外 外用 後発 流通 2649719S1304 製)陽進堂

264 混合死菌製剤 エキザルベ １ｇ 両 外用 流通 2649852M1020 製)マルホ

264 ヒドロコルチゾン・クロタミトン オイラックスＨクリーム １ｇ 両 外用 流通 2649800N1029 製)日新製薬　販)ノバルティスファーマ

264 クロタミトン オイラックスクリーム１０％ １０％１０ｇ 両 外用 流通 2649722N1027 製)日新製薬　販)ノバルティスファーマ

264 カラミン カラミンローション＊（丸石） １０ｍＬ 外 外用 流通 2649855Q1026 製)丸石製薬

264 ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 １ｇ 両 外用 流通 2649866M1022 製)興和　販)興和新薬

264 クロベタゾン酪酸エステル キンダベート軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ 両 外用 流通 2646722M1100 製)グラクソ・スミスクライン

264 ビタミンＡ油 ザーネ軟膏０．５％ ５０００単位１ｇ 外 外用 流通 2649724M1039 製)サンノーバ　販)エーザイ

264 ベンダザック ジルダザック軟膏３％ ３％１ｇ 両 外用 流通 2649726M1046 製)佐藤製薬　販)中外製薬

264 イブプロフェンピコノール スタデルムクリーム５％ ５％１ｇ 外 外用 流通 2649728N1075 製)鳥居薬品

264 イブプロフェンピコノール スタデルム軟膏５％ ５％１ｇ 外 外用 流通 2649728M1070 製)鳥居薬品

264 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル スピラゾン軟膏０．３％ ０．３％１ｇ 外 外用 後発 流通 2646720M1071 製)岩城製薬

264 スプロフェン スレンダム軟膏１％ １％１ｇ 外 外用 流通 2649733M1070 製)サンファーマ

264 ケトプロフェン セクターローション３％ ３％１ｍＬ 両 外用 流通 2649729Q2030 製)久光製薬

264 フェルビナク セルタッチテープ７０ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 外 外用 流通 2649731S1232 製)帝國製薬　販)武田薬品工業　販)ファイザー

264 フェルビナク セルタッチパップ７０ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 両 外用 流通 2649731S1143 製)帝國製薬　販)武田薬品工業　販)ファイザー

264 グリチルレチン酸 デルマクリンＡ軟膏１％ １％１ｇ 両 外用 流通 2649720M1049 製)摩耶堂製薬　販)ミノファーゲン製薬　販)ミヤリサン製薬

264 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 デルモゾールＧ軟膏 １ｇ 外 外用 流通 2647709M1064 製)岩城製薬　販)日本ジェネリック

264 クロベタゾールプロピオン酸エステル デルモベートスカルプローション０．０５％ ０．０５％１ｇ 外 外用 流通 劇 2646713Q1081 製)グラクソ・スミスクライン

264 クロベタゾールプロピオン酸エステル デルモベート軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ 両 外用 流通 劇 2646713M1136 製)グラクソ・スミスクライン

264 フルオシノニド トプシムクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ 外 外用 流通 劇 2646708N1246 製)田辺三菱製薬

264 フルオシノニド トプシムローション０．０５％ ０．０５％１ｇ 外 外用 流通 劇 2646708Q1030 製)田辺三菱製薬

264 フルドロキシコルチド ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ （０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ 両 外用 流通 2646711S2051 製)大日本住友製薬　販)帝國製薬

264 ジクロフェナクナトリウム ナボールテープ１５ｍｇ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 両 外用 流通 2649734S1066 製)久光製薬
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264 ジフルコルトロン吉草酸エステル ネリゾナソリューション０．１％ ０．１％１ｍＬ 外 外用 流通 劇 2646700Q1050 製)レオファーマ　販)インテンディス　販)ＬＴＬファーマ　販)バイエル薬品

264 ジフルコルトロン吉草酸エステル ネリゾナ軟膏０．１％ ０．１％１ｇ 両 外用 流通 劇 2646700M1163 製)レオファーマ　販)インテンディス　販)ＬＴＬファーマ　販)バイエル薬品

264 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン パンデル軟膏０．１％ ０．１％１ｇ 外 外用 流通 2646721M1068 製)大正製薬　販)大正富山医薬品

264 フェノール・亜鉛華リニメント フェノール・亜鉛華リニメント １０ｇ 両 局方 外用 流通 2649804X1010

264 モメタゾンフランカルボン酸エステル フルメタローション ０．１％１ｇ 両 外用 流通 劇 2646731Q1020 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

264 ベタメタゾン吉草酸エステル ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％「トーワ」 ０．１２％１ｇ 両 外用 後発 流通 2646701M2199 製)東和薬品

264 ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩 ベトネベートＮ軟膏 １ｇ 外 外用 流通 2647708M1027 製)グラクソ・スミスクライン　販)第一三共　販)第一製薬

264 ジクロフェナクナトリウム ボルタレンゲル１％ １％１ｇ 両 外用 流通 2649734Q1069 製)同仁医薬化工　販)ノバルティスファーマ

264 ジクロフェナクナトリウム ボルタレンテープ１５ｍｇ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 外 外用 流通 2649734S1074 製)同仁医薬化工　販)ノバルティスファーマ

264 ジクロフェナクナトリウム ボルタレンローション１％ １％１ｇ 両 外用 流通 2649734Q2022 製)同仁医薬化工　販)ノバルティスファーマ

264 ジフルプレドナート マイザー軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ 両 外用 流通 2646725M1201 製)田辺三菱製薬

264 ケトプロフェン モーラステープＬ４０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 外 外用 流通 2649729S3084 製)久光製薬　販)祐徳薬品工業

264 トコフェロール・ビタミンＡ油 ユベラ軟膏 １ｇ 両 外用 流通 2649805M1026 製)サンノーバ　販)エーザイ

264 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル リドメックスコーワクリーム０．３％ ０．３％１ｇ 外 外用 流通 2646720N1093 製)興和

264 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル リドメックスコーワ軟膏０．３％ ０．３％１ｇ 両 外用 流通 2646720M1080 製)興和

264 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル リドメックスコーワローション０．３％ ０．３％１ｇ 両 外用 流通 2646720Q1065 製)興和

264 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ １ｇ 両 外用 流通 2647709N1060 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

264 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ １ｇ 両 外用 流通 2647709M1102 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

264 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 リンデロン－ＶＧローション １ｍＬ 両 外用 流通 2647709Q1040 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

264 ベタメタゾン吉草酸エステル リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ ０．１２％１ｇ 外 外用 流通 2646701N2135 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

264 ベタメタゾン吉草酸エステル リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ ０．１２％１ｇ 外 外用 流通 2646701M2156 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

264 ベタメタゾン吉草酸エステル リンデロン－Ｖローション ０．１２％１ｍＬ 両 外用 流通 2646701Q1038 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

264 ジフェンヒドラミン レスタミンコーワクリーム１％ １％１０ｇ 両 外用 流通 2642702N1029 製)興和

264 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニンテープ１００ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 外 外用 流通 2649735S3020 製)リードケミカル　販)第一三共

264 ヒドロコルチゾン酪酸エステル ロコイドクリーム０．１％ ０．１％１ｇ 両 外用 流通 2646717N1083 製)鳥居薬品

264 ヒドロコルチゾン酪酸エステル ロコイド軟膏０．１％ ０．１％１ｇ 両 外用 流通 2646717M1096 製)鳥居薬品

265 サリチル酸 １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 １０％１０ｇ 両 外用 後発 流通 2652701M2021 製)東豊薬品　販)純生薬品工業　販)中北薬品　販)日医工　販)メルク製薬　販)模範薬品研究所　販)ヤクハン製薬　販)山善製薬　販)吉田製薬

265 サリチル酸 ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 ５％１０ｇ 外 外用 後発 流通 2652701M1025 製)東豊薬品　販)純生薬品工業　販)中北薬品　販)日医工　販)メルク製薬　販)模範薬品研究所　販)ヤクハン製薬　販)山善製薬　販)吉田製薬

265 ラノコナゾール アスタット外用液１％ １％１ｍＬ 外 外用 流通 2655710Q1036 製)マルホ

265 ラノコナゾール アスタットクリーム１％ １％１ｇ 両 外用 流通 2655710N1030 製)マルホ

265 ラノコナゾール アスタット軟膏１％ １％１ｇ 両 外用 流通 2655710M1034 製)マルホ

265 ケトコナゾール ニゾラールクリーム２％ ２％１ｇ 両 外用 流通 2655709N1053 製)ヤンセンファーマ

29／47



無断転用禁止 宮城県立こども病院採用医薬品一覧 2021年5月版

265 ブテナフィン塩酸塩 メンタックス外用液１％ １％１ｍＬ 外 外用 流通 2659708Q1062 製)科研製薬

265 ブテナフィン塩酸塩 メンタックスクリーム１％ １％１ｇ 外 外用 流通 2659708N1082 製)科研製薬

265 テルビナフィン塩酸塩 ラミシールクリーム１％ １％１ｇ 両 外用 流通 2659710N1152 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

266 イオウ・カンフルローション イオウ・カンフルローション １０ｍＬ 両 局方 外用 流通 2669700X1016

266 尿素 ウレパールクリーム１０％ １０％１ｇ 両 外用 流通 2669701N1044 製)大塚製薬工場　販)大塚製薬

266 サリチル酸 スピール膏Ｍ ２５平方ｃｍ１枚 両 外用 流通 2661701X1020 製)ニチバン

267 カルプロニウム塩化物水和物 フロジン外用液５％ ５％１ｍＬ 両 外用 後発 流通 2679701Q1055 製)ニプロファーマ　販)第一三共

269 ブクラデシンナトリウム アクトシン軟膏３％ ３％１ｇ 両 外用 流通 2699703M1039 製)ニプロファーマ　販)第一三共　販)マルホ

269 マキサカルシトール オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ ０．００２５％１ｇ 外 外用 流通 劇 2691702M1036 製)マルホ

269 メトキサレン オクソラレン軟膏０．３％ ０．３％１ｇ 外 外用 流通 2699701M1021 製)大正製薬　販)大正富山医薬品

269 デルゴシチニブ コレクチム軟膏０．５％ ０．５％１ｇ 外 外用 流通 2699714M1029 製)日本たばこ産業　販)鳥居薬品

269 アダパレン ディフェリンゲル０．１％ ０．１％１ｇ 外 外用 流通 劇 2699711Q1027 製)マルホ　販)塩野義製薬

269 カルシポトリオール ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ ０．００５％１ｇ 外 外用 流通 劇 2691701M1031 製)レオファーマ　販)鳥居薬品

269 トラフェルミン（遺伝子組換え） フィブラストスプレー２５０ ２５０μｇ１瓶（溶解液付） 両 外用 流通 2699710R1028 製)科研製薬

269 アルプロスタジル　アルファデクス プロスタンディン軟膏０．００３％ ０．００３％１ｇ 両 外用 流通 劇 2699705M1038 製)小野薬品工業

269 タクロリムス水和物 プロトピック軟膏０．０３％小児用 ０．０３％１ｇ 両 外用 流通 劇 2699709M2024 製)マルホ　販)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

269 タクロリムス水和物 プロトピック軟膏０．１％ ０．１％１ｇ 両 外用 流通 劇 2699709M1028 製)マルホ　販)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

269 過酸化ベンゾイル ベピオゲル２．５％ ２．５％１ｇ 両 外用 流通 2699712Q1021 製)マルホ

269 精製白糖・ポビドンヨード ユーパスタコーワ軟膏 １ｇ 両 外用 流通 2699801V1106 製)興和

269 ジアフェニルスルホン レクチゾール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 2699003F1024 製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ

271 リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩 オーラ注歯科用カートリッジ１．０ｍＬ １ｍＬ１管 両 外用　注射 後発 流通 劇 2710803U2032 製)昭和薬品化工

271 リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩 オーラ注歯科用カートリッジ１．０ｍＬ １ｍＬ１管 両 外用　注射 後発 流通 劇 2710803U2032 製)昭和薬品化工

271 リドカイン塩酸塩・アドレナリン 歯科用キシロカインカートリッジ １．８ｍＬ１管 両 外用　注射 流通 劇 2710806U1021 製)デンツプライシロナ

271 リドカイン塩酸塩・アドレナリン 歯科用キシロカインカートリッジ １．８ｍＬ１管 両 外用　注射 流通 劇 2710806U1021 製)デンツプライシロナ

271 プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン 歯科用シタネスト－オクタプレシンカートリッジ １．８ｍＬ１管 両 外用　注射 流通 劇 2710813U1030 製)デンツプライシロナ

271 プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン 歯科用シタネスト－オクタプレシンカートリッジ １．８ｍＬ１管 両 外用　注射 流通 劇 2710813U1030 製)デンツプライシロナ

279 ベンゼトニウム塩化物 ネオステリングリーンうがい液０．２％ １ｍＬ 両 外用 流通 2790820Q1040 製)日本歯科薬品

290 セファランチン セファランチン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 外 内服 流通 2900001F1029 製)メディサ新薬　販)化研生薬

290 セファランチン セファランチン末１％ １％１ｇ 両 内服 流通 2900001A2036 製)メディサ新薬　販)化研生薬

290 プロプラノロール塩酸塩 ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％ ０．３７５％１ｍＬ 両 内服 流通 劇 2900003Q1029 製)マルホ

311 アルファカルシドール アルファロールカプセル０．２５μｇ ０．２５μｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3112001M1046 製)中外製薬

311 アルファカルシドール アルファロールカプセル０．５μｇ ０．５μｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3112001M2069 製)中外製薬
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311 アルファカルシドール アルファロールカプセル１μｇ １μｇ１カプセル 外 内服 流通 劇 3112001M3065 製)中外製薬

311 アルファカルシドール アルファロール散１μｇ／ｇ １μｇ１ｇ 両 内服 流通 劇 3112001B4036 製)中外製薬

311 アルファカルシドール アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ ０．５μｇ１ｍＬ 両 内服 流通 劇 3112001S1045 製)中外製薬

311 エルデカルシトール エディロールカプセル０．５μｇ ０．５μｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3112006M1022 製)中外製薬　販)大正製薬　販)大正富山医薬品

311 エルデカルシトール エディロールカプセル０．７５μｇ ０．７５μｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3112006M2029 製)中外製薬　販)大正製薬　販)大正富山医薬品

311 カルシトリオール ロカルトロールカプセル０．２５ ０．２５μｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3112004M1023 製)中外製薬　販)杏林製薬　販)日本ロシュ

312 フルスルチアミン ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 3122007F2039 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

312 チアミンジスルフィド チアミンジスルフィド錠１０ｍｇ「ツルハラ」 １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 3122004F2132 製)鶴原製薬

312 ベンフォチアミン ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 3122008F1053 製)東和薬品

313 ニコチン酸アミド ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 １０％１ｇ 両 内服 流通 3132002B1034 製)ゾンネボード製薬　販)鳥居薬品

313 リボフラビン酪酸エステル ハイボン細粒１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 3131002C1024 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ　販)三菱東京製薬

313 ピリドキシン塩酸塩 ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」 １０％１ｇ 両 内服 流通 3134002B2060 製)丸石製薬

313 ピリドキサールリン酸エステル水和物 ピリドキサール錠３０ｍｇ「イセイ」 ３０ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 3134003F3143 製)コーアイセイ　販)日医工　販)和薬

313 葉酸 フォリアミン錠 ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 3135001F1025 製)日本製薬　販)武田薬品工業

313 フラビンアデニンジヌクレオチド フラビタン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 3131001F1158 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬

313 フラビンアデニンジヌクレオチド フラビタンシロップ０．３％ ０．３％１ｍＬ 外 内服 流通 3131001Q1094 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬

313 メコバラミン メチコバール細粒０．１％ ０．１％５００ｍｇ１包 両 内服 後発 流通 3136004C1038 製)エーザイ

313 メコバラミン メチコバール錠２５０μｇ ０．２５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 3136004F1050 製)エーザイ

313 メコバラミン メチコバール錠５００μｇ ０．５ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 3136004F2138 製)エーザイ

314 アスコルビン酸 アスコルビン酸原末「マルイシ」 １ｇ 外 内服 流通 3140001X1160 製)丸石製薬

314 アスコルビン酸 アスコルビン酸散 １０％１ｇ 外 局方 内服 流通 3140001B2011

314 アスコルビン酸 ハイシー顆粒２５％ ２５％１ｇ 両 内服 流通 3140002D1037 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

315 トコフェロール酢酸エステル トコフェロール酢酸エステル顆粒２０％「ツルハラ」 ２０％１ｇ 両 内服 後発 流通 3150002D1068 製)鶴原製薬

315 トコフェロール酢酸エステル ユベラ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 3150002F1239 製)サンノーバ　販)エーザイ

316 メナテトレノン グラケーカプセル１５ｍｇ １５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 3160002M2028 製)エーザイ

316 メナテトレノン ケイツーシロップ０．２％ ０．２％１ｍＬ 両 内服 流通 3160002Q1040 製)サンノーバ　販)エーザイ

316 フィトナジオン ケーワン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 3160001F1320 製)エーザイ

317 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム シナール配合顆粒 １ｇ 両 内服 流通 3179115D1096 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

317 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム シナール配合錠 １錠 両 内服 流通 3179115F2034 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

317 レチノール・カルシフェロール配合剤 調剤用パンビタン末 １ｇ 両 内服 流通 3179121A1028 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

317 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 ビタメジン配合カプセルＢ２５ １カプセル 外 内服 流通 3179109M1074 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共

319 ビオチン ビオチン散０．２％「フソー」 ０．２％１ｇ 両 内服 流通 3190001B1041 製)扶桑薬品工業
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321 乳酸カルシウム水和物 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 両 局方 内服 流通 3211001X1016

321 乳酸カルシウム水和物 乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 ５００ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 3211002F1040 製)ファイザー

321 リン酸水素カルシウム水和物 リン酸水素カルシウム「エビス」 １０ｇ 両 内服 流通 3219001X1030 製)日興製薬　販)エビス製薬　販)日興製薬販売

322 塩化カリウム Ｋ．Ｃ．Ｌ．エリキシル（１０Ｗ／Ｖ％） １０％１０ｍＬ 両 内服 流通 3229002S1026 製)丸石製薬

322 Ｌ－アスパラギン酸カリウム アスパラカリウム散５０％ ５０％１ｇ 両 内服 流通 3229005B1038 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬

322 溶性ピロリン酸第二鉄 インクレミンシロップ５％ １ｍＬ 両 内服 後発 流通 3222012Q1030 製)アルフレッサファーマ

322 塩化カリウム 塩化カリウム「日医工」 １０ｇ 両 内服 流通 3229001X1061 製)日医工ファーマ　販)日医工

322 クエン酸第一鉄ナトリウム クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 鉄５０ｍｇ１錠 両,外 内服 後発 流通 3222013F1157 製)沢井製薬

322 グルコン酸カリウム グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ カリウム４ｍＥｑ１ｇ 両 内服 流通 3229007C1032 製)サンファーマ　販)科研製薬

322 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 ４ｇ１包 両 内服 流通 3229100D2030 製)エイワイファーマ　販)ＥＡファーマ　販)陽進堂

322 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 ４ｇ１包 両 内服 流通 3229101D2035 製)エイワイファーマ　販)ＥＡファーマ　販)陽進堂

322 乾燥硫酸鉄 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ １錠 両 内服 流通 3222007G1033 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン

322 クエン酸第一鉄ナトリウム フェロミア顆粒８．３％ １ｇ 両 内服 流通 3222013D1059 製)サンノーバ　販)エーザイ

322 クエン酸第一鉄ナトリウム フェロミア錠５０ｍｇ 鉄５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 3222013F1025 製)サンノーバ　販)エーザイ

322 リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム ホスリボン配合顆粒 １００ｍｇ１包（リンとして） 両 内服 流通 3229103D1020 製)ゼリア新薬工業

322 ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム １ｇ 両 局方 内服 流通 劇 3221001X1012

322 ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１丸 外 内服 流通 3221002L1074 製)日医工

325 イソロイシン・ロイシン・バリン アミノバクト配合顆粒 ４．７４ｇ１包 両 内服 後発 流通 3253003D1108 製)日医工

325 肝不全用成分栄養剤 アミノレバンＥＮ配合散 １０ｇ 外 内服 流通 3259108B1039 製)大塚製薬

325 総合アミノ酸製剤 アミユー配合顆粒 ２．５ｇ１包 外 内服 流通 3253001D1036 製)ＥＡファーマ　販)陽進堂

325 経腸成分栄養剤 イノラス配合経腸用液 １０ｍＬ 両 内服 流通 3259120S1021 製)イーエヌ大塚製薬　販)大塚製薬

325 経腸成分栄養剤 エネーボ配合経腸用液 １０ｍＬ 両 内服 流通 3259119S1029 製)アボットジャパン

325 経腸成分栄養剤 エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 １０ｇ 両 内服 流通 3259107A1039 製)ＥＡファーマ

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

325 経腸成分栄養剤 エンシュア・Ｈ １０ｍＬ 両 内服 流通 3259114S1026 製)アボットジャパン　販)大日本住友製薬

325 経腸成分栄養剤 エンシュア・リキッド １０ｍＬ 両 内服 流通 3259109S1025 製)アボットジャパン　販)大日本住友製薬

325 経腸成分栄養剤 ツインラインＮＦ配合経腸用液 １０ｍＬ（混合調製後の内用液として） 両 内服 流通 3259117S1020 製)イーエヌ大塚製薬　販)大塚製薬

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

325 経腸成分栄養剤 ラコールＮＦ配合経腸用液 １０ｍＬ 両 内服 流通 3259118S1024 製)イーエヌ大塚製薬　販)大塚製薬

325 経腸成分栄養剤 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 １０ｇ 両 内服 流通 3259118T1020 製)イーエヌ大塚製薬　販)大塚製薬

325 イソロイシン・ロイシン・バリン リーバクト配合顆粒 ４．１５ｇ１包 両 内服 流通 3253003D2031 製)ＥＡファーマ

327 マルツエキス マルツエキス分包＊（高田） １ｇ 両 内服 流通 3272001X1062 製)高田製薬
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332 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 アドナ散１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 3321002B1139 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬

332 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 アドナ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 3321002F1092 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬

332 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 アドナ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 両 内服 流通 3321002F2366 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬

332 アルギン酸ナトリウム アルト原末 １ｇ１管 外 外用 流通 3326700X2030 製)カイゲンファーマ

332 ゼラチン スポンゼル ５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚 両 外用 流通 3322700X1026 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬

332 トラネキサム酸 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１カプセル 外 内服 後発 流通 3327002M1281 製)東和薬品　販)和薬

332 トラネキサム酸 トランサミンカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 3327002M1303 製)第一三共

332 トラネキサム酸 トランサミン散５０％ ５０％１ｇ 両 内服 流通 3327002B1027 製)第一三共　販)第一製薬

332 トラネキサム酸 トランサミン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 3327002F1142 製)第一三共　販)第一製薬

332 トラネキサム酸 トランサミンシロップ５％ ５％１ｍＬ 両 内服 流通 3327002Q1062 製)ニプロファーマ　販)第一三共

332 トロンビン トロンビン液モチダソフトボトル５千 ５０００単位５ｍＬ１キット 両 外用 流通 3323702Q2024 製)持田製薬

333 アピキサバン エリキュース錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 3339004F2025 製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)ファイザー　販)ファイザー製薬

333 ヘパリン類似物質 ヒルドイドソフト軟膏０．３％ １ｇ 外 外用 流通 3339950M1137 製)マルホ

333 ヘパリン類似物質 ヒルドイドフォーム０．３％ １ｇ 外 外用 流通 3339950R1177 製)マルホ

333 ヘパリン類似物質 ヒルドイドローション０．３％ １ｇ 両,外 外用 流通 3339950Q1074 製)マルホ

333 ヘパリンカルシウム 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」 ５０００単位０．２ｍＬ１筒 外 注射　自注 後発 流通 3334400G1022 製)持田製薬

333 ヘパリン類似物質 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」 １ｇ 両 外用 後発 流通 3339950R1169 製)日本臓器製薬

333 ヘパリン類似物質 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ニプロ」 １ｇ 外 外用 後発 流通 3339950R1118 製)ニプロ

333 ヘパリン類似物質 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ファイザー」 １ｇ 外 外用 後発 流通 3339950R1088 製)ファイザー

333 ヘパリン類似物質 ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニプロ」 １ｇ 両 外用 後発 流通 3339950M1153 製)ニプロ

333 ヘパリン類似物質 ヘパリン類似物質ローション０．３％「日医工」 １ｇ 外 外用 後発 流通 3339950Q1139 製)帝國製薬　販)日医工　販)持田製薬

333 ワルファリンカリウム ワーファリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 両 内服 流通 3332001F1024 製)エーザイ

333 ワルファリンカリウム ワルファリンＫ細粒０．２％「ＮＳ」 ０．２％１ｇ 両 内服 後発 流通 3332001C1028 製)日新製薬

339 イコサペント酸エチル エパデールＳ３００ ３００ｍｇ１包 両 内服 流通 3399004M2022 製)持田製薬

339 ベラプロストナトリウム ドルナー錠２０μｇ ２０μｇ１錠 両 内服 流通 劇 3399005F1021 製)東レ　販)アステラス製薬　販)東レ・メディカル

339 レノグラスチム（遺伝子組換え） ノイトロジン注１００μｇ １００μｇ１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 3399406D2024 製)中外製薬

339 レノグラスチム（遺伝子組換え） ノイトロジン注５０μｇ ５０μｇ１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 3399406D1028 製)中外製薬

339 アスピリン バイアスピリン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 3399007H1021 製)バイエル薬品

339 チクロピジン塩酸塩 パナルジン細粒１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 劇 3399001C1027 製)クリニジェン　販)サノフィ　販)第一三共　販)第一製薬

339 チクロピジン塩酸塩 パナルジン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 3399001F1384 製)クリニジェン　販)サノフィ　販)第一三共

339 アスピリン・ダイアルミネート バファリン配合錠Ａ８１ ８１ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 3399100F1116 製)ライオン　販)エーザイ

339 フィルグラスチム（遺伝子組換え） フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「モチダ」 ３００μｇ０．７ｍＬ１筒 両 注射　自注 後発 流通 3399408G3034 製)持田製薬販売　販)持田製薬
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339 フィルグラスチム（遺伝子組換え） フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチダ」 ７５μｇ０．３ｍＬ１筒 両 注射　自注 後発 流通 3399408G1031 製)持田製薬販売　販)持田製薬

339 クロピドグレル硫酸塩 プラビックス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 3399008F1025 製)サノフィ

339 ベラプロストナトリウム プロサイリン錠２０ ２０μｇ１錠 外 内服 流通 劇 3399005F1030 製)科研製薬

391 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ ２０ｍＬ１管 外 注射　自注 流通 3919502A1384 製)ミノファーゲン製薬　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ

391 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 強力ネオミノファーゲンシー静注２０ｍＬ ２０ｍＬ１管 外 注射　自注 流通 3919502A1341 製)ミノファーゲン製薬　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ　販)鳥居薬品

391 グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤 グリチロン配合錠 １錠 両 内服 流通 3919100F1150 製)ミノファーゲン製薬　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ

391 タウリン タウリン散９８％「大正」 ９８％１ｇ 両 内服 流通 3919006B1034 製)大正製薬　販)大正富山医薬品

391 チオプロニン チオラ錠１００ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 3919003F2020 製)マイラン製薬　販)参天製薬　販)ファイザー　販)メルク製薬

391 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 ネオファーゲン静注２０ｍＬ ２０ｍＬ１管 両 注射　自注 後発 流通 3919502A1376 製)大塚製薬工場　販)大塚製薬　販)大鵬薬品工業

392 球形吸着炭 クレメジンカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 3929003M1054 製)クレハ　販)第一三共　販)田辺三菱製薬

392 球形吸着炭 クレメジン細粒分包２ｇ １ｇ 両 内服 流通 3929003C1067 製)クレハ　販)第一三共　販)田辺三菱製薬

392 デフェラシロクス ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ ９０ｍｇ１包 両 内服 流通 劇 3929008D1022 製)ノバルティスファーマ

392 グルタチオン タチオン散２０％ ２０％１ｇ 外 内服 流通 3922001B2041 製)長生堂製薬　販)アステラス製薬　販)ニプロＥＳファーマ　販)日本ジェネリック

392 酢酸亜鉛水和物 ノベルジン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 3929007F1029 製)ノーベルファーマ

392 酢酸亜鉛水和物 ノベルジン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 3929007F2025 製)ノーベルファーマ

392 トリエンチン塩酸塩 メタライト２５０カプセル ２５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3929005M1029 製)ツムラ

392 ペニシラミン メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 3929001M2035 製)大正製薬　販)大正富山医薬品

394 アロプリノール アロプリノール錠１００ｍｇ「タカタ」 １００ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 3943001F1560 製)高田製薬

394 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 ウラリット－Ｕ配合散 １ｇ 両 内服 流通 3949101A1149 製)日本ケミファ

394 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 ウラリット配合錠 １錠 外 内服 流通 3949101F1073 製)日本ケミファ

394 コルヒチン コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 ０．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 3941001F1077 製)高田製薬

394 アロプリノール ザイロリック錠１００ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 3943001F1314 製)グラクソ・スミスクライン

394 フェブキソスタット フェブリク錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 3949003F1023 製)帝人ファーマ

394 フェブキソスタット フェブリク錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 外 内服 流通 3949003F2020 製)帝人ファーマ

394 フェブキソスタット フェブリク錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 外 内服 流通 3949003F3026 製)帝人ファーマ

394 プロベネシド ベネシッド錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 3942001F1040 製)科研製薬

395 ブロメライン ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ） ５００００単位１ｇ 両 外用 流通 3959701M1035 製)ジェイドルフ製薬　販)杏林製薬　販)キョーリンリメディオ　販)マルホ

396 ピオグリタゾン塩酸塩 アクトスＯＤ錠１５ １５ｍｇ１錠 外 内服 流通 3969007F3027 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

396 ピオグリタゾン塩酸塩 アクトスＯＤ錠３０ ３０ｍｇ１錠 外 内服 流通 3969007F4023 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

396 ピオグリタゾン塩酸塩 アクトス錠１５ １５ｍｇ１錠 外 内服 流通 3969007F1024 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業

396 メトホルミン塩酸塩 グリコラン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 3962002F1071 製)日本新薬

396 ボグリボース ベイスン錠０．２ ０．２ｍｇ１錠 両 内服 流通 3969004F1020 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業
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396 メトホルミン塩酸塩 メトグルコ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 3962002F2027 製)大日本住友製薬

399 アダリムマブ（遺伝子組換え） アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．８ｍＬ「ＦＫＢ」 ４０ｍｇ０．８ｍＬ１キット 両 注射　自注 後発 流通 劇 3999457G3022 製)協和キリン富士フイルムバイオロジクス　販)マイランＥＰＤ

399 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 アデホスコーワ顆粒１０％ １０％１ｇ 外 内服 流通 3992001D1059 製)興和

399 Ｌ－アルギニン・Ｌ－アルギニン塩酸塩 アルギＵ配合顆粒 １ｇ 両 内服 流通 3999100D1037 製)ＥＡファーマ

399 アザチオプリン イムラン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 3999005F1059 製)アスペンジャパン　販)グラクソ・スミスクライン

399 エタネルセプト（遺伝子組換え） エタネルセプトＢＳ皮下注１０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ「ＴＹ」 １０ｍｇ１ｍＬ１筒 外 注射　自注 後発 流通 劇 3999451G1022 製)陽進堂　販)帝人ファーマ

399 レボカルニチン エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 3999033F1026 製)大塚製薬

399 レボカルニチン エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 3999033F2022 製)大塚製薬

399 レボカルニチン エルカルチンＦＦ内用液１０％ １０％１ｍＬ 両 内服 流通 3999033S1024 製)大塚製薬

399 レボカルニチン エルカルチンＦＦ内用液１０％分包５ｍＬ １０％５ｍＬ１包 外 内服 流通 3999033S2020 製)大塚製薬

399 エタネルセプト（遺伝子組換え） エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ ２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒 両 注射　自注 流通 劇 3999424G1025 製)ファイザー　販)武田薬品工業

399 エタネルセプト（遺伝子組換え） エンブレル皮下注用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶 両 注射　自注 流通 劇 3999424D2025 製)ファイザー　販)武田薬品工業

399 エタネルセプト（遺伝子組換え） エンブレル皮下注用２５ｍｇ ２５ｍｇ１瓶 外 注射　自注 流通 劇 3999424D1029 製)ファイザー　販)武田薬品工業

399 アバタセプト（遺伝子組換え） オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ １２５ｍｇ１ｍＬ１キット 両 注射　自注 流通 劇 3999429G2024 製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)小野薬品工業

399 タクロリムス水和物 グラセプターカプセル０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3999014N1028 製)アステラス製薬

399 タクロリムス水和物 グラセプターカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3999014N2024 製)アステラス製薬

399 タクロリムス水和物 グラセプターカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3999014N3020 製)アステラス製薬

399 イグラチモド ケアラム錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 3999031F1035 製)エーザイ

399 ジアゾキシド ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＯＰ」 ２５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3999024M1042 製)オーファンパシフィック

399 シクロスポリン シクロスポリン細粒１７％「ファイザー」 １７％１ｇ 外 内服 後発 流通 劇 3999004C1040 製)マイラン製薬　販)ファイザー

399 ゴリムマブ（遺伝子組換え） シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター ５０ｍｇ０．５ｍＬ１キット 両 注射　自注 流通 劇 3999433G2020 製)ヤンセンファーマ　販)田辺三菱製薬

399 ゴリムマブ（遺伝子組換え） シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ ５０ｍｇ０．５ｍＬ１筒 両 注射　自注 流通 劇 3999433G1024 製)ヤンセンファーマ　販)田辺三菱製薬

399 ミコフェノール酸　モフェチル セルセプトカプセル２５０ ２５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3999017M1026 製)中外製薬　販)日本ロシュ

399 ミコフェノール酸　モフェチル セルセプト懸濁用散３１．８％ ２００ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の内用液として） 両 内服 流通 劇 3999017B1025 製)中外製薬

399 トファシチニブクエン酸塩 ゼルヤンツ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 3999034F1020 製)ファイザー　販)武田薬品工業

399 エチドロン酸二ナトリウム ダイドロネル錠２００ ２００ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 3999010F1025 製)大日本住友製薬　販)住友製薬

399 シクロスポリン ネオーラル１０ｍｇカプセル １０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3999004M3021 製)ノバルティスファーマ

399 シクロスポリン ネオーラル２５ｍｇカプセル ２５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3999004M4028 製)ノバルティスファーマ

399 シクロスポリン ネオーラル５０ｍｇカプセル ５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3999004M5024 製)ノバルティスファーマ

399 シクロスポリン ネオーラル内用液１０％ １０％１ｍＬ 両 内服 流通 劇 3999004S2032 製)ノバルティスファーマ

399 アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒュミラ皮下注２０ｍｇシリンジ０．２ｍＬ ２０ｍｇ０．２ｍＬ１筒 両 注射　自注 流通 劇 3999426G7022 製)アッヴィ　販)エーザイ

399 アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ ４０ｍｇ０．４ｍＬ１筒 両 注射　自注 流通 劇 3999426G3027 製)アッヴィ　販)エーザイ

35／47



無断転用禁止 宮城県立こども病院採用医薬品一覧 2021年5月版

399 アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ ４０ｍｇ０．４ｍＬ１キット 両 注射　自注 流通 劇 3999426G5020 製)アッヴィ　販)エーザイ

399 アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ ８０ｍｇ０．８ｍＬ１筒 両 注射　自注 流通 劇 3999426G4023 製)アッヴィ　販)エーザイ

399 アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ ８０ｍｇ０．８ｍＬ１キット 両 注射　自注 流通 劇 3999426G6026 製)アッヴィ　販)エーザイ

399 カモスタットメシル酸塩 フオイパン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 3999003F1297 製)小野薬品工業

399 ヒドロキシクロロキン硫酸塩 プラケニル錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 両 内服 流通 毒 3999038F1029 製)サノフィ

399 ミゾリビン ブレディニンＯＤ錠２５ ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 3999002F3023 製)旭化成ファーマ

399 ミゾリビン ブレディニンＯＤ錠５０ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 3999002F4020 製)旭化成ファーマ

399 ミゾリビン ブレディニン錠２５ ２５ｍｇ１錠 外 内服 流通 3999002F1020 製)旭化成ファーマ

399 ミゾリビン ブレディニン錠５０ ５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 3999002F2027 製)旭化成ファーマ

399 タクロリムス水和物 プログラフカプセル０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3999014M2029 製)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

399 タクロリムス水和物 プログラフカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 3999014M1022 製)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

399 タクロリムス水和物 プログラフ顆粒０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１包 両 内服 流通 劇 3999014D1022 製)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

399 タクロリムス水和物 プログラフ顆粒１ｍｇ １ｍｇ１包 両 内服 流通 劇 3999014D2029 製)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

399 ベリムマブ（遺伝子組換え） ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター ２００ｍｇ１ｍＬ１キット 両 注射　自注 流通 劇 3999445G2023 製)グラクソ・スミスクライン

399 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ボナロン錠３５ｍｇ ３５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 3999018F2036 製)帝人ファーマ

399 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ボナロン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 3999018F1030 製)帝人ファーマ

399 メトトレキサート メトトレキサート錠２ｍｇ「あゆみ」 ２ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 劇 3999016F1073 製)あゆみ製薬

399 ラクツロース モニラック原末 １ｇ 両 内服 流通 3999001B2047 製)中外製薬

399 ラクツロース モニラック・シロップ６５％ ６５％１ｍＬ 外 内服 流通 3999001Q2058 製)中外製薬

399 ラクツロース ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 ６５％１ｍＬ 両 内服 後発 流通 3999001Q2090 製)高田製薬　販)日本化薬

399 メトトレキサート リウマトレックスカプセル２ｍｇ ２ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 劇 3999016M1021 製)ファイザー　販)武田薬品工業　販)ファイザー製薬

399 シナカルセト塩酸塩 レグパラ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 3999023F1022 製)協和キリン　販)キリンファーマ

399 エルトロンボパグ　オラミン レボレード錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 3999028F1025 製)ノバルティスファーマ　販)グラクソ・スミスクライン

421 シクロホスファミド水和物 エンドキサン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 4211002F1044 製)塩野義製薬

421 ブスルファン マブリン散１％ １％１ｇ 外 内服 流通 劇 4213002B1047 製)大原薬品工業

422 シタラビン　オクホスファート水和物 スタラシドカプセル１００ １００ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 4224001M2027 製)日本化薬

422 ヒドロキシカルバミド ハイドレアカプセル５００ｍｇ ５００ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 劇 4229001M1027 製)ブリストル・マイヤーズスクイブ

422 メトトレキサート メソトレキセート錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 4222001F1027 製)ファイザー　販)武田薬品工業

422 メルカプトプリン水和物 ロイケリン散１０％ １０％１ｇ 両 内服 流通 劇 4221001B1052 製)大原薬品工業

424 エトポシド ベプシドカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 劇 4240001M1075 製)クリニジェン　販)ブリストル・マイヤーズスクイブ

429 イマチニブメシル酸塩 グリベック錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 4291011F1028 製)ノバルティスファーマ

429 サリドマイド サレドカプセル１００ １００ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 毒 4291019M1023 製)藤本製薬
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429 サリドマイド サレドカプセル２５ ２５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 毒 4291019M3026 製)藤本製薬

429 サリドマイド サレドカプセル５０ ５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 毒 4291019M2020 製)藤本製薬

429 ダサチニブ水和物 スプリセル錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 4291020F1027 製)ブリストル・マイヤーズスクイブ

429 ダサチニブ水和物 スプリセル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 4291020F2023 製)ブリストル・マイヤーズスクイブ

429 トレチノイン ベサノイドカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 劇 4291006M1034 製)富士製薬工業　販)中外製薬

429 ウベニメクス ベスタチンカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 4299002M1034 製)日本化薬

441 メキタジン ゼスラン小児用細粒０．６％ ０．６％１ｇ 外 内服 流通 4413004C2022 製)旭化成ファーマ

441 クレマスチンフマル酸塩 タベジール散０．１％ ０．１％１ｇ 外 内服 流通 劇 4419008B1073 製)日新製薬　販)ノバルティスファーマ

441 メキタジン ニポラジン錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 外 内服 流通 4413004F1200 製)アルフレッサファーマ

441 プロメタジン塩酸塩 ピレチア錠（５ｍｇ） ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 4413002F1031 製)高田製薬　販)塩野義製薬

441 シプロヘプタジン塩酸塩水和物 ペリアクチン散１％ １％１ｇ 両 内服 流通 劇 4419005B1045 製)日医工　販)ＭＳＤ

441 シプロヘプタジン塩酸塩水和物 ペリアクチン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 両 内服 流通 4419005F1047 製)日医工　販)ＭＳＤ

441 シプロヘプタジン塩酸塩水和物 ペリアクチンシロップ０．０４％ ０．０４％１０ｍＬ 両 内服 流通 4419005Q1072 製)日医工　販)ＭＳＤ

441 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ポララミン散１％ １％１ｇ 両 内服 流通 4419002B1033 製)高田製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ

441 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ポララミン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 両 内服 流通 4419002F1027 製)高田製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ

441 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ポララミンシロップ０．０４％ ０．０４％１０ｍＬ 両 内服 流通 4419002Q1095 製)高田製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ

441 ジフェンヒドラミン塩酸塩 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4411001F1040 製)興和

449 スプラタストトシル酸塩 アイピーディカプセル５０ ５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 4490016M1023 製)大鵬薬品工業

449 スプラタストトシル酸塩 アイピーディドライシロップ５％ ５％１ｇ 両 内服 流通 4490016R1020 製)大鵬薬品工業

449 アレルゲンエキス アシテアダニ舌下錠１００単位（ＩＲ） １００ＩＲ１錠 両 内服 流通 4490030F1024 製)塩野義製薬

449 アレルゲンエキス アシテアダニ舌下錠３００単位（ＩＲ） ３００ＩＲ１錠 両 内服 流通 4490030F2020 製)塩野義製薬

449 フェキソフェナジン塩酸塩 アレグラ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490023F2020 製)サノフィ

449 フェキソフェナジン塩酸塩 アレグラ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490023F1024 製)サノフィ

449 フェキソフェナジン塩酸塩 アレグラドライシロップ５％ ５％１ｇ 外 内服 流通 4490023R2027 製)サノフィ

449 エピナスチン塩酸塩 アレジオン錠１０ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490014F1025 製)日本ベーリンガーインゲルハイム　販)第一三共

449 エピナスチン塩酸塩 アレジオン錠２０ ２０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490014F2021 製)日本ベーリンガーインゲルハイム　販)第一三共

449 エピナスチン塩酸塩 アレジオンドライシロップ１％ １％１ｇ 外 内服 流通 4490014R1021 製)日本ベーリンガーインゲルハイム　販)第一三共

449 オロパタジン塩酸塩 アレロックＯＤ錠５ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 4490025F4022 製)協和キリン

449 オロパタジン塩酸塩 アレロック顆粒０．５％ ０．５％１ｇ 両 内服 流通 4490025D1022 製)協和キリン

449 エバスチン エバステルＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490019F4027 製)大日本住友製薬　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

449 エバスチン エバステルＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490019F3020 製)大日本住友製薬　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

449 エピナスチン塩酸塩 エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用「日医工」 １％１ｇ 両 内服 後発 流通 4490014R1064 製)日医工
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449 エピナスチン塩酸塩 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 4490014F1254 製)東和薬品

449 エピナスチン塩酸塩 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 4490014F1220 製)日医工

449 エピナスチン塩酸塩 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 4490014F2269 製)日医工

449 オキサトミド オキサトミドＤＳ小児用２％「サワイ」 ２％１ｇ 両 内服 後発 流通 4490005R1448 製)沢井製薬

449 プランルカスト水和物 オノンカプセル１１２．５ｍｇ １１２．５ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 4490017M1036 製)小野薬品工業

449 プランルカスト水和物 オノンドライシロップ１０％ １０％１ｇ 外 内服 流通 4490017R1033 製)小野薬品工業

449 オロパタジン塩酸塩 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 4490025F4030 製)小林化工

449 オロパタジン塩酸塩 オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「ＭＥＥＫ」 ０．５％１ｇ 両 内服 後発 流通 4490025D1049 製)小林化工

449 ロラタジン クラリチンドライシロップ１％ １％１ｇ 外 内服 流通 4490027R1029 製)バイエル薬品　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ　販)塩野義製薬

449 ロラタジン クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490027F2029 製)バイエル薬品　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ　販)塩野義製薬

449 ケトチフェンフマル酸塩 ケトチフェンＤＳ小児用０．１％「サワイ」 ０．１％１ｇ 外 内服 後発 流通 4490003R1309 製)沢井製薬

449 レボセチリジン塩酸塩 ザイザル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 両 内服 流通 4490028F1027 製)グラクソ・スミスクライン

449 レボセチリジン塩酸塩 ザイザルシロップ０．０５％ ０．０５％１ｍＬ 両 内服 流通 4490028Q1028 製)グラクソ・スミスクライン

449 ケトチフェンフマル酸塩 ザジテンカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 4490003M1263 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

449 ケトチフェンフマル酸塩 ザジテンシロップ０．０２％ ０．０２％１ｍＬ 外 内服 流通 4490003Q1125 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

449 ケトチフェンフマル酸塩 ザジテンドライシロップ０．１％ ０．１％１ｇ 両 内服 流通 4490003R1228 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ

449 スギ花粉エキス シダキュアスギ花粉舌下錠２０００ＪＡＵ ２０００ＪＡＵ１錠 両 内服 流通 4490035F1027 製)鳥居薬品

449 スギ花粉エキス シダキュアスギ花粉舌下錠５０００ＪＡＵ ５０００ＪＡＵ１錠 両 内服 流通 4490035F2023 製)鳥居薬品

449 セチリジン塩酸塩 ジルテック錠１０ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490020F2027 製)ユーシービージャパン　販)グラクソ・スミスクライン　販)住友製薬　販)第一三共　販)第一製薬

449 セチリジン塩酸塩 ジルテック錠５ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490020F1020 製)ユーシービージャパン　販)グラクソ・スミスクライン　販)住友製薬　販)第一三共　販)第一製薬

449 セチリジン塩酸塩 ジルテックドライシロップ１．２５％ １．２５％１ｇ 両 内服 流通 4490020R1027 製)ユーシービージャパン　販)グラクソ・スミスクライン　販)第一三共　販)第一製薬

449 モンテルカストナトリウム シングレアＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490026F4035 製)ＭＳＤ

449 モンテルカストナトリウム シングレア細粒４ｍｇ ４ｍｇ１包 外 内服 流通 4490026C1030 製)ＭＳＤ

449 モンテルカストナトリウム シングレア錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490026F2059 製)ＭＳＤ

449 モンテルカストナトリウム シングレアチュアブル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490026F1052 製)ＭＳＤ

449 ベポタスチンベシル酸塩 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490022F4029 製)田辺三菱製薬

449 ベポタスチンベシル酸塩 タリオンＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490022F3022 製)田辺三菱製薬

449 ベポタスチンベシル酸塩 タリオン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490022F2034 製)田辺三菱製薬

449 フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤 ディレグラ配合錠 １錠 外 内服 流通 劇 4490100F1021 製)ＬＴＬファーマ　販)サノフィ

449 デュピルマブ（遺伝子組換え） デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ ３００ｍｇ２ｍＬ１筒 両 注射　自注 流通 劇 4490405G1024 製)サノフィ

449 デュピルマブ（遺伝子組換え） デュピクセント皮下注３００ｍｇペン ３００ｍｇ２ｍＬ１キット 両 注射　自注 流通 劇 4490405G2020 製)サノフィ

449 フェキソフェナジン塩酸塩 フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ５％「トーワ」 ５％１ｇ 両 内服 後発 流通 4490023R2035 製)東和薬品
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449 フェキソフェナジン塩酸塩 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 ３０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 4490023F2098 製)日医工サノフィ　販)日医工

449 フェキソフェナジン塩酸塩 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 ６０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 4490023F1091 製)日医工サノフィ　販)日医工

449 プランルカスト水和物 プランルカストＤＳ１０％「タカタ」 １０％１ｇ 両 内服 後発 流通 4490017R1157 製)高田製薬

449 プランルカスト水和物 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」 １１２．５ｍｇ１カプセル 両 内服 後発 流通 4490017M1079 製)日医工

449 プランルカスト水和物 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「日医工」 １１２．５ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 4490017F1061 製)ヤクハン製薬　販)日医工

449 アレルゲンエキス ミティキュアダニ舌下錠１００００ＪＡＵ １００００ＪＡＵ１錠 両 内服 流通 4490031F2025 製)鳥居薬品

449 アレルゲンエキス ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ ３３００ＪＡＵ１錠 両 内服 流通 4490031F1029 製)鳥居薬品

449 モンテルカストナトリウム モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 １０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 4490026F4060 製)高田製薬　販)共創未来ファーマ

449 モンテルカストナトリウム モンテルカスト細粒４ｍｇ「タカタ」 ４ｍｇ１包 両 内服 後発 流通 4490026C1129 製)高田製薬

449 モンテルカストナトリウム モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「タカタ」 ５ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 4490026F1222 製)高田製薬　販)共創未来ファーマ

449 トラニラスト リザベンカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 4490002M1315 製)キッセイ薬品工業

449 トラニラスト リザベンドライシロップ５％ ５％１ｇ 両 内服 流通 4490002R1142 製)キッセイ薬品工業

449 ルパタジンフマル酸塩 ルパフィン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 外 内服 流通 4490034F1022 製)帝國製薬　販)田辺三菱製薬

520 加味帰脾湯エキス クラシエ加味帰脾湯エキス錠 １錠 外 内服 流通 5200016F1039 製)大峰堂薬品工業　販)クラシエ薬品

520 桂枝加芍薬湯エキス クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 １錠 外 内服 流通 5200032F1046 製)大峰堂薬品工業　販)クラシエ薬品

520 桂枝茯苓丸エキス クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 １錠 外 内服 流通 5200038F1051 製)大峰堂薬品工業　販)クラシエ薬品

520 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 １錠 外 内服 流通 5200050F1044 製)大峰堂薬品工業　販)クラシエ薬品

520 四物湯エキス クラシエ四物湯エキス錠 １錠 外 内服 流通 5200065F1059 製)大峰堂薬品工業　販)クラシエ薬品

520 半夏瀉心湯エキス クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 １錠 両 内服 流通 5200123F1053 製)大峰堂薬品工業　販)クラシエ薬品

520 補中益気湯エキス クラシエ補中益気湯エキス細粒 １ｇ 外 内服 流通 5200131C1078 製)クラシエ製薬　販)クラシエ薬品

520 抑肝散加陳皮半夏エキス クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 １ｇ 外 内服 流通 5200140C1042 製)大峰堂薬品工業　販)クラシエ薬品

520 麻子仁丸エキス コタロー麻子仁丸料エキス細粒 １ｇ 外 内服 流通 5200136C1020 製)小太郎漢方製薬

520 六君子湯エキス コタロー六君子湯エキス細粒 １ｇ 両 内服 流通 5200141C1039 製)小太郎漢方製薬

520 茵ちん蒿湯エキス ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200003D1049 製)ツムラ

520 温清飲エキス ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200006D1042 製)ツムラ

520 越婢加朮湯エキス ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200007D1047 製)ツムラ

520 黄耆建中湯エキス ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200008D1025 製)ツムラ

520 黄連解毒湯エキス ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200011D1078 製)ツムラ

520 葛根湯エキス ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200013D1123 製)ツムラ

520 葛根湯加川きゅう辛夷エキス ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200015D1084 製)ツムラ

520 加味帰脾湯エキス ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200016D1054 製)ツムラ

520 加味逍遙散エキス ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200017D1083 製)ツムラ
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520 甘麦大棗湯エキス ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200019D1031 製)ツムラ

520 桂枝加芍薬湯エキス ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200032D1045 製)ツムラ

520 桂枝加朮附湯エキス ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200034D1044 製)ツムラ

520 桂枝人参湯エキス ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200037D1021 製)ツムラ

520 桂枝茯苓丸エキス ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200038D1093 製)ツムラ

520 香蘇散エキス ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200043D1027 製)ツムラ

520 牛車腎気丸エキス ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200025D1029 製)ツムラ

520 呉茱萸湯エキス ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200046D1039 製)ツムラ

520 五苓散エキス ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200048D1070 製)ツムラ

520 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200050D1094 製)ツムラ

520 柴胡桂枝乾姜湯エキス ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200052D1034 製)ツムラ

520 柴胡桂枝湯エキス ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200051D1080 製)ツムラ

520 柴胡清肝湯エキス ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200053D1020 製)ツムラ

520 柴朴湯エキス ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200054D1033 製)ツムラ

520 柴苓湯エキス ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200055D1020 製)ツムラ

520 三黄瀉心湯エキス ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200057D1070 製)ツムラ

520 酸棗仁湯エキス ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200056D1032 製)ツムラ

520 四君子湯エキス ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200062D1020 製)ツムラ

520 七物降下湯エキス ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200064D1045 製)ツムラ

520 四物湯エキス ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200065D1031 製)ツムラ

520 芍薬甘草湯エキス ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200067D1049 製)ツムラ

520 十全大補湯エキス ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200069D1048 製)ツムラ

520 十味敗毒湯エキス ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200070D1105 製)ツムラ

520 小建中湯エキス ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200072D1058 製)ツムラ

520 小柴胡湯エキス ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200073D1117 製)ツムラ

520 小青竜湯エキス ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200075D1086 製)ツムラ

520 消風散エキス ツムラ消風散エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200077D1034 製)ツムラ

520 辛夷清肺湯エキス ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200080D1044 製)ツムラ

520 神秘湯エキス ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200082D1043 製)ツムラ

520 清肺湯エキス ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200087D1020 製)ツムラ

520 大建中湯エキス ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200092D1020 製)ツムラ

520 大承気湯エキス ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200095D1024 製)ツムラ
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520 治頭瘡一方エキス ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200099D1022 製)ツムラ

520 調胃承気湯エキス ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200100D1027 製)ツムラ

520 釣藤散エキス ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200101D1030 製)ツムラ

520 猪苓湯エキス ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200103D1101 製)ツムラ

520 桃核承気湯エキス ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200106D1059 製)ツムラ

520 当帰建中湯エキス ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200109D1028 製)ツムラ

520 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200110D1047 製)ツムラ

520 当帰芍薬散エキス ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200111D1076 製)ツムラ

520 女神散エキス ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200115D1023 製)ツムラ

520 人参湯エキス ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200116D1060 製)ツムラ

520 人参養栄湯エキス ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200117D1030 製)ツムラ

520 排膿散及湯エキス ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200118D1027 製)ツムラ

520 麦門冬湯エキス ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200119D1030 製)ツムラ

520 半夏厚朴湯エキス ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200122D1074 製)ツムラ

520 半夏瀉心湯エキス ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200123D1079 製)ツムラ

520 半夏白朮天麻湯エキス ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200124D1022 製)ツムラ

520 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200127D1026 製)ツムラ

520 防風通聖散エキス ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200130D1060 製)ツムラ

520 補中益気湯エキス ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200131D1065 製)ツムラ

520 麻黄湯エキス ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200132D1035 製)ツムラ

520 木防已湯エキス ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200137D1020 製)ツムラ

520 抑肝散エキス ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200139D1037 製)ツムラ

520 抑肝散加陳皮半夏エキス ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200140D1021 製)ツムラ

520 六君子湯エキス ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 両 内服 流通 5200141D1034 製)ツムラ

520 苓桂朮甘湯エキス ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 外 内服 流通 5200145D1059 製)ツムラ

590 ヨクイニンエキス ヨクイニンエキス散「コタロー」 １ｇ 外 内服 流通 5900003B1020 製)小太郎漢方製薬

590 ヨクイニンエキス ヨクイニンエキス錠「コタロー」 １錠 両 内服 流通 5900003F1021 製)小太郎漢方製薬

611 バンコマイシン塩酸塩 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ＊（シオノギ） ５００ｍｇ１瓶 両 内服 流通 6113001B1089 製)塩野義製薬

611 クリンダマイシン塩酸塩 ダラシンカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 6112001M2038 製)ファイザー

611 ベンジルペニシリンベンザチン水和物 バイシリンＧ顆粒４０万単位 ４０万単位１ｇ 両 内服 流通 6111002D1039 製)ＭＳＤ

611 ムピロシンカルシウム水和物 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ２％１ｇ 両 外用 流通 6119700M1035 製)グラクソ・スミスクライン

611 バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン眼軟膏１％ １％１ｇ 両 外用 流通 6113700M1023 製)東亜薬品　販)日東メディック
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612 カナマイシン一硫酸塩 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 ２５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 6123003M1042 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

612 トブラマイシン トービイ吸入液３００ｍｇ ３００ｍｇ５ｍＬ１管 両 外用 流通 劇 6123700G1026 製)マイランＥＰＤ　販)ノバルティスファーマ

612 ポリミキシンＢ硫酸塩 硫酸ポリミキシンＢ錠２５万単位「ファイザー」 ２５万単位１錠 両 内服 流通 6126001F1038 製)ファイザー

613 アモキシシリン水和物 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 ２５０ｍｇ１カプセル 両 内服 後発 流通 6131001M2327 製)日医工ファーマ　販)日医工

613 セフチゾキシムナトリウム エポセリン坐剤１２５ １２５ｍｇ１個 外 外用 流通 6132700J1022 製)長生堂製薬　販)アステラス製薬　販)ニプロＥＳファーマ　販)日本ジェネリック　販)藤沢薬品工業

613 セフチゾキシムナトリウム エポセリン坐剤２５０ ２５０ｍｇ１個 外 外用 流通 6132700J2029 製)長生堂製薬　販)アステラス製薬　販)ニプロＥＳファーマ　販)日本ジェネリック　販)藤沢薬品工業

613 アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム オーグメンチン配合錠１２５ＳＳ （１８７．５ｍｇ）１錠 両 内服 流通 6139100F1048 製)グラクソ・スミスクライン

613 テビペネム　ピボキシル オラペネム小児用細粒１０％ １００ｍｇ１ｇ 外 内服 流通 6139002C1026 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

613 アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム クラバモックス小児用配合ドライシロップ （６３６．５ｍｇ）１ｇ 両 内服 流通 6139100R1036 製)グラクソ・スミスクライン

613 セファクロル ケフラールカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 6132005M1059 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬

613 セファクロル ケフラール細粒小児用１００ｍｇ １００ｍｇ１ｇ 両 内服 流通 6132005C1053 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬

613 アモキシシリン水和物 サワシリンカプセル２５０ ２５０ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 6131001M2300 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬

613 アモキシシリン水和物 サワシリン細粒１０％ １００ｍｇ１ｇ 外 内服 流通 6131001C1210 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬

613 セファレキシン セファレキシン錠２５０「日医工」 ２５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 6132002F1099 製)日医工

613 セファレキシン セファレキシンドライシロップ小児用５０％「日医工」 ５００ｍｇ１ｇ 両 内服 流通 6132002R4094 製)日医工

613 セフジトレン　ピボキシル セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「ＯＫ」 １００ｍｇ１ｇ 両 内服 流通 6132015C1111 製)大蔵製薬　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

613 セフジニル セフジニルカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 ５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 6132013M1134 製)マイラン製薬　販)ファイザー

613 セフジニル セフジニル細粒１０％小児用「ファイザー」 １００ｍｇ１ｇ 両 内服 後発 流通 6132013C1155 製)マイラン製薬　販)ファイザー

613 セフジニル セフゾンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 6132013M1029 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業

613 セフジニル セフゾン細粒小児用１０％ １００ｍｇ１ｇ 外 内服 流通 6132013C1031 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬

613 ファロペネムナトリウム水和物 ファロム錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 外 内服 流通 6139001F2024 製)マルホ　販)アステラス製薬

613 ファロペネムナトリウム水和物 ファロムドライシロップ小児用１０％ １００ｍｇ１ｇ 外 内服 流通 6139001R1032 製)マルホ

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 フロモックス錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 6132016F2020 製)塩野義製薬

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 フロモックス小児用細粒１００ｍｇ １００ｍｇ１ｇ 外 内服 流通 6132016C1027 製)塩野義製薬

613 ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスミシン錠５００ ５００ｍｇ１錠 両 内服 流通 6135001F2025 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

613 ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスミシンドライシロップ２００ ２００ｍｇ１ｇ 外 内服 流通 6135001R1025 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

613 ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスミシンドライシロップ４００ ４００ｍｇ１ｇ 両 内服 流通 6135001R2110 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

613 セフジトレン　ピボキシル メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ １００ｍｇ１ｇ 外 内服 流通 6132015C1103 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

613 アモキシシリン水和物 ワイドシリン細粒２０％ ２００ｍｇ１ｇ 両 内服 後発 流通 6131001C2100 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

614 アジスロマイシン水和物 アジスロマイシン細粒１０％小児用「ＫＮ」 １００ｍｇ１ｇ 両 内服 後発 流通 6149004C1072 製)小林化工　販)ニプロＥＳファーマ

614 アジスロマイシン水和物 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 ２５０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 6149004F1060 製)小林化工　販)ニプロＥＳファーマ

614 アジスロマイシン水和物 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「タカタ」 ２５０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 6149004F1141 製)高田製薬
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614 アジスロマイシン水和物 アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」 １００ｍｇ１ｇ 両 内服 後発 流通 6149004C1080 製)高田製薬

614 スピラマイシン酢酸エステル アセチルスピラマイシン錠２００ ２００ｍｇ１錠 外 内服 流通 6142001F2038 製)アスペンジャパン　販)協和キリン

614 エリスロマイシンステアリン酸塩 エリスロシン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 6141004F1038 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン　販)大日本住友製薬

614 エリスロマイシンエチルコハク酸エステル エリスロシンドライシロップ１０％ １００ｍｇ１ｇ 両 内服 流通 6141001R1120 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン　販)大日本住友製薬

614 クラリスロマイシン クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用 １００ｍｇ１ｇ 外 内服 流通 6149003R1135 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン　販)日本ケミファ

614 クラリスロマイシン クラリス錠２００ ２００ｍｇ１錠 外 内服 流通 6149003F2038 製)大正製薬　販)大正富山医薬品

614 クラリスロマイシン クラリス錠５０小児用 ５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 6149003F1031 製)大正製薬　販)大正富山医薬品

614 クラリスロマイシン クラリスドライシロップ１０％小児用 １００ｍｇ１ｇ 外 内服 流通 6149003R1143 製)大正製薬　販)大正富山医薬品

614 クラリスロマイシン クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＥＭＥＣ」 １００ｍｇ１ｇ 両 内服 後発 流通 6149003R1046 製)メディサ新薬　販)エルメッド　販)日医工

614 クラリスロマイシン クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ２００ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 6149003F2054 製)メディサ新薬　販)エルメッド　販)日医工

614 クラリスロマイシン クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＥＭＥＣ」 ５０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 6149003F1058 製)メディサ新薬　販)エルメッド　販)日医工

614 アジスロマイシン水和物 ジスロマック細粒小児用１０％ １００ｍｇ１ｇ 外 内服 流通 6149004C1030 製)ファイザー

614 アジスロマイシン水和物 ジスロマック錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 6149004F1028 製)ファイザー

615 ミノサイクリン塩酸塩 ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 ２０ｍｇ１ｇ 両 内服 流通 6152005D1108 製)沢井製薬

615 ミノサイクリン塩酸塩 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 6152005F1095 製)沢井製薬

615 ミノサイクリン塩酸塩 ミノマイシン顆粒２％ ２０ｍｇ１ｇ 外 内服 流通 6152005D1094 製)ファイザー　販)武田薬品工業

615 ミノサイクリン塩酸塩 ミノマイシン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 6152005F1052 製)ファイザー　販)武田薬品工業

616 リファンピシン リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 １５０ｍｇ１カプセル 両 内服 後発 流通 6164001M1186 製)サンド　販)ニプロ　販)日本ジェネリック

617 アムホテリシンＢ ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ １００ｍｇ１ｍＬ 外 内服 流通 劇 6173001Q1047 製)クリニジェン　販)ブリストル・マイヤーズスクイブ

617 ボリコナゾール ブイフェンド錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 6179001F2020 製)ファイザー

617 ボリコナゾール ブイフェンド錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 6179001F1023 製)ファイザー

619 ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン ボノサップパック８００ １シート 両 内服 流通 6199104X2020 製)武田薬品工業

619 ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール ボノピオンパック １シート 両 内服 流通 6199105X1028 製)武田薬品工業

619 リファキシミン リフキシマ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 両 内服 流通 6199001F1026 製)あすか製薬　販)武田薬品工業

621 サラゾスルファピリジン アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 6219001H2036 製)あゆみ製薬　販)参天製薬

621 サラゾスルファピリジン アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 外 内服 流通 6219001H1056 製)あゆみ製薬　販)参天製薬

621 サラゾスルファピリジン サラゾピリン坐剤５００ｍｇ ５００ｍｇ１個 両 外用 流通 6219700J1034 製)ファイザー

621 サラゾスルファピリジン サラゾピリン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 両 内服 流通 6219001F1071 製)ファイザー

622 イソニアジド イスコチン原末 １ｇ 両 内服 流通 6222001X1129 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共

622 イソニアジド イスコチン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 6222001F3037 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共　販)第一製薬

622 エタンブトール塩酸塩 エサンブトール錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 6225001F1044 製)サンド　販)武田薬品工業

622 イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水和物 ネオイスコチン原末 １ｇ 外 内服 流通 6222005A1035 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共
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622 ピラジナミド ピラマイド原末 １ｇ 両 内服 流通 6223001X1037 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共

624 トスフロキサシントシル酸塩水和物 オゼックス細粒小児用１５％ １５０ｍｇ１ｇ 外 内服 流通 6241010C1024 製)富士フイルム富山化学　販)大正富山医薬品

624 レボフロキサシン水和物 クラビット錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして） 外 内服 流通 6241013F3027 製)第一三共

624 ノルフロキサシン 小児用バクシダール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 6241005F3022 製)杏林製薬

624 トスフロキサシントシル酸塩水和物 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％「タカタ」 １５０ｍｇ１ｇ 両 内服 後発 流通 6241010C1032 製)高田製薬

624 リネゾリド リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 ６００ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 6249002F1032 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

624 レボフロキサシン水和物 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして） 両 内服 後発 流通 6241013F3051 製)第一三共エスファ　販)第一三共

625 アシクロビル アシクロビル顆粒４０％「ＭＥＥＫ」 ４０％１ｇ 外 内服 後発 流通 6250002D1229 製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

625 ビダラビン アラセナ－Ａ軟膏３％ ３％１ｇ 両 外用 流通 6250700M1189 製)持田製薬

625 ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ２０ｍｇ１キット 両 外用 流通 6250703G1022 製)第一三共

625 ラミブジン エピビル錠１５０ １５０ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 6250006F1031 製)ヴィーブヘルスケア　販)グラクソ・スミスクライン

625 オセルタミビルリン酸塩 オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 ３％１ｇ 両 内服 後発 流通 6250021R1032 製)沢井製薬

625 オセルタミビルリン酸塩 オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 ７５ｍｇ１カプセル 両 内服 後発 流通 6250021M1035 製)沢井製薬

625 ロピナビル・リトナビル カレトラ配合錠 １錠 両 内服 流通 劇 6250101F1037 製)アッヴィ　販)アボットジャパン

625 ジドブジン・ラミブジン コンビビル配合錠 １錠 外 内服 流通 劇 6250100F1032 製)ヴィーブヘルスケア　販)グラクソ・スミスクライン

625 ラミブジン ゼフィックス錠１００ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 6250020F1023 製)グラクソ・スミスクライン

625 アシクロビル ゾビラックス顆粒４０％ ４０％１ｇ 外 内服 流通 6250002D1024 製)グラクソ・スミスクライン

625 アシクロビル ゾビラックス錠４００ ４００ｍｇ１錠 両 内服 流通 6250002F2021 製)グラクソ・スミスクライン

625 アシクロビル ゾビラックス軟膏５％ ５％１ｇ 外 外用 流通 6250701M1027 製)グラクソ・スミスクライン

625 オセルタミビルリン酸塩 タミフルカプセル７５ ７５ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 6250021M1027 製)中外製薬　販)日本ロシュ

625 オセルタミビルリン酸塩 タミフルドライシロップ３％ ３％１ｇ 外 内服 流通 6250021R1024 製)中外製薬

625 エムトリシタビン・テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩 ツルバダ配合錠 １錠 両 内服 流通 劇 6250103F1036 製)ギリアド・サイエンシズ　販)鳥居薬品

625 エンテカビル水和物 バラクルード錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 外 内服 流通 劇 6250029F1024 製)ブリストル・マイヤーズスクイブ

625 バラシクロビル塩酸塩 バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」 ５０％１ｇ 両 内服 後発 流通 6250019D1070 製)アスペンジャパン

625 バラシクロビル塩酸塩 バラシクロビル顆粒５０％「明治」 ５０％１ｇ 外 内服 後発 流通 6250019D1062 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

625 バラシクロビル塩酸塩 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 ５００ｍｇ１錠 両 内服 後発 流通 6250019F1330 製)アスペンジャパン

625 バラシクロビル塩酸塩 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 ５００ｍｇ１錠 外 内服 後発 流通 6250019F1314 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

625 バルガンシクロビル塩酸塩 バリキサ錠４５０ｍｇ ４５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 毒 6250025F1026 製)田辺三菱製薬

625 バルガンシクロビル塩酸塩 バリキサドライシロップ５０００ｍｇ ５０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の内用液として） 両 内服 流通 毒 6250025R1022 製)田辺三菱製薬

625 バラシクロビル塩酸塩 バルトレックス顆粒５０％ ５０％１ｇ 外 内服 流通 6250019D1020 製)グラクソ・スミスクライン

625 バラシクロビル塩酸塩 バルトレックス錠５００ ５００ｍｇ１錠 外 内服 流通 6250019F1020 製)グラクソ・スミスクライン

625 レテルモビル プレバイミス錠２４０ｍｇ ２４０ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 6250048F1027 製)ＭＳＤ
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625 ザナミビル水和物 リレンザ ５ｍｇ１ブリスター 両 外用 流通 6250702G1028 製)グラクソ・スミスクライン

625 ジドブジン レトロビルカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 劇 6250001M1038 製)ヴィーブヘルスケア　販)グラクソ・スミスクライン

625 リバビリン レベトールカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル 外 内服 流通 劇 6250022M1021 製)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ

629 フルシトシン アンコチル錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 両 内服 流通 劇 6290001F1050 製)共和薬品工業

629 イトラコナゾール イトリゾールカプセル５０ ５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 6290004M1029 製)ヤンセンファーマ　販)協和発酵キリン

629 イトラコナゾール イトリゾール内用液１％ １％１ｍＬ 両 内服 流通 6290004S1028 製)ヤンセンファーマ

629 エフィナコナゾール クレナフィン爪外用液１０％ １０％１ｇ 両 外用 流通 6290702Q1029 製)科研製薬

629 フルコナゾール ジフルカンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 6290002M1020 製)ファイザー

629 スルファメトキサゾール・トリメトプリム ダイフェン配合顆粒 １ｇ 両 内服 流通 6290100D1070 製)鶴原製薬　販)和薬

629 スルファメトキサゾール・トリメトプリム ダイフェン配合錠 １錠 両 内服 流通 6290100F2107 製)鶴原製薬　販)和薬

629 スルファメトキサゾール・トリメトプリム バクタ配合顆粒 １ｇ 外 内服 流通 6290100D1088 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

629 スルファメトキサゾール・トリメトプリム バクタ配合錠 １錠 外 内服 流通 6290100F2115 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

629 フルコナゾール フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「Ｆ」 ５０ｍｇ１カプセル 両 内服 後発 流通 6290002M1062 製)富士製薬工業

629 ミコナゾール フロリードゲル経口用２％ ２％１ｇ 両 内服 流通 6290003X1039 製)持田製薬　販)昭和薬品化工

634 乾燥人血液凝固第９因子複合体 ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用５００単位「ニチヤク」 ５００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343409X7059 製)日本製薬　販)武田薬品工業

634 ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え） アディノベイト静注用キット１０００ １０００国際単位１キット（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343446G3020 製)武田薬品工業　販)シャイアー・ジャパン

634 ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え） アディノベイト静注用キット３０００ ３０００国際単位１キット（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343446G6029 製)武田薬品工業　販)シャイアー・ジャパン

634 ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え） アディノベイト静注用キット５００ ５００国際単位１キット（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343446G2023 製)武田薬品工業　販)シャイアー・ジャパン

634 アルブトレペノナコグ　アルファ（遺伝子組換え） イデルビオン静注用２５０ ２５０国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343448D1020 製)ＣＳＬベーリング

634 アルブトレペノナコグ　アルファ（遺伝子組換え） イデルビオン静注用５００ ５００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343448D2026 製)ＣＳＬベーリング

634 エフラロクトコグ　アルファ（遺伝子組換え） イロクテイト静注用１０００ １０００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343442D4021 製)サノフィ　販)バイオジェン・ジャパン　販)バイオベラティブ・ジャパン

634 エフラロクトコグ　アルファ（遺伝子組換え） イロクテイト静注用１５００ １５００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343442D5028 製)サノフィ　販)バイオジェン・ジャパン　販)バイオベラティブ・ジャパン

634 エフラロクトコグ　アルファ（遺伝子組換え） イロクテイト静注用２０００ ２０００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343442D6024 製)サノフィ　販)バイオジェン・ジャパン　販)バイオベラティブ・ジャパン

634 エフラロクトコグ　アルファ（遺伝子組換え） イロクテイト静注用３０００ ３０００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343442D7020 製)サノフィ　販)バイオジェン・ジャパン　販)バイオベラティブ・ジャパン

634 エフトレノナコグ　アルファ（遺伝子組換え） オルプロリクス静注用１０００ １０００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343441D2024 製)サノフィ　販)バイオジェン・ジャパン　販)バイオベラティブ・ジャパン

634 エフトレノナコグ　アルファ（遺伝子組換え） オルプロリクス静注用２０００ ２０００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343441D3020 製)サノフィ　販)バイオジェン・ジャパン　販)バイオベラティブ・ジャパン

634 エフトレノナコグ　アルファ（遺伝子組換え） オルプロリクス静注用２５０ ２５０国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343441D5023 製)サノフィ　販)バイオジェン・ジャパン　販)バイオベラティブ・ジャパン

634 エフトレノナコグ　アルファ（遺伝子組換え） オルプロリクス静注用３０００ ３０００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343441D4027 製)サノフィ　販)バイオジェン・ジャパン　販)バイオベラティブ・ジャパン

634 エフトレノナコグ　アルファ（遺伝子組換え） オルプロリクス静注用４０００ ４０００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343441D6020 製)サノフィ　販)バイオベラティブ・ジャパン

634 エフトレノナコグ　アルファ（遺伝子組換え） オルプロリクス静注用５００ ５００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343441D1028 製)サノフィ　販)バイオジェン・ジャパン　販)バイオベラティブ・ジャパン

634 オクトコグ　ベータ（遺伝子組換え） コバールトリイ静注用１０００ １０００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343447D3028 製)バイエル薬品

634 オクトコグ　ベータ（遺伝子組換え） コバールトリイ静注用２０００ ２０００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343447D4024 製)バイエル薬品
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634 オクトコグ　ベータ（遺伝子組換え） コバールトリイ静注用２５０ ２５０国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343447D1025 製)バイエル薬品

634 オクトコグ　ベータ（遺伝子組換え） コバールトリイ静注用３０００ ３０００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343447D5020 製)バイエル薬品

634 オクトコグ　ベータ（遺伝子組換え） コバールトリイ静注用５００ ５００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343447D2021 製)バイエル薬品

634 乾燥濃縮人血液凝固第８因子 コンファクトＦ注射用１０００ １０００単位１瓶（溶解液付） 外 注射　自注 流通 特生 6343406X8094 製)ＫＭバイオロジクス　販)アステラス製薬　販)日本血液製剤機構

634 エプタコグ　アルファ（活性型）（遺伝子組換え） ノボセブンＨＩ静注用１ｍｇシリンジ １ｍｇ１ｍＬ１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343434D6020 製)ノボノルディスクファーマ

634 エプタコグ　アルファ（活性型）（遺伝子組換え） ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇシリンジ ５ｍｇ５ｍＬ１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343434D8022 製)ノボノルディスクファーマ

634 乾燥濃縮人血液凝固第１０因子加活性化第７因子 バイクロット配合静注用 （第ＶＩＩａ因子１．５ｍｇ　第Ｘ因子１５ｍｇ）１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343500D1027 製)ＫＭバイオロジクス

634 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ハイゼントラ２０％皮下注１ｇ／５ｍＬ １ｇ５ｍＬ１瓶 両 注射　自注 流通 特生 6343439A1024 製)ＣＳＬベーリング

634 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ハイゼントラ２０％皮下注２ｇ／１０ｍＬ ２ｇ１０ｍＬ１瓶 両 注射　自注 流通 特生 6343439A2020 製)ＣＳＬベーリング

634 ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ ４ｇ２０ｍＬ１瓶 両 注射　自注 流通 特生 6343439A3027 製)ＣＳＬベーリング

634 ノナコグアルファ（遺伝子組換え） ベネフィクス静注用１０００ １０００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343438D2022 製)ファイザー　販)武田薬品工業　販)ファイザー製薬

634 ノナコグアルファ（遺伝子組換え） ベネフィクス静注用２０００ ２０００国際単位１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 特生 6343438D3029 製)ファイザー　販)武田薬品工業　販)ファイザー製薬

634 エミシズマブ（遺伝子組換え） ヘムライブラ皮下注１０５ｍｇ １０５ｍｇ０．７ｍＬ１瓶 両 注射　自注 流通 特生 6343451A4024 製)中外製薬

634 エミシズマブ（遺伝子組換え） ヘムライブラ皮下注１５０ｍｇ １５０ｍｇ１ｍＬ１瓶 両 注射　自注 流通 特生 6343451A5020 製)中外製薬

634 エミシズマブ（遺伝子組換え） ヘムライブラ皮下注３０ｍｇ ３０ｍｇ１ｍＬ１瓶 両 注射　自注 流通 特生 6343451A1025 製)中外製薬

634 エミシズマブ（遺伝子組換え） ヘムライブラ皮下注６０ｍｇ ６０ｍｇ０．４ｍＬ１瓶 両 注射　自注 流通 特生 6343451A2021 製)中外製薬

634 エミシズマブ（遺伝子組換え） ヘムライブラ皮下注９０ｍｇ ９０ｍｇ０．６ｍＬ１瓶 両 注射　自注 流通 特生 6343451A3028 製)中外製薬

634 フィブリノゲン加第１３因子 ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 ３ｍＬ２キット１組 両 外用 流通 特生 6349800X3024 製)ＣＳＬベーリング

634 フィブリノゲン加第１３因子 ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 ５ｍＬ２キット１組 両 外用 流通 特生 6349800X4020 製)ＣＳＬベーリング

639 トシリズマブ（遺伝子組換え） アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター １６２ｍｇ０．９ｍＬ１キット 両 注射　自注 流通 劇 6399421G2029 製)中外製薬

639 トシリズマブ（遺伝子組換え） アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ １６２ｍｇ０．９ｍＬ１筒 外 注射　自注 流通 劇 6399421G1022 製)中外製薬

641 スピラマイシン スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」 １５０万国際単位１錠 外 内服 流通 6419006F1024 製)サノフィ

641 メトロニダゾール フラジール内服錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 両 内服 流通 6419002F1131 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬

642 ピランテルパモ酸塩 コンバントリン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 外 内服 流通 6429001F1036 製)佐藤製薬

642 ピランテルパモ酸塩 コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ １０％１ｇ 外 内服 流通 6429001R1032 製)佐藤製薬

642 プラジカンテル ビルトリシド錠６００ｍｇ ６００ｍｇ１錠 両 内服 流通 6429006F1039 製)バイエル薬品

711 トウモロコシデンプン トウモロコシデンプン「ヨシダ」 １０ｇ 両 内服 流通 7112003X1090 製)吉田製薬

711 乳糖水和物 乳糖水和物原末「マルイシ」 １０ｇ 両 内服 流通 7111001X1302 製)丸石製薬　販)ニプロ

712 オリブ油 オリブ油「ケンエー」 １０ｍＬ 両 外用 流通 7121704X1091 製)健栄製薬

712 吸水クリーム 吸水クリーム １０ｇ 外 局方 外用 流通 7122703X1019

712 親水クリーム 親水クリーム １０ｇ 両 局方 外用 流通 7122704X1013

712 白色ワセリン 白色ワセリン １０ｇ 両 局方 外用 流通 7121703X1011
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712 白色ワセリン プロペト １０ｇ 両,外 外用 流通 7121703X1330 製)丸石製薬

713 滅菌精製水 滅菌精製水＊（日興製薬） １０ｍＬ 両 外用 流通 7131700X1057 製)日興製薬　販)エビス製薬　販)オリエンタル薬品工業　販)大成薬品工業　販)日医工　販)日興製薬販売　販)ファイザー　販)マイラン製薬　販)丸石製薬

714 単シロップ 単シロップ １０ｍＬ 両 局方 内服 流通 7142001X1015

719 塩化ナトリウム 塩化ナトリウム「日医工」 １０ｇ 両 内服　外用 流通 7190701X1168 製)日医工　販)日興製薬販売

719 塩化ナトリウム 塩化ナトリウム「日医工」 １０ｇ 両 内服　外用 流通 7190701X1168 製)日医工　販)日興製薬販売

721 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン ガストログラフイン経口・注腸用 １ｍＬ 両 内服 流通 7211001X1030 製)バイエル薬品　販)日本シエーリング

721 硫酸バリウム バリトップゾル１５０ １５０％１０ｍＬ 両 内服 流通 7212013S1025 製)カイゲンファーマ

721 クエン酸マグネシウム マグコロール内用液１３．６％分包２５０ｍＬ １３．６％２５０ｍＬ１包 両 内服 流通 7213005S2024 製)堀井薬品工業

722 グルカゴン（遺伝子組換え） グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ １ｍｇ１瓶（溶解液付） 両 注射　自注 流通 劇 7229402D1036 製)ノボノルディスクファーマ　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ

722 メチラポン メトピロンカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル 両 内服 流通 7223001M1035 製)セオリアファーマ　販)武田薬品工業　販)ノバルティスファーマ

729 デンプン部分加水分解物 トレーランＧ液７５ｇ ２２５ｍＬ１瓶 両 内服 流通 7290003S1044 製)エイワイファーマ　販)ＥＡファーマ　販)陽進堂

729 パッチテスト用塩類 パッチテスト試薬 １ｍＬ又は１ｇ 両 外用 流通 7290706T1024 製)鳥居薬品

729 クエン酸鉄アンモニウム フェリセルツ散２０％ ６００ｍｇ１包 外 内服 流通 7290004B1030 製)大塚製薬

729 尿素（１３Ｃ） ユービット錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 両 内服 流通 7290005F1037 製)大塚製薬

731 安息香酸ナトリウム 安息香酸ナトリウム＊（小堺） １０ｇ 両 内服 流通 7319002X1039 製)小堺製薬

799 ナトリウム・カリウム配合剤 ニフレック配合内用剤 １袋 両 内服 流通 7990100A1106 製)ＥＡファーマ

799 ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸 ピコプレップ配合内用剤 １包 両 内服 流通 7990103A1029 製)日本ケミファ　販)フェリング・ファーマ

799 ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤 モビプレップ配合内用剤 １袋 両 内服 流通 7990102A1024 製)ＥＡファーマ

811 モルヒネ硫酸塩水和物 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 両 内服 流通 麻　劇 8114004G1027 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　販)第一三共　販)大日本住友製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬

811 モルヒネ硫酸塩水和物 ＭＳコンチン錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 両 内服 流通 麻　劇 8114004G2023 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　販)第一三共　販)大日本住友製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬

811 モルヒネ硫酸塩水和物 ＭＳコンチン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 両 内服 流通 麻　劇 8114004G3020 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　販)第一三共　販)大日本住友製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬

811 モルヒネ塩酸塩水和物 オプソ内服液５ｍｇ ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 両 内服 流通 麻　劇 8114005S1024 製)大日本住友製薬　販)塩野義製薬　販)第一三共　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬

811 モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ塩酸塩水和物 １ｇ 両 局方 内服 流通 麻　毒 8114003X1014

821 フェンタニルクエン酸塩 アブストラル舌下錠１００μｇ １００μｇ１錠 両 内服 流通 麻　劇 8219001F1020 製)協和キリン　販)久光製薬

821 フェンタニルクエン酸塩 フェントステープ０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１枚 両 外用 流通 麻　劇 8219701S6027 製)久光製薬　販)協和キリン

821 フェンタニルクエン酸塩 フェントステープ１ｍｇ １ｍｇ１枚 両 外用 流通 麻　劇 8219701S1025 製)久光製薬　販)協和キリン

821 フェンタニルクエン酸塩 フェントステープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚 両 外用 流通 麻　劇 8219701S2021 製)久光製薬　販)協和キリン
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