
厚労省コード 販売名 販売会社等 規格単位 投与経路 一般名 薬効分類名 採用薬 院外採用薬

2190016Q2026 アーガメイト20％ゼリー25g アステラス 20％25g1個 内 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 高カリウム血症改善剤 採用

2190016D1028 アーガメイト89.29％顆粒5.6g アステラス 89.29％1g 内 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 高カリウム血症改善剤 院外採用

2649710M2068 亜鉛華(10％)単軟膏「ホエイ」 ファイザー 10g 外 亜鉛華軟膏 外用局所収れん剤 採用

3969003F3061 アカルボースOD錠50mg「テバ」 武田 50mg1錠 内 アカルボース 食後過血糖改善剤 採用

2619700Q1176 ケンエーアクリノール液0.1 健栄 0.1％10mL 外 アクリノール水和物 外用殺菌消毒剤 採用

2260700F1021 アズノールうがい液4％ 日本新薬 4％1mL 外 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 アズレン含嗽液 院外採用

2329122C1052 アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」 日医工 1g 内 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物＼Ｌ-グルタミン 胃炎・消化性潰瘍治療剤 採用

2149043F1100 アゼルニジピン錠8mg「タナベ」 ニプロES P 8mg1錠 内 アゼルニジピン 持続性Ca拮抗剤 採用

2139008F2044 アゾセミド錠30mg「JG」 日本ジェネリック 30mg1錠 内 アゾセミド 持続型ループ利尿剤 採用

2123011F1015 アテノロール錠25mg「タイヨー」 武田 25mg1錠 内 アテノロール 心臓選択性β遮断剤 採用

2189015F1082 アトルバスタチン錠5mg「DSEP」 第一三共エスファ 5mg1錠 内 アトルバスタチンカルシウム水和物 HMG-CoA還元酵素阻害剤 採用

4291010F1171 アナストロゾール錠1mg「トーワ」 東和薬品 1mg1錠 内 アナストロゾール アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤 採用

1214700P1062 アネトカインゼリー2％ 小林化工 2％1mL 外 リドカイン塩酸塩 粘滑・表面麻酔剤 採用

1214001S1038 アネトカインビスカス2％ 小林化工 2％1mL 内 リドカイン塩酸塩 経口表面麻酔剤 採用

2129004M2065 アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 ニプロ 20mg1カプセル 内 アプリンジン塩酸塩 不整脈治療剤 採用

2129010F1065 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 アステラス 100mg1錠 内 アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤 採用

2129010F3025 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 アステラス 50mg1錠 内 アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤 院外採用

2171022F3234 アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 Meiji Seika ファルマ 2.5mg1錠 内 アムロジピンベシル酸塩 高血圧症・狭心症治療薬 持続性Ca拮抗薬 採用

2171022F4230 アムロジピンOD錠5mg「明治」 Meiji Seika ファルマ 5mg1錠 内 アムロジピンベシル酸塩 高血圧症・狭心症治療薬 持続性Ca拮抗薬 採用

6131001M2327 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 日医工 250mg1カプセル 内 アモキシシリン水和物 合成ペニシリン製剤 採用

3112001M1267 アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」 扶桑 0.25μg1カプセル 内 アルファカルシドール 活性型ビタミンD3製剤 採用

3112001M3014 アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」 扶桑 1μg1カプセル 内 アルファカルシドール 活性型ビタミンD3製剤 採用

1124023F1100 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 東和薬品 0.4mg1錠 内 アルプラゾラム マイナートランキライザー 採用

3999018F2141 アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 沢井 35mg1錠 内 アレンドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤 採用

3943001F1667 アロプリノール錠100mg「タナベ」 ニプロES P 100mg1錠 内 アロプリノール 高尿酸血症治療剤 採用

2239001F1017 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 東和薬品 15mg1錠 内 アンブロキソール塩酸塩 気道潤滑去痰剤 採用

2239001N1160 アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 東和薬品 45mg1カプセル 内 アンブロキソール塩酸塩 徐放性気道潤滑去痰剤 採用

2239001Q1115 アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3％「タイヨー」 武田 0.3％1mL 内 アンブロキソール塩酸塩 気道潤滑去痰剤 採用

3399004M4041 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 ニプロ 900mg1包 内 イコサペント酸エチル EPA製剤 採用

2139001S2040 イソソルビド内用液70％分包30mL「CEO」 武田 70％30mL1包 内 イソソルビド 経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤 採用

2139001S5023 イソソルビド内用液70％分包40mL「CEO」 武田 70％40mL1包 内 イソソルビド 経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤 院外採用

2171023F2119 一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」 武田 20mg1錠 内 一硝酸イソソルビド 狭心症治療用ISMN製剤 採用

6290004F1070 イトラコナゾール錠50mg「日医工」 日医工 50mg1錠 内 イトラコナゾール 経口抗真菌剤 採用

6290004S1036 イトラコナゾール内用液1％「ファイザー」 ファイザー 1％1mL 内 イトラコナゾール 経口抗真菌剤 採用

4291011F1184 イマチニブ錠100mg「ファイザー」 ファイザー 100mg1錠 内 イマチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼインヒビター） 採用

3222012Q1030 インクレミンシロップ5％ アルフレッサＰ 1mL 内 溶性ピロリン酸第二鉄 鉄欠乏性貧血治療剤 採用

1145002N1145 インテバンSP25 帝國製薬 25mg1カプセル 内 インドメタシン 鎮痛・解熱・抗炎症剤 院外採用

2362001F2220 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 東和薬品 100mg1錠 内 ウルソデオキシコール酸 肝・胆・消化機能改善剤 採用

2362001F1118 ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 東和薬品 50mg1錠 内 ウルソデオキシコール酸 肝・胆・消化機能改善剤 採用

2260702F1063 AZ含嗽用配合細粒「NP」 ニプロ 0.1％1g 外 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物＼炭酸水素ナトリウム 含嗽剤 採用

4291012F1049 エキセメスタン錠25mg「マイラン」 マイラン製薬 25mg1錠 内 エキセメスタン アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤 採用

2399710E1046 SPトローチ0.25mg「明治」 Meiji Seika ファルマ 0.25mg1錠 外 デカリニウム塩化物 口腔用剤 院外採用

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

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

2615705Q1056 消毒用エタノールB液IP 健栄 10mL 外 消毒用エタノール 外用殺菌消毒剤 採用

2615705Q1170 消毒用エタライトB液 日医工 10mL 外 消毒用エタノール 外用殺菌消毒剤 採用

1179025F1301 エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 東和薬品 0.5mg1錠 内 エチゾラム 精神安定剤 採用

1179025F2260 エチゾラム錠1mg「トーワ」 東和薬品 1mg1錠 内 エチゾラム 精神安定剤 採用

2144002F1288 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ファイザー」 ファイザー 2.5mg1錠 内 エナラプリルマレイン酸塩 持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤 院外採用

2144002F2330 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ファイザー」 ファイザー 5mg1錠 内 エナラプリルマレイン酸塩 持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤 採用

7212701W1021 エネマスター注腸散 伏見製薬 98.1％10g 外 硫酸バリウム 注腸用Ｘ線造影剤 採用

4490019F3179 エバスチンOD錠5mg「ファイザー」 ファイザー 5mg1錠 内 エバスチン 持続性選択H1受容体拮抗剤 採用

3999013F1010 エパルレスタット錠50mg「ファイザー」 ファイザー 50mg1錠 内 エパルレスタット アルドース還元酵素阻害剤 採用

4490014F1017 エピナスチン塩酸塩錠10mg「ファイザー」 ファイザー 10mg1錠 内 エピナスチン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤 採用

4490014F2013 エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 ファイザー 20mg1錠 内 エピナスチン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤 採用

1249009F1422 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 東和薬品 50mg1錠 内 エペリゾン塩酸塩 筋緊張症候改善剤 採用

2649843S1039 MS温シップ「タイホウ」 大鵬 10g 外 サリチル酸メチル＼dl-カンフル＼トウガラシエキス 鎮痛・消炎温感パップ剤 採用
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2649895S1044 MS冷シップ「タカミツ」 三和化学 10g 外 サリチル酸メチル＼dl-カンフル＼ｌ-メントール 鎮痛・消炎パップ剤 採用

2619716Q1029 エルエイジ-10液 吉田製薬 10％10mL 外 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 外用殺菌消毒剤 採用

2590007F2060 塩酸プロピベリン錠20mg「アメル」 共和薬工 20mg1錠 内 プロピベリン塩酸塩 尿失禁・頻尿治療剤 採用

6250029F2020 エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 沢井 0.5mg1錠 内 エンテカビル水和物 抗ウイルス化学療法剤 採用

8119002N3026 オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 テルモ 20mg1カプセル 内 オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 採用

8119002N4022 オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」 テルモ 40mg1カプセル 内 オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 採用

8119002N1023 オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 テルモ 5mg1カプセル 内 オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 採用

6250021M1035 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 沢井 75mg1カプセル 内 オセルタミビルリン酸塩 抗インフルエンザウイルス剤 採用

6250021R1032 オセルタミビルDS3％「サワイ」 沢井 3％1g 内 オセルタミビルリン酸塩 抗インフルエンザウイルス剤 採用

1319720Q8142 オペリードHV0.85眼粘弾剤1％ 武田 1％0.85mL1筒 外 精製ヒアルロン酸ナトリウム 眼科手術補助剤 採用

2329022H2171 オメプラゾール腸溶錠10mg「マイラン」 ファイザー 10mg1錠 内 オメプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 院外採用

2329022H1205 オメプラゾール腸溶錠20mg「マイラン」 ファイザー 20mg1錠 内 オメプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 院外採用

1179044F6101 オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 東和薬品 2.5mg1錠 内 オランザピン ※抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤 採用

1179044F4109 オランザピンOD錠5mg「トーワ」 東和薬品 5mg1錠 内 オランザピン ※抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤 採用

2149044F5089 オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 共創未来P 10mg1錠 内 オルメサルタン メドキソミル 高親和性AT1レセプターブロッカー 採用

2149044F6085 オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 共創未来P 20mg1錠 内 オルメサルタン メドキソミル 高親和性AT1レセプターブロッカー 採用

4490025F4120 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 日医工 5mg1錠 内 オロパタジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤 採用

2144001F1259 カプトプリル錠12.5mg「日医工」 日医工 12.5mg1錠 内 カプトプリル レニン・アンジオテンシン系降圧剤 採用

4223005F1030 カペシタビン錠300mg「サワイ」 沢井 300mg1錠 内 カペシタビン 抗悪性腫瘍剤 院外採用

3999003F1017 カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 東和薬品 100mg1錠 内 カモスタットメシル酸塩 経口蛋白分解酵素阻害剤 採用

3321002F1114 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 日医工 10mg1錠 内 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 血管強化・止血剤 採用

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

2149032F3032 カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 沢井 1.25mg1錠 内 カルベジロール 慢性心不全治療剤 採用

2149032F1099 カルベジロール錠10mg「サワイ」 沢井 10mg1錠 内 カルベジロール 持続性　高血圧・狭心症治療剤／慢性心不全治療剤／頻脈性心房細動治療剤 採用

2149032F4039 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 沢井 2.5mg1錠 内 カルベジロール 慢性心不全治療剤／頻脈性心房細動治療剤 採用

2233002F1298 カルボシステイン錠250mg「トーワ」 東和薬品 250mg1錠 内 カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化剤 採用

2233002Q1116 カルボシステインシロップ5％「JG」 日本ジェネリック 5％1mL 内 カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化剤 採用

2233002R2037 カルボシステインDS50％「タカタ」 高田 50％1g 内 カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化剤 採用

1141007C2020 カロナール細粒50％ あゆみ製薬 50％1g 内 アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤 採用

1141007F1063 カロナール錠200 あゆみ製薬 200mg1錠 内 アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤 採用

1141007F3023 カロナール錠500 あゆみ製薬 500mg1錠 内 アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤 採用

1141007Q1048 カロナールシロップ2％ あゆみ製薬 2％1mL 内 アセトアミノフェン 小児用解熱鎮痛剤 採用

3999001Q3046 カロリールゼリー40.496％ 佐藤製薬 40.496％1g 内 ラクツロース 高アンモニア血症用剤・生理的腸管機能改善剤 院外採用

2149040F6010 カンデサルタンOD錠4mg「EE」 日医工 4mg1錠 内 カンデサルタン シレキセチル 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤 採用

2149040F7016 カンデサルタンOD錠8mg「EE」 日医工 8mg1錠 内 カンデサルタン シレキセチル 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤 採用

1214701R1050 キシロカインポンプスプレー8％ アスペンJ 1g 外 リドカイン 定量噴霧式表面麻酔剤 採用

3929003C1075 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 日医工 1g 内 球形吸着炭 慢性腎不全用剤 採用

1179042F2190 クエチアピン錠100mg「明治」 Meiji Seika ファルマ 100mg1錠 内 クエチアピンフマル酸塩 抗精神病剤 採用

1179042F1194 クエチアピン錠25mg「明治」 Meiji Seika ファルマ 25mg1錠 内 クエチアピンフマル酸塩 抗精神病剤 採用

3222013F1157 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 沢井 鉄50mg1錠 内 クエン酸第一鉄ナトリウム 可溶性の非イオン型鉄剤 採用

3222013D1075 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3％「ツルハラ」 鶴原 1g 内 クエン酸第一鉄ナトリウム 非イオン型鉄製剤 採用

2391002Q2022 グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 日本ケミファ 2mg1包 内 グラニセトロン塩酸塩 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 院外採用

6149003F2119 クラリスロマイシン錠200mg「サンド」 サンド 200mg1錠 内 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質製剤 採用

6149003R1062 クラリスロマイシンDS小児用10％「タカタ」 高田 100mg1g 内 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質製剤 採用

3961008F6030 グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 日医工 0.5mg1錠 内 グリメピリド スルホニルウレア系経口血糖降下剤 採用

3961008F4038 グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 日医工 1mg1錠 内 グリメピリド スルホニルウレア系経口血糖降下剤 採用

3961008F3040 グリメピリド錠0.5mg「三和」 三和化学 0.5mg1錠 内 グリメピリド スルホニルウレア系経口血糖降下剤 院外採用

3961008F2060 グリメピリド錠3mg「EMEC」 日医工 3mg1錠 内 グリメピリド スルホニルウレア系経口血糖降下剤 採用

3399008F1211 クロピドグレル錠25mg「サンド」 サンド 25mg1錠 内 クロピドグレル硫酸塩 抗血小板剤 採用

3399008F2218 クロピドグレル錠75mg「サンド」 サンド 75mg1錠 内 クロピドグレル硫酸塩 抗血小板剤 採用

1319717Q1014 クロモグリク酸Na点眼液2％「トーワ」 東和薬品 100mg5mL1瓶 外 クロモグリク酸ナトリウム アレルギー性結膜炎治療剤 採用

3229002G1074 ケーサプライ錠600mg アルフレッサＰ 600mg1錠 内 塩化カリウム 徐放性カリウム剤 採用

2649729S2215 ケトプロフェンテープ20mg「東光」 ラクール薬品 7cm×10cm1枚 外 ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤 採用

2649729S1197 ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 日医工 10cm×14cm1枚 外 ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤 採用

4291013F1035 ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 第一三共エスファ 250mg1錠 内 ゲフィチニブ 抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤 採用

2634710M1085 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「イワキ」 岩城 1mg1g 外 ゲンタマイシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質製剤 採用

3325700X7026 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(10.2cm×20.3cm)Ｊ＆Ｊ 10.2cm×20.3cm1枚 外 酸化セルロース 可吸収性止血剤 採用

3325700S3023 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(15.2cm×22.9cm)Ｊ＆Ｊ ニューニット15.2cm×22.9cm 外 酸化セルロース 可吸収性止血剤 採用

3325700X8022 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(5.1cm×2.5cm) Ｊ＆Ｊ 綿型5.1cm×2.5cm1枚 外 酸化セルロース 可吸収性止血剤 採用

6219001H1080 サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「テバ」 武田 500mg1錠 内 サラゾスルファピリジン 抗リウマチ剤 採用

2652701M2021 10％サリチル酸ワセリン軟膏 東豊 ヤクハン 10％10g 外 サリチル酸 寄生性皮膚疾患剤 採用

2241003S1020 サリパラ液 丸石 10mL 内 桜皮エキス 鎮咳去痰剤（オウヒエキス製剤） 採用

2344009F1094 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 吉田製薬 250mg1錠 内 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤 院外採用



2344009F2090 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 吉田製薬 330mg1錠 内 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤 採用

2344009F4069 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 吉田製薬 500mg1錠 内 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤 採用

2357701K8177 ケンエーG浣腸液50％120mL 健栄 50％120mL1個 外 グリセリン ディスポーザブル　グリセリン浣腸剤 採用

2357701K9165 ケンエーG浣腸液50％150mL 健栄 50％150mL1個 外 グリセリン ディスポーザブル　グリセリン浣腸剤 採用

2357701K3124 ケンエーG浣腸液50％30mL 健栄 50％30mL1個 外 グリセリン ディスポーザブル　グリセリン浣腸剤 採用

2357701K6212 ケンエーG浣腸液50％60mL 健栄 50％60mL1個 外 グリセリン ディスポーザブル　グリセリン浣腸剤 採用

2499010F1120 ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 持田 1mg1錠 内 ジエノゲスト 子宮内膜症治療剤 院外採用

1329701Q1036 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5％「CEO」 武田 5％1mL 外 ジオクチルソジウムスルホサクシネート 耳垢除去剤 採用

3999004M3099 シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」 東和薬品 10mg1カプセル 内 シクロスポリン 免疫抑制剤（カルシニューリンインヒビター） 採用

3999004M4095 シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 東和薬品 25mg1カプセル 内 シクロスポリン 免疫抑制剤（カルシニューリンインヒビター） 採用

3999004M5091 シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」 東和薬品 50mg1カプセル 内 シクロスポリン 免疫抑制剤（カルシニューリンインヒビター） 院外採用

1147002F1625 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 東和薬品 25mg1錠 内 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・抗炎症剤 採用

1147700J2207 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 日本ジェネリック 25mg1個 外 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤 採用

1147700J3238 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 日本ジェネリック 50mg1個 外 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤 採用

2129005F1226 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 東和薬品 150mg1錠 内 ジソピラミドリン酸塩 徐放性不整脈治療剤 採用

6241018F1035 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 沢井 50mg1錠 内 シタフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤 採用

2171010B1067 ジピリダモール散12.5％「JG」 日本ジェネリック 12.5％1g 内 ジピリダモール 冠循環改善剤 採用

2171010F2642 ジピリダモール錠25mg「JG」 日本ジェネリック 25mg1錠 内 ジピリダモール 冠循環改善剤 院外採用

3962001F1093 ジベトス錠50mg 日医工 50mg1錠 内 ブホルミン塩酸塩 経口血糖降下剤 院外採用

2129007F1063 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 東和薬品 50mg1錠 内 シベンゾリンコハク酸塩 不整脈治療剤 採用

2344005F1045 重曹錠500mg「マイラン」 ファイザー 500mg1錠 内 炭酸水素ナトリウム 制酸剤 採用

2171700S1133 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 日医工 40mg1枚 外 硝酸イソソルビド 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤 採用

2171006N1156 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 日医工 100mg1カプセル 内 ジルチアゼム塩酸塩 持続性Ca拮抗剤 採用

2149037F2071 シルニジピン錠10mg「AFP」 アルフレッサＰ 10mg1錠 内 シルニジピン 持続性Ca拮抗降圧剤 採用

3399002F3039 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 沢井 50mg1錠 内 シロスタゾール 抗血小板剤 採用

2590010F4030 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 第一三共エスファ 4mg1錠 内 シロドシン 選択的α1A遮断薬/前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬 採用

2189011F1017 シンバスタチン錠5mg「NikP」 日医工 5mg1錠 内 シンバスタチン HMG‐CoA還元酵素阻害剤 －高脂血症治療剤－ 採用

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

2329008S1113 スクラルファート内用液10％「タイヨー」 武田 10％1mL 内 スクラルファート水和物 胃炎・消化性潰瘍治療剤 採用

2646725N1126 スチブロンクリーム0.05％ 岩城 0.05％1g 外 ジフルプレドナート 副腎皮質ホルモン外用剤 採用

2646725M1147 スチブロン軟膏0.05％ 岩城 0.05％1g 外 ジフルプレドナート 副腎皮質ホルモン外用剤 採用

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

2454701X1033 ステロネマ注腸3mg 日医工 3.95mg1個 外 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム ディスポーザブルステロイド注腸剤 採用

2133001F1018 スピロノラクトン錠25mg「日医工」 日医工 25mg1錠 内 スピロノラクトン 抗アルドステロン性利尿・降圧剤 採用

4490016M2062 スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 沢井 100mg1カプセル 内 スプラタストトシル酸塩 アレルギー性疾患治療剤 採用

2160003F1111 スマトリプタン錠50mg「タカタ」 高田 50mg1錠 内 スマトリプタンコハク酸塩 5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤 採用

2649731M1080 スミルスチック3％ 三笠 3％1g 外 フェルビナク 経皮吸収型鎮痛・消炎剤 院外採用

1179016F1191 スルピリド錠100mg「サワイ」 沢井 100mg1錠 内 スルピリド 精神神経用剤 院外採用

2329009F1217 スルピリド錠50mg「サワイ」 沢井 50mg1錠 内 スルピリド 抗潰瘍・精神用剤 院外採用

2251001M1053 スロービッドカプセル100mg サンド 100mg1カプセル 内 テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤 院外採用

1124020F2048 セニラン錠2mg サンド 2mg1錠 内 ブロマゼパム 精神神経安定剤 採用

1124020F4040 セニラン錠5mg サンド 5mg1錠 内 ブロマゼパム 精神神経安定剤 採用

2171014C1044 セパミット細粒1％ 日本ジェネリック 1％1g 内 ニフェジピン カルシウム拮抗剤・ニフェジピン固溶体製剤 院外採用

1119702G1070 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 日興製薬 1mL 外 セボフルラン 全身吸入麻酔剤 採用

1179046F1125 セルトラリン錠25mg「サンド」 サンド 25mg1錠 内 セルトラリン塩酸塩 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 採用

2354003F2367 センノシド錠12mg「サワイ」 沢井 12mg1錠 内 センノシド 緩下剤 採用

1179024F1080 ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」 田辺三菱 25mg1錠 内 ゾテピン 統合失調症治療剤 採用

1179024F2087 ゾテピン錠50mg「ヨシトミ」 田辺三菱 50mg1錠 内 ゾテピン 統合失調症治療剤 採用

1129009F3060 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 東和薬品 5mg1錠 内 ゾルピデム酒石酸塩 入眠剤 採用

3179109M1066 ダイメジンスリービー配合カプセル25 日医工 1カプセル 内 ベンフォチアミン＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン 複合ビタミンB製剤 採用

3999014F1058 タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 あゆみ製薬 0.5mg1錠 内 タクロリムス水和物 免疫抑制剤 院外採用

3999014F3042 タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 あゆみ製薬 1.5mg1錠 内 タクロリムス水和物 免疫抑制剤 院外採用

3999014F2054 タクロリムス錠1mg「あゆみ」 あゆみ製薬 1mg1錠 内 タクロリムス水和物 免疫抑制剤 院外採用

3999014F4049 タクロリムス錠3mg「あゆみ」 あゆみ製薬 3mg1錠 内 タクロリムス水和物 免疫抑制剤 院外採用

2590008F2014 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 Meiji Seika ファルマ 0.2mg1錠 内 タムスロシン塩酸塩 前立腺肥大症の排尿障害改善剤 採用

4291003F2011 タモキシフェン錠20mg「サワイ」 沢井 20mg1錠 内 タモキシフェンクエン酸塩 抗乳癌剤 採用

1179017F2044 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 田辺三菱 200mg1錠 内 炭酸リチウム 躁病・躁状態治療剤 採用

1129008F2043 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 東和薬品 10mg1錠 内 タンドスピロンクエン酸塩 セロトニン作動性抗不安薬 採用

3399001F1015 チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 東和薬品 100mg1錠 内 チクロピジン塩酸塩 抗血小板剤 採用

1249010F1247 チザニジン錠1mg「アメル」 共和薬工 1mg1錠 内 チザニジン塩酸塩 筋緊張緩和剤 採用

2259707S1179 ツロブテロールテープ0.5mg「ファイザー」 ファイザー 0.5mg1枚 外 ツロブテロール 経皮吸収型・気管支拡張剤 採用

2259707S2175 ツロブテロールテープ1mg「ファイザー」 ファイザー 1mg1枚 外 ツロブテロール 経皮吸収型・気管支拡張剤 採用

2259707S3171 ツロブテロールテープ2mg「ファイザー」 ファイザー 2mg1枚 外 ツロブテロール 経皮吸収型・気管支拡張剤 採用



1319720Q3108 ティアバランス点眼液0.1％ 武田 0.1％5mL1瓶 外 精製ヒアルロン酸ナトリウム 角結膜上皮障害治療用点眼剤 採用

2251001F3154 テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 沢井 200mg1錠 内 テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤 採用

2251001G1092 テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 東和薬品 200mg1錠 内 テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤 採用

2251001R1107 テオフィリンドライシロップ20％「タカタ」 高田 20％1g 内 テオフィリン 気管支拡張剤 採用

2251001F2050 テオロング錠100mg エーザイ 100mg1錠 内 テオフィリン テオフィリン徐放製剤 採用

2251001F3049 テオロング錠200mg エーザイ 200mg1錠 内 テオフィリン テオフィリン徐放製剤 院外採用

2251001F1038 テオロング錠50mg エーザイ 50mg1錠 内 テオフィリン テオフィリン徐放製剤 院外採用

2399706M1109 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 日本化薬 0.1％1g 外 デキサメタゾン 口腔粘膜疾患治療剤 採用

2329012M1331 テプレノンカプセル50mg「日医工」 日医工 50mg1カプセル 内 テプレノン 胃炎・胃潰瘍治療剤 採用

2329012C1310 テプレノン細粒10％「日医工」 日医工 10％1g 内 テプレノン 胃炎・胃潰瘍治療剤 採用

4219004F2021 テモゾロミド錠100mg「NK」 日本化薬 100mg1錠 内 テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤 採用

4219004F1025 テモゾロミド錠20mg「NK」 日本化薬 20mg1錠 内 テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤 採用

2149042F4016 テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 沢井 20mg1錠 内 テルミサルタン 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー 採用

2646701M2016 デルモゾール軟膏0.12％ 岩城 0.12％1g 外 ベタメタゾン吉草酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤 採用

2646701Q1011 デルモゾールローション0.12％ 岩城 0.12％1mL 外 ベタメタゾン吉草酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤 採用

1149117F1144 トアラセット配合錠「杏林」 杏林 1錠 内 トラマドール塩酸塩＼アセトアミノフェン 慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤 採用

2149026F2170 ドキサゾシン錠1mg「タナベ」 ニプロES P 1mg1錠 内 ドキサゾシンメシル酸塩 血圧降下剤 採用

2149026F4017 ドキサゾシン錠4mg「タナベ」 ニプロES P 4mg1錠 内 ドキサゾシンメシル酸塩 血圧降下剤 採用

2190006M1210 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」東和薬品 100mg1カプセル 内 トコフェロールニコチン酸エステル 微小循環系賦活剤 採用

1190012F2278 ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」 Meiji Seika ファルマ 5mg1錠 内 ドネペジル塩酸塩 アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤 採用

1169101F1170 ドパコール配合錠L100 扶桑 1錠 内 レボドパ＼カルビドパ水和物 抗パーキンソン剤 採用

2139009F3029 トラセミドOD錠4mg「TE」 アステラス 4mg1錠 内 トラセミド ループ利尿剤 採用

1179037F1053 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 共和薬工 25mg1錠 内 トラゾドン塩酸塩 抗うつ剤 採用

4490002M1382 トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 武田 100mg1カプセル 内 トラニラスト アレルギー性疾患治療剤 ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤 採用

3327002M1281 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 東和薬品 250mg1カプセル 内 トラネキサム酸 抗プラスミン剤 採用

1169002B1116 トリヘキシフェニジル塩酸塩散1％「CH」 日本ジェネリック 1％1g 内 トリヘキシフェニジル塩酸塩 パーキンソン症候群治療剤 院外採用

2399006F1552 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 東和薬品 100mg1錠 内 トリメブチンマレイン酸塩 消化管運動調律剤 採用

4291007F1030 トレミフェン錠40mg「サワイ」 沢井 40mg1錠 内 トレミフェンクエン酸塩 乳癌治療剤 院外採用

2171017F2164 ニコランジル錠5mg「日医工」 日医工 5mg1錠 内 ニコランジル 狭心症治療剤 採用

2325005M1120 ニザチジンカプセル150mg「タナベ」 ニプロES P 150mg1カプセル 内 ニザチジン H2受容体拮抗剤 採用

1124003F2265 ニトラゼパム錠5mg「JG」 日本ジェネリック 5mg1錠 内 ニトラゼパム 睡眠誘導剤、抗痙攣剤 採用

2171018K1039 ニトロペン舌下錠0.3mg 日本化薬 0.3mg1錠 内 ニトログリセリン 狭心症用舌下錠 採用

2171014G1259 ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 東和薬品 10mg1錠 内 ニフェジピン 持続性Ca拮抗剤－高血圧・狭心症治療剤－ 採用

2171014G2298 ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 東和薬品 20mg1錠 内 ニフェジピン 持続性Ca拮抗剤－高血圧・狭心症治療剤－ 採用

2559814J1062 ネリザ坐剤 ジェイドルフ 1個 外 ジフルコルトロン吉草酸エステル＼リドカイン 痔疾用剤 採用

2559814M1042 ネリザ軟膏 ジェイドルフ 1g 外 ジフルコルトロン吉草酸エステル＼リドカイン 痔疾用剤 採用

3399007H1021 バイアスピリン錠100mg バイエル 100mg1錠 内 アスピリン 抗血小板剤 採用

3999006F2033 ハイチオール錠80 久光 80mg1錠 内 Ｌ-システイン L-システイン製剤 院外採用

3399100F1116 バファリン配合錠A81 エーザイ 81mg1錠 内 アスピリン＼ダイアルミネート 抗血小板剤 院外採用

6250019F1276 バラシクロビル錠500mg「トーワ」 東和薬品 500mg1錠 内 バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤 採用

6250019F2027 バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 持田 500mg1包 内 バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤 院外採用

7213016D1027 バリエース発泡顆粒 伏見製薬 1g 内 炭酸水素ナトリウム＼酒石酸 Ｘ線診断二重造影用発泡剤 採用

2318001Q1110 バルギン消泡内用液2％ カイゲンＰ 2％1mL 内 ジメチコン 消化管内有泡性粘液消去剤 採用

2149041F6030 バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 東和薬品 40mg1錠 内 バルサルタン 選択的AT1受容体ブロッカー 採用

2149041F7037 バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 東和薬品 80mg1錠 内 バルサルタン 選択的AT1受容体ブロッカー 採用

1139004G1059 バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」 東和薬品 100mg1錠 内 バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤 院外採用

1139004G2071 バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 東和薬品 200mg1錠 内 バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤 院外採用

1139004F2106 バレリン錠200mg 大日本住友 200mg1錠 内 バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん剤 躁病・躁状態治療剤 片頭痛治療剤 院外採用

1139004Q1089 バレリンシロップ5％ 大日本住友 5％1mL 内 バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん剤 躁病・躁状態治療剤 片頭痛治療剤 採用

1179020C1299 ハロペリドール細粒1％「ヨシトミ」 田辺三菱 1％1g 内 ハロペリドール 精神神経安定剤 採用

1179020F1260 ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 田辺三菱 0.75mg1錠 内 ハロペリドール 精神神経安定剤 採用

1179020F3310 ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 田辺三菱 1.5mg1錠 内 ハロペリドール 精神神経安定剤 採用

1179020F2119 ハロペリドール錠1mg「JG」 日本ジェネリック 1mg1錠 内 ハロペリドール 抗精神病剤 院外採用

1179020F4081 ハロペリドール錠2mg「ヨシトミ」 田辺三菱 2mg1錠 内 ハロペリドール 精神神経安定剤 院外採用

1179020F5169 ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 田辺三菱 3mg1錠 内 ハロペリドール 精神神経安定剤 採用

6113001B1127 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 Meiji Seika ファルマ 500mg1瓶 内 バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生物質製剤 採用

3999001Q2066 ピアーレシロップ65％ 日本化薬 65％1mL 内 ラクツロース 高アンモニア血症・腸管機能改善剤 採用

3969007F1210 ピオグリタゾン錠15mg「EE」 日医工 15mg1錠 内 ピオグリタゾン塩酸塩 インスリン抵抗性改善剤 －２型糖尿病治療剤－ 採用

2316004B1036 ビオフェルミンR散 武田 1g 内 耐性乳酸菌 耐性乳酸菌整腸剤 採用

2316004F1020 ビオフェルミンR錠 武田 1錠 内 耐性乳酸菌 耐性乳酸菌整腸剤 採用

2316020F1029 ビオフェルミン錠剤 武田 1錠 内 ビフィズス菌 ビフィズス菌整腸剤 院外採用

6191001F1036 ビクシリンS配合錠 Meiji Seika ファルマ (250mg)1錠 内 アンピシリン水和物＼クロキサシリンナトリウム 複合ペニシリン系抗生物質製剤 院外採用

6250002D1067 ビクロックス顆粒40％ 小林化工 40％1g 内 アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤 採用



6250002F1114 ビクロックス錠200 Meiji Seika ファルマ 200mg1錠 内 アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤 採用

2359005S1283 ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「日医工」 日医工 0.75％1mL 内 ピコスルファートナトリウム水和物 滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤 採用

2123016F3061 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 沢井 0.625mg1錠 内 ビソプロロールフマル酸塩 選択的β1遮断剤 採用

2123016F1115 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 沢井 2.5mg1錠 内 ビソプロロールフマル酸塩 選択的β1遮断剤 採用

2189016F4035 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 東和薬品 1mg1錠 内 ピタバスタチンカルシウム HMG-CoA還元酵素阻害剤 採用

3150002F1263 ビタミンE錠50mg「NP」 ニプロ 50mg1錠 内 トコフェロール酢酸エステル ビタミンE剤 採用

1162001F2046 ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」 沢井 2mg1錠 内 ビペリデン塩酸塩 抗パーキンソン剤 採用

3134003F1205 ピリドキサール錠10mg「イセイ」 コーアイセイ 10mg1錠 内 ピリドキサールリン酸エステル水和物 補酵素型ビタミンB6製剤 採用

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

2325003B2045 ファモチジン細粒2％「サワイ」 沢井 2％1g 内 ファモチジン H2受容体拮抗剤 採用

2325003F2055 ファモチジン錠20「サワイ」 沢井 20mg1錠 内 ファモチジン H2受容体拮抗剤 採用

4490023F1202 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 東和薬品 60mg1錠 内 フェキソフェナジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤 採用

2183006F3040 フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 武田 53.3mg1錠 内 フェノフィブラート 高脂血症治療剤 採用

2229102Q1120 フスコデ配合シロップ マイランEPD 1mL 内 ジヒドロコデインリン酸塩＼ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩＼クロルフェニラミンマレイン酸塩鎮咳剤 院外採用

2189010F2060 プラバスタチンNa錠10「KN」 小林化工 10mg1錠 内 プラバスタチンナトリウム HMG-CoA還元酵素阻害剤 高脂血症治療剤 採用

4490017M1044 プランルカストカプセル112.5mg「DK」 三和化学 112.5mg1カプセル 内 プランルカスト水和物 ロイコトリエン受容体拮抗剤 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 採用

4490017F2025 プランルカスト錠225「EK」 日医工 225mg1錠 内 プランルカスト水和物 ロイコトリエン受容体拮抗剤 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 院外採用

2482009F1058 フリウェル配合錠LD「モチダ」 持田 1錠 内 ノルエチステロン＼エチニルエストラジオール 月経困難症治療剤 院外採用

6290002M2158 フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 サンド 100mg1カプセル 内 フルコナゾール 深在性真菌症治療剤 採用

2239001R1102 プルスマリンAドライシロップ小児用1.5％ 高田 1.5％1g 内 アンブロキソール塩酸塩 気道潤滑去痰剤 採用

1124008F1067 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 共和薬工 1mg1錠 内 フルニトラゼパム 不眠症治療薬 採用

1124008F2047 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 共和薬工 2mg1錠 内 フルニトラゼパム 不眠症治療薬 採用

2456700X1025 プレドネマ注腸20mg 杏林 20mg1個 外 プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム 潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤 院外採用

7290703T1039 フローレス眼検査用試験紙0.7mg あゆみ製薬 1枚 外 フルオレセインナトリウム 眼科検査用試験紙 採用

2679701Q1055 フロジン外用液5％ 第一三共 5％1mL 外 カルプロニウム塩化物 脱毛症・白斑用剤 採用

2139005C1048 フロセミド細粒4％「EMEC」 日医工 4％1g 内 フロセミド 利尿降圧剤 採用

2139005F3055 フロセミド錠10mg「武田テバ」 武田 10mg1錠 内 フロセミド 利尿降圧剤 採用

2139005F1109 フロセミド錠20mg「武田テバ」 武田 20mg1錠 内 フロセミド 利尿降圧剤 採用

2139005F2466 フロセミド錠40mg「武田テバ」 武田 40mg1錠 内 フロセミド 利尿降圧剤 採用

1124009F1185 ブロチゾラムM錠0.25「EMEC」 日医工 0.25mg1錠 内 ブロチゾラム 睡眠導入剤 採用

2234700G1043 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％「タイヨー」 武田 0.2％1mL 外 ブロムヘキシン塩酸塩 気道粘液溶解剤 採用

2183005G1293 ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」 日本ジェネリック 200mg1錠 内 ベザフィブラート 高脂血症治療剤 採用

1179023F3020 ベタナミン錠50mg 三和化学 50mg1錠 内 ペモリン 精神神経用剤 院外採用

1339005F1423 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工」 日医工 6mg1錠 内 ベタヒスチンメシル酸塩 めまい・平衡障害治療剤 採用

2646701N2011 ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12％「YD」 陽進堂 0.12％1g 外 ベタメタゾン吉草酸エステル 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 採用

2454004F2081 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 沢井 0.5mg1錠 内 ベタメタゾン 合成副腎皮質ホルモン剤 採用

2171021F2250 ベニジピン塩酸塩錠4mg「杏林」 杏林 4mg1錠 内 ベニジピン塩酸塩 高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗薬） 採用

3339950R1142 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3％「PP」 ポーラP 1g 外 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 院外採用

2171008F1126 ベラパミル塩酸塩錠40mg「ツルハラ」 鶴原 40mg1錠 内 ベラパミル塩酸塩 虚血性心疾患・不整脈治療剤 採用

3399005F1196 ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 ファイザー 20μg1錠 内 ベラプロストナトリウム 経口プロスタサイクリン（PGI2）誘導体製剤 採用

2144012F1079 ペリンドプリル錠2mg「日医工」 日医工 2mg1錠 内 ペリンドプリルエルブミン 持続性組織ACE阻害剤 採用

3949002F2220 ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 杏林 50mg1錠 内 ベンズブロマロン 尿酸排泄薬 採用

3969004F4135 ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 ファイザー 0.3mg1錠 内 ボグリボース 糖尿病食後過血糖改善剤 採用

7190700X1023 ホスコE-75 丸石 10g 外 ウイテプゾール 坐薬基剤 採用

2612701Q5027 ポビドンヨード液10％消毒用アプリケータ「オーツカ」10mL 大塚製薬 10％10mL1管 外 ポビドンヨード 外用殺菌消毒剤（10％ポビドンヨード液） 採用

2612701Q6023 ポビドンヨード液10％消毒用アプリケータ「オーツカ」25mL 大塚製薬 10％25mL1管 外 ポビドンヨード 外用殺菌消毒剤（10％ポビドンヨード液） 採用

2260701F1409 ポビドンヨードガーグル液7％「明治」 Meiji Seika ファルマ 7％1mL 外 ポビドンヨード 含嗽剤 採用

2612701Q3334 ポピヨドン液10％ 吉田製薬 10％10mL 外 ポビドンヨード 外用殺菌消毒剤 採用

2612701Q1099 ポピヨドンスクラブ7.5％ 吉田製薬 7.5％10mL 外 ポビドンヨード 外用殺菌消毒剤 採用

2329027F1037 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 沢井 75mg1錠 内 ポラプレジンク 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 採用

2349101D1253 マーロックス懸濁用配合顆粒 サノフィ 1g 内 水酸化アルミニウムゲル＼水酸化マグネシウム 消化性潰瘍・胃炎治療剤 採用

2619702Q6045 0.05W/V％マスキン水 丸石 0.05％10mL 外 クロルヘキシジングルコン酸塩 外用殺菌消毒剤（滅菌製剤） 採用

3969009F2038 ミグリトール錠50mg「トーワ」 東和薬品 50mg1錠 内 ミグリトール 糖尿病食後過血糖改善剤 採用

3969009F3034 ミグリトール錠75mg「トーワ」 東和薬品 75mg1錠 内 ミグリトール 糖尿病食後過血糖改善剤 採用

3999002F2051 ミゾリビン錠50mg「ファイザー」 ファイザー 50mg1錠 内 ミゾリビン 免疫抑制剤 採用

3969008F4060 ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 三和化学 10mg1錠 内 ミチグリニドカルシウム水和物 速効型インスリン分泌促進薬 採用

6152005F1117 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 日医工 50mg1錠 内 ミノサイクリン塩酸塩 テトラサイクリン系抗生物質 採用

1179051F3048 ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 沢井 15mg1錠 内 ミルタザピン ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤 採用

2129003M2222 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 東和薬品 100mg1カプセル 内 メキシレチン塩酸塩 不整脈治療剤・糖尿病性神経障害治療剤 採用

2129003M1200 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 東和薬品 50mg1カプセル 内 メキシレチン塩酸塩 不整脈治療剤・糖尿病性神経障害治療剤 採用

2399009F2137 メサラジン錠500mg「トーワ」 東和薬品 500mg1錠 内 メサラジン 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 採用

3136004F1050 メチコバール錠250μg エーザイ 0.25mg1錠 内 メコバラミン 末梢性神経障害治療剤 採用

3136004F2138 メチコバール錠500μg エーザイ 0.5mg1錠 内 メコバラミン 末梢性神経障害治療剤 採用



2399004F1260 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 高田 5mg1錠 内 メトクロプラミド 消化器機能調整剤 採用

3999016F1030 メトトレキサート錠2mg「タナベ」 田辺三菱 2mg1錠 内 メトトレキサート 抗リウマチ剤 院外採用

3962002F2043 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」 日本ジェネリック 250mg1錠 内 メトホルミン塩酸塩 ビグアナイド系経口血糖降下剤 採用

3999016F1022 メトレート錠2mg あゆみ製薬 2mg1錠 内 メトトレキサート 抗リウマチ剤 採用

2139001Q1020 メニレット70％ゼリー20g 日医工 70％20g1個 内 イソソルビド 経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤 院外採用

2139001Q2027 メニレット70％ゼリー30g 日医工 70％30g1個 内 イソソルビド 経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤 院外採用

2399010B1050 モサプリドクエン酸塩散1％「日医工」 日医工 1％1g 内 モサプリドクエン酸塩水和物 消化管運動機能改善剤 採用

2399010F2245 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 日医工 5mg1錠 内 モサプリドクエン酸塩水和物 消化管運動機能改善剤 採用

4490026F4019 モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 共創未来P 10mg1錠 内 モンテルカストナトリウム ロイコトリエン受容体拮抗薬 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療薬 採用

3999001Q6029 ラグノスNF経口ゼリー分包12g 三和化学 54.167％12g1包 内 ラクツロース 生理的腸管機能改善剤・高アンモニア血症用剤 院外採用

2325002F1070 ラニチジン錠150「KN」 小林化工 150mg1錠 内 ラニチジン塩酸塩 H2受容体拮抗剤 院外採用

2325002F1240 ラニチジン錠150mg「JG」 日本ジェネリック 150mg1錠 内 ラニチジン塩酸塩 H2受容体拮抗剤 院外採用

2325002F1267 ラニチジン錠150mg「サワイ」 沢井 150mg1錠 内 ラニチジン塩酸塩 H2受容体拮抗剤 院外採用

2325002F1224 ラニチジン錠150mg「タイヨー」 武田 150mg1錠 内 ラニチジン塩酸塩 H2受容体拮抗剤 院外採用

2325002F1283 ラニチジン錠150mg「ツルハラ」 鶴原 150mg1錠 内 ラニチジン塩酸塩 Ｈ２受容体拮抗剤 採用

2325002F1275 ラニチジン錠150mg「トーワ」 東和薬品 150mg1錠 内 ラニチジン塩酸塩 H2受容体拮抗剤 院外採用

2325002F1232 ラニチジン錠150mg「日医工」 日医工 150mg1錠 内 ラニチジン塩酸塩 H2受容体拮抗剤 院外採用

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

2329023F1098 ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 日医工 15mg1錠 内 ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 採用

2329023F2094 ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」 日医工 30mg1錠 内 ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 採用

2329023M2166 ランソプラゾールカプセル30mg「日医工」 日医工 30mg1カプセル 内 ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 院外採用

1179038F1163 リスペリドン錠1mg「タカタ」 高田 1mg1錠 内 リスペリドン 抗精神病剤 採用

1179038S1064 リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 高田 0.1％1mL 内 リスペリドン 抗精神病剤 採用

3253003D1124 リックル配合顆粒 沢井 4.74g1包 内 L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-バリン 分岐鎖アミノ酸製剤 採用

2590004F1354 リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 武田 5mg1錠 内 リトドリン塩酸塩 切迫流・早産治療剤 採用

6164001M1186 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 サンド 150mg1カプセル 内 リファンピシン 採用

3399003F1111 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 日医工 5μg1錠 内 リマプロストアルファデクス 経口プロスタグランジンE1誘導体製剤 採用

4291015F1093 レトロゾール錠2.5mg「NK」 日本化薬 2.5mg1錠 内 レトロゾール アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤 院外採用

2329021F1200 レバミピド錠100mg「タナベ」 ニプロES P 100mg1錠 内 レバミピド 胃炎・胃潰瘍治療剤 採用

1319746Q1061 レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025％「三和」 三和化学 0.025％1mL 外 レボカバスチン塩酸塩 H1ブロッカー点眼剤 採用

6241013F3019 レボフロキサシン錠500mg「杏林」 杏林 500mg1錠 内 レボフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤 採用

2649735S3136 ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 科研 10cm×14cm1枚 外 ロキソプロフェンナトリウム水和物 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 採用

1149019F1480 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 日医工 60mg1錠 内 ロキソプロフェンナトリウム水和物 鎮痛・抗炎症・解熱剤 採用

2149039F1015 ロサルタンカリウム錠25mg「NP」 ニプロ 25mg1錠 内 ロサルタンカリウム A-IIアンタゴニスト 採用

2149039F2011 ロサルタンカリウム錠50mg「NP」 ニプロ 50mg1錠 内 ロサルタンカリウム A-IIアンタゴニスト 採用

2189017F3149 ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 沢井 2.5mg1錠 内 ロスバスタチンカルシウム HMG-CoA還元酵素阻害剤 採用

2319001M1019 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 武田 1mg1カプセル 内 ロペラミド塩酸塩 止瀉剤 採用

1124022F1083 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 沢井 0.5mg1錠 内 ロラゼパム マイナートランキライザー 採用

1124022F2110 ロラゼパム錠1mg「サワイ」 沢井 1mg1錠 内 ロラゼパム マイナートランキライザー 院外採用

6131001C2100 ワイドシリン細粒20％ Meiji Seika ファルマ 200mg1g 内 アモキシシリン水和物 ペニシリン系抗生物質製剤 採用

3332001C1036 ワルファリンK細粒0.2％「YD」 陽進堂 0.2％1g 内 ワルファリンカリウム 経口抗凝血剤 採用

当リストを権利者の許可なく転載・再配信など二次利用することは禁止いたします。


