
薬品名称 一般名称 標榜薬効

１％ディプリバン注−キット プロポフォール 全身麻酔・鎮静用剤

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸 寄生性皮膚疾患剤

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 Ｄ−マンニトール 脳圧降下・浸透圧利尿剤

２ｍｇセルシン錠 ジアゼパム マイナートランキライザー

ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 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

ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ ガドキセト酸ナトリウム 線状型ＭＲＩ用肝臓造影剤

ＨＭＧ筋注用１５０単位「あすか」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 塩化カリウム 補正用電解質液

ＫＮ３号輸液 維持液 維持液

ＬＨ−ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 ゴナドレリン酢酸塩 ＬＨ分泌ホルモン剤

Ｌ−ケフレックス顆粒 セファレキシン 持続性セフェム系抗生物質

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

ＭＳコンチン錠３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

ＭＳ温シップ「タイホウ」 パップ剤 鎮痛・消炎パップ剤

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素 洗眼殺菌剤

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤 総合感冒剤

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 デカリニウム塩化物 口腔用剤

ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 プロチレリン ＴＳＨ・プロラクチン分泌ホルモン剤

ｕＦＳＨ注用１５０単位「あすか」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 卵胞成熟ホルモン（ＦＳＨ）製剤

ｕＦＳＨ注用７５単位「あすか」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 卵胞成熟ホルモン（ＦＳＨ）製剤

アーチスト錠１．２５ｍｇ カルベジロール 慢性心不全治療剤

アーチスト錠１０ｍｇ カルベジロール
持続性高血圧・狭心症，慢性心不全・頻脈性心

房細動治療剤

アーテン錠（２ｍｇ） 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

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 ブドウ糖・無機塩類配合剤 脳脊髄手術用洗浄・灌流液

アービタックス注射液１００ｍｇ セツキシマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

アーリーダ錠６０ｍｇ アパルタミド 前立腺癌治療剤

アイオピジンＵＤ点眼液１％ アプラクロニジン塩酸塩 レーザー術後眼圧上昇防止剤

アイファガン点眼液０．１％ ブリモニジン酒石酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤

アイミクス配合錠ＨＤ
イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合

剤
⾧時間作用型ＡＲＢ／持続性Ｃａ拮抗薬配合剤

アイラミド配合懸濁性点眼液 ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾラミド 緑内障・高眼圧症治療剤

アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ アフリベルセプト（遺伝子組換え） 眼科用ＶＥＧＦ阻害剤

アキネトン錠１ｍｇ ビペリデン塩酸塩 抗パーキンソン剤

アキネトン注射液５ｍｇ 乳酸ビペリデン 抗パーキンソン剤

アクアチムクリーム１％ ナジフロキサシン 新キノロン系外用抗菌剤

アクアチムローション１％ ナジフロキサシン 新キノロン系外用抗菌剤

アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ トシリズマブ（遺伝子組換え）
ヒト化抗ヒトＩＬ−６レセプターモノクローナ

ル抗体

アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ トシリズマブ（遺伝子組換え）
ヒト化抗ヒトＩＬ−６レセプターモノクローナ

ル抗体

アクトシン軟膏３％ ブクラデシンナトリウム 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

アクトネル錠７５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤

アクトヒブ 乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）

アクプラ静注用１００ｍｇ ネダプラチン 抗悪性腫瘍剤

アクプラ静注用１０ｍｇ ネダプラチン 抗悪性腫瘍剤

アクプラ静注用５０ｍｇ ネダプラチン 抗悪性腫瘍剤

アクラシノン注射用２０ｍｇ アクラルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質

アコアラン静注用６００ アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え） 血液凝固阻止剤

アザクタム注射用１ｇ アズトレオナム モノバクタム系抗生物質

アサコール錠４００ｍｇ メサラジン 潰瘍性大腸炎治療剤

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン 抗リウマチ剤

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トーワ」 アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤

アシノン錠１５０ｍｇ ニザチジン Ｈ２受容体拮抗剤

アジルバ錠２０ｍｇ アジルサルタン 持続性ＡＴ１レセプターブロッカー

アジレクト錠０．５ｍｇ ラサギリンメシル酸塩 パーキンソン病治療剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

アスタット軟膏１％ ラノコナゾール 抗真菌剤

アストミン錠１０ｍｇ ジメモルファンリン酸塩 鎮咳剤

アスパラカリウム錠３００ｍｇ Ｌ−アスパラギン酸カリウム Ｋアスパルテート製剤

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 Ｌ−アスパラギン酸カリウム Ｋアスパルテート製剤

アスピリン「ヨシダ」 アスピリン 解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤

アスベリンシロップ０．５％ チペピジンヒベンズ酸塩 鎮咳剤

アスベリン散１０％ チペピジンヒベンズ酸塩 鎮咳剤

アセトアミノフェン「ＪＧ」原末 アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 アゼルニジピン 持続性Ｃａ拮抗剤

アゾルガ配合懸濁性点眼液 ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤

アタラックス−Ｐカプセル２５ｍｇ ヒドロキシジンパモ酸塩 抗アレルギー性緩和精神安定剤

アタラックス−Ｐシロップ０．５％ ヒドロキシジンパモ酸塩 抗アレルギー性緩和精神安定剤

アタラックス−Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） ヒドロキシジン塩酸塩 抗アレルギー性緩和精神安定剤

アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 アデノシン 心臓疾患診断補助剤

アデホス−Ｌコーワ注２０ｍｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 代謝賦活剤

アデホスコーワ腸溶錠６０ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 代謝賦活剤

アデホスコーワ顆粒１０％ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 代謝賦活・抗めまい剤

アデムパス錠０．５ｍｇ リオシグアト 可溶性グアニル酸シクラーゼ（ｓＧＣ）刺激剤

アデラビン９号注２ｍＬ 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド 肝臓抽出製剤

アテレック錠１０ シルニジピン 持続性Ｃａ拮抗降圧剤

アドシルカ錠２０ｍｇ タダラフィル ホスホジエステラーゼ５阻害剤

アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ ブレンツキシマブ ベドチン（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム 消化管用吸着剤

アトニン−Ｏ注５単位 オキシトシン 脳下垂体後葉ホルモン剤

アドフィードパップ４０ｍｇ フルルビプロフェン 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「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

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 アドレナリン アドレナリン注射液

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 アトロピン硫酸塩水和物 鎮痙剤

アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「フソー」 アトロピン硫酸塩水和物 鎮痙剤

アトワゴリバース静注シリンジ６ｍＬ ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物副交感神経興奮剤

アナフラニール錠２５ｍｇ クロミプラミン塩酸塩
うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療

剤

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ ロピバカイン塩酸塩水和物 ⾧時間作用性局所麻酔剤

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ メトロニダゾール 嫌気性菌感染症治療剤

アネレム静注用５０ｍｇ レミマゾラムベシル酸塩 全身麻酔剤

アノーロエリプタ３０吸入用 ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩ＣＯＰＤ治療配合剤

アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ ベバシズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ ベバシズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

アピドラ注ソロスター インスリン グルリジン（遺伝子組換え） 超速効型インスリンアナログ製剤

アフィニトール錠５ｍｇ エベロリムス 抗悪性腫瘍剤

アブストラル舌下錠１００μｇ フェンタニルクエン酸塩 癌疼痛治療剤

アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ トリアムシノロンアセトニド 付着性アフタ性口内炎治療剤

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ パクリタキセル（アルブミン懸濁型） 抗悪性腫瘍剤

アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「ＮＫ」 アプレピタント 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤

アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」 アプレピタント 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤

アベロックス錠４００ｍｇ モキシフロキサシン塩酸塩 ニューキノロン系経口抗菌剤

アヘンチンキ アヘンチンキ 鎮痛・止瀉剤

アボルブカプセル０．５ｍｇ デュタステリド 前立腺肥大症治療薬

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 アマンタジン塩酸塩
精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗Ａ

型インフルエンザウイルス剤

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤

アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「明治」 アミカシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質



薬品名称 一般名称 標榜薬効

アミティーザカプセル２４μｇ ルビプロストン クロライドチャネルアクチベーター

アミノレバンＥＮ配合散 肝不全用成分栄養剤 肝不全用栄養剤

アミノレバン点滴静注 肝不全用アミノ酸製剤 肝性脳症改善アミノ酸製剤

アミパレン輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 総合アミノ酸製剤

アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ アムホテリシンＢ ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤

アムロジピン錠５ｍｇ「サワイ」 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拮抗剤

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 アメジニウムメチル硫酸塩 本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

アメナリーフ錠２００ｍｇ アメナメビル 抗ヘルペスウイルス剤

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

アラノンジー静注用２５０ｍｇ ネララビン 抗悪性腫瘍剤

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

アリセプトＤ錠３ｍｇ 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

アリセプトＤ錠５ｍｇ 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

アリナミンＦ５０注 フルスルチアミン塩酸塩 ビタミンＢ１誘導体

アリナミン注射液１０ｍｇ プロスルチアミン ビタミンＢ１誘導体製剤

アリミデックス錠１ｍｇ アナストロゾール 閉経後乳癌治療剤

アリムタ注射用１００ｍｇ ペメトレキセドナトリウム水和物 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

アリムタ注射用５００ｍｇ ペメトレキセドナトリウム水和物 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液１０％「メタル」アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 殺菌消毒剤

アルケラン錠２ｍｇ メルファラン 抗多発性骨髄腫剤

アルケラン静注用５０ｍｇ メルファラン 造血幹細胞移植前処置剤

アルスロマチック関節手術用灌流液 乳酸リンゲル液 関節手術用灌流・洗浄液

アルタットカプセル７５ｍｇ ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 Ｈ２受容体拮抗剤

アルチバ静注用２ｍｇ レミフェンタニル塩酸塩 全身麻酔用鎮痛剤

アルツディスポ関節注２５ｍｇ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 関節機能改善剤

アルドメット錠２５０ メチルドパ水和物 血圧降下剤

アルト原末 アルギン酸ナトリウム 局所止血剤

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「サワイ」 アルファカルシドール 活性型ビタミンＤ３製剤

アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ アルファカルシドール Ｃａ・骨代謝改善剤

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 アルプラゾラム マイナートランキライザー

アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」 アルプロスタジル ＰＧＥ１製剤

アルロイドＧ内用液５％ アルギン酸ナトリウム 消化性潰瘍用剤

アレビアチン散１０％ フェニトイン 抗てんかん剤

アレビアチン錠１００ｍｇ フェニトイン 抗てんかん剤

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 アロチノロール塩酸塩 高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤

アロプリノール錠１００ｍｇ「タナベ」 アロプリノール 高尿酸血症治療剤

アンサー皮下注２０μｇ 結核菌熱水抽出物 放射線療法による白血球減少抑制剤

アンチレクス静注１０ｍｇ エドロホニウム塩化物 エドロホニウム塩化物製剤

アンテベート軟膏０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル外用副腎皮質ホルモン剤

アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ アセトアミノフェン 小児用解熱鎮痛剤

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 アンブロキソール塩酸塩 気道潤滑去たん剤

アンペック坐剤１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤

アンペック坐剤２０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤

イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん剤

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん剤

イーシー・ドパール配合錠 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 抗パーキンソン剤

イオパミロン注３００ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

イオパミロン注３００ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

イオパミロン注３７０ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

イオパミロン注３７０シリンジ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

イオメロン３００注１００ｍＬ イオメプロール 非イオン性造影剤

イオメロン３５０注１００ｍＬ イオメプロール 非イオン性造影剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

イオメロン３５０注シリンジ１００ｍＬ イオメプロール 非イオン性造影剤

イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ リバーロキサバン 選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤

イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ リバーロキサバン 選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤

イクスタンジ錠８０ｍｇ エンザルタミド 前立腺癌治療剤

イスコチン錠１００ｍｇ イソニアジド 結核化学療法剤

イソゾール注射用０．５ｇ チアミラールナトリウム 全身麻酔剤

イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 イソソルビド 浸透圧利尿・メニエル病改善剤

イソビスト注３００ イオトロラン 非イオン性子宮卵管・関節造影剤

イソプロパノール「タイセイ」 イソプロパノール 殺菌消毒剤

イダマイシン静注用５ｍｇ イダルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質

イドメシンコーワゲル１％ インドメタシン 外皮用非ステロイド性抗炎症・鎮痛剤

イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 イトラコナゾール 抗真菌剤

イトリゾール内用液１％ イトラコナゾール 抗真菌剤

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 ⾧時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

イヌリード注 イヌリン 腎機能検査用薬

イノバン注０．３％シリンジ ドパミン塩酸塩 急性循環不全改善剤

イノバン注１００ｍｇ ドパミン塩酸塩 急性循環不全改善剤

イノラス配合経腸用液 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤

イノレット３０Ｒ注 インスリン ヒト（遺伝子組換え） インスリン製剤

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ ベンラファキシン塩酸塩
セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害

剤

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 イフェンプロジル酒石酸塩 鎮暈剤

イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ ロモソズマブ（遺伝子組換え）
ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体製

剤

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 イミダプリル塩酸塩 アンジオテンシン変換選択性阻害剤

イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ デュルバルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ デュルバルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

イムネース注３５ テセロイキン（遺伝子組換え） 遺伝子組換え型インターロイキン−２製剤

イムノブラダー膀注用８０ｍｇ 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） 抗悪性腫瘍剤

イムラン錠５０ｍｇ アザチオプリン 免疫抑制剤

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「トーワ」 イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「トーワ」 イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤

イリボーＯＤ錠２．５μｇ ラモセトロン塩酸塩 下痢型過敏性腸症候群治療剤

イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 イルベサルタン ⾧時間作用型ＡＲＢ

インヴェガ錠３ｍｇ パリペリドン 抗精神病剤

インクレミンシロップ５％ 溶性ピロリン酸第二鉄 鉄欠乏性貧血治療剤

インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 インジゴカルミン 腎機能検査用薬／センチネルリンパ節同定用薬

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 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

インスリン リスプロＢＳ注ソロスター ＨＵ「サノフィ」 インスリン リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤

インタール吸入液１％ クロモグリク酸ナトリウム 喘息治療剤

インダシン静注用１ｍｇ インドメタシンナトリウム水和物 未熟児動脈管開存症治療剤

インデラル錠１０ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

インデラル注射液２ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 β遮断性不整脈・狭心症治療剤

インドメタシンクリーム１％「日医工」 インドメタシン 経皮鎮痛消炎剤

イントラリポス輸液２０％ ダイズ油 脂肪乳剤

インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 インフリキシマブ（遺伝子組換え） 抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

インフルエンザＨＡワクチン「ＫＭＢ」 インフルエンザＨＡワクチン

ヴィーンＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル液 細胞外液補充液

ヴォトリエント錠２００ｍｇ パゾパニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

ウブレチド錠５ｍｇ ジスチグミン臭化物 コリンエステラーゼ阻害薬

ウラリット配合錠 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善

剤

ウリアデック錠４０ｍｇ トピロキソスタット 高尿酸血症治療剤

ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ イミダフェナシン 過活動膀胱治療剤

ウルソ錠１００ｍｇ ウルソデオキシコール酸 肝・胆・消化機能改善剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

ウルソ顆粒５％ ウルソデオキシコール酸 肝・胆・消化機能改善剤

ウルティブロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物⾧時間作用性吸入気管支拡張配合剤

ウログラフイン注６０％ アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影

剤

ウロナーゼ静注用６万単位 ウロキナーゼ 線維素溶解酵素剤

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ Ｄ−ソルビトール 泌尿器科用灌流液

ウロミテキサン注４００ｍｇ メスナ
イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系

障害発現抑制剤

エカード配合錠ＨＤ
カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロ

チアジド配合剤

持続性アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗薬／利

尿薬配合剤

エキザルベ 混合死菌製剤 皮膚疾患治療剤

エクザール注射用１０ｍｇ ビンブラスチン硫酸塩 抗悪性腫瘍剤

エクサシン注射液２００ イセパマイシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質

エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

エクセグラン散２０％ ゾニサミド 抗てんかん剤

エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド 抗てんかん剤

エクセラーゼ配合錠 サナクターゼ配合剤 消化酵素製剤

エコリシン眼軟膏 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リスロマイシン・コリスチン点眼剤

エコ消エタ消毒液 エタノール 殺菌消毒剤

エサンブトール錠２５０ｍｇ エタンブトール塩酸塩 エタンブトール製剤

エスクレ坐剤「２５０」 抱水クロラール 催眠鎮静剤

エスクレ注腸用キット「５００」 抱水クロラール 催眠鎮静剤

エスサイド消毒液６％ 過酢酸

エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ
エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水

和物
前立腺癌治療剤

エスポー皮下用２４０００シリンジ エポエチン アルファ（遺伝子組換え） ヒトエリスロポエチン製剤

エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ ロクロニウム臭化物 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

配合剤
代謝拮抗剤

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

配合剤
代謝拮抗剤

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エチゾラム 精神安定剤

エディロールカプセル０．７５μｇ エルデカルシトール 骨粗鬆症治療剤

エトキシスクレロール１％注射液 ポリドカノール 食道静脈瘤硬化剤

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 エトポシド 抗悪性腫瘍剤

エドルミズ錠５０ｍｇ アナモレリン塩酸塩 グレリン様作用薬

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 エナラプリルマレイン酸塩 持続性ＡＣＥ阻害剤

エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ テストステロンエナント酸エステル 男性ホルモン剤

エネーボ配合経腸用液 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤

エパデールＳ９００ イコサペント酸エチル ＥＰＡ製剤

エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」 エパルレスタット アルドース還元酵素阻害剤

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

エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇシリンジ アリピプラゾール水和物 持続性抗精神病剤

エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール 抗精神病剤

エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 エピルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質

エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 エピルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質

エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ プラスグレル塩酸塩 抗血小板剤

エフィエント錠３．７５ｍｇ プラスグレル塩酸塩 抗血小板剤

エプクルーサ配合錠 ソホスブビル・ベルパタスビル 抗ウイルス剤

エブランチルカプセル３０ｍｇ ウラピジル 排尿障害改善・降圧剤

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日新」 エペリゾン塩酸塩 筋緊張・循環改善剤

エベレンゾ錠５０ｍｇ ロキサデュスタット 腎性貧血治療薬

エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣＲ」 エポエチン カッパ（遺伝子組換え） 遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤

エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ヤンセン」 エポプロステノールナトリウム ＰＧＩ２製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

エムラクリーム リドカイン・プロピトカイン配合剤 局所麻酔剤

エリキュース錠２．５ｍｇ アピキサバン 経口ＦＸａ阻害剤

エリキュース錠５ｍｇ アピキサバン 経口ＦＸａ阻害剤

エリスロシンドライシロップＷ２０％ エリスロマイシンエチルコハク酸エステル マクロライド系抗生物質

エリスロシン錠１００ｍｇ エリスロマイシンステアリン酸塩 マクロライド系抗生物質

エリル点滴静注液３０ｍｇ ファスジル塩酸塩水和物 蛋白リン酸化酵素阻害剤

エルシトニン注４０単位 エルカトニン 合成カルシトニン誘導体製剤

エルネオパＮＦ１号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合

ビタミン・微量元素液

エルネオパＮＦ１号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合

ビタミン・微量元素液

エルネオパＮＦ２号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合

ビタミン・微量元素液

エルネオパＮＦ２号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合

ビタミン・微量元素液

エルプラット点滴静注液１００ｍｇ オキサリプラチン 抗悪性腫瘍剤

エルプラット点滴静注液２００ｍｇ オキサリプラチン 抗悪性腫瘍剤

エルプラット点滴静注液５０ｍｇ オキサリプラチン 抗悪性腫瘍剤

エレジェクト注シリンジ 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 高カロリー輸液用微量元素製剤

エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤 成分栄養剤

エンシュア・Ｈ 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤

エンシュア・リキッド 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤

エンセバック皮下注用 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ ベドリズマブ（遺伝子組換え）
ヒト化抗ヒトα４β７インテグリンモノクロー

ナル抗体製剤

エンドキサン錠５０ｍｇ シクロホスファミド水和物 抗悪性腫瘍剤

エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）抗悪性腫瘍剤

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ 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

エンレスト錠１００ｍｇ サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

エンレスト錠２００ｍｇ サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

オイラックスクリーム１０％ クロタミトン 鎮痒剤

オーグメンチン配合錠１２５ＳＳ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム 複合抗生物質

オーラ注歯科用カートリッジ１．０ｍＬ リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩 歯科用局所麻酔剤

オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩 歯科用局所麻酔剤

オキサロール注５μｇ マキサカルシトール 二次性副甲状腺機能亢進症治療剤

オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ マキサカルシトール 角化症治療剤

オキシグルタチオン眼灌流液０．０１８４％キット「センジュ」オキシグルタチオン オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液

オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

オキシテトラコーン歯科用挿入剤５ｍｇ オキシテトラサイクリン塩酸塩 歯科用抗生物質製剤

オキシドール「東海」 オキシドール 殺菌消毒剤

オキナゾール腟錠６００ｍｇ オキシコナゾール硝酸塩 抗真菌剤

オキノーム散１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 癌疼痛治療用剤

オキノーム散２．５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 癌疼痛治療用剤

オキノーム散２０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 癌疼痛治療用剤

オキノーム散５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 癌疼痛治療用剤

オキファスト注１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 癌疼痛治療用注射剤

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 オクトレオチド酢酸塩 持続性ソマトスタチンアナログ製剤

オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ＩＰ」 オザグレルナトリウム トロンボキサン合成酵素阻害剤

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン



薬品名称 一般名称 標榜薬効

オニバイド点滴静注４３ｍｇ イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤

オノアクト点滴静注用１５０ｍｇ ランジオロール塩酸塩 短時間作用型β１選択的遮断剤

オピセゾールコデイン液＊（日医工） 鎮咳去たん配合剤 鎮咳去たん剤

オビソート注射用０．１ｇ アセチルコリン塩化物 副交感神経興奮剤

オビドレル皮下注シリンジ２５０μｇ コリオゴナドトロピン アルファ（遺伝子組換え）遺伝子組換えヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製剤

オフェブカプセル１５０ｍｇ ニンテダニブエタンスルホン酸塩 抗線維化剤

オフサグリーン静注用２５ｍｇ インドシアニングリーン 蛍光眼底造影剤

オプジーボ点滴静注２０ｍｇ ニボルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ ニボルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

オプスミット錠１０ｍｇ マシテンタン エンドセリン受容体拮抗薬

オプソ内服液５ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤

オプチレイ２４０注シリンジ１００ｍＬ イオベルソール 非イオン性造影剤

オプチレイ３２０注シリンジ１００ｍＬ イオベルソール 非イオン性造影剤

オプチレイ３５０注５０ｍＬ イオベルソール 非イオン性造影剤

オムニスキャン静注３２％シリンジ２０ｍＬ ガドジアミド水和物 線状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤

オムニパーク２４０注１０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤

オムニパーク３００注１００ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤

オムニパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤

オムニパーク３００注シリンジ１２５ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤

オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤

オムニパーク３００注シリンジ５０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤

オムニパーク３５０注１００ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤

オムニパーク３５０注２０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤

オムニパーク３５０注シリンジ７０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤

オメガシン点滴用０．３ｇ ビアペネム カルバペネム系抗生物質

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 オメプラゾールナトリウム プロトンポンプ・インヒビター

オラネジン液１．５％消毒用アプリケータ２５ｍＬ オラネキシジングルコン酸塩

オリブ油＊（丸石） オリブ油 軟膏基剤

オルケディア錠１ｍｇ エボカルセト カルシウム受容体作動薬

オルセノン軟膏０．２５％ トレチノイン トコフェリル 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

オルダミン注射用１ｇ モノエタノールアミンオレイン酸塩 食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮剤

オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 シクレソニド 吸入ステロイド喘息治療剤

オルミエント錠４ｍｇ バリシチニブ ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 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

オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ アバタセプト（遺伝子組換え） Ｔ細胞選択的共刺激調節剤

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 オロパタジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤

オンコビン注射用１ｍｇ ビンクリスチン硫酸塩 抗悪性腫瘍剤

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ インダカテロールマレイン酸塩 ⾧時間作用性吸入気管支拡張剤

カーボスター透析剤・Ｌ 人工透析液 人工腎臓用透析液

カーボスター透析剤・Ｌ 人工透析液 人工腎臓用透析液

カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ カルフィルゾミブ 抗悪性腫瘍剤

カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ カルフィルゾミブ 抗悪性腫瘍剤

ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ オビヌツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

ガスコン錠４０ｍｇ ジメチコン 消化管内ガス駆除剤

ガスター注射液１０ｍｇ ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤

ガスター注射液２０ｍｇ ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤

ガストローム顆粒６６．７％ エカベトナトリウム水和物 胃炎・胃潰瘍治療剤

ガストログラフイン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 水溶性消化管造影剤

ガスモチン錠５ｍｇ モサプリドクエン酸塩水和物 消化管運動機能改善剤

ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ イルソグラジンマレイン酸塩 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤

カタプレス錠７５μｇ クロニジン塩酸塩 高血圧症治療剤

ガチフロ点眼液０．３％ ガチフロキサシン水和物 広範囲抗菌点眼剤

カデックス軟膏０．９％ ヨウ素 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）抗ＨＥＲ２抗体チューブリン重合阻害剤複合体



薬品名称 一般名称 標榜薬効

カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）抗ＨＥＲ２抗体チューブリン重合阻害剤複合体

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ ガドブトロール 環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ ガドブトロール 環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤

カナグル錠１００ｍｇ カナグリフロジン水和物 ２型糖尿病治療剤

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 カナマイシン一硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質

ガニレスト皮下注０．２５ｍｇシリンジ ガニレリクス酢酸塩

カバサール錠１．０ｍｇ カベルゴリン ドパミン作動薬

ガバペン錠２００ｍｇ ガバペンチン 抗てんかん剤

カプトリル錠２５ｍｇ カプトプリル レニン・アンジオテンシン系降圧剤

カボメティクス錠２０ｍｇ カボザンチニブリンゴ酸塩 抗悪性腫瘍剤

カリメート経口液２０％ ポリスチレンスルホン酸カルシウム 血清カリウム抑制剤

カルセド注射用２０ｍｇ アムルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍性抗生物質

カルセド注射用５０ｍｇ アムルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍性抗生物質

カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ グルコン酸カルシウム水和物 カルシウム補給剤

カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 血圧降下剤

カルナクリン錠５０ カリジノゲナーゼ 循環障害改善剤

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」 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

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医工」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

カルボカインアンプル注１％ メピバカイン塩酸塩 局所麻酔剤

カルボシステインシロップ５％「タカタ」 Ｌ−カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステインドライシロップ５０％「テバ」 Ｌ−カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 Ｌ−カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 カルボプラチン 抗悪性腫瘍剤

カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 カルボプラチン 抗悪性腫瘍剤

カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 カルボプラチン 抗悪性腫瘍剤

カロナール細粒２０％ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤

カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ カスポファンギン酢酸塩 キャンディン系抗真菌剤

カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ カスポファンギン酢酸塩 キャンディン系抗真菌剤

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

キサラタン点眼液０．００５％ ラタノプロスト 緑内障・高眼圧症治療剤

キシロカインゼリー２％ リドカイン塩酸塩 粘滑・表面麻酔剤

キシロカインビスカス２％ リドカイン塩酸塩 表面麻酔剤

キシロカインポンプスプレー８％ リドカイン 表面麻酔剤

キシロカイン液「４％」 リドカイン塩酸塩 表面麻酔剤

キシロカイン注ポリアンプ１％ リドカイン塩酸塩 局所麻酔剤

キシロカイン注ポリアンプ２％ リドカイン塩酸塩 局所麻酔剤

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有リドカイン塩酸塩・アドレナリン 局所麻酔剤

キドミン輸液 腎不全用アミノ酸製剤 腎不全用アミノ酸製剤

キムリア点滴静注 チサゲンレクルユーセル ヒト体細胞加工製品

キャブピリン配合錠 アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤 アスピリン／ボノプラザンフマル酸塩配合剤

キュビシン静注用３５０ｍｇ ダプトマイシン 環状リポペプチド系抗生物質製剤

キロサイドＮ注１ｇ シタラビン 再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤

キロサイド注２００ｍｇ シタラビン 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

キロサイド注２０ｍｇ シタラビン 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

キンダベート軟膏０．０５％ クロベタゾン酪酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤

キンダリー透析剤ＡＦ２号 人工透析液 人工腎臓用透析液

キンダリー透析剤ＡＦ５号 人工透析液 人工腎臓用透析液

クアトロバック皮下注シリンジ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン

グーフィス錠５ｍｇ エロビキシバット水和物 胆汁酸トランスポーター阻害剤

クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 クエチアピンフマル酸塩 抗精神病剤

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 可溶性非イオン型鉄剤

グラクティブ錠５０ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和物 糖尿病用剤

グラセプターカプセル０．５ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤

グラセプターカプセル１ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

グラセプターカプセル５ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤

グラナテック点眼液０．４％ リパスジル塩酸塩水和物 緑内障・高眼圧症治療剤

グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＮＫ」 グラニセトロン塩酸塩 ５−ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５０ｍＬ「ＨＫ」 グラニセトロン塩酸塩 ５−ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

クラバモックス小児用配合ドライシロップ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム
β−ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生

物質製剤

クラビット点眼液１．５％ レボフロキサシン水和物 広範囲抗菌点眼剤

クラフォラン注射用１ｇ セフォタキシムナトリウム セフェム系抗生物質

グラマリール錠２５ｍｇ チアプリド塩酸塩 チアプリド塩酸塩製剤

クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「タカタ」 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ロラタジン
持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患

治療剤

グランシリンジ１５０ フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ−ＣＳＦ製剤

グランシリンジ７５ フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ−ＣＳＦ製剤

グランシリンジＭ３００ フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ−ＣＳＦ製剤

クリアクター静注用４０万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え） 血栓溶解剤

グリセリン「東豊」 グリセリン 調剤用基剤

グリセリンＢＣ液「ヨシダ」 グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ グリセリン 便秘治療剤

グリセリン浣腸「オヲタ」６０ グリセリン 便秘治療剤

グリセレブ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 頭蓋内圧亢進・浮腫治療，眼圧降下剤

グリチロン配合錠
グリチルリチン・グリシン・ＤＬ−メチオニン

配合剤
肝臓疾患・アレルギー用剤

グリベック錠１００ｍｇ イマチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

グリミクロン錠４０ｍｇ グリクラジド ＳＵ系経口血糖降下剤

グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」 グリメピリド スルホニルウレア系血糖降下剤

クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」 クリンダマイシンリン酸エステル リンコマイシン系抗生物質

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ グルカゴン（遺伝子組換え） グルカゴン（遺伝子組換え）製剤

グルトパ注６００万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え） 血栓溶解剤（ｒｔ−ＰＡ製剤）

グルファストＯＤ錠１０ｍｇ 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

グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ エノキサパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

クレナフィン爪外用液１０％ エフィナコナゾール 爪白癬治療剤

クレメジン速崩錠５００ｍｇ 球形吸着炭 慢性腎不全用剤

クロザリル錠２５ｍｇ クロザピン 治療抵抗性統合失調症治療剤

クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 クロチアゼパム 心身安定剤

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩 抗血小板剤

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液１％「東豊」 クロルヘキシジングルコン酸塩

ケアラム錠２５ｍｇ イグラチモド 抗リウマチ剤

ケイツーＮ静注１０ｍｇ メナテトレノン 止血機構賦活ビタミン剤

ケイツーシロップ０．２％ メナテトレノン ビタミンＫ２剤

ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 外用感染治療剤

ケタラール静注用５０ｍｇ ケタミン塩酸塩 全身麻酔剤

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤

ケナコルト−Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ トリアムシノロンアセトニド 合成副腎皮質ホルモン剤

ケフラールカプセル２５０ｍｇ セファクロル セフェム系抗生物質

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 ゲムシタビン塩酸塩 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 ゲムシタビン塩酸塩 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 ゲンタマイシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質

コアテック注５ｍｇ オルプリノン塩酸塩水和物 急性心不全治療剤

コアベータ静注用１２．５ｍｇ ランジオロール塩酸塩 短時間作用型β１選択的遮断剤

コートリル錠１０ｍｇ ヒドロコルチゾン 副腎皮質ホルモン剤

コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ テトラコサクチド酢酸塩 持続性合成ＡＣＴＨ製剤

コートロシン注射用０．２５ｍｇ テトラコサクチド酢酸塩 合成ＡＣＴＨ製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

コールタイジン点鼻液 テトラヒドロゾリン塩酸塩・プレドニゾロン 血管収縮剤

コスメゲン静注用０．５ｍｇ アクチノマイシン Ｄ 抗腫瘍性抗生物質

コソプト配合点眼液 ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤

コデインリン酸塩散１％「タケダ」 コデインリン酸塩水和物 鎮咳剤

ゴナールエフ皮下注ペン３００ フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）
遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）

製剤

ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ デガレリクス酢酸塩 前立腺癌治療剤

ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ デガレリクス酢酸塩 前立腺癌治療剤

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ デガレリクス酢酸塩 前立腺癌治療剤

ゴナトロピン注用５０００単位 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

コバシル錠４ｍｇ ペリンドプリルエルブミン 持続性組織ＡＣＥ阻害剤

コムタン錠１００ｍｇ エンタカポン 末梢ＣＯＭＴ阻害剤

コララン錠２．５ｍｇ イバブラジン塩酸塩 ＨＣＮチャネル遮断薬

コランチル配合顆粒
ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウ

ムゲル・酸化マグネシウム
胃炎・消化性潰瘍用剤

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 コルヒチン 痛風・家族性地中海熱治療剤

コレクチム軟膏０．５％ デルゴシチニブ 外用ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤

コントミン糖衣錠２５ｍｇ クロルプロマジン塩酸塩 精神神経安定剤

コンファクトＦ注射用１０００ 乾燥濃縮人血液凝固第８因子 血漿分画製剤

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース 創腔充填止血剤

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース 創腔充填止血剤

ザーネ軟膏０．５％ ビタミンＡ油 外用ビタミンＡ剤

サーバリックス 組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）

サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 肺サーファクタント 新生児呼吸窮迫症候群治療剤

ザイザル錠５ｍｇ レボセチリジン塩酸塩
持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患

治療剤

ザイティガ錠２５０ｍｇ アビラテロン酢酸エステル 前立腺癌治療剤

サイトテック錠２００ ミソプロストール 抗ＮＳＡＩＤ潰瘍剤

サイプレジン１％点眼液 シクロペントラート塩酸塩 屈折能検査点眼剤

ザイボックス錠６００ｍｇ リネゾリド オキサゾリジノン系合成抗菌剤

ザイボックス注射液６００ｍｇ リネゾリド オキサゾリジノン系合成抗菌剤

サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン 免疫抑制剤

サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ ラムシルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ ラムシルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

サイレース静注２ｍｇ フルニトラゼパム 麻酔導入剤

サインバルタカプセル２０ｍｇ デュロキセチン塩酸塩
セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害

剤

ザクラス配合錠ＨＤ
アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合

剤

持続性ＡＴ１レセプターブロッカー／持続性Ｃ

ａ拮抗薬配合剤

ザジテンドライシロップ０．１％ ケトチフェンフマル酸塩 アレルギー性疾患治療剤

ザノサー点滴静注用１ｇ ストレプトゾシン 抗悪性腫瘍剤

ザファテック錠１００ｍｇ トレラグリプチンコハク酸塩 ２型糖尿病治療剤

サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ 人工透析液 ろ過型人工腎臓用補液

サホライド液歯科用３８％ フッ化ジアンミン銀

サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ トルバプタン Ｖ２−受容体拮抗剤

サラジェン顆粒０．５％ ピロカルピン塩酸塩 口腔乾燥症状改善薬

サリグレンカプセル３０ｍｇ セビメリン塩酸塩水和物 口腔乾燥症状改善剤

サリベートエアゾール リン酸二カリウム・無機塩類配合剤 人工唾液

ザルティア錠５ｍｇ タダラフィル 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＰ」 サルポグレラート塩酸塩 ５−ＨＴ２ブロッカー

サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ シクロスポリン 免疫抑制剤

サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット１０ｍｇ オクトレオチド酢酸塩
持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェ

ア型徐放性製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ オクトレオチド酢酸塩
持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェ

ア型徐放性製剤

サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ オクトレオチド酢酸塩
持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェ

ア型徐放性製剤

サンピロ点眼液２％ ピロカルピン塩酸塩 緑内障治療剤

サンリズムカプセル５０ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物 不整脈治療剤

サンリズム注射液５０ ピルシカイニド塩酸塩水和物 不整脈治療剤

ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ インドシアニングリーン
肝・循環機能検査用薬／蛍光血管造影剤／セン

チネルリンパ節同定用薬

シアノキット注射用５ｇセット ヒドロキソコバラミン 急性シアン中毒解毒剤

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え） 持続型Ｇ−ＣＳＦ製剤

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 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

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物 キノロン系経口抗菌剤

ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ カバジタキセル アセトン付加物 抗悪性腫瘍剤

シェルガン０．５眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム眼科手術補助剤

シオゾール注１０ｍｇ 金チオリンゴ酸ナトリウム 水溶性金製剤

シグマート注４８ｍｇ ニコランジル 不安定狭心症・急性心不全治療剤

シクレスト舌下錠５ｍｇ アセナピンマレイン酸塩 抗精神病剤

ジクロード点眼液０．１％ ジクロフェナクナトリウム 水溶性非ステロイド性抗炎症点眼剤

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジゴシン錠０．１２５ｍｇ ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤

ジゴシン注０．２５ｍｇ ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤

シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」 シスプラチン 抗悪性腫瘍剤

シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 シスプラチン 抗悪性腫瘍剤

ジスロマック細粒小児用１０％ アジスロマイシン水和物 １５員環マクロライド系抗生物質

ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン水和物 １５員環マクロライド系抗生物質

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ アジスロマイシン水和物 １５員環マクロライド系抗生物質製剤

シナール配合錠 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム ビタミンＣ・パントテン酸カルシウム配合剤

シナジス筋注液１００ｍｇ パリビズマブ（遺伝子組換え） 抗ＲＳウイルスヒト化モノクローナル抗体

シナジス筋注液５０ｍｇ パリビズマブ（遺伝子組換え） 抗ＲＳウイルスヒト化モノクローナル抗体

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 ジフェニドール塩酸塩 抗めまい剤

ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ オランザピン 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤

ジプレキサ筋注用１０ｍｇ オランザピン 抗精神病剤

ジプレキサ錠５ｍｇ オランザピン 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤

シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「ＳＷ」 シプロフロキサシン塩酸塩水和物 広範囲抗菌剤

シプロフロキサシン点滴静注液４００ｍｇ「ニプロ」 シプロフロキサシン ニューキノロン系抗菌剤

シベクトロ錠２００ｍｇ テジゾリドリン酸エステル オキサゾリジノン系合成抗菌剤

シベノール錠５０ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 不整脈治療剤

シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「ニプロ」 シベレスタットナトリウム水和物 好中球エラスターゼ阻害剤

ジムソ膀胱内注入液５０％ ジメチルスルホキシド 間質性膀胱炎治療剤

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
ドライパウダー吸入式喘息・ＣＯＰＤ治療配合

剤

シムレクト静注用２０ｍｇ バシリキシマブ（遺伝子組換え） 急性拒絶反応抑制剤

ジメチコン内用液２％「ホリイ」 ジメチコン 胃内有泡性粘液除去剤

ジャディアンス錠１０ｍｇ エンパグリフロジン ２型糖尿病治療剤

シュアポスト錠０．２５ｍｇ レパグリニド 速効型インスリン分泌促進剤

ジョイクル関節注３０ｍｇ ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム 関節機能改善剤

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩 持続性Ｃａ拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩 Ｃａ拮抗剤

ジルテックドライシロップ１．２５％ セチリジン塩酸塩
持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患

治療剤

ジルテック錠１０ セチリジン塩酸塩
持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患

治療剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板剤

ジンジカインゲル２０％ アミノ安息香酸エチル 局所麻酔剤

シンビット静注用５０ｍｇ ニフェカラント塩酸塩 不整脈治療剤

シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター ゴリムマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

スインプロイク錠０．２ｍｇ ナルデメジントシル酸塩 経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬

スーグラ錠５０ｍｇ イプラグリフロジン Ｌ−プロリン 糖尿病治療剤

スーテントカプセル１２．５ｍｇ スニチニブリンゴ酸塩 抗悪性腫瘍剤

スープレン吸入麻酔液 デスフルラン 全身吸入麻酔剤

スキャンドネストカートリッジ３％ メピバカイン塩酸塩 歯科用局所麻酔剤

ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
ヒト型抗ヒトＩＬ−１２／２３ｐ４０モノク

ローナル抗体製剤

ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
ヒト型抗ヒトＩＬ−１２／２３ｐ４０モノク

ローナル抗体製剤

ステリクロンＷ液０．０５ クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤

ステリクロンＷ液０．１ クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤

ステリクロンＷ液０．５ クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤

スピール膏Ｍ サリチル酸 皮膚軟化剤

スピオルトレスピマット６０吸入 チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩ＣＯＰＤ治療配合剤

スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 チオトロピウム臭化物水和物 ⾧時間作用性吸入気管支拡張剤

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 スピロノラクトン 抗アルドステロン性利尿・降圧剤

スプリセル錠５０ｍｇ ダサチニブ水和物 抗悪性腫瘍剤

スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ ブセレリン酢酸塩 ＧｎＲＨ誘導体製剤

スベニールディスポ関節注２５ｍｇ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 関節機能改善剤

スポンゼル ゼラチン 止血用ゼラチンスポンジ

スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＳＰＫＫ」 スマトリプタンコハク酸塩

スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ インターフェロン アルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）天然型インターフェロンα製剤

スルバシリン静注用０．７５ｇ アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウムβ−ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

スルバシリン静注用１．５ｇ アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウムβ−ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 スルピリド 抗潰瘍・精神用剤

セイブル錠５０ｍｇ ミグリトール 糖尿病食後過血糖改善剤

ゼジューラカプセル１００ｍｇ ニラパリブトシル酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤

ゼチーア錠１０ｍｇ エゼチミブ 高脂血症治療剤

セディール錠１０ｍｇ タンドスピロンクエン酸塩 セロトニン作動性抗不安剤

セパゾン錠１ クロキサゾラム マイナートランキライザー

セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 セファゾリンナトリウム 合成セファロスポリン系抗生物質

セファランチン末１％ セファランチン 抗アレルギー剤

ゼフィックス錠１００ ラミブジン 抗ウイルス化学療法剤

セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 セフェピム塩酸塩水和物 セフェム系抗生物質

セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 セフォチアム塩酸塩 セフェム系抗生物質

セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サワイ」 セフジトレン ピボキシル セフェム系抗生物質

セフジニル細粒１０％小児用「日医工」 セフジニル セフェム系製剤

セフジニル錠１００ｍｇ「サワイ」 セフジニル セフェム系製剤

セフタジジム静注用０．５ｇ「日医工」 セフタジジム水和物 セフェム系抗生物質

セフタジジム静注用１ｇ「日医工」 セフタジジム水和物 セフェム系抗生物質

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 セフトリアキソンナトリウム水和物 セフェム系抗生物質

セフポドキシムプロキセチルＤＳ小児用５％「サワイ」 セフポドキシム プロキセチル セフェム系抗生物質

セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「サワイ」 セフポドキシム プロキセチル セフェム系抗生物質

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 セフメタゾールナトリウム セファマイシン系抗生物質

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン 全身吸入麻酔剤

セララ錠２５ｍｇ エプレレノン 選択的アルドステロンブロッカー

セルシン注射液１０ｍｇ ジアゼパム マイナートランキライザー

セルセプトカプセル２５０ ミコフェノール酸 モフェチル 免疫抑制剤

セレキノン錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩 消化管運動調律剤

セレコキシブ錠１００ｍｇ「明治」 セレコキシブ 非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレジストＯＤ錠５ｍｇ タルチレリン水和物 脊髄小脳変性症治療剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

セレニカＲ顆粒４０％ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん，躁状態，片頭痛治療剤

ゼローダ錠３００ カペシタビン 抗悪性腫瘍剤

ゼンタコートカプセル３ｍｇ ブデソニド クローン病治療剤

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 センノシド 緩下剤

ゾシン静注用４．５ タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウムβ−ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン 鎮痛剤

ソナゾイド注射用１６μＬ ペルフルブタン 超音波診断用造影剤

ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 ゾピクロン 睡眠障害改善剤

ゾビラックス眼軟膏３％ アシクロビル ヘルペス性角膜炎化学療法剤

ゾビラックス錠２００ アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤

ゾビラックス軟膏５％ アシクロビル 抗ヘルペスウイルス外用剤

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ フラジオマイシン硫酸塩 化膿性疾患用剤

ゾフルーザ錠２０ｍｇ バロキサビル マルボキシル 抗インフルエンザウイルス剤

ゾラデックス１．８ｍｇデポ ゴセレリン酢酸塩 ＧｎＲＨアゴニスト

ゾラデックス３．６ｍｇデポ ゴセレリン酢酸塩 ＬＨ−ＲＨアゴニスト

ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ ゴセレリン酢酸塩 ＬＨ−ＲＨアゴニスト

ソリタ−Ｔ４号輸液 術後回復液 術後回復液

ソリタ−Ｔ配合顆粒３号 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 電解質剤

ソリタックス−Ｈ輸液 維持液（ブドウ糖加） 電解質輸液（維持液−高張）

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム副腎皮質ホルモン剤

ソルアセトＦ輸液 酢酸リンゲル液 酢酸リンゲル液

ソルダクトン静注用２００ｍｇ カンレノ酸カリウム 水分・電解質代謝改善剤

ソルデム１輸液 開始液 開始液

ソルデム１輸液 開始液 開始液

ソルデム３ＡＧ輸液 維持液 維持液７．５％糖加

ソルデム３Ａ輸液 維持液 維持液

ソルデム３Ａ輸液 維持液 維持液

ソルデム３Ａ輸液 維持液 維持液

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ゾルピデム酒石酸塩 入眠剤

ソルラクト輸液 乳酸リンゲル液 乳酸リンゲル液

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「サンド」 ゾレドロン酸水和物 骨吸収抑制剤

ダーブロック錠２ｍｇ ダプロデュスタット ＨＩＦ−ＰＨ阻害薬

ダイアート錠６０ｍｇ アゾセミド 持続型ループ利尿剤

ダイアコート軟膏０．０５％ ジフロラゾン酢酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤

ダイアップ坐剤６ ジアゼパム 小児用抗けいれん剤

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−４ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−４ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−４ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

ダイアモックス錠２５０ｍｇ アセタゾラミド 炭酸脱水酵素抑制剤

ダイアモックス注射用５００ｍｇ アセタゾラミドナトリウム 炭酸脱水酵素抑制剤

タイケルブ錠２５０ｍｇ ラパチニブトシル酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤

ダイフェン配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 合成抗菌剤

ダイメジン・マルチ注 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

タイロゲン筋注用０．９ｍｇ ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え） 遺伝子組換えヒト型甲状腺刺激ホルモン製剤

ダウノマイシン静注用２０ｍｇ ダウノルビシン塩酸塩 抗白血病・抗悪性腫瘍抗生物質製剤

ダカルバジン注用１００ ダカルバジン 抗悪性腫瘍剤

ダクチル錠５０ｍｇ ピペリドレート塩酸塩 平滑筋収縮緩和剤

タグリッソ錠８０ｍｇ オシメルチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

タケキャブ錠１０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩 プロトンポンプ・インヒビター

タケプロン静注用３０ｍｇ ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター

タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤 生物学的組織接着・閉鎖剤

タゾピペ配合静注用４．５「明治」 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウムβ−ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

タチオン注射用２００ｍｇ グルタチオン グルタチオン製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

タナドーパ顆粒７５％ ドカルパミン ドパミンプロドラッグ

タプロス点眼液０．００１５％ タフルプロスト 緑内障・高眼圧症治療剤

タマガワヨードホルムガーゼ ヨードホルム

タミフルカプセル７５ オセルタミビルリン酸塩 抗インフルエンザウイルス剤

タミフルドライシロップ３％ オセルタミビルリン酸塩 抗インフルエンザウイルス剤

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 タムスロシン塩酸塩 前立腺肥大症排尿障害改善剤

ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ ダラツムマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ＣＤ３８モノクローナル抗体

ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ ダラツムマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ＣＤ３８モノクローナル抗体

ダラシンカプセル１５０ｍｇ クリンダマイシン塩酸塩 リンコマイシン系抗生物質

タリージェ錠５ｍｇ ミロガバリンベシル酸塩 末梢性神経障害性疼痛治療剤

タリオン錠１０ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩
選択的ヒスタミンＨ１受容体拮抗・アレルギー

性疾患治療剤

タリビッド眼軟膏０．３％ オフロキサシン 広範囲抗菌点眼剤

タリビッド耳科用液０．３％ オフロキサシン ニューキノロン系抗菌耳科用製剤

タルセバ錠１５０ｍｇ エルロチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

ダルベポエチン アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダントリウムカプセル２５ｍｇ ダントロレンナトリウム水和物 痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤

ダントリウム静注用２０ｍｇ ダントロレンナトリウム水和物 悪性高熱症・悪性症候群治療剤

タンニン酸アルブミン「メタル」 タンニン酸アルブミン 止瀉剤

タンボコール静注５０ｍｇ フレカイニド酢酸塩 頻脈性不整脈治療剤

チエクール点滴用０．５ｇ イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム カルバペネム系抗生物質

チガソンカプセル１０ エトレチナート 角化症治療剤

チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 チザニジン塩酸塩 筋緊張緩和剤

チモプトール点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤

チョコラＡ末１万単位／ｇ ビタミンＡ ビタミンＡ剤

チラーヂンＳ錠５０μｇ レボチロキシンナトリウム水和物 甲状腺ホルモン剤

ツインラインＮＦ配合経腸用液 経腸成分栄養剤 消化態経腸栄養剤

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 加味逍遙散エキス 漢方製剤

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 葛根湯エキス 漢方製剤

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 牛車腎気丸エキス 漢方製剤

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 桂枝茯苓丸エキス 漢方製剤

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 五苓散エキス 漢方製剤

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス 漢方製剤

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 柴苓湯エキス 漢方製剤

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 十全大補湯エキス 漢方製剤

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） 小柴胡湯エキス 漢方製剤

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） 人参養栄湯エキス 漢方製剤

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 大建中湯エキス 漢方製剤

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） 当帰芍薬散エキス 漢方製剤

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 麦門冬湯エキス 漢方製剤

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 半夏厚朴湯エキス 漢方製剤

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 半夏瀉心湯エキス 漢方製剤

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 補中益気湯エキス 漢方製剤

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 抑肝散エキス 漢方製剤

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 六君子湯エキス 漢方製剤

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 芍薬甘草湯エキス 漢方製剤

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） 茵ちん蒿湯エキス 漢方製剤

ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 ツロブテロール 経皮吸収型・気管支拡張剤

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＰ」 テイコプラニン グリコペプチド系抗生物質製剤

ディスオーパ消毒液０．５５％ フタラール

ディフェリンゲル０．１％ アダパレン 尋常性ざ瘡治療剤

デエビゴ錠５ｍｇ レンボレキサント 不眠症治療剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

テオドール錠１００ｍｇ テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤

デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン 副腎皮質ホルモン剤

デキサート注射液６．６ｍｇ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン製剤

デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 デキサメタゾン 口腔粘膜疾患治療剤

デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」デクスメデトミジン塩酸塩 α２作動性鎮静剤

テグレトール細粒５０％ カルバマゼピン 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

デザレックス錠５ｍｇ デスロラタジン
持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患

治療剤

デスモプレシン・スプレー２．５協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 中枢性尿崩症用剤

デスモプレシン注４協和 デスモプレシン酢酸塩水和物
第ＶＩＩＩ因子放出型血友病Ａ・ｖｏｎ Ｗｉ

ｌｌｅｂｒａｎｄ病用剤

テセントリク点滴静注１２００ｍｇ アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

テタノブリンＩＨ静注２５０単位 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン血漿分画製剤

デトキソール静注液２ｇ チオ硫酸ナトリウム水和物 解毒剤

テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 エピジヒドロコレステリン・テトラサイクリン塩酸塩歯科用抗生物質製剤

テネリアＯＤ錠２０ｍｇ テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 ２型糖尿病治療剤

デノシン点滴静注用５００ｍｇ ガンシクロビル 抗サイトメガロウイルス化学療法剤

デノタスチュアブル配合錠
沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・

炭酸マグネシウム

カルシウム／天然型ビタミンＤ３／マグネシウ

ム配合剤

デパケンＲ錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

デファイテリオ静注２００ｍｇ デフィブロチドナトリウム 肝類洞閉塞症候群治療剤

テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 テプレノン 胃炎・胃潰瘍治療剤

デプロメール錠２５ フルボキサミンマレイン酸塩 選択的セロトニン再取り込み阻害剤

デベルザ錠２０ｍｇ トホグリフロジン水和物 ２型糖尿病治療剤

テムセルＨＳ注 ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞 ヒト体性幹細胞加工製品

テモダールカプセル１００ｍｇ テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤

テモダールカプセル２０ｍｇ テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤

テモダール点滴静注用１００ｍｇ テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤

デュアック配合ゲル クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル尋常性ざ瘡治療配合剤

デュピクセント皮下注３００ｍｇペン デュピルマブ（遺伝子組換え）
ヒト型抗ヒトＩＬ−４／１３受容体モノクロー

ナル抗体

テラ・コートリル軟膏 オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤

テラルビシン注射用１０ｍｇ ピラルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍抗生物質

テラルビシン注射用２０ｍｇ ピラルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍抗生物質

テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター テリパラチド酢酸塩 骨粗鬆症治療剤

テリルジー１００エリプタ３０吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤

テリルジー２００エリプタ３０吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩喘息治療配合剤

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 テルミサルタン 胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容体ブロッカー

デルモベートスカルプローション０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤

デルモベート軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤

テルモ生食 生理食塩液 生理食塩液

テルモ生食 生理食塩液 生理食塩液

テルモ生食 生理食塩液 生理食塩液

テレミンソフト坐薬２ｍｇ ビサコジル 排便機能促進剤

ドキシル注２０ｍｇ ドキソルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 ドキソルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 ドキソルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」トコフェロールニコチン酸エステル 微小循環系賦活剤

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 ドセタキセル水和物 タキソイド系抗悪性腫瘍剤

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 ドセタキセル水和物 タキソイド系抗悪性腫瘍剤

トチモトのダイオウ末 ダイオウ 生薬

ドパストン静注５０ｍｇ レボドパ パーキンソニズム治療剤

トビエース錠４ｍｇ フェソテロジンフマル酸塩 過活動膀胱治療剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

トプシムローション０．０５％ フルオシノニド 外用合成副腎皮質ホルモン剤

トプシム軟膏０．０５％ フルオシノニド 外用合成副腎皮質ホルモン剤

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ ドロキシドパ ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤

ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「ＫＫＣ」 ドブタミン塩酸塩 急性循環不全改善剤

ドブトレックス注射液１００ｍｇ ドブタミン塩酸塩 急性循環不全改善剤，心臓疾患診断補助剤

トブラシン注６０ｍｇ トブラマイシン アミノグリコシド系抗生物質

トブラシン点眼液０．３％ トブラマイシン 眼科用抗生物質

ドラール錠１５ クアゼパム 睡眠障害改善剤

トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」 トラスツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」 トラスツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」 トラセミド ループ利尿剤

トラゼンタ錠５ｍｇ リナグリプチン ２型糖尿病治療剤

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 トラゾドン塩酸塩 抗うつ剤

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

剤

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 トラネキサム酸 抗プラスミン剤

トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「テバ」 トラネキサム酸 抗プラスミン剤

トラバタンズ点眼液０．００４％ トラボプロスト 緑内障・高眼圧症治療剤

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ トラマドール塩酸塩 がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラムセット配合錠
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合

剤
慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 トリアゾラム 睡眠導入剤

トリクロリールシロップ１０％ トリクロホスナトリウム 催眠剤

トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＰ」 トリクロルメチアジド チアジド系降圧利尿剤

トリセノックス注１０ｍｇ 三酸化二ヒ素 再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤

トリビック 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン

トリプタノール錠１０ アミトリプチリン塩酸塩 三環系抗うつ剤

トリプタノール錠２５ アミトリプチリン塩酸塩 三環系抗うつ剤

トリンテリックス錠１０ｍｇ ボルチオキセチン臭化水素酸塩
セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体

調節剤

トルソプト点眼液１％ ドルゾラミド塩酸塩 点眼用炭酸脱水酵素阻害剤

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス デュラグルチド（遺伝子組換え） 持続性ＧＬＰ−１受容体作動薬

トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ ベンダムスチン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

トレーランＧ液７５ｇ デンプン部分加水分解物 糖忍容力試験用糖質液

トレシーバ注フレックスタッチ インスリン デグルデク（遺伝子組換え） 持効型溶解インスリンアナログ製剤

トレドミン錠２５ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩
セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害

剤

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ フルドロキシコルチド 皮膚疾患用密封療法剤

トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ グセルクマブ（遺伝子組換え）
ヒト型抗ヒトＩＬ−２３ｐ１９モノクローナル

抗体製剤

トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ ゾニサミド
パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴う

パーキンソニズム治療薬（レボドパ賦活剤）

ドロレプタン注射液２５ｍｇ ドロペリドール 麻酔用神経遮断剤

トロンビン液モチダソフトボトル１万 トロンビン 止血剤

ナウゼリンＯＤ錠１０ ドンペリドン 消化管運動改善剤

ナウゼリン坐剤１０ ドンペリドン 消化管運動改善剤

ナウゼリン坐剤６０ ドンペリドン 消化管運動改善剤

ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ ラモセトロン塩酸塩 ５−ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 ナテグリニド 速効型食後血糖降下剤

ナトリックス錠１ インダパミド 持続型非チアジド系降圧剤

ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「ＡＹ」 ナファモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤

ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＡＹ」 ナファモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤

ナルサス錠２ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 持続性癌疼痛治療剤

ナルラピド錠１ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 癌疼痛治療剤

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 ナロキソン塩酸塩 麻薬拮抗剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 ニカルジピン塩酸塩 Ｃａ拮抗剤

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 ニコランジル 狭心症治療剤

ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 ニセルゴリン 脳循環・代謝改善剤

ニゾラールクリーム２％ ケトコナゾール 抗真菌剤

ニゾラールローション２％ ケトコナゾール 抗真菌剤

ニドラン注射用５０ｍｇ ニムスチン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

ニトロールＲカプセル２０ｍｇ 硝酸イソソルビド ⾧時間作用型虚血性心疾患治療剤

ニトロール注５ｍｇシリンジ 硝酸イソソルビド ０．０５％硝酸イソソルビド点滴静注用製剤

ニトログリセリン注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「テルモ」 ニトログリセリン ニトログリセリン注射液

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ニトログリセリン 狭心症用舌下錠

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 ニフェジピン 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

ニュープロパッチ９ｍｇ ロチゴチン ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

ニューモバックスＮＰシリンジ 肺炎球菌ワクチン 細菌ワクチン類

ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン メポリズマブ（遺伝子組換え） ヒト化抗ＩＬ−５モノクローナル抗体

ネオーラル２５ｍｇカプセル シクロスポリン 免疫抑制剤

ネオーラル内用液１０％ シクロスポリン 免疫抑制剤

ネオクリーナー「セキネ」 次亜塩素酸ナトリウム 根管清掃剤

ネオシネジンコーワ５％点眼液 フェニレフリン塩酸塩 散瞳剤

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ フェニレフリン塩酸塩 血管収縮・血圧上昇剤

ネオステリングリーンうがい液０．２％ ベンゼトニウム塩化物 口腔洗浄・含嗽剤

ネオドパストン配合錠Ｌ１００ レボドパ・カルビドパ水和物 パーキンソニズム治療剤

ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤疼痛治療剤

ネオフィリン注２５０ｍｇ アミノフィリン水和物 強心・喘息治療剤

ネオメドロールＥＥ軟膏 フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン眼科・耳鼻科疾患治療剤

ネオレスタール注射液１０ｍｇ ｄｌ−クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗ヒスタミン剤

ネキシウムカプセル２０ｍｇ エソメプラゾールマグネシウム水和物 プロトンポンプ・インヒビター

ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ エソメプラゾールマグネシウム水和物 プロトンポンプ・インヒビター

ネクサバール錠２００ｍｇ ソラフェニブトシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

ネシーナ錠２５ｍｇ アログリプチン安息香酸塩 ２型糖尿病治療剤

ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ネバナック懸濁性点眼液０．１％ ネパフェナク 非ステロイド性抗炎症点眼剤

ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ ジフルコルトロン吉草酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤

ネリプロクト坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン 痔疾用剤

ノイアート静注用５００単位 乾燥濃縮人アンチトロンビン３ 血液凝固阻止剤

ノイキノン錠１０ｍｇ ユビデカレノン 代謝性強心剤

ノイトロジン注１００μｇ レノグラスチム（遺伝子組換え） 遺伝子組換えヒトＧ−ＣＳＦ製剤

ノイトロジン注２５０μｇ レノグラスチム（遺伝子組換え） 遺伝子組換えヒトＧ−ＣＳＦ製剤

ノイロトロピン錠４単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤

ノイロトロピン注射液３．６単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 疼痛性・アレルギー性疾患治療剤

ノウリアスト錠２０ｍｇ イストラデフィリン アデノシンＡ２Ａ受容体拮抗薬

ノーベルバール静注用２５０ｍｇ フェノバルビタールナトリウム 抗けいれん剤

ノバクトＭ静注用１０００単位 乾燥濃縮人血液凝固第９因子 血漿分画製剤

ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ アルガトロバン水和物 選択的抗トロンビン剤

ノバミン錠５ｍｇ プロクロルペラジンマレイン酸塩 精神神経用剤

ノバントロン注１０ｍｇ ミトキサントロン塩酸塩 アントラキノン系抗悪性腫瘍剤

ノベルジン錠５０ｍｇ 酢酸亜鉛水和物 ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤

ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製

剤

ノボラピッド注イノレット インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 超速効型インスリンアナログ製剤

ノボラピッド注フレックスタッチ インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 超速効型インスリンアナログ製剤

ノボラピッド注ペンフィル インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 超速効型インスリンアナログ製剤

ノボリンＮ注フレックスペン インスリン ヒト（遺伝子組換え） インスリン製剤

ノルアドリナリン注１ｍｇ ノルアドレナリン 血圧上昇剤

パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ ペルツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

ハーセプチン注射用１５０ トラスツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

ハーセプチン注射用６０ トラスツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

パーロデル錠２．５ｍｇ ブロモクリプチンメシル酸塩 持続性ドパミン作動剤

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン 抗血小板剤

ハイアミン液１０％ ベンゼトニウム塩化物 殺菌消毒剤

ハイカムチン注射用１．１ｍｇ ノギテカン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

ハイカリックＲＦ輸液 高カロリー輸液用基本液 高カロリー輸液用基本液

ハイカリック液−１号 高カロリー輸液用基本液 高カロリー輸液用基本液

ハイカリック液−２号 高カロリー輸液用基本液 高カロリー輸液用基本液

ハイドレアカプセル５００ｍｇ ヒドロキシカルバミド 抗悪性腫瘍剤

ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ニプラジロール 緑内障・高眼圧症治療剤

ハイポアルコール液２％「ヤクハン」 チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール 外皮用殺菌消毒剤

ハイボン錠２０ｍｇ リボフラビン酪酸エステル 高コレステロール血症改善ビタミン剤

パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 選択的セロトニン再取り込み阻害剤

バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 合成抗菌剤

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ムピロシンカルシウム水和物 鼻腔内ＭＲＳＡ除菌剤

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 抗悪性腫瘍剤

パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 抗悪性腫瘍剤

パセトシン細粒１０％ アモキシシリン水和物 合成ペニシリン製剤

パタノール点眼液０．１％ オロパタジン塩酸塩 抗アレルギー点眼剤

パナルジン錠１００ｍｇ チクロピジン塩酸塩 抗血小板剤

パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 パパベリン塩酸塩 血管拡張・鎮痙剤

バフセオ錠１５０ｍｇ バダデュスタット 腎性貧血治療剤

ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 人ハプトグロビン 血漿分画製剤

ハベカシン注射液２００ｍｇ アルベカシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質

バベンチオ点滴静注２００ｍｇ アベルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液１０％＊（ＡＦＰ） パラアミノ馬尿酸ナトリウム 腎機能検査用薬

ハラヴェン静注１ｍｇ エリブリンメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

バラクルード錠０．５ｍｇ エンテカビル水和物 抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」 バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤

パリエット錠５ｍｇ ラベプラゾールナトリウム プロトンポンプ阻害剤

バリエネマ３００ 硫酸バリウム ディスポーザブル注腸造影剤

バリキサ錠４５０ｍｇ バルガンシクロビル塩酸塩 抗サイトメガロウイルス化学療法剤

ハリケインゲル歯科用２０％ アミノ安息香酸エチル 局所麻酔剤

ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ アムホテリシンＢ ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質

バリトゲンＨＤ 硫酸バリウム 消化管Ｘ線造影剤

バリトゲン−デラックス 硫酸バリウム 消化管Ｘ線造影剤

バリトップゾル１５０ 硫酸バリウム 消化管造影剤

バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 バルサルタン 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」 バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入 ブデソニド ドライパウダー吸入式ステロイド剤

パルミコート吸入液０．５ｍｇ ブデソニド 吸入ステロイド喘息治療剤

パルモディア錠０．１ｍｇ ペマフィブラート 高脂血症治療剤

バレイショデンプン「ケンエー」 バレイショデンプン 賦形剤

バロス発泡顆粒−Ｓ 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 Ｘ線診断二重造影用発泡剤

パロノセトロン点滴静注バッグ０．７５ｍｇ／５０ｍＬ「タイホウ」パロノセトロン塩酸塩 ５−ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」 ハロペリドール 精神神経安定剤

ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 ハロペリドール 精神神経安定剤

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」 バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生物質

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明治」 バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生物質

パンテチン散２０％「テバ」 パンテチン パンテチン製剤

パンテチン錠１００ｍｇ「シオエ」 パンテチン パンテチン製剤

パントール注射液５００ｍｇ パンテノール パンテノール製剤

ハンプ注射用１０００ カルペリチド（遺伝子組換え）
α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製

剤

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物
ドパミン作動性パーキンソン病・レストレス

レッグス症候群治療剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「生化学」 精製ヒアルロン酸ナトリウム 眼科手術補助剤

ヒアレイン点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 角結膜上皮障害治療剤

ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ オキシグルタチオン オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液

ビーゾカイン歯科用ゼリー２０％ アミノ安息香酸エチル 歯科用表面麻酔剤

ビーフリード輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン ビタミンＢ１・糖・電解質・アミノ酸液

ビームゲン注０．２５ｍＬ 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ウイルスワクチン類

ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 眼科手術補助剤

ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８５ｍＬ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 眼科手術補助剤

ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 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−

ビオスリー配合錠 酪酸菌配合剤 活性生菌製剤

ビオフェルミンＲ散 耐性乳酸菌製剤 耐性乳酸菌整腸剤

ビオフェルミン配合散 ラクトミン 乳酸菌整腸剤

ビカーボン輸液 重炭酸リンゲル液 細胞外液補充液

ビカネイト輸液 重炭酸リンゲル液 細胞外液補充液

ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＮＫ」 ビカルタミド 前立腺癌治療剤

ビクシリン注射用１ｇ アンピシリンナトリウム ペニシリン系抗生物質

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ リラグルチド（遺伝子組換え） ヒトＧＬＰ−１アナログ製剤

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」 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

ビジパーク２７０注１００ｍＬ イオジキサノール 非イオン性等浸透圧造影剤

ビジパーク２７０注２０ｍＬ イオジキサノール 非イオン性等浸透圧造影剤

ピシバニール注射用５ＫＥ 溶連菌抽出物 抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤

ビスコート０．５眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム眼科手術補助剤

ビスダイン静注用１５ｍｇ ベルテポルフィン 加齢黄斑変性症治療剤

ビソノテープ４ｍｇ ビソプロロール 経皮吸収型・β１遮断剤

ビダーザ注射用１００ｍｇ アザシチジン 骨髄異形成症候群治療剤

ビタノイリンカプセル５０ フルスルチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 複合ビタミンＢ剤

ビタメジン静注用 リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤複合ビタミン剤

ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 ビダラビン 抗ウイルス剤

ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 コルチコレリン（ヒト）
視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機

能検査薬

ピドキサール錠１０ｍｇ ピリドキサールリン酸エステル水和物 活性型ビタミンＢ６製剤

ピトレシン注射液２０ バソプレシン 脳下垂体後葉ホルモン剤

ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ クエチアピンフマル酸塩 双極性障害のうつ症状治療剤

ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」 ピペラシリンナトリウム 合成ペニシリン製剤

ビムパット錠５０ｍｇ ラコサミド 抗てんかん剤

ビムパット点滴静注１００ｍｇ ラコサミド 抗てんかん剤

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 ピモベンダン 心不全治療薬

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ インスリン ヒト（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤

ヒューマログミックス５０注ミリオペン インスリン リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤

ヒューマログ注ミリオペン インスリン リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤

ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ 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

ビラノア錠２０ｍｇ ビラスチン アレルギー性疾患治療剤

ピラマイド原末 ピラジナミド 結核化学療法剤

ビリスコピン点滴静注５０ イオトロクス酸メグルミン 胆のう・胆管造影剤

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

ヒルドイドローション０．３％ ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 プロチレリン酒石酸塩水和物
遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療・ＴＳＨ

分泌機能検査用剤

ヒルナミン錠（２５ｍｇ） レボメプロマジンマレイン酸塩 精神神経用剤

ビレーズトリエアロスフィア５６吸入 ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物ＣＯＰＤ治療配合剤

ピレチア錠（２５ｍｇ） プロメタジン塩酸塩 抗ヒスタミン・抗パーキンソン剤

ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」 ピレノキシン 老人性白内障治療剤

ファーストシン静注用０．５ｇ セフォゾプラン塩酸塩 セフェム系抗生物質



薬品名称 一般名称 標榜薬効

ファーストシン静注用１ｇ セフォゾプラン塩酸塩 セフェム系抗生物質

ファイバ静注用１０００ 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体 血漿分画製剤

ファムビル錠２５０ｍｇ ファムシクロビル 抗ヘルペスウイルス剤

ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤

ファモチジン錠２０「サワイ」 ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤

ファンギゾン注射用５０ｍｇ アムホテリシンＢ ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤

フィコンパ錠２ｍｇ ペランパネル水和物 抗てんかん剤

フィジオ１４０輸液 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） 細胞外液補給液

フィジオ３５輸液 維持液（ブドウ糖加） 維持液

フィニバックス点滴静注用０．５ｇ ドリペネム水和物 カルバペネム系抗生物質製剤

ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ボリコナゾール 深在性真菌症治療剤

ブイフェンド錠２００ｍｇ ボリコナゾール 深在性真菌症治療剤

フィブラストスプレー５００ トラフェルミン（遺伝子組換え） 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」 乾燥人フィブリノゲン 血漿分画製剤（血液凝固剤）

フィブロガミンＰ静注用 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第１３因子
血漿分画製剤／乾燥濃縮人血液凝固第ＸＩＩＩ

因子製剤

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「モチダ」 フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ−ＣＳＦ製剤

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「モチダ」 フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ−ＣＳＦ製剤

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチダ」 フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ−ＣＳＦ製剤

フェインジェクト静注５００ｍｇ カルボキシマルトース第二鉄 鉄欠乏性貧血治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 フェキソフェナジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤

フェジン静注４０ｍｇ 含糖酸化鉄 静注用鉄剤

フェソロデックス筋注２５０ｍｇ フルベストラント 抗エストロゲン剤／乳癌治療剤

フェノール「東海」 フェノール 殺菌消毒剤

フェノバール散１０％ フェノバルビタール 催眠・鎮静・抗けいれん剤

フェブリク錠２０ｍｇ フェブキソスタット 高尿酸血症治療剤

フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 フェルビナク 経皮吸収型鎮痛・消炎剤

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 フェルビナク 経皮鎮痛消炎剤

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 乾燥硫酸鉄 徐放型鉄剤

フエロン注射用３００万 インターフェロン ベータ 天然型インターフェロンβ製剤

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 フェンタニルクエン酸塩 麻酔用鎮痛剤

フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」 フェンタニルクエン酸塩 麻酔用鎮痛剤

フェントステープ１ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ２ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ８ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フオイパン錠１００ｍｇ カモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤

フォシーガ錠１０ｍｇ ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 選択的ＳＧＬＴ２阻害剤

フォシーガ錠５ｍｇ ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 選択的ＳＧＬＴ２阻害剤

フォリアミン錠 葉酸 葉酸製剤

ブコラム口腔用液２．５ｍｇ ミダゾラム 抗けいれん剤

ブスコパン錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 鎮痙剤

ブスコパン注２０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 鎮痙剤

ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ ブスルファン 造血幹細胞移植前治療剤

ブドウ糖＊（扶桑） ブドウ糖 糖類剤

ブドウ糖注１０％バッグ「フソー」 精製ブドウ糖 糖類製剤

ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 精製ブドウ糖 糖類製剤

ブドウ糖注５０％ＰＬ「フソー」 精製ブドウ糖 糖類製剤

フラグミン静注５０００単位／５ｍＬ ダルテパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

プラザキサカプセル１１０ｍｇ
ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸

塩
直接トロンビン阻害剤

プラザキサカプセル７５ｍｇ
ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸

塩
直接トロンビン阻害剤

フラジール内服錠２５０ｍｇ メトロニダゾール 抗原虫剤

フラジール腟錠２５０ｍｇ メトロニダゾール 抗トリコモナス剤

プラノバール配合錠 ノルゲストレル・エチニルエストラジオール 黄体・卵胞ホルモン配合剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タナベ」 プラバスタチンナトリウム 高脂血症治療剤

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ デノスマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体製剤

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」 プランルカスト水和物 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

プリズバインド静注液２．５ｇ イダルシズマブ（遺伝子組換え） ダビガトラン特異的中和剤

ブリディオン静注２００ｍｇ スガマデクスナトリウム 筋弛緩回復剤

プリンペラン注射液１０ｍｇ 塩酸メトクロプラミド 消化器機能異常治療剤

フルオール・ゼリー歯科用２％ フッ化ナトリウム

フルオレサイト静注５００ｍｇ フルオレセイン 蛍光眼底造影剤

フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 フルオロウラシル 抗悪性腫瘍剤

フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 フルオロウラシル 抗悪性腫瘍剤

フルカリック１号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ

酸・電解質液

フルカリック１号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ

酸・電解質液

フルカリック２号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ

酸・電解質液

フルカリック２号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ

酸・電解質液

フルカリック３号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ

酸・電解質液

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 フルコナゾール 深在性真菌症治療剤

フルダラ静注用５０ｍｇ フルダラビンリン酸エステル 抗悪性腫瘍剤

フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物喘息治療配合剤

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム 睡眠導入剤

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 フルマゼニル ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

フルマリン静注用１ｇ フロモキセフナトリウム オキサセフェム系抗生物質

フルメトロン点眼液０．１％ フルオロメトロン 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

プレアミン−Ｐ注射液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 小児ＴＰＮ用総合アミノ酸製剤

ブレオ注射用１５ｍｇ ブレオマイシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質

プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ファイザー」 プレガバリン 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

プレグランディン腟坐剤１ｍｇ ゲメプロスト ＰＧＥ１誘導体製剤

フレスミンＳ注射液１０００μｇ ヒドロキソコバラミン酢酸塩 ビタミンＢ１２製剤

プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ファイザー」デクスメデトミジン塩酸塩 α２作動性鎮静剤

ブレディニンＯＤ錠５０ ミゾリビン 免疫抑制剤

プレドニゾロン散「タケダ」１％ プレドニゾロン 合成副腎皮質ホルモン剤

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） プレドニゾロン 合成副腎皮質ホルモン剤

プレドニン錠５ｍｇ プレドニゾロン 合成副腎皮質ホルモン剤

プレベナー１３水性懸濁注 沈降１３価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）

プレマリン錠０．６２５ｍｇ 結合型エストロゲン 結合型エストロゲン製剤

プレミネント配合錠ＬＤ
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配

合剤
持続性ＡＲＢ／利尿薬合剤

プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ ホスアプレピタントメグルミン 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤

プロウペス腟用剤１０ｍｇ ジノプロストン

プログラフカプセル０．５ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤

プログラフカプセル１ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤

プログラフ注射液２ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤

プログラフ顆粒０．２ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤

プロゲステロン筋注２５ｍｇ「Ｆ」 プロゲステロン 黄体ホルモン製剤

プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル 持続性黄体ホルモン剤

プロジフ静注液２００ ホスフルコナゾール 深在性真菌症治療剤

プロスコープ３００注シリンジ１００ｍＬ イオプロミド 非イオン性尿路・血管造影剤

プロスタール錠２５ クロルマジノン酢酸エステル 前立腺肥大症・癌治療剤

プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」 ジノプロストン 陣痛誘発・促進剤

プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ ジノプロスト ＰＧＦ２α製剤

プロスタンディン注射用２０μｇ アルプロスタジル アルファデクス ＰＧＥ１製剤

プロスタンディン点滴静注用５００μｇ アルプロスタジル アルファデクス ＰＧＥ１製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

プロスタンディン軟膏０．００３％ アルプロスタジル アルファデクス 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 フロセミド 利尿降圧剤

フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 フロセミド 利尿降圧剤

プロタノールＬ注０．２ｍｇ ｌ−イソプレナリン塩酸塩 心機能・組織循環促進剤

プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 プロタミン硫酸塩 ヘパリン拮抗剤

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ブロチゾラム 睡眠導入剤

プロトピック軟膏０．１％ タクロリムス水和物 アトピー性皮膚炎治療剤

プロナーゼＭＳ プロナーゼ 胃内粘液溶解除去剤

ブロナック点眼液０．１％ ブロムフェナクナトリウム水和物 非ステロイド抗炎症点眼剤

プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ ガドテリドール 環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 プロポフォール 全身麻酔・鎮静用剤

プロマックＤ錠７５ ポラプレジンク 亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩 気道粘液溶解剤

フロモックス小児用細粒１００ｍｇ 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

フロリードゲル経口用２％ ミコナゾール 口腔・食道カンジダ症治療剤

ベオーバ錠５０ｍｇ ビベグロン
選択的β３アドレナリン受容体作動性過活動膀

胱治療剤

ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ ブロルシズマブ（遺伝子組換え） 眼科用ＶＥＧＦ阻害剤

ペガシス皮下注１８０μｇ ペグインターフェロン アルファ−２ａ（遺伝子組換え）ペグインターフェロン−α−２ａ製剤

ベガモックス点眼液０．５％ モキシフロキサシン塩酸塩 広範囲抗菌点眼剤

ヘキザックスクラブ クロルヘキシジングルコン酸塩

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ パニツムマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ パニツムマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ レムデシビル 抗ウイルス剤

ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」 ベクロニウム臭化物 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 ベザフィブラート 高脂血症治療剤

ベシカム軟膏５％ イブプロフェンピコノール 非ステロイド系消炎・鎮痛剤

ベシケアＯＤ錠５ｍｇ コハク酸ソリフェナシン 過活動膀胱治療剤

ベストロン耳鼻科用１％ セフメノキシム塩酸塩 セフェム系抗生物質

ベタニス錠５０ｍｇ ミラベグロン
選択的β３アドレナリン受容体作動性過活動膀

胱治療剤

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 ベタヒスチンメシル酸塩 めまい・平衡障害治療剤

ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 インターフェロン ベータ−１ｂ（遺伝子組換え）遺伝子組換え型インターフェロンβ−１ｂ製剤

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 ベタメタゾン 合成副腎皮質ホルモン剤

ベナンバックス注用３００ｍｇ ペンタミジンイセチオン酸塩 カリニ肺炎治療剤

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「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拮抗剤）

ベネフィクス静注用１０００ ノナコグアルファ（遺伝子組換え） 遺伝子組換え血液凝固第ＩＸ因子製剤

ベノキシール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩酸塩 眼科用表面麻酔剤

ヘパリンＣａ皮下注１万単位／０．４ｍＬ「サワイ」 ヘパリンカルシウム 血液凝固阻止剤

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ニプロ」ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

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」ヘパリンカルシウム 血液凝固阻止剤

ヘパリン類似物質ローション０．３％「ニプロ」 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

ヘパンＥＤ配合内用剤 肝不全用成分栄養剤 肝不全用成分栄養剤

ベピオゲル２．５％ 過酸化ベンゾイル 尋常性ざ瘡治療剤

ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫グロブリン血漿分画製剤

ヘプタバックス−２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ウイルスワクチン類

ベプリコール錠１００ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物 頻脈性不整脈・狭心症治療剤

ベムリディ錠２５ｍｇ テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 抗ウイルス化学療法剤

ヘモポリゾン軟膏 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 痔疾治療剤

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 ベラプロストナトリウム ＰＧＩ２誘導体製剤

ペリアクチンシロップ０．０４％ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 抗アレルギー剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

ペリアクチン散１％ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 抗アレルギー剤

ペリオクリン歯科用軟膏 ミノサイクリン塩酸塩 歯周炎治療剤

ベリキューボ錠２．５ｍｇ ベルイシグアト 慢性心不全治療剤

ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤 消化酵素剤

ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤（生理的組織接着剤）

ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤（生理的組織接着剤）

ベルケイド注射用３ｍｇ ボルテゾミブ 抗悪性腫瘍剤

ペルサンチン錠１００ｍｇ ジピリダモール 抗血小板剤

ペルサンチン錠２５ｍｇ ジピリダモール 冠循環改善剤

ベルソムラ錠１５ｍｇ スボレキサント 不眠症治療剤

ベルソムラ錠２０ｍｇ スボレキサント 不眠症治療剤

ヘルベッサー注射用１０ ジルチアゼム塩酸塩 Ｃａ拮抗剤

ベンザリン錠５ ニトラゼパム 睡眠誘導・抗痙攣剤

ペンタサ顆粒９４％ メサラジン 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ ベリムマブ（遺伝子組換え） 完全ヒト型抗ＢＬｙＳモノクローナル抗体製剤

ペンレステープ１８ｍｇ リドカイン 貼付用局所麻酔剤

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「武田テバ」 ボグリボース 食後過血糖改善剤

ホスコＥ−７５ ウイテプゾール 坐剤基剤

ホスコＨ−１５ ウイテプゾール 坐剤基剤

ホスコＳ−５５ ウイテプゾール 坐剤基剤

ホストイン静注７５０ｍｇ ホスフェニトインナトリウム水和物 抗けいれん剤

ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「タカタ」 ホスホマイシンナトリウム ホスホマイシン類抗生物質

ホスミシン錠５００ ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスホマイシン系抗生物質

ボスミン外用液０．１％ アドレナリン アドレナリン液

ボスミン注１ｍｇ アドレナリン アドレナリン注射液

ホスリボン配合顆粒
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
経口リン酸製剤

ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ 炭酸ランタン水和物 高リン血症治療剤

ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ モガムリズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

ボトックス注用１００単位 Ａ型ボツリヌス毒素 Ａ型ボツリヌス毒素製剤

ボトックス注用５０単位 Ａ型ボツリヌス毒素 Ａ型ボツリヌス毒素製剤

ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤

ボノテオ錠５０ｍｇ ミノドロン酸水和物 骨粗鬆症治療剤

ポビドンヨードガーグル７％「マイラン」 ポビドンヨード 含嗽剤

ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ポビドンヨード 殺菌消毒剤

ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治」 ポビドンヨード 殺菌消毒剤

ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 ポビドンヨード 殺菌消毒剤

ポプスカイン０．２５％注シリンジ２５ｍｇ／１０ｍＬ レボブピバカイン塩酸塩 ⾧時間作用性局所麻酔剤

ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ レボブピバカイン塩酸塩 ⾧時間作用性局所麻酔剤

ボラザＧ坐剤 トリベノシド・リドカイン 痔核局所治療剤

ボラザＧ軟膏 トリベノシド・リドカイン 痔疾用剤

ポララミン錠２ｍｇ ｄ−クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗ヒスタミン剤

ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分包２５ｇ「三和」ポリスチレンスルホン酸カルシウム 高カリウム血症改善剤

ホリゾン散１％ ジアゼパム マイナートランキライザー

ポリドカスクレロール３％注２ｍＬ ポリドカノール 下肢静脈瘤硬化剤

ポルトラック原末 ラクチトール水和物 高アンモニア血症治療剤

ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤

ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤

ボルベン輸液６％ ヒドロキシエチルデンプン１３００００ 代用血漿剤

ボンビバ静注１ｍｇシリンジ イバンドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤

マーカイン注０．５％ ブピバカイン塩酸塩水和物 ⾧時間作用性局所麻酔剤

マーカイン注脊麻用０．５％高比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 脊椎麻酔剤

マーカイン注脊麻用０．５％等比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 脊椎麻酔剤

マーズレンＳ配合顆粒
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・潰瘍治療剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

マイスタン細粒１％ クロバザム 抗てんかん剤

マイテラーゼ錠１０ｍｇ アンベノニウム塩化物 重症筋無力症治療剤

マイトマイシン注用２ｍｇ マイトマイシンＣ 抗悪性腫瘍剤

マキュエイド眼注用４０ｍｇ トリアムシノロンアセトニド 眼科手術補助剤，眼科用副腎皮質ホルモン剤

マグコロール散６８％分包５０ｇ クエン酸マグネシウム 大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤

マグセント注１００ｍＬ 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖
切迫早産における子宮収縮抑制剤／子癇の発症

抑制・治療剤

マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ ガドテル酸メグルミン 環状型ＭＲＩ用造影剤

マグネスコープ静注３８％シリンジ２０ｍＬ ガドテル酸メグルミン 環状型ＭＲＩ用造影剤

マルトス輸液１０％ マルトース水和物 二糖類・糖質補給剤

ミールビック 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

ミオコールスプレー０．３ｍｇ ニトログリセリン ニトログリセリン舌下スプレー剤

ミオピン点眼液 ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤 調節機能改善点眼剤

ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「ニプロ」 ミカファンギンナトリウム キャンディン系抗真菌剤

ミカムロ配合錠ＡＰ
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合

剤

胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容体ブロッカー／持

続性Ｃａ拮抗薬合剤

ミケランＬＡ点眼液２％ カルテオロール塩酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤

ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 ミダゾラム 催眠鎮静剤

ミダフレッサ静注０．１％ ミダゾラム 抗けいれん剤

ミドリンＭ点眼液０．４％ トロピカミド 調節麻痺・散瞳点眼剤

ミドリンＰ点眼液 トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 検査用散瞳点眼剤

ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ デスモプレシン酢酸塩水和物 ペプタイド系抗利尿ホルモン用剤

ミネブロ錠２．５ｍｇ エサキセレノン 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏２％「昭和」 ミノサイクリン塩酸塩 歯周炎治療剤

ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 ＴＣ系抗生物質

ミヤＢＭ細粒 酪酸菌製剤 生菌製剤

ミリプラ動注用７０ｍｇ ミリプラチン水和物 肝細胞癌治療剤

ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル ミリプラ動注用専用懸濁液

ミルセラ注シリンジ１００μｇ エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ１５０μｇ エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ２５μｇ エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ５０μｇ エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ７５μｇ エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルラクト細粒５０％ β−ガラクトシダーゼ（ペニシリウム） 乳糖分解酵素剤

ミルリーラ注射液１０ｍｇ ミルリノン 急性心不全治療剤

ミンクリア内用散布液０．８％ ｌ−メントール 胃蠕動運動抑制剤

ムコフィリン吸入液２０％ アセチルシステイン 気道粘液溶解剤

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ セフジトレン ピボキシル セフェム系抗生物質

メイスパン配合軟膏 精製白糖・ポビドンヨード 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

メイラックス錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル 持続性心身安定剤

メイロン静注８．４％ 炭酸水素ナトリウム 制酸・中和剤

メイロン静注８．４％ 炭酸水素ナトリウム 制酸・中和剤

メインテート錠０．６２５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 選択的β１アンタゴニスト

メインテート錠２．５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 選択的β１アンタゴニスト

メキシチールカプセル１００ｍｇ メキシレチン塩酸塩 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

メサデルム軟膏０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤

メジコン錠１５ｍｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 鎮咳剤

メスチノン錠６０ｍｇ ピリドスチグミン臭化物 重症筋無力症治療剤

メソトレキセート錠２．５ｍｇ メトトレキサート 葉酸代謝拮抗剤

メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ メトトレキサート 葉酸代謝拮抗剤

メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ メトトレキサート 葉酸代謝拮抗剤

メチコバール錠５００μｇ メコバラミン 末梢性神経障害治療剤

メチコバール注射液５００μｇ メコバラミン 末梢性神経障害治療剤

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｆ」 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 子宮収縮止血剤

メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 子宮収縮止血剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

メトグルコ錠２５０ｍｇ メトホルミン塩酸塩 血糖降下剤

メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 メトクロプラミド 消化器機能異常治療剤

メトリジン錠２ｍｇ ミドドリン塩酸塩 低血圧治療剤

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＹＫ」 メナテトレノン 骨粗鬆症治療用ビタミンＫ２剤

メネシット配合錠１００ レボドパ・カルビドパ水和物 抗パーキンソン剤

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 プロカテロール塩酸塩水和物 定量噴霧式気管支拡張剤

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 気管支拡張剤

メマリーＯＤ錠２０ｍｇ メマンチン塩酸塩 アルツハイマー型認知症治療剤

メルカゾール錠５ｍｇ チアマゾール 抗甲状腺剤

メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「明治」 メロペネム水和物 カルバペネム系抗生物質

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 メロペネム水和物 カルバペネム系抗生物質

メンタックスクリーム１％ ブテナフィン塩酸塩 抗白癬菌剤

メンタックス外用液１％ ブテナフィン塩酸塩 抗白癬菌剤

モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤

モビコール配合内用剤ＬＤ
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
慢性便秘症治療剤

モビプレップ配合内用剤 ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤 経口腸管洗浄剤

モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 モルヒネ塩酸塩水和物 鎮痛・鎮静剤

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「タケダ」 モルヒネ塩酸塩水和物 鎮痛・鎮静剤

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包１０ｍｇ「フジモト」 モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 モンテルカストナトリウム 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ イピリムマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

ユービット錠１００ｍｇ 尿素（１３Ｃ） ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ 滅菌調整タルク 悪性胸水治療剤

ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ テオフィリン 気管支拡張剤

ユベラ錠５０ｍｇ トコフェロール酢酸エステル ビタミンＥ剤

ユベラ軟膏 トコフェロール・ビタミンＡ油 外用ビタミンＥ・Ａ剤

ユリーフＯＤ錠４ｍｇ シロドシン 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

ユリス錠１ｍｇ ドチヌラド 高尿酸血症治療剤

ユリノーム錠５０ｍｇ ベンズブロマロン 尿酸排泄剤

ヨウ化カリウム「ホエイ」 ヨウ化カリウム ヨウ素製剤

ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 ヨウ化カリウム 無機質製剤

ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 ヨウ素 殺菌消毒剤

ヨンデリス点滴静注用０．２５ｍｇ トラベクテジン 抗悪性腫瘍剤

ヨンデリス点滴静注用１ｍｇ トラベクテジン 抗悪性腫瘍剤

ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 ラクツロース 高アンモニア血症・腸管機能改善剤

ラコールＮＦ配合経腸用液 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ エダラボン 脳保護剤

ラステットＳカプセル２５ｍｇ エトポシド 抗悪性腫瘍剤

ラツーダ錠４０ｍｇ ルラシドン塩酸塩 抗精神病剤／双極性障害のうつ症状治療剤

ラックビー微粒Ｎ ビフィズス菌製剤 整腸剤

ラニラピッド錠０．０５ｍｇ メチルジゴキシン 強心配糖体製剤

ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ ペラミビル水和物 抗インフルエンザウイルス剤

ラミシールクリーム１％ テルビナフィン塩酸塩 アリルアミン系抗真菌剤

ラミシール錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩 アリルアミン系抗真菌剤

ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 ラモトリギン 抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ランタスＸＲ注ソロスター 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

ランマーク皮下注１２０ｍｇ デノスマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体製剤

リアルダ錠１２００ｍｇ メサラジン 潰瘍性大腸炎治療剤

リーバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン 分岐鎖アミノ酸製剤

リーマス錠２００ 炭酸リチウム 躁病・躁状態治療剤

リウマトレックスカプセル２ｍｇ メトトレキサート 抗リウマチ剤

リオレサール錠５ｍｇ バクロフェン 抗痙縮剤

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物 経口ＦＸａ阻害剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物 経口ＦＸａ阻害剤

リクラスト点滴静注液５ｍｇ ゾレドロン酸水和物 骨粗鬆症治療剤

リコモジュリン点滴静注用１２８００ トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）血液凝固阻止剤

リサイオ点滴静注液１００ｍｇ チオテパ 造血幹細胞移植前治療剤

リザベンドライシロップ５％ トラニラスト
アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療

剤

リスパダール コンスタ筋注用２５ｍｇ リスペリドン 持効性抗精神病剤

リスパダール錠１ｍｇ リスペリドン 抗精神病剤

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨシトミ」 リスペリドン 抗精神病剤

リスミー錠２ｍｇ リルマザホン塩酸塩水和物 睡眠誘導剤

リスモダンＰ静注５０ｍｇ ジソピラミドリン酸塩 不整脈治療剤

リスモダンＲ錠１５０ｍｇ ジソピラミドリン酸塩 徐放性不整脈治療剤

リスモダンカプセル１００ｍｇ ジソピラミド 不整脈治療剤

リゾビスト注 フェルカルボトラン ＭＲＩ用肝臓造影剤

リツキサン点滴静注１００ｍｇ リツキシマブ（遺伝子組換え） 抗ＣＤ２０モノクローナル抗体

リツキサン点滴静注５００ｍｇ リツキシマブ（遺伝子組換え） 抗ＣＤ２０モノクローナル抗体

リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 リツキシマブ（遺伝子組換え） 抗ＣＤ２０モノクローナル抗体

リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 リツキシマブ（遺伝子組換え） 抗ＣＤ２０モノクローナル抗体

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 リドカイン塩酸塩 リドカイン注射液

リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「あすか」 リトドリン塩酸塩 切迫流・早産治療剤

リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「あすか」 リトドリン塩酸塩 切迫流・早産治療剤

リドメックスコーワクリーム０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤

リドメックスコーワローション０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤

リドメックスコーワ軟膏０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤

リパクレオンカプセル１５０ｍｇ パンクレリパーゼ 膵消化酵素補充剤

リバスタッチパッチ１８ｍｇ リバスチグミン アルツハイマー型認知症治療剤

リバロＯＤ錠２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム水和物 ＨＭＧ−ＣｏＡ還元酵素阻害剤

リピオドール４８０注１０ｍＬ ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
リンパ系・子宮卵管造影剤／医薬品又は医療機

器の調整用剤

リピディル錠８０ｍｇ フェノフィブラート 高脂血症治療剤

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 リファンピシン リファンピシン製剤

リフキシマ錠２００ｍｇ リファキシミン 難吸収性リファマイシン系抗菌剤

リフレックス錠１５ｍｇ 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

リボトリール細粒０．１％ クロナゼパム 抗てんかん剤

リボトリール錠０．５ｍｇ クロナゼパム 抗てんかん剤

リマチル錠１００ｍｇ ブシラミン 抗リウマチ剤

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 リマプロスト アルファデクス ＰＧＥ１誘導体製剤

リュウアト１％眼軟膏 アトロピン硫酸塩水和物 散瞳・調節麻痺剤

リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 ＬＨ−ＲＨ誘導体徐放性製剤

リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 ＬＨ−ＲＨ誘導体徐放性製剤

リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」 リュープロレリン酢酸塩 ＬＨ−ＲＨ誘導体徐放性製剤

リルテック錠５０ リルゾール 筋萎縮性側索硬化症用剤

リレンザ ザナミビル水和物 抗インフルエンザウイルス剤

リンゼス錠０．２５ｍｇ リナクロチド グアニル酸シクラーゼＣ受容体アゴニスト

リンデロン−ＤＰクリーム ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン−ＶＧクリーム０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合

剤

リンデロン−ＶＧローション ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合

剤

リンデロン−ＶＧ軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合

剤

リンデロンシロップ０．０１％ ベタメタゾン 合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン懸濁注 ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン注２ｍｇ（０．４％） ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 合成副腎皮質ホルモン剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物補正用電解質液

ルーラン錠４ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物 抗精神病剤

ルセンティス硝子体内注射液１０ｍｇ／ｍＬ ラニビズマブ（遺伝子組換え） 眼科用ＶＥＧＦ阻害剤

ルティナス腟錠１００ｍｇ プロゲステロン

ルトラール錠２ｍｇ クロルマジノン酢酸エステル 黄体ホルモン剤

ルネスタ錠１ｍｇ エスゾピクロン 不眠症治療剤

ルパフィン錠１０ｍｇ ルパタジンフマル酸塩 アレルギー性疾患治療剤

ルムジェブ注ミリオペン インスリン リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤

ルリコンクリーム１％ ルリコナゾール 抗真菌剤

ルリッド錠１５０ ロキシスロマイシン 酸安定性・持続型マクロライド系抗生剤

レキサルティ錠１ｍｇ ブレクスピプラゾール 抗精神病剤

レキソタン錠２ ブロマゼパム 精神神経用剤

レギチーン注射液５ｍｇ フェントラミンメシル酸塩 褐色細胞腫用αブロッカー

レキップＣＲ錠２ｍｇ ロピニロール塩酸塩 徐放性ドパミンＤ２受容体系作動薬

レギュニール ＨＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 腹膜透析液

レクサプロ錠１０ｍｇ エスシタロプラムシュウ酸塩 選択的セロトニン再取り込み阻害剤

レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 ブデソニド 潰瘍性大腸炎治療剤

レクチゾール錠２５ｍｇ ジアフェニルスルホン 皮膚疾患治療剤

レグナイト錠３００ｍｇ ガバペンチン エナカルビル レストレスレッグス症候群治療剤

レザルタス配合錠ＨＤ
オルメサルタン メドキソミル・アゼルニジピ

ン配合剤
高親和性ＡＲＢ／持続性Ｃａ拮抗薬配合剤

レスタミンコーワクリーム１％ ジフェンヒドラミン アレルギー性疾患治療剤

レスタミンコーワ錠１０ｍｇ ジフェンヒドラミン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤

レスピア静注・経口液６０ｍｇ 無水カフェイン 未熟児無呼吸発作治療剤

レナデックス錠４ｍｇ デキサメタゾン 副腎皮質ホルモン剤

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン エボロクマブ（遺伝子組換え） ヒト抗ＰＣＳＫ９モノクローナル抗体製剤

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 レバミピド 胃炎・胃潰瘍治療剤

レブラミドカプセル５ｍｇ レナリドミド水和物 抗造血器悪性腫瘍剤

レペタン坐剤０．４ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 鎮痛剤

レペタン注０．３ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 鎮痛剤

レベトールカプセル２００ｍｇ リバビリン 抗ウイルス剤

レベミル注フレックスペン インスリン デテミル（遺伝子組換え） 持効型溶解インスリンアナログ製剤

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 レボフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤

レボフロキサシン点滴静注５００ｍｇ／２０ｍＬ「ＤＳＥＰ」 レボフロキサシン水和物 ニューキノロン系抗菌剤

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＰ」 レボホリナートカルシウム水和物 活性型葉酸製剤

レミケード点滴静注用１００ インフリキシマブ（遺伝子組換え） 抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

レミッチＯＤ錠２．５μｇ ナルフラフィン塩酸塩 そう痒症改善剤

レミニールＯＤ錠８ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩 アルツハイマー型認知症治療剤

レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一三共」 レミフェンタニル塩酸塩 全身麻酔用鎮痛剤

レラキシン注用２００ｍｇ スキサメトニウム塩化物水和物 筋弛緩剤

レルベア１００エリプタ３０吸入用 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喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤

レルベア２００エリプタ３０吸入用 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喘息治療配合剤

レルミナ錠４０ｍｇ レルゴリクス ＧｎＲＨアンタゴニスト

レンビマカプセル１０ｍｇ レンバチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

レンビマカプセル４ｍｇ レンバチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

ロイケリン散１０％ メルカプトプリン水和物 白血病治療剤

ロイコボリン錠５ｍｇ ホリナートカルシウム 抗葉酸代謝拮抗剤

ロイコボリン注３ｍｇ ホリナートカルシウム 抗葉酸代謝拮抗剤

ロイナーゼ注用１００００ Ｌ−アスパラギナーゼ 抗悪性腫瘍酵素製剤

ロイナーゼ注用５０００ Ｌ−アスパラギナーゼ 抗悪性腫瘍酵素製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

ローヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ パルナパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」 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

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＮＰ」 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

ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロケルマ懸濁用散分包５ｇ ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 高カリウム血症改善剤

ロコアテープ エスフルルビプロフェン・ハッカ油 経皮吸収型鎮痛消炎剤

ロコイドクリーム０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤

ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ロサルタンカリウム Ａ−ＩＩアンタゴニスト

ロスーゼット配合錠ＨＤ エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤
小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／

ＨＭＧ−ＣｏＡ還元酵素阻害剤配合剤

ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ロスバスタチンカルシウム ＨＭＧ−ＣｏＡ還元酵素阻害剤

ロゼウス静注液１０ｍｇ ビノレルビン酒石酸塩 ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤

ロゼウス静注液４０ｍｇ ビノレルビン酒石酸塩 ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤

ロゼレム錠８ｍｇ ラメルテオン メラトニン受容体アゴニスト

ロトリガ粒状カプセル２ｇ オメガ−３脂肪酸エチル ＥＰＡ・ＤＨＡ製剤

ロナセンテープ４０ｍｇ ブロナンセリン 抗精神病剤

ロナセン錠４ｍｇ ブロナンセリン 抗精神病剤

ロピオン静注５０ｍｇ フルルビプロフェン アキセチル 非ステロイド性鎮痛剤

ロペミンカプセル１ｍｇ ロペラミド塩酸塩 止瀉剤

ロペミン小児用細粒０．０５％ ロペラミド塩酸塩 止瀉剤

ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ロラゼパム マイナートランキライザー

ロルカム錠４ｍｇ ロルノキシカム 非ステロイド性消炎・鎮痛剤

ロンサーフ配合錠Ｔ１５ トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 抗悪性腫瘍剤

ロンサーフ配合錠Ｔ２０ トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 抗悪性腫瘍剤

ワーファリン錠１ｍｇ ワルファリンカリウム 抗凝固剤

ワイスタール配合静注用１ｇ セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウムβ−ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質

ワイテンス錠２ｍｇ グアナベンズ酢酸塩 高血圧症治療剤

ワコビタール坐剤５０ フェノバルビタールナトリウム 催眠・鎮静・抗けいれん剤

ワソラン錠４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩 不整脈・虚血性心疾患治療剤

ワソラン静注５ｍｇ ベラパミル塩酸塩 Ｃａ拮抗性不整脈治療剤

ワンアルファ錠１．０μｇ アルファカルシドール 活性型ビタミンＤ３製剤

ワントラム錠１００ｍｇ トラマドール塩酸塩 持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ エフェドリン塩酸塩 気管支拡張・鎮咳剤，昇圧剤

亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 亜鉛華 収斂・消炎・保護剤

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 一硝酸イソソルビド 狭心症治療用ＩＳＭＮ製剤

一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 精製ツベルクリン 生物学的製剤

塩化カリウム「フソー」 塩化カリウム 塩化カリウム製剤

塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム 調剤用薬（食塩）

塩化ベンザルコニウム液（１０％）「東海」 ベンザルコニウム塩化物 殺菌消毒剤

加香ヒマシ油「ケンエー」 加香ヒマシ油 下剤

加香ヒマシ油「東海」 加香ヒマシ油 下剤

乾燥ＨＢグロブリン筋注用１０００単位「ニチヤク」 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 血漿分画製剤

乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位「ニチヤク」 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 血漿分画製剤

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 乾燥弱毒生水痘ワクチン

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生風しんワクチン

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生麻しんワクチン

逆性石ケン液０．０２５「ヨシダ」 ベンザルコニウム塩化物 殺菌消毒剤

強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 肝臓疾患・アレルギー用剤

献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ＫＭＢ」 人血清アルブミン 血漿分画製剤

献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ「ベネシス」 人血清アルブミン 血漿分画製剤

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 血漿分画製剤

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 血漿分画製剤

献血グロベニン−Ｉ静注用２５００ｍｇ 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン血漿分画製剤

献血ノンスロン１５００注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビン３ 血液凝固阻止剤

献血ベニロン−Ｉ静注用５０００ｍｇ 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 血漿分画製剤

光糖液２０％ 精製ブドウ糖 糖類製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン 血漿分画製剤

産婦人科用イソジンクリーム５％ ポビドンヨード 殺菌消毒剤

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤

歯科用キシロカインカートリッジ リドカイン塩酸塩・アドレナリン 局所麻酔剤

歯科用ヨード・グリセリン ヨード・グリセリン 有機殺菌消毒剤

重質酸化マグネシウム〈ハチ〉 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤

硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 硝酸イソソルビド 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム便秘治療剤

親水クリーム「ホエイ」 親水クリーム 軟膏基剤

酢酸「ニッコー」 酢酸 皮膚軟化剤

水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン製剤

水溶性プレドニン２０ｍｇ プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 合成副腎皮質ホルモン剤

生食注シリンジ「ＮＰ」 生理食塩液 生理食塩液

生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 生理食塩液 生理食塩液

生理食塩液ＰＬ「フソー」 生理食塩液 生理食塩液

精製ラノリン 精製ラノリン 軟膏基剤

静注用キシロカイン２％ リドカイン 抗不整脈剤

静注用フローラン０．５ｍｇ エポプロステノールナトリウム ＰＧＩ２製剤

大塚塩カル注２％ 塩化カルシウム水和物 補正用電解質液

大塚蒸留水 注射用水 注射用水

大塚蒸留水 注射用水 注射用水

大塚食塩注１０％ 塩化ナトリウム 電解質補給液

大塚生食注 生理食塩液 生理食塩液

大塚生食注 生理食塩液 生理食塩液

大塚生食注 生理食塩液 生理食塩液

大塚生食注２ポート１００ｍＬ 生理食塩液 注入針付溶解剤

大塚糖液５％ 精製ブドウ糖 糖類製剤

大塚糖液５％ 精製ブドウ糖 糖類製剤

大塚糖液５％ 精製ブドウ糖 糖類製剤

大塚糖液５０％ 精製ブドウ糖 糖類製剤

単シロップ 単シロップ 矯味剤

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 炭酸水素ナトリウム 制酸剤

注射用ＧＨＲＰ科研１００ プラルモレリン塩酸塩 成⾧ホルモン分泌不全症診断薬

注射用イホマイド１ｇ イホスファミド 抗悪性腫瘍剤

注射用エフオーワイ１００ ガベキサートメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤

注射用エフオーワイ５００ ガベキサートメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤

注射用エンドキサン１００ｍｇ シクロホスファミド水和物 抗悪性腫瘍剤

注射用エンドキサン５００ｍｇ シクロホスファミド水和物 抗悪性腫瘍剤

注射用サイメリン５０ｍｇ ラニムスチン 抗悪性腫瘍剤

注射用フィルデシン１ｍｇ ビンデシン硫酸塩 抗悪性腫瘍剤

注射用メソトレキセート５０ｍｇ メトトレキサート 葉酸代謝拮抗剤

注射用メソトレキセート５ｍｇ メトトレキサート 葉酸代謝拮抗剤

注射用水ＰＬ「フソー」 注射用水 注射用水

注射用水バッグ「フソー」 注射用水 注射用水

調剤用パンビタン末 レチノール・カルシフェロール配合剤 総合ビタミン剤

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 沈降炭酸カルシウム 高リン血症治療剤

沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 沈降破傷風トキソイド トキソイド類

低分子デキストランＬ注 乳酸リンゲル液（デキストラン４０加） 血漿増量・体外循環灌流液

点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ ホスカルネットナトリウム水和物 抗ウイルス化学療法剤

動注用アイエーコール５０ｍｇ シスプラチン 抗悪性腫瘍剤

日点アトロピン点眼液１％ アトロピン硫酸塩水和物 散瞳・調節麻痺剤

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 乳酸カルシウム水和物 カルシウム剤

乳糖「ホエイ」 乳糖水和物 賦形剤

尿素「コザカイ・Ｍ」 尿素 調剤用剤

尿素クリーム２０％「フジナガ」 尿素 角化症治療剤

白色ワセリン 白色ワセリン 軟膏基剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効

氷酢酸「東豊」 氷酢酸 皮膚軟化剤

無水エタノール「マルイシ」 無水エタノール 殺菌消毒剤

無水エタノール注「ファイザー」 無水エタノール

滅菌精製水＊（日興製薬） 滅菌精製水 溶解剤

薬用炭「日医工」 薬用炭 止瀉・整腸剤

流動パラフィン「マルイシ」 流動パラフィン 軟膏基剤

硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 硫酸マグネシウム水和物 補正用電解質液

硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファイザー」 ポリミキシンＢ硫酸塩 ポリペプチド系抗生物質

硫酸マグネシウム「ＮｉｋＰ」 硫酸マグネシウム水和物 緩下剤

膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５００ｍｇ ベンチロミド 膵機能検査用試薬


