
内服薬
薬品名称 一般名称 標榜薬効
ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ ポリエンホスファチジルコリン 肝臓疾患・高脂質血症用剤
ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテン」 フラビンアデニンジヌクレオチド 補酵素型ビタミンＢ２製剤
ＭＳ温シップ「タカミツ」 パップ剤 鎮痛・消炎パップ剤
ＭＳ冷シップ「タカミツ」 パップ剤 鎮痛・消炎パップ剤
アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「テバ」 アカルボース 食後過血糖改善剤
アズノールうがい液４％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 アズレン含嗽液
アズレンうがい液４％「ケンエー」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 アズレン含嗽液
アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 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
アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ「ＱＱ」 アムロジピンベシル酸塩 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ｃａ拮抗
アルジオキサ錠１００ｍｇ「あすか」 アルジオキサ 胃炎・消化性潰瘍治療剤
アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「サワイ」 アルファカルシドール 活性型ビタミンＤ３製剤
アルファカルシドールカプセル１μｇ「サワイ」 アルファカルシドール 活性型ビタミンＤ３製剤
アンブロキソール塩酸塩ＤＳ３％「タカタ」 アンブロキソール塩酸塩 気道潤滑去たん剤
イブプロフェン錠２００ｍｇ「タイヨー」 イブプロフェン 抗炎症・鎮痛・解熱剤
イブプロフェン顆粒２０％「ツルハラ」 イブプロフェン 抗炎症・鎮痛・解熱剤
オイラゾンクリーム０．０５％ デキサメタゾン 鎮痒・消炎剤
オキサトミド錠３０ｍｇ「サワイ」 オキサトミド アレルギー性疾患治療剤
オキシコドン徐放錠１０ｍｇＮＸ「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
オキシコドン徐放錠４０ｍｇＮＸ「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
カルテオロール塩酸塩ＰＦ点眼液２％「日点」 カルテオロール塩酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤
カロナールシロップ２％ アセトアミノフェン 小児用解熱鎮痛剤
カロナール細粒５０％ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤
カロナール錠２００ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤
カロナール錠３００ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤
カロナール錠５００ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤
クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 クエチアピンフマル酸塩 抗精神病剤
クエチアピン錠１２．５ｍｇ「明治」 クエチアピンフマル酸塩 抗精神病剤
グラニセトロン内服ゼリー１ｍｇ「ケミファ」 グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
クロモグリク酸Ｎａ・ＰＦ点眼液２％「日点」 クロモグリク酸ナトリウム アレルギー性結膜炎治療剤
クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「トーワ」 クロモグリク酸ナトリウム アレルギー性鼻炎治療剤

ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 ジエノゲスト
子宮内膜症・子宮腺筋症に伴う疼痛改善
治療剤

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板剤
シンバスタチン錠５「ＭＥＥＫ」 シンバスタチン 高脂血症治療剤
スクラルファート内用液１０％「日医工」 スクラルファート水和物 胃炎・消化性潰瘍治療剤
ステリクロンＷ液０．０２ クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤
ステロネマ注腸１．５ｍｇ 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
ゼスタッククリーム 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 経皮複合消炎剤
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイ セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 セフェム系抗生物質
タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 タクロリムス水和物 免疫抑制剤
タクロリムス錠１．５ｍｇ「トーワ」 タクロリムス水和物 免疫抑制剤
タクロリムス錠２ｍｇ「トーワ」 タクロリムス水和物 免疫抑制剤
タクロリムス錠３ｍｇ「トーワ」 タクロリムス水和物 免疫抑制剤
ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＱＱ」 ツロブテロール 経皮吸収型・気管支拡張剤
テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」 テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％「サワ テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤
デルモゾールＤＰクリーム０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤
デルモゾールＤＰローション０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤
デルモゾールＤＰ軟膏０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤
トコフェロール酢酸エステル顆粒２０％「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル ビタミンＥ剤
ドパコール配合錠Ｌ５０ レボドパ・カルビドパ水和物 抗パーキンソン剤
トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「ＮＰ」 トリクロルメチアジド チアジド系降圧利尿剤
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 ナフトピジル 前立腺肥大症排尿障害改善剤
ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワイ」 ニフェジピン Ｃａ拮抗剤
バファリン配合錠Ａ８１ アスピリン・ダイアルミネート 抗血小板剤
バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤
バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 バルサルタン 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー
ハロペリドール細粒１％「ヨシトミ」 ハロペリドール 精神神経安定剤
ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ヨシトミ」 ハロペリドール 精神神経安定剤
ハロペリドール錠３ｍｇ「ヨシトミ」 ハロペリドール 精神神経安定剤
ピーエイ配合錠 非ピリン系感冒剤 感冒剤
ビオフェルミン錠剤 ビフィズス菌製剤 ビフィズス菌整腸剤
ビクロックス顆粒４０％ アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤
ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 ヒドロクロロチアジド 降圧利尿剤
ファモチジン散２％「トーワ」 ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤
フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ５％「トーワ」 フェキソフェナジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤
フェルビナクテープ３５ｍｇ「三笠」 フェルビナク 経皮吸収型鎮痛・消炎剤
フェルビナクローション３％「三笠」 フェルビナク 経皮吸収型鎮痛消炎剤
フスコデ配合シロップ 鎮咳配合剤 鎮咳剤
プラノプロフェン点眼液０．１％「参天」 プラノプロフェン 非ステロイド性抗炎症剤
プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「タナベ」 プラバスタチンナトリウム 高脂血症治療剤
フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 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
フリウェル配合錠ＵＬＤ「モチダ」 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
フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「サワイ」 フルコナゾール 深在性真菌症治療剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効
プレドネマ注腸２０ｍｇ 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
フロジン外用液５％ カルプロニウム塩化物水和物 脱毛症・白斑用剤
フロセミド錠１０ｍｇ「武田テバ」 フロセミド 利尿降圧剤
フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 フロセミド 利尿降圧剤
プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 プロピベリン塩酸塩 尿失禁・頻尿治療剤
ベクロメタゾン点鼻液５０μｇ「ＤＳＰ」 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 粘膜付着型鼻過敏症治療剤
ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻科用液
０．１％「日点」

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 眼・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン剤

ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「サワイ」 ベニジピン塩酸塩 高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ｃａ拮抗
ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日医 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本
臓器」

ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

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

ベンコール配合錠
ジオクチルソジウムスルホサクシネート・カサ
ンスラノール

便秘治療剤

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「武田テバ」 ボグリボース 食後過血糖改善剤
ボセンタン成人用ＤＳ６．２５％「モチダ」 ボセンタン水和物 エンドセリン受容体拮抗薬
ボチシート２０％ 亜鉛華 外用局所収斂剤
ポリスチレンスルホン酸Ｃａ顆粒８９．２９％分包
５．６ｇ「三和」

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

マーロックス懸濁用配合顆粒
乾燥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

ムコサールドライシロップ１．５％ アンブロキソール塩酸塩 気道潤滑去たん剤
ムコゾーム点眼液０．５％ リゾチーム塩酸塩 消炎酵素点眼剤
メチコバール細粒０．１％ メコバラミン 末梢性神経障害治療剤
メトトレキサート錠２ｍｇ「あゆみ」 メトトレキサート 抗リウマチ剤
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＤＳＰＢ」 メトホルミン塩酸塩 血糖降下剤
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２．５ｍｇ メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 黄体ホルモン製剤
ヨーデルＳ糖衣錠－８０ センナエキス 便秘治療剤
ラクトミン散「イセイ」 ラクトミン 乳酸菌製剤
ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ ラクツロース 生理的腸管機能改善・高アンモニア血症
ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」 ラタノプロスト 緑内障・高眼圧症治療剤
ラベタロール塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 ラベタロール塩酸塩 αβ遮断性降圧剤
ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ラベタロール塩酸塩 αβ遮断性降圧剤
ラモトリギン錠１００ｍｇ「トーワ」 ラモトリギン 抗てんかん剤・双極性障害治療薬
ラモトリギン錠小児用２ｍｇ「トーワ」 ラモトリギン 抗てんかん剤
ラモトリギン錠小児用５ｍｇ「トーワ」 ラモトリギン 抗てんかん剤
リスペリドン錠２ｍｇ「ファイザー」 リスペリドン 抗精神病剤
レボフロキサシン粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 レボフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤
ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ロサルタンカリウム Ａ－ＩＩアンタゴニスト
酸化マグネシウム細粒８３％「ケンエー」 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤
酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤
酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤
酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤
炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 沈降炭酸カルシウム 制酸剤
炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ファイザー」 炭酸水素ナトリウム 制酸剤
乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 乳酸カルシウム水和物 カルシウム剤

注射薬
薬品名称 一般名称 標榜薬効
テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチダ」 テリパラチド（遺伝子組換え） 骨粗鬆症治療剤
ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」シュアパル ソマトロピン（遺伝子組換え） 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製
エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ
「ＭＡ」

エタネルセプト（遺伝子組換え）
完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／ＬＴαレセプ
ター製剤

エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「Ｍ
Ａ」

エタネルセプト（遺伝子組換え）
完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／ＬＴαレセプ
ター製剤

エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ
「ＭＡ」

エタネルセプト（遺伝子組換え）
完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／ＬＴαレセプ
ター製剤

インスリン グラルギンＢＳ注キット「ＦＦＰ」 インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） 持効型溶解インスリンアナログ製剤
ビタジェクト注キット 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 高カロリー輸液用総合ビタミン剤
アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ「Ｆ
ＫＢ」

アダリムマブ（遺伝子組換え）
ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製
剤

アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．８ｍＬ「ＦＫ アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製


