聖マリア病院 採用医薬品一覧（内服薬）
薬品名

一般名

薬効分類

25mgアリナミンF糖衣錠

フルスルチアミン

ビタミンB1誘導体

後 EPLカプセル250mg

ポリエンホスファチジルコリン

その他の高脂血症用剤

後 FAD腸溶錠5mg｢わかもと｣

フラビンアデニンジヌクレオチド

ビタミンB2剤

後 L－アスパラギン酸K錠300mg｢アメル｣

Ｌ－アスパラギン酸カリウム

その他の無機質製剤

MSコンチン錠10mg

モルヒネ硫酸塩水和物

モルヒネ系麻薬

PL配合顆粒

非ピリン系感冒剤

総合感冒剤

アーテン錠（2mg）

トリヘキシフェニジル塩酸塩

その他の抗パーキンソン薬

アイクルシグ錠15mg

ポナチニブ塩酸塩

抗悪性腫瘍用剤

アイセントレス錠400mg

ラルテグラビルカリウム

抗ウイルス剤

アイピーディカプセル100

スプラタストトシル酸塩

その他のアレルギー用薬

アイミクス配合錠LD

イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩

その他の降圧剤

後 アカルボースOD錠50mg｢テバ｣

アカルボース

その他の糖尿病用剤

アクトネル錠75mg

リセドロン酸ナトリウム水和物

その他の代謝性医薬品

アグリリンカプセル0.5mg

アナグレリド塩酸塩水和物

その他の腫瘍用薬

アコファイド錠100mg

アコチアミド塩酸塩水和物

その他の消化器官用薬

アザルフィジンEN錠250mg

サラゾスルファピリジン

その他のサルファ剤

アザルフィジンEN錠500mg

サラゾスルファピリジン

その他のサルファ剤

後 アシクロビル錠200mg｢ファイザー｣

アシクロビル

抗ウイルス剤

後 アジスロマイシン小児用細粒10%｢タカタ｣

アジスロマイシン水和物

その他の抗グラム陽性・マイコプラズマ用抗生物質製
剤

アシノン錠75mg

ニザチジン

H2遮断型消化性潰瘍用剤

アジルバ錠20mg

アジルサルタン

その他の降圧剤

アジレクト錠0.5mg

ラサギリンメシル酸塩

その他の抗パーキンソン薬

アジレクト錠1mg

ラサギリンメシル酸塩

その他の抗パーキンソン薬

アスピリン｢ヨシダ｣

アスピリン

サリチル酸系解熱鎮痛消炎剤

アスベリンシロップ0.5%

チペピジンヒベンズ酸塩

その他の鎮咳去たん剤

アスベリン散10%

チペピジンヒベンズ酸塩

その他の鎮咳去たん剤

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズレン系消化性潰瘍用剤

アセチルシステイン内用液17.6%｢あゆみ｣

アセチルシステイン

その他の解毒剤

アセチルスピラマイシン錠100

後 アズレン錠2mg｢ツルハラ｣

スピラマイシン酢酸エステル

スピラマイシン系抗生物質製剤

後 アゼルニジピン錠16mg｢タナベ｣

アゼルニジピン

その他の降圧剤

後 アゼルニジピン錠8mg｢タナベ｣

アゼルニジピン

その他の降圧剤

後 アゾセミド錠30mg｢JG｣

アゾセミド

その他の利尿剤

アダプチノール錠5mg

ヘレニエン

その他の眼科用剤

アタラックス－Pカプセル25mg

ヒドロキシジンパモ酸塩

その他の精神神経用剤

アテノロール

β遮断型抗不整脈薬

後 アテノロール錠25mg｢トーワ｣
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薬品名

一般名

薬効分類

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

アデノシン製剤

アデムパス錠0.5mg

リオシグアト

その他の循環器官用剤

アデムパス錠1.0mg

リオシグアト

その他の循環器官用剤

アテレック錠10

シルニジピン

その他の降圧剤

アトーゼット配合錠HD

エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物

その他の高脂血症用剤

アドシルカ錠20mg

タダラフィル

その他の循環器官用剤

アドソルビン原末

天然ケイ酸アルミニウム

アルミニウム化合物系制酸剤

後 アトルバスタチン錠10mg｢NP｣

アトルバスタチンカルシウム水和物

その他の高脂血症用剤

後 アトルバスタチン錠5mg｢NP｣

アトルバスタチンカルシウム水和物

その他の高脂血症用剤

後 アナストロゾール錠1mg｢NK｣

アナストロゾール

抗悪性腫瘍用剤

アナフラニール錠10mg

クロミプラミン塩酸塩

イミプラミン系抗うつ薬

アナフラニール錠25mg

クロミプラミン塩酸塩

イミプラミン系抗うつ薬

アフィニトール錠2.5mg

エベロリムス

抗悪性腫瘍用剤

アフィニトール錠5mg

エベロリムス

抗悪性腫瘍用剤

アブストラル舌下錠100μg

フェンタニルクエン酸塩

その他の合成麻薬

アプリンジン塩酸塩

その他の抗不整脈薬

ヒドララジン塩酸塩

ヒドララジン系降圧剤

後 アプレピタントカプセル125mg｢NK｣

アプレピタント

鎮吐剤

後 アプレピタントカプセル80mg｢NK｣

アプレピタント

鎮吐剤

後 アフロクアロン錠20mg｢サワイ｣

アフロクアロン

その他の鎮痙剤

後 アマンタジン塩酸塩錠50mg｢サワイ｣

アマンタジン塩酸塩

アマンタジン系抗パーキンソン薬

後 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg｢TE｣

アミオダロン塩酸塩

その他の抗不整脈薬

アミティーザカプセル24μg

ルビプロストン

その他の下剤、浣腸剤

アミノレバンEN配合散

肝不全用成分栄養剤

その他のたん白製剤、アミノ酸製剤

アミユー配合顆粒

総合アミノ酸製剤

混合アミノ酸製剤

後 アムバロ配合錠｢アメル｣

バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩

その他の降圧剤

後 アムロジピンOD錠2.5mg｢明治｣

アムロジピンベシル酸塩

冠状血管拡張剤

後 アムロジピンOD錠5mg｢明治｣

アムロジピンベシル酸塩

冠状血管拡張剤

後 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg｢オーハラ｣

後 アプリンジン塩酸塩カプセル10mg｢NP｣
アプレゾリン錠10mg

アメジニウムメチル硫酸塩

その他の循環器官用剤

アメナリーフ錠200mg

アメナメビル

抗ウイルス剤

アモキサンカプセル25mg

アモキサピン

その他の精神神経用剤

後 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

ペニシリン系抗生物質製剤

アラベル内用剤1.5g

アミノレブリン酸塩酸塩

その他の診断用薬

アリセプトD錠10mg

ドネペジル塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

アリセプトD錠3mg

ドネペジル塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

アリセプトD錠5mg

ドネペジル塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

アルギU配合顆粒

Ｌ－アルギニン・Ｌ－アルギニン塩酸塩

その他の代謝性医薬品
2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

アルケラン錠2mg

メルファラン

その他のアルキル化剤

アルダクトンA細粒10%

スピロノラクトン

抗アルドステロン型利尿剤

アルドメット錠250

メチルドパ水和物

メチルドパ系降圧剤

後 アルファカルシドール錠0.25μg｢アメル｣

アルファカルシドール

合成ビタミンD製剤

後 アルファカルシドール錠0.5μg｢アメル｣

アルファカルシドール

合成ビタミンD製剤

後 アルファカルシドール錠1.0μg｢アメル｣

アルファカルシドール

合成ビタミンD製剤

アルファカルシドール

合成ビタミンD製剤

後 アルプラゾラム錠0.4mg｢トーワ｣

アルプラゾラム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

後 アルプラゾラム錠0.8mg｢トーワ｣

アルプラゾラム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

アルロイドG内用液5%

アルギン酸ナトリウム

その他の消化性潰瘍用剤

アレセンサカプセル150mg

アレクチニブ塩酸塩

抗悪性腫瘍用剤

アレビアチン散10%

フェニトイン

ヒダントイン系抗てんかん剤

アレビアチン錠100mg

アルファロール内用液0.5μg/mL

フェニトイン

ヒダントイン系抗てんかん剤

後 アレンドロン酸錠35mg｢トーワ｣

アレンドロン酸ナトリウム水和物

その他の代謝性医薬品

後 アロチノロール塩酸塩錠5mg｢日医工｣

アロチノロール塩酸塩

β遮断型抗不整脈薬

後 アロプリノール錠100mg｢サワイ｣

アロプリノール

アロプリノール系痛風治療剤

フルシトシン

その他の化学療法剤

後 アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%｢タカタ｣

アンブロキソール塩酸塩

その他の去たん剤

後 アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%｢トーワ｣

アンブロキソール塩酸塩

その他の去たん剤

後 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg｢ニプロ｣

アンブロキソール塩酸塩

その他の去たん剤

後 アンブロキソール塩酸塩錠15mg｢サワイ｣

アンコチル錠500mg

アンブロキソール塩酸塩

その他の去たん剤

イーケプラドライシロップ50%

レベチラセタム

その他の抗てんかん剤

イーケプラ錠500mg

レベチラセタム

その他の抗てんかん剤

イグザレルトOD錠10mg

リバーロキサバン

その他の血液凝固阻止剤

イグザレルトOD錠15mg

リバーロキサバン

その他の血液凝固阻止剤

イクスタンジ錠40mg

エンザルタミド

抗悪性腫瘍用剤

イスコチン錠100mg

イソニアジド

イソニアジド系抗結核剤

イソバイドシロップ70%分包30mL

イソソルビド

その他の利尿剤

後 イトラコナゾール内用液1%｢ファイザー｣

イトラコナゾール

その他の化学療法剤

イトリゾールカプセル50

イトラコナゾール

その他の化学療法剤

イノベロン錠100mg

ルフィナミド

その他の抗てんかん剤

イノベロン錠200mg

ルフィナミド

その他の抗てんかん剤

イノラス配合経腸用液

経腸成分栄養剤

その他のたん白製剤、アミノ酸製剤

イフェクサーSRカプセル37.5mg

ベンラファキシン塩酸塩

その他の精神神経用剤

イフェクサーSRカプセル75mg

ベンラファキシン塩酸塩

その他の精神神経用剤

イフェンプロジル酒石酸塩

その他の循環器官用剤

パルボシクリブ

抗悪性腫瘍用剤

後 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg｢あすか｣
イブランス錠125mg
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薬品名

一般名

薬効分類

イブランス錠25mg

パルボシクリブ

抗悪性腫瘍用剤

後 イマチニブ錠100mg｢オーハラ｣

イマチニブメシル酸塩

抗悪性腫瘍用剤

後 イミダプリル塩酸塩錠5mg｢DSEP｣

イミダプリル塩酸塩

アンジオテンシン変換酵素阻害型降圧剤

イムセラカプセル0.5mg

フィンゴリモド塩酸塩

その他の代謝性医薬品

イムブルビカカプセル140mg

イブルチニブ

抗悪性腫瘍用剤

イムラン錠50mg

アザチオプリン

その他の代謝性医薬品

イリボーOD錠2.5μg

ラモセトロン塩酸塩

その他の消化器官用薬

後 イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg｢武田テバ｣

イルソグラジンマレイン酸塩

その他の消化性潰瘍用剤

後 イルベサルタン錠100mg｢DSPB｣

イルベサルタン

その他の降圧剤

パリペリドン

その他の精神神経用剤

溶性ピロリン酸第二鉄

鉄化合物

インチュニブ錠1mg

グアンファシン塩酸塩

その他の精神神経用剤

インチュニブ錠3mg

グアンファシン塩酸塩

その他の精神神経用剤

インフリーカプセル100mg

インドメタシン ファルネシル

インドメタシン系解熱鎮痛消炎剤

インライタ錠1mg

アキシチニブ

抗悪性腫瘍用剤

インライタ錠5mg

アキシチニブ

抗悪性腫瘍用剤

ウインタミン細粒（10%）

クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

クロルプロマジン系精神安定剤

ヴォトリエント錠200mg

パゾパニブ塩酸塩

抗悪性腫瘍用剤

ウプトラビ錠0.2mg

セレキシパグ

その他の循環器官用剤

ウプトラビ錠0.4mg

セレキシパグ

その他の循環器官用剤

ウブレチド錠5mg

ジスチグミン臭化物

四級アンモニュウム塩系副交感神経作用薬

ウリアデック錠20mg

トピロキソスタット

その他の痛風治療剤

ウルグートカプセル200mg

ベネキサート塩酸塩 ベータデクス

その他の消化性潰瘍用剤

ウルソデオキシコール酸

胆汁酸系利胆剤

ウラジロガシエキス

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

エキセメスタン

抗悪性腫瘍用剤

エクセグラン散20%

ゾニサミド

その他の抗てんかん剤

エクフィナ錠50mg

サフィナミドメシル酸塩

その他の抗パーキンソン薬

エクメット配合錠HD

ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩

その他の糖尿病用剤

エサンブトール錠250mg

エタンブトール塩酸塩

エタンブトール系抗結核剤

エスゾピクロン

その他の催眠鎮静剤、抗不安薬

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

その他のアルキル化剤

エストリール錠1mg＊（持田）

エストリオール

エストリオール系卵胞ホルモン剤

後 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

その他の代謝拮抗剤

後 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

その他の代謝拮抗剤

後 エゼチミブ錠10mg｢DSEP｣

エゼチミブ

その他の高脂血症用剤

後 エチゾラム錠0.5mg｢フジナガ｣

エチゾラム

その他の精神神経用剤

インヴェガ錠3mg
後 インクレミンシロップ5%

後 ウルソデオキシコール酸錠100mg｢サワイ｣
ウロカルン錠225mg
後 エキセメスタン錠25mg｢NK｣

後 エスゾピクロン錠1mg｢ケミファ｣

2022年6月16日

4/27 ページ

一般名

薬効分類

後 エチゾラム錠1mg｢フジナガ｣

薬品名

エチゾラム

その他の精神神経用剤

後 エトドラク錠200mg｢SW｣

エトドラク

その他の解熱鎮痛消炎剤

アナモレリン塩酸塩

その他の代謝性医薬品

エナラプリルマレイン酸塩

アンジオテンシン変換酵素阻害型降圧剤

エネーボ配合経腸用液

経腸成分栄養剤

その他のたん白製剤、アミノ酸製剤

エパデールS900

イコサペント酸エチル

その他の血液用剤、体液用剤

後 エパルレスタット錠50mg｢武田テバ｣

エパルレスタット

その他の代謝性医薬品

後 エピナスチン塩酸塩DS1%小児用｢日医工｣

エドルミズ錠50mg
後 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg｢サワイ｣

エピナスチン塩酸塩

その他のアレルギー用薬

エピビル錠150

ラミブジン

抗ウイルス剤

エビリファイ錠6mg

アリピプラゾール

その他の精神神経用剤

エビリファイ内用液0.1%

アリピプラゾール

その他の精神神経用剤

エピレオプチマル散50%

エトスクシミド

その他の抗てんかん剤

エフィエントOD錠20mg

プラスグレル塩酸塩

その他の血液用剤、体液用剤

エフィエント錠2.5mg

プラスグレル塩酸塩

その他の血液用剤、体液用剤

エフィエント錠3.75mg

プラスグレル塩酸塩

その他の血液用剤、体液用剤

エプジコム配合錠

ラミブジン・アバカビル硫酸塩

抗ウイルス剤

エフピーOD錠2.5

セレギリン塩酸塩

その他の抗パーキンソン薬

エフメノカプセル100mg

プロゲステロン

プロゲステロン系黄体ホルモン剤

エブランチルカプセル15mg

ウラピジル

その他の降圧剤

エペリゾン塩酸塩

その他の鎮痙剤

エベレンゾ錠100mg

ロキサデュスタット

その他の代謝性医薬品

エベレンゾ錠20mg

ロキサデュスタット

その他の代謝性医薬品

エベレンゾ錠50mg

ロキサデュスタット

その他の代謝性医薬品

エボザックカプセル30mg

セビメリン塩酸塩水和物

その他の消化器官用薬

エリキュース錠2.5mg

アピキサバン

その他の血液凝固阻止剤

エリキュース錠5mg

アピキサバン

その他の血液凝固阻止剤

エリスロシンドライシロップ10%

エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロマイシン系抗生物質製剤

エルカルチンFF錠250mg

レボカルニチン

その他の代謝性医薬品

エルカルチンFF内用液10%

レボカルニチン

その他の代謝性医薬品

エルデカルシトール

合成ビタミンD製剤

エレンタールP乳幼児用配合内用剤

経腸成分栄養剤

その他のたん白製剤、アミノ酸製剤

エレンタール配合内用剤

経腸成分栄養剤

その他のたん白製剤、アミノ酸製剤

エンタカポン

その他の抗パーキンソン薬

エンドキサン錠50mg

シクロホスファミド水和物

クロルエチルアミン系抗腫瘍剤

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

その他の循環器官用剤

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

その他の循環器官用剤

オーグメンチン配合錠250RS

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

その他の抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤

後 エペリゾン塩酸塩錠50mg｢トーワ｣

後 エルデカルシトールカプセル0.75μg｢サワイ｣

後 エンタカポン錠100mg｢アメル｣

2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

オキサトミド

その他のアレルギー用薬

オキシコンチンTR錠10mg

オキシコドン塩酸塩水和物

その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキシコンチンTR錠20mg

オキシコドン塩酸塩水和物

その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキシコンチンTR錠40mg

オキシコドン塩酸塩水和物

その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキシコンチンTR錠5mg

オキシコドン塩酸塩水和物

その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキノーム散2.5mg

オキシコドン塩酸塩水和物

その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキノーム散5mg

オキシコドン塩酸塩水和物

その他のあへんアルカロイド系麻薬

オゼックス細粒小児用15%

トスフロキサシントシル酸塩水和物

ピリドンカルボン酸系合成抗菌剤

オセルタミビルリン酸塩

抗ウイルス剤

オテズラ錠10mg

アプレミラスト

その他の代謝性医薬品

オテズラ錠20mg

アプレミラスト

その他の代謝性医薬品

オテズラ錠30mg

アプレミラスト

その他の代謝性医薬品

オフェブカプセル100mg

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

その他の代謝性医薬品

オフェブカプセル150mg

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

その他の代謝性医薬品

オプスミット錠10mg

マシテンタン

その他の循環器官用剤

オプソ内服液10mg

モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ系麻薬

オプソ内服液5mg

モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ系麻薬

オルケディア錠1mg

エボカルセト

その他の代謝性医薬品

オルケディア錠2mg

エボカルセト

その他の代謝性医薬品

オルミエント錠2mg

バリシチニブ

その他の代謝性医薬品

後 オルメサルタンOD錠20mg｢ニプロ｣

オルメサルタンメドキソミル

その他の降圧剤

後 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg｢杏林｣

オロパタジン塩酸塩

その他のアレルギー用薬

オンジェンティス錠25mg

オピカポン

その他の抗パーキンソン薬

カイトリル錠1mg

グラニセトロン塩酸塩

鎮吐剤

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

ヨウ素化合物系Ｘ線造影剤

カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド

その他の降圧剤

カナマイシンカプセル250mg｢明治｣

カナマイシン一硫酸塩

アミノ酸系抗生物質製剤

ガバペン錠200mg

ガバペンチン

その他の抗てんかん剤

カフェイン水和物｢ファイザー｣原末

後 オキサトミドドライシロップ小児用2%｢日医工｣

後 オセルタミビルカプセル75mg｢サワイ｣

後 カデチア配合錠HD｢テバ｣

カフェイン水和物

カフェイン系強心剤

後 カプトプリル錠12.5｢SW｣

カプトプリル

アンジオテンシン変換酵素阻害型降圧剤

後 カベルゴリン錠0.25mg｢サワイ｣

カベルゴリン

その他の抗パーキンソン薬

カボメティクス錠20mg

カボザンチニブリンゴ酸塩

抗悪性腫瘍用剤

カボメティクス錠60mg

カボザンチニブリンゴ酸塩

抗悪性腫瘍用剤

後 カモスタットメシル酸塩錠100mg｢トーワ｣

カモスタットメシル酸塩

その他の代謝性医薬品

後 ガランタミンOD錠4mg｢アメル｣

ガランタミン臭化水素酸塩

その他の中枢神経系用薬

後 ガランタミンOD錠8mg｢アメル｣

ガランタミン臭化水素酸塩

その他の中枢神経系用薬

後 カリジノゲナーゼ錠50単位｢日医工｣

カリジノゲナーゼ

循環ホルモン剤
2022年6月16日
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一般名

薬効分類

後 カルシトリオールカプセル0.5μg｢テバ｣

薬品名

カルシトリオール

合成ビタミンD製剤

後 カルテオロール塩酸塩錠5mg｢サワイ｣

カルテオロール塩酸塩

β遮断型抗不整脈薬

カリジノゲナーゼ

循環ホルモン剤

後 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%｢日医工｣

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロム系止血剤

後 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

カルバゾクロム系止血剤

後 カルバマゼピン細粒50%｢フジナガ｣

カルバマゼピン

その他の抗てんかん剤

後 カルバマゼピン錠100mg｢フジナガ｣

カルバマゼピン

その他の抗てんかん剤

後 カルバマゼピン錠200mg｢フジナガ｣

カルバマゼピン

その他の抗てんかん剤

後 カルベジロール錠10mg｢トーワ｣

カルベジロール

その他の降圧剤

後 カルベジロール錠2.5mg｢トーワ｣

カルベジロール

その他の降圧剤

後 カルボシステインDS50%｢トーワ｣

Ｌ－カルボシステイン

システイン系去たん剤

後 カルボシステインシロップ小児用5%｢トーワ｣

Ｌ－カルボシステイン

システイン系去たん剤

後 カルボシステイン錠250mg｢サワイ｣

Ｌ－カルボシステイン

システイン系去たん剤

ロピナビル・リトナビル

抗ウイルス剤

後 カロナール細粒20%

アセトアミノフェン

アニリン系解熱鎮痛消炎剤

後 カロナール錠200

アセトアミノフェン

アニリン系解熱鎮痛消炎剤

後 カンデサルタン錠4mg｢あすか｣

カンデサルタンシレキセチル

その他の降圧剤

キックリンカプセル250mg

ビキサロマー

その他の循環器官用剤

キニジン硫酸塩｢ファイザー｣原末

キニジン硫酸塩水和物

キニジン系抗不整脈薬

クアゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

カルナクリン錠50

カレトラ配合錠

後 クアゼパム錠15mg｢MNP｣

エロビキシバット水和物

その他の下剤、浣腸剤

後 クエチアピン錠100mg｢アメル｣

グーフィス錠5mg

クエチアピンフマル酸塩

その他の精神神経用剤

後 クエチアピン錠12.5mg｢アメル｣

クエチアピンフマル酸塩

その他の精神神経用剤

後 クエチアピン錠25mg｢アメル｣

クエチアピンフマル酸塩

その他の精神神経用剤

後 クエンメット配合錠

クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

その他の痛風治療剤

後 クエン酸第一鉄Na錠50mg｢サワイ｣

クエン酸第一鉄ナトリウム

鉄化合物

グラクティブ錠50mg

シタグリプチンリン酸塩水和物

その他の糖尿病用剤

グラセプターカプセル0.5mg

タクロリムス水和物

その他の代謝性医薬品

グラセプターカプセル1mg

タクロリムス水和物

その他の代謝性医薬品

グラセプターカプセル5mg

タクロリムス水和物

その他の代謝性医薬品

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

その他の抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤

後 クラリスロマイシンDS10%小児用｢サワイ｣

クラリスロマイシン

その他の抗グラム陽性・マイコプラズマ用抗生物質製
剤

後 クラリスロマイシン錠200mg｢EMEC｣

クラリスロマイシン

その他の抗グラム陽性・マイコプラズマ用抗生物質製
剤

後 クラリスロマイシン錠50mg小児用｢タイヨー｣

クラリスロマイシン

その他の抗グラム陽性・マイコプラズマ用抗生物質製
剤

後 グリクラジド錠40mg｢トーワ｣

グリクラジド

スルファニル尿素系糖尿病用剤
2022年6月16日

7/27 ページ

薬品名

一般名

薬効分類

グリチロン配合錠

グリチルリチン・ＤＬ－メチオニン配合剤

その他の肝臓疾患用剤

グリベック錠100mg

イマチニブメシル酸塩

抗悪性腫瘍用剤

後 グリベンクラミド錠1.25mg｢三和｣

グリベンクラミド

スルファニル尿素系糖尿病用剤

後 グリメピリド錠1mg｢NP｣

グリメピリド

スルファニル尿素系糖尿病用剤

グルベス配合OD錠

ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース

その他の糖尿病用剤

グレースビット錠50mg

シタフロキサシン水和物

ピリドンカルボン酸系合成抗菌剤

クレマスチンフマル酸塩

その他の抗ヒスタミン剤

後 クレマスチンDS0.1%｢タカタ｣

球形吸着炭

その他の解毒剤

後 クロピドグレル錠25mg｢杏林｣

クレメジン速崩錠500mg

クロピドグレル硫酸塩

その他の血液用剤、体液用剤

後 クロピドグレル錠75mg｢杏林｣

クロピドグレル硫酸塩

その他の血液用剤、体液用剤

クロミッド錠50mg

クロミフェンクエン酸塩

その他のホルモン剤

ケアラム錠25mg

イグラチモド

その他の代謝性医薬品

ケアロードLA錠60μg

ベラプロストナトリウム

その他の循環器官用剤

ケイキサレートドライシロップ76%

ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

その他の循環器官用剤

ケイツーシロップ0.2%

メナテトレノン

ビタミンK剤

ケーワン錠5mg

フィトナジオン

ビタミンK剤

ケタスカプセル10mg

イブジラスト

その他のアレルギー用薬

後 ゲフィチニブ錠250mg｢NK｣

ゲフィチニブ

抗悪性腫瘍用剤

コートリル錠10mg

ヒドロコルチゾン

コルチゾン系副腎ホルモン剤

コデインリン酸塩散1%｢シオエ｣

コデインリン酸塩水和物

コデイン系鎮咳去たん剤（家庭麻薬）

コムタン錠100mg

エンタカポン

その他の抗パーキンソン薬

コララン錠2.5mg

イバブラジン塩酸塩

その他の循環器官用剤

コルヒチン錠0.5mg｢タカタ｣

コルヒチン

コルヒチン系痛風治療剤

コレバインミニ83%

コレスチミド

その他の高脂血症用剤

コロネル細粒83.3%

ポリカルボフィルカルシウム

その他の消化器官用薬

コンサータ錠18mg

メチルフェニデート塩酸塩

その他の精神神経用剤

コンサータ錠27mg

メチルフェニデート塩酸塩

その他の精神神経用剤

コントミン糖衣錠25mg

クロルプロマジン塩酸塩

クロルプロマジン系精神安定剤

コントミン糖衣錠50mg

クロルプロマジン塩酸塩

クロルプロマジン系精神安定剤

コンバントリンドライシロップ100mg

ピランテルパモ酸塩

その他の駆虫剤

ザーコリカプセル200mg

クリゾチニブ

抗悪性腫瘍用剤

ザーコリカプセル250mg

クリゾチニブ

抗悪性腫瘍用剤

サーティカン錠0.25mg

エベロリムス

その他の代謝性医薬品

サーティカン錠0.5mg

エベロリムス

その他の代謝性医薬品

サーティカン錠0.75mg

エベロリムス

その他の代謝性医薬品

ザイアジェン錠300mg

アバカビル硫酸塩

抗ウイルス剤

ザイザル錠5mg

レボセチリジン塩酸塩

その他のアレルギー用薬
2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

ザイティガ錠250mg

アビラテロン酢酸エステル

抗悪性腫瘍用剤

サイトテック錠200

ミソプロストール

その他の消化性潰瘍用剤

ザイボックス錠600mg

リネゾリド

その他の合成抗菌剤

サインバルタカプセル20mg

デュロキセチン塩酸塩

その他の精神神経用剤

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

その他の降圧剤

ザファテック錠100mg

トレラグリプチンコハク酸塩

その他の糖尿病用剤

サムスカOD錠15mg

トルバプタン

その他の利尿剤

サムスカOD錠7.5mg

トルバプタン

その他の利尿剤

サムチレール内用懸濁液15%

アトバコン

その他の化学療法剤

サラジェン顆粒0.5%

ピロカルピン塩酸塩

その他の消化器官用薬

サラゾピリン錠500mg

サラゾスルファピリジン

その他のサルファ剤

ザルティア錠5mg

タダラフィル

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

後 サルポグレラート塩酸塩錠100mg｢YD｣

サルポグレラート塩酸塩

その他の血液用剤、体液用剤

サレドカプセル100

サリドマイド

抗悪性腫瘍用剤

ザロンチンシロップ5%

エトスクシミド

その他の抗てんかん剤

ジアスターゼ｢ケンエー｣

ジアスターゼ

消化酵素製剤

後 ジアゼパム錠2｢トーワ｣

ジアゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

後 ジアゼパム錠5｢トーワ｣

ジアゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

ジアゾキシドカプセル25mg｢OP｣

ジアゾキシド

その他の代謝性医薬品

シアナマイド内用液1%｢タナベ｣

シアナミド

シアナミド系習慣性中毒用剤

シーエルセントリ錠150mg

マラビロク

抗ウイルス剤

ジェイゾロフト錠25mg

セルトラリン塩酸塩

その他の精神神経用剤

ジェニナック錠200mg

メシル酸ガレノキサシン水和物

ピリドンカルボン酸系合成抗菌剤

後 ジエノゲスト錠1mg｢F｣

ジエノゲスト

その他のホルモン剤

ジェミーナ配合錠

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤

ジオトリフ錠20mg

アファチニブマレイン酸塩

抗悪性腫瘍用剤

ジオトリフ錠30mg

アファチニブマレイン酸塩

抗悪性腫瘍用剤

ジオトリフ錠40mg

アファチニブマレイン酸塩

抗悪性腫瘍用剤

シクレスト舌下錠10mg

アセナピンマレイン酸塩

その他の精神神経用剤

シクレスト舌下錠5mg

アセナピンマレイン酸塩

その他の精神神経用剤

ジクロフェナクナトリウム

フェニル酢酸系解熱鎮痛消炎剤

ジゴシン錠0.25mg

ジゴキシン

ジギタリス系強心剤

ジスロマック錠250mg

アジスロマイシン水和物

その他の抗グラム陽性・マイコプラズマ用抗生物質製
剤

後 ジソピラミドカプセル100mg｢ファイザー｣

ジソピラミド

その他の抗不整脈薬

後 ジソピラミド徐放錠150mg｢ファイザー｣

リン酸ジソピラミド

その他の抗不整脈薬

スギ花粉エキス

その他のアレルギー用薬

後 ジクロフェナクNa錠25mg｢武田テバ｣

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU
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薬品名

一般名

薬効分類

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU

スギ花粉エキス

その他のアレルギー用薬

後 ジピリダモール錠25mg｢JG｣

ジピリダモール

冠状血管拡張剤

ジプレキサザイディス錠5mg

オランザピン

その他の精神神経用剤

ジプレキサ細粒1%

オランザピン

その他の精神神経用剤

後 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg｢サワイ｣

シベンゾリンコハク酸塩

その他の抗不整脈薬

後 ジメチコン錠40mg｢ホリイ｣

ジメチコン

ジメチコン系整腸剤

後 ジメチコン内用液2%｢カイゲン｣

ジメチコン

ジメチコン系整腸剤

後 シメチジン細粒20%｢ツルハラ｣

シメチジン

H2遮断型消化性潰瘍用剤

後 シメチジン錠200mg｢ツルハラ｣

シメチジン

H2遮断型消化性潰瘍用剤

ジャカビ錠5mg

ルキソリチニブリン酸塩

抗悪性腫瘍用剤

ジャディアンス錠10mg

エンパグリフロジン

その他の糖尿病用剤

ジャドニュ顆粒分包90mg

デフェラシロクス

その他の解毒剤

シュアポスト錠0.25mg

レパグリニド

その他の糖尿病用剤

後 ジラゼプ塩酸塩錠100mg｢日医工｣

ジラゼプ塩酸塩水和物

冠状血管拡張剤

後 シロスタゾールOD錠100mg｢ケミファ｣

シロスタゾール

その他の血液用剤、体液用剤

後 シロドシンOD錠4mg｢Me｣

シロドシン

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

シングレアチュアブル錠5mg

モンテルカストナトリウム

その他のアレルギー用薬

シングレア細粒4mg

モンテルカストナトリウム

その他のアレルギー用薬

シングレア錠10mg

モンテルカストナトリウム

その他のアレルギー用薬

スインプロイク錠0.2mg

ナルデメジントシル酸塩

その他の下剤、浣腸剤

スーテントカプセル12.5mg

スニチニブリンゴ酸塩

抗悪性腫瘍用剤

スクラルファート水和物

その他の消化性潰瘍用剤

スタレボ配合錠L100

レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

その他の抗パーキンソン薬

スタレボ配合錠L50

レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

その他の抗パーキンソン薬

スチバーガ錠40mg

レゴラフェニブ水和物

抗悪性腫瘍用剤

ステーブラOD錠0.1mg

イミダフェナシン

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

ストラテラカプセル10mg

アトモキセチン塩酸塩

その他の精神神経用剤

ストラテラカプセル25mg

アトモキセチン塩酸塩

その他の精神神経用剤

ストラテラカプセル40mg

アトモキセチン塩酸塩

その他の精神神経用剤

ストラテラカプセル5mg

アトモキセチン塩酸塩

その他の精神神経用剤

ストラテラ内用液0.4%

アトモキセチン塩酸塩

その他の精神神経用剤

ストロメクトール錠3mg

イベルメクチン

その他の駆虫剤

スパカール錠40mg

トレピブトン

その他の利胆剤

スピラマイシン錠150万単位｢サノフィ｣

スピラマイシン

その他の抗原虫剤

後 スピロノラクトン錠25mg｢テバ｣

スピロノラクトン

抗アルドステロン型利尿剤

後 スプラタストトシル酸塩カプセル100mg｢JG｣

スプラタストトシル酸塩

その他のアレルギー用薬

ダサチニブ水和物

抗悪性腫瘍用剤

後 スクラルファート顆粒90%｢日医工｣

スプリセル錠20mg

2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

スプリセル錠50mg

ダサチニブ水和物

抗悪性腫瘍用剤

後 スマトリプタン錠50mg｢日医工｣

スマトリプタンコハク酸塩

血管収縮剤

後 スルピリドカプセル50mg｢トーワ｣

スルピリド

その他の消化性潰瘍用剤

後 スルピリド錠100mg｢トーワ｣

スルピリド

その他の精神神経用剤

セイブル錠50mg

ミグリトール

その他の糖尿病用剤

ゼジューラカプセル100mg

ニラパリブトシル酸塩水和物

抗悪性腫瘍用剤

セファクロル

セフェム系抗生物質製剤

セファランチン末1%

セファランチン

その他の個々の器官系用医薬品

ゼフィックス錠100

ラミブジン

抗ウイルス剤

後 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg｢SW｣

セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフェム系抗生物質製剤

後 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%｢OK｣

セフジトレン ピボキシル

セフェム系抗生物質製剤

後 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製剤

後 セフジニルカプセル100mg｢TYK｣

セフジニル

セフェム系抗生物質製剤

後 セフジニル細粒小児用10%｢トーワ｣

セフジニル

セフェム系抗生物質製剤

エプレレノン

その他の降圧剤

後 セファクロル細粒小児用10%｢サワイ｣

セララ錠25mg
後 セリプロロール塩酸塩錠200mg｢テバ｣

セリプロロール塩酸塩

その他の降圧剤

セルシンシロップ0.1%

ジアゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

セルシン散1%

ジアゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

セルセプトカプセル250

ミコフェノール酸 モフェチル

その他の代謝性医薬品

セルトラリン塩酸塩

その他の精神神経用剤

セルニルトン錠

セルニチンポーレンエキス

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

ゼルヤンツ錠5mg

トファシチニブクエン酸塩

その他の代謝性医薬品

セレコキシブ

その他の解熱鎮痛消炎剤

セレスタミン配合錠

ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩

その他の副腎ホルモン剤

セレニカR顆粒40%

バルプロ酸ナトリウム

その他の抗てんかん剤

セレネース内服液0.2%

ハロペリドール

その他の精神神経用剤

ゼローダ錠300

カペシタビン

フルオロウラシル系抗腫瘍剤

セロクエル100mg錠

クエチアピンフマル酸塩

その他の精神神経用剤

セロクエル25mg錠

クエチアピンフマル酸塩

その他の精神神経用剤

ゼンタコートカプセル3mg

ブデソニド

その他の消化器官用薬

センノシド

植物性下剤、浣腸剤

後 セルトラリン錠25mg｢アメル｣

後 セレコキシブ錠100mg｢ケミファ｣

後 センノシド錠12mg｢サワイ｣

ギルテリチニブフマル酸塩

抗悪性腫瘍用剤

後 ソタロール塩酸塩錠40mg｢TE｣

ゾスパタ錠40mg

ソタロール塩酸塩

その他の抗不整脈薬

後 ゾテピン錠50mg｢ヨシトミ｣

ゾテピン

その他の精神神経用剤

後 ゾニサミド散20%｢アメル｣

ゾニサミド

その他の抗てんかん剤

後 ゾニサミド錠100mg｢アメル｣

ゾニサミド

その他の抗てんかん剤

ソホスブビル

抗ウイルス剤

ソバルディ錠400mg
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ゾピクロン

その他の催眠鎮静剤、抗不安薬

ゾビラックス錠200

アシクロビル

抗ウイルス剤

ゾフルーザ錠10mg

バロキサビル マルボキシル

抗ウイルス剤

ゾフルーザ錠20mg

バロキサビル マルボキシル

抗ウイルス剤

ソランタール錠100mg

チアラミド塩酸塩

塩基性消炎鎮痛剤

ソリタ－T配合顆粒2号

ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

その他の無機質製剤

ゾルピデム酒石酸塩

その他の催眠鎮静剤、抗不安薬

ダーブロック錠2mg

ダプロデュスタット

その他の代謝性医薬品

ダーブロック錠4mg

ダプロデュスタット

その他の代謝性医薬品

ダイアモックス錠250mg

アセタゾラミド

炭酸脱水素酵素阻害型利尿剤

ダイアモックス末

アセタゾラミド

炭酸脱水素酵素阻害型利尿剤

タイケルブ錠250mg

ラパチニブトシル酸塩水和物

抗悪性腫瘍用剤

タウリン散98%｢大正｣

タウリン

その他の肝臓疾患用剤

タグリッソ錠40mg

オシメルチニブメシル酸塩

抗悪性腫瘍用剤

タグリッソ錠80mg

オシメルチニブメシル酸塩

抗悪性腫瘍用剤

後 タクロリムスカプセル0.5mg｢ニプロ｣

タクロリムス水和物

その他の代謝性医薬品

後 タクロリムスカプセル1mg｢ニプロ｣

タクロリムス水和物

その他の代謝性医薬品

タケキャブ錠10mg

ボノプラザンフマル酸塩

その他の消化性潰瘍用剤

タシグナカプセル150mg

ニロチニブ塩酸塩水和物

抗悪性腫瘍用剤

タシグナカプセル200mg

ニロチニブ塩酸塩水和物

抗悪性腫瘍用剤

タチオン錠50mg

グルタチオン

グルタチオン系

タナドーパ顆粒75%

ドカルパミン

その他の強心剤

タフィンラーカプセル50mg

ダブラフェニブメシル酸塩

抗悪性腫瘍用剤

タフィンラーカプセル75mg

ダブラフェニブメシル酸塩

抗悪性腫瘍用剤

ダフクリア錠200mg

フィダキソマイシン

その他の抗グラム陽性菌用抗生物質製剤

タミフルドライシロップ3%

オセルタミビルリン酸塩

抗ウイルス剤

後 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg｢明治｣

タムスロシン塩酸塩

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

後 タモキシフェン錠20mg｢DSEP｣

タモキシフェンクエン酸塩

抗悪性腫瘍用剤

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製剤

タリージェ錠15mg

ミロガバリンベシル酸塩

その他の中枢神経系用薬

タリージェ錠5mg

ミロガバリンベシル酸塩

その他の中枢神経系用薬

後 タルチレリンOD錠5mg｢JG｣

タルチレリン水和物

その他の中枢神経系用薬

ダルメートカプセル15

フルラゼパム塩酸塩

ベンゾジアゼピン系催眠剤

タンドスピロンクエン酸塩

その他の催眠鎮静剤、抗不安薬

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

その他の骨格筋弛緩剤

タンニン酸アルブミン｢NikP｣

タンニン酸アルブミン

タンニン酸系止寫剤

タンボコール錠50mg

フレカイニド酢酸塩

その他の抗不整脈薬

後 ゾピクロン錠10mg｢サワイ｣

後 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg｢KMP｣

後 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg｢サワイ｣

2022年6月16日
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チアプリド塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

チウラジール錠50mg

プロピルチオウラシル

抗甲状腺ホルモン剤

チオラ錠100

チオプロニン

その他の肝臓疾患用剤

チガソンカプセル10

エトレチナート

その他のビタミンA剤∥ビタミンD剤

後 チキジウム臭化物カプセル10mg｢サワイ｣

チキジウム臭化物

四級アンモニュウム塩系副交感神経作用薬

後 チクロピジン塩酸塩錠100mg｢サワイ｣

チクロピジン塩酸塩

その他の血液用剤、体液用剤

後 チザニジン錠1mg｢NPI｣

チザニジン塩酸塩

その他の鎮痙剤

後 チミペロン錠3mg｢アメル｣

後 チアプリド錠25mg｢サワイ｣

チミペロン

その他の精神神経用剤

チラーヂンS散0.01%

レボチロキシンナトリウム水和物

甲状腺ホルモン剤

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

その他のたん白製剤、アミノ酸製剤

つくしA・M配合散

カンゾウ末配合剤

その他の健胃消化剤

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）

越婢加朮湯エキス

漢方製剤

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）

黄連解毒湯エキス

漢方製剤

ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）

黄耆建中湯エキス

漢方製剤

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）

加味帰脾湯エキス

漢方製剤

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

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）

葛根湯加川きゅう辛夷エキス

漢方製剤

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）

甘麦大棗湯エキス

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

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）

桂枝加芍薬湯エキス

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

ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）

四逆散エキス

漢方製剤

ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）

四物湯エキス

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

ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）

小建中湯エキス

漢方製剤

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）

小柴胡湯加桔梗石膏エキス

漢方製剤

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）

小青竜湯エキス

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

ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）

清肺湯エキス

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

ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）

猪苓湯エキス

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

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）

排膿散及湯エキス

漢方製剤
2022年6月16日
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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

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）

八味地黄丸エキス

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

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）

防風通聖散エキス

漢方製剤

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）

麻黄湯エキス

漢方製剤

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）

麻子仁丸エキス

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

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）

苓桂朮甘湯エキス

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

ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）

茯苓飲エキス

漢方製剤

ツロブテロール塩酸塩

その他の気管支拡張剤

ディナゲスト錠0.5mg

ジエノゲスト

その他のホルモン剤

ディナゲスト錠1mg

ジエノゲスト

その他のホルモン剤

ディレグラ配合錠

フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン

その他のアレルギー用薬

デエビゴ錠2.5mg

レンボレキサント

その他の中枢神経系用薬

デエビゴ錠5mg

レンボレキサント

その他の中枢神経系用薬

後 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%｢サワイ｣

テオフィリン

キサンチン系気管支拡張剤

後 テオフィリン徐放錠100mg｢サワイ｣

テオフィリン

キサンチン系気管支拡張剤

デカドロンエリキシル0.01%

デキサメタゾン

フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

デカドロン錠0.5mg

デキサメタゾン

フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

デカドロン錠4mg

デキサメタゾン

フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

デキストロメトルファン系鎮咳剤

デザレックス錠5mg

デスロラタジン

その他のアレルギー用薬

デシコビ配合錠HT

エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

抗ウイルス剤

テトラミド錠10mg

ミアンセリン塩酸塩

その他の精神神経用剤

テトラミド錠30mg

ミアンセリン塩酸塩

その他の精神神経用剤

テネリアOD錠20mg

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

その他の糖尿病用剤

テノゼット錠300mg

テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

抗ウイルス剤

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

その他のカルシウム剤

テビケイ錠50mg

ドルテグラビルナトリウム

抗ウイルス剤

テプレノン

その他の消化性潰瘍用剤

トホグリフロジン水和物

その他の糖尿病用剤

テモゾロミド

その他のアルキル化剤

後 ツロブテロール塩酸塩DS0.1%｢オーハラ｣

後 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg｢トーワ｣

後 テプレノン細粒10%｢トーワ｣
デベルザ錠20mg
後 テモゾロミド錠100mg｢NK｣

2022年6月16日
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一般名

薬効分類

後 テモゾロミド錠20mg｢NK｣

薬品名

テモゾロミド

その他のアルキル化剤

後 デュタステリドカプセル0.5mgAV｢ニプロ｣

デュタステリド

その他のホルモン剤

ジドロゲステロン

合成黄体ホルモン剤

後 テルチア配合錠AP｢トーワ｣

テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド

その他の降圧剤

後 テルビナフィン錠125mg｢タナベ｣

テルビナフィン塩酸塩

その他の化学療法剤

後 テルミサルタン錠40mg｢FFP｣

テルミサルタン

その他の降圧剤

後 トアラセット配合錠｢ケミファ｣

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

その他の解熱鎮痛消炎剤

デュファストン錠5mg

ドルテグラビルナトリウム・ラミブジン

抗ウイルス剤

後 ドキサゾシン錠2mg｢テバ｣

ドウベイト配合錠

ドキサゾシンメシル酸塩

その他の降圧剤

後 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg｢トーワ｣

トコフェロールニコチン酸エステル

その他の循環器官用剤

後 ドパコール配合錠L50

レボドパ・カルビドパ水和物

その他の抗パーキンソン薬

トピナ細粒10%

トピラマート

その他の抗てんかん剤

トピナ錠50mg

トピラマート

その他の抗てんかん剤

トフィソパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

トラクリア錠62.5mg

ボセンタン水和物

その他の循環器官用剤

トラゼンタ錠5mg

リナグリプチン

その他の糖尿病用剤

トラゾドン塩酸塩

その他の精神神経用剤

トラディアンス配合錠AP

エンパグリフロジン・リナグリプチン

その他の糖尿病用剤

トラベルミン配合錠

ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン

その他の鎮うん剤

トラマールOD錠25mg

トラマドール塩酸塩

その他の解熱鎮痛消炎剤

トランサミン錠250mg

後 トフィソパム錠50mg｢日医工｣

後 トラゾドン塩酸塩錠25mg｢アメル｣

トラネキサム酸

抗プラスミン剤

後 トランドラプリル錠1mg｢オーハラ｣

トランドラプリル

アンジオテンシン変換酵素阻害型降圧剤

後 トリアゾラム錠0.125mg｢EMEC｣

トリアゾラム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

トリクロホスナトリウム

その他の催眠鎮静剤、抗不安薬

トリクロルメチアジド

チアジド系利尿剤

トリプタノール錠10

アミトリプチリン塩酸塩

その他の精神神経用剤

トリプタノール錠25

アミトリプチリン塩酸塩

その他の精神神経用剤

トリメブチンマレイン酸塩

その他の消化器官用薬

トリンテリックス錠10mg

ボルチオキセチン臭化水素酸塩

その他の精神神経用剤

ドルナー錠20μg

ベラプロストナトリウム

その他の血液用剤、体液用剤

トレーランG液50g

デンプン部分加水分解物

その他の診断用薬

トレーランG液75g

デンプン部分加水分解物

その他の診断用薬

トレミフェンクエン酸塩

抗悪性腫瘍用剤

ゾニサミド

その他の抗パーキンソン薬

トリクロリールシロップ10%
後 トリクロルメチアジド錠1mg｢NP｣

後 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg｢サワイ｣

後 トレミフェン錠40mg｢サワイ｣
トレリーフOD錠25mg
後 ドロキシドパカプセル100mg｢日医工｣

ドロキシドパ

その他の抗パーキンソン薬

ナイキサン錠100mg

ナプロキセン

その他の解熱鎮痛消炎剤

ナウゼリンOD錠10

ドンペリドン

その他の消化器官用薬
2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

ナゼアOD錠0.1mg

ラモセトロン塩酸塩

鎮吐剤

ナトリックス錠1

インダパミド

その他の降圧剤

ナフトピジル

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

ナルサス錠2mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

その他のあへんアルカロイド系麻薬

ナルサス錠6mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

その他のあへんアルカロイド系麻薬

ナルラピド錠1mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

その他のあへんアルカロイド系麻薬

ナルラピド錠2mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

その他のあへんアルカロイド系麻薬

ニコチン酸アミド散10%｢ゾンネ｣

後 ナフトピジルOD錠25mg｢EE｣

ニコチン酸アミド

ニコチン酸系

後 ニコランジル錠5mg｢トーワ｣

ニコランジル

冠状血管拡張剤

後 ニセルゴリン錠5mg｢NP｣

ニセルゴリン

その他の循環器官用剤

後 ニトロペン舌下錠0.3mg

ニトログリセリン

冠状血管拡張剤

後 ニフェジピンCR錠20mg｢トーワ｣

ニフェジピン

冠状血管拡張剤

後 ニフェジピンL錠10mg｢トーワ｣

ニフェジピン

冠状血管拡張剤

ニューレプチル錠10mg

プロペリシアジン

フェノチアジン系精神安定剤

ニューロタン錠25mg

ロサルタンカリウム

その他の降圧剤

ニンラーロカプセル2.3mg

イキサゾミブクエン酸エステル

抗悪性腫瘍用剤

ニンラーロカプセル3mg

イキサゾミブクエン酸エステル

抗悪性腫瘍用剤

ニンラーロカプセル4mg

イキサゾミブクエン酸エステル

抗悪性腫瘍用剤

ネイリンカプセル100mg

ホスラブコナゾール Ｌ－リシンエタノール付加物

その他の化学療法剤

ネオーラル10mgカプセル

シクロスポリン

その他の代謝性医薬品

ネオーラル25mgカプセル

シクロスポリン

その他の代謝性医薬品

ネオーラル50mgカプセル

シクロスポリン

その他の代謝性医薬品

ネオフィリン錠100mg

アミノフィリン水和物

カフェイン系強心剤

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

その他の消化性潰瘍用剤

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

その他の消化性潰瘍用剤

ネクサバール錠200mg

ソラフェニブトシル酸塩

抗悪性腫瘍用剤

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

その他の解熱鎮痛消炎剤

ノウリアスト錠20mg

イストラデフィリン

その他の抗パーキンソン薬

ノクサフィル錠100mg

ポサコナゾール

その他の抗カビ用抗生物質

ノバミン錠5mg

プロクロルペラジンマレイン酸塩

フェノチアジン系精神安定剤

ノベルジン錠50mg

酢酸亜鉛水和物

その他の解毒剤

ノリトレン錠25mg

ノルトリプチリン塩酸塩

その他の精神神経用剤

ハーフジゴキシンKY錠0.125

ジゴキシン

ジギタリス系強心剤

ハーボニー配合錠

レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル

抗ウイルス剤

後 バイアスピリン錠100mg

アスピリン

その他の血液用剤、体液用剤

ハイシー顆粒25%

アスコルビン酸

ビタミンC剤

ハイゼット錠25mg

ガンマオリザノール

その他の個々の器官系用医薬品
2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

ハイドレアカプセル500mg

ヒドロキシカルバミド

その他の代謝拮抗剤

ハイヤスタ錠10mg

ツシジノスタット

抗悪性腫瘍用剤

バクタ配合錠

スルファメトキサゾール・トリメトプリム

その他の化学療法剤

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

その他の化学療法剤

ハチミツ

ハチミツ

その他の矯味、矯臭、着色剤

ハッカ水｢ケンエー｣

ハッカ水

その他の矯味、矯臭、着色剤

バフセオ錠150mg

バダデュスタット

その他の代謝性医薬品

バフセオ錠300mg

バダデュスタット

その他の代謝性医薬品

バラクルード錠0.5mg

エンテカビル水和物

抗ウイルス剤

後 バラシクロビル錠500mg｢SPKK｣

バラシクロビル塩酸塩

抗ウイルス剤

後 バラシクロビル顆粒50%｢アスペン｣

バラシクロビル塩酸塩

抗ウイルス剤

パラミヂンカプセル300mg

ブコローム

その他の解熱鎮痛消炎剤

バランス散10%

クロルジアゼポキシド

ベンゾジアゼピン系催眠剤

パリエット錠10mg

ラベプラゾールナトリウム

その他の消化性潰瘍用剤

バリキサ錠450mg

バルガンシクロビル塩酸塩

抗ウイルス剤

後 バルサルタンOD錠40mg｢トーワ｣

バルサルタン

その他の降圧剤

後 バルサルタンOD錠80mg｢トーワ｣

バルサルタン

その他の降圧剤

パルタンM錠0.125mg

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

バッカク系子宮収縮薬

バルネチール錠200

スルトプリド塩酸塩

その他の精神神経用剤

後 バルヒディオ配合錠EX｢サワイ｣

バルサルタン・ヒドロクロロチアジド

その他の降圧剤

後 バルプロ酸Naシロップ5%｢フジナガ｣

バルプロ酸ナトリウム

その他の抗てんかん剤

後 バルプロ酸ナトリウム細粒40%｢EMEC｣

バルプロ酸ナトリウム

その他の抗てんかん剤

後 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg｢トーワ｣

バルプロ酸ナトリウム

その他の抗てんかん剤

パルモディア錠0.1mg

ペマフィブラート

フィブラート系高脂血症用剤

バレイショデンプン

バレイショデンプン

賦形剤（デンプン類）

後 パロキセチン錠10mg｢NP｣

パロキセチン塩酸塩水和物

その他の精神神経用剤

後 ハロペリドール細粒1%｢ヨシトミ｣

ハロペリドール

その他の精神神経用剤

後 ハロペリドール錠0.75mg｢ヨシトミ｣

ハロペリドール

その他の精神神経用剤

後 ハロペリドール錠3mg｢ヨシトミ｣

ハロペリドール

その他の精神神経用剤

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

バンコマイシン系抗生物質製剤

パントシン散20%

パンテチン

パントテン酸系

ビ・シフロール錠0.125mg

プラミペキソール塩酸塩水和物

その他の抗パーキンソン薬

ビ・シフロール錠0.5mg

プラミペキソール塩酸塩水和物

その他の抗パーキンソン薬

非ピリン系感冒剤

総合感冒剤

スクロオキシ水酸化鉄

その他の循環器官用剤

ピオグリタゾン塩酸塩

その他の糖尿病用剤

酪酸菌

活性生菌製剤整腸剤

後 ピーエイ配合錠
ピートル顆粒分包250mg
後 ピオグリタゾンOD錠15mg｢DSEP｣
ビオスリー配合散

2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

ビオチン散0.2%｢フソー｣

ビオチン

その他のビタミン剤

後 ビオフェルミンR散

耐性乳酸菌

活性生菌製剤整腸剤

後 ビカルタミド錠80mg｢サンド｣

ビカルタミド

抗悪性腫瘍用剤

ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラ
フェナミドフマル酸塩

抗ウイルス剤

後 ピコスルファートNa内用液0.75%｢トーワ｣

ピコスルファートナトリウム水和物

その他の下剤、浣腸剤

後 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg｢ツルハラ｣

ビクタルビ配合錠

ピコスルファートナトリウム水和物

その他の下剤、浣腸剤

ヒスロンH錠200mg

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

合成黄体ホルモン剤

ビタメジン配合カプセルB25

ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

その他の混合ビタミン剤

ヒダントールF配合錠

フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

その他の抗てんかん剤

ビバンセカプセル20mg

リスデキサンフェタミンメシル酸塩

その他の精神神経用剤

ビバンセカプセル30mg

リスデキサンフェタミンメシル酸塩

その他の精神神経用剤

ビビアント錠20mg

バゼドキシフェン酢酸塩

その他の代謝性医薬品

ビブラマイシン錠100mg

ドキシサイクリン塩酸塩水和物

テトラサイクリン系抗生物質製剤

ビブラマイシン錠50mg

ドキシサイクリン塩酸塩水和物

テトラサイクリン系抗生物質製剤

後 ビペリデン塩酸塩細粒1%｢アメル｣

ビペリデン塩酸塩

ビペリデン系抗パーキンソン薬

後 ビペリデン塩酸塩錠1mg｢アメル｣

ビペリデン塩酸塩

ビペリデン系抗パーキンソン薬

ビムパットドライシロップ10%

ラコサミド

その他の抗てんかん剤

ビムパット錠100mg

ラコサミド

その他の抗てんかん剤

ビムパット錠50mg

ラコサミド

その他の抗てんかん剤

ピメノールカプセル50mg

ピルメノール塩酸塩水和物

その他の抗不整脈薬

ピモベンダン

その他の強心剤

ビラフトビカプセル50mg

エンコラフェニブ

抗悪性腫瘍用剤

ビラフトビカプセル75mg

エンコラフェニブ

抗悪性腫瘍用剤

ピラマイド原末

後 ピモベンダン錠1.25mg｢TE｣

ピラジナミド

ピラジナミド系抗結核剤

後 ピリドキサール錠10mg｢イセイ｣

ピリドキサールリン酸エステル水和物

ビタミンB6系

後 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg｢タナベ｣

ピルシカイニド塩酸塩水和物

その他の抗不整脈薬

ピレスパ錠200mg

ピルフェニドン

その他の代謝性医薬品

ピレチア錠（25mg）

プロメタジン塩酸塩

フェノチアジン系抗ヒスタミン剤

ビンダケルカプセル20mg

タファミジスメグルミン

その他の抹消神経系用薬

ファンギゾンシロップ100mg/mL

アムホテリシンＢ

アムホテリシンB系抗生物質製剤

フィコンパ細粒1%

ペランパネル水和物

その他の抗てんかん剤

フィコンパ錠2mg

ペランパネル水和物

その他の抗てんかん剤

フィコンパ錠4mg

ペランパネル水和物

その他の抗てんかん剤

後 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

その他のアレルギー用薬

後 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg｢NP｣

フェキソフェナジン塩酸塩

その他のアレルギー用薬

フェノバルビタール

バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系催眠剤

フェノバール散10%

2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

フェノバール錠30mg

フェノバルビタール

バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系催眠剤

後 フェノフィブラート錠53.3mg｢武田テバ｣

フェノフィブラート

フィブラート系高脂血症用剤

フェブリク錠20mg

フェブキソスタット

その他の痛風治療剤

フェロ・グラデュメット錠105mg

硫酸鉄水和物

鉄化合物

フェロベリン配合錠

ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス

その他の止寫剤、整腸剤

フェロミア顆粒8.3%

クエン酸第一鉄ナトリウム

鉄化合物

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

その他の糖尿病用剤

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

その他の糖尿病用剤

フォリアミン錠

葉酸

葉酸系

フスコデ配合シロップ

鎮咳配合剤

その他の鎮咳剤

ブスコパン錠10mg

ブチルスコポラミン臭化物

アトロピン系鎮痙剤

ブドウ糖＊（扶桑）

ブドウ糖

ブドウ糖製剤

プラケニル錠200mg

ヒドロキシクロロキン硫酸塩

その他の代謝性医薬品

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

その他の血液凝固阻止剤

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

その他の血液凝固阻止剤

フラジール内服錠250mg

メトロニダゾール

その他の抗原虫剤

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

卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤

後 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

その他の高脂血症用剤

後 プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI｢オーハラ｣

プラミペキソール塩酸塩水和物

その他の抗パーキンソン薬

後 プランルカストDS10%｢タカタ｣

プランルカスト水和物

その他のアレルギー用薬

後 プランルカストカプセル112.5mg｢日医工｣

プランルカスト水和物

その他のアレルギー用薬

後 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

卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤

後 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

卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤

プリモボラン錠5mg

メテノロン酢酸エステル

その他のたん白同化ステロイド剤

ブリリンタ錠60mg

チカグレロル

その他の血液用剤、体液用剤

フルコナゾール

その他の化学療法剤

後 フルコナゾールカプセル100mg｢サワイ｣

ファレカルシトリオール

合成ビタミンD製剤

後 フルタミド錠125mg｢ファイザー｣

フルスタン錠0.3

フルタミド

抗悪性腫瘍用剤

後 フルニトラゼパム錠1mg｢アメル｣

フルニトラゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

後 フルニトラゼパム錠2mg｢アメル｣

フルニトラゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

ブルフェン錠100

イブプロフェン

その他の解熱鎮痛消炎剤

ブルフェン錠200

イブプロフェン

その他の解熱鎮痛消炎剤

ブルフェン顆粒20%

イブプロフェン

その他の解熱鎮痛消炎剤

後 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg｢EMEC｣

フルボキサミンマレイン酸塩

その他の精神神経用剤

後 プレガバリンOD錠25mg｢ファイザー｣

プレガバリン

その他の中枢神経系用薬

後 プレガバリンOD錠75mg｢ファイザー｣

プレガバリン

その他の中枢神経系用薬

ミゾリビン

その他の代謝性医薬品

ブレディニンOD錠25
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薬品名

一般名

薬効分類

プレドニゾロン錠1mg（旭化成）

プレドニゾロン

プレドニゾロン系副腎ホルモン剤

プレドニン錠5mg

プレドニゾロン

プレドニゾロン系副腎ホルモン剤

プレバイミス錠240mg

レテルモビル

抗ウイルス剤

プレマリン錠0.625mg

結合型エストロゲン

その他の卵胞及び黄体ホルモン剤

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

その他の降圧剤

プロ・バンサイン錠15mg

プロパンテリン臭化物

四級アンモニュウム塩系副交感神経作用薬

プログラフカプセル0.5mg

タクロリムス水和物

その他の代謝性医薬品

プログラフカプセル1mg

タクロリムス水和物

その他の代謝性医薬品

プログラフ顆粒0.2mg

タクロリムス水和物

その他の代謝性医薬品

プロスタグランジンE2錠0.5mg｢科研｣

ジノプロストン

その他のホルモン剤

後 フロセミド細粒4%｢EMEC｣

フロセミド

その他の利尿剤

後 フロセミド錠20mg｢NP｣

フロセミド

その他の利尿剤

後 フロセミド錠40mg｢NP｣

フロセミド

その他の利尿剤

ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩

その他の強心剤

ブロチゾラム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

ラフチジン

H2遮断型消化性潰瘍用剤

ブロナンセリン

その他の精神神経用剤

プロタノールS錠15mg
後 ブロチゾラム錠0.25mg｢ヨシトミ｣
プロテカジンOD錠10
後 ブロナンセリン錠4mg｢DSPB｣

プロパフェノン塩酸塩

その他の抗不整脈薬

後 プロピベリン塩酸塩錠10mg｢タナベ｣

プロノン錠150mg

プロピベリン塩酸塩

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

後 プロブコール錠250mg｢日医工｣

プロブコール

その他の高脂血症用剤

後 プロプラノロール塩酸塩錠10mg｢日医工｣

プロプラノロール塩酸塩

β遮断型抗不整脈薬

後 ブロマゼパム錠2mg｢サンド｣

ブロマゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

後 ブロマゼパム錠5mg｢サンド｣

ブロマゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

後 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg｢日医工｣

ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン系去たん剤

後 ブロムペリドール錠3mg｢アメル｣

ブロムペリドール

その他の精神神経用剤

フロリードゲル経口用2%

ミコナゾール

その他の化学療法剤

フロリネフ錠0.1mg

フルドロコルチゾン酢酸エステル

コルチゾン系副腎ホルモン剤

ベージニオ錠100mg

アベマシクリブ

抗悪性腫瘍用剤

ベージニオ錠150mg

アベマシクリブ

抗悪性腫瘍用剤

ベージニオ錠50mg

アベマシクリブ

抗悪性腫瘍用剤

ベオーバ錠50mg

ビベグロン

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

ベサノイドカプセル10mg

トレチノイン

抗悪性腫瘍用剤

ベザフィブラート

フィブラート系高脂血症用剤

ベシケアOD錠5mg

コハク酸ソリフェナシン

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

ベタニス錠25mg

後 ベザフィブラートSR錠200mg｢サワイ｣

ミラベグロン

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

後 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg｢日医工｣

ベタヒスチンメシル酸塩

その他の鎮うん剤

後 ベタメタゾン錠0.5mg｢サワイ｣

ベタメタゾン

フッ素付加副腎皮質ホルモン剤
2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

ベニジピン塩酸塩

冠状血管拡張剤

ベネクレクスタ錠100mg

ベネトクラクス

抗悪性腫瘍用剤

ベネクレクスタ錠10mg

ベネトクラクス

抗悪性腫瘍用剤

ベネクレクスタ錠50mg

ベネトクラクス

抗悪性腫瘍用剤

ベプリコール錠50mg

ベプリジル塩酸塩水和物

その他の抗不整脈薬

ヘマンジオルシロップ小児用0.375%

プロプラノロール塩酸塩

その他の個々の器官系用医薬品

ベムリディ錠25mg

テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

抗ウイルス剤

後 ベラパミル塩酸塩錠40mg｢タイヨー｣

ベラパミル塩酸塩

冠状血管拡張剤

後 ベラプロストNa錠20μg｢サワイ｣

ベラプロストナトリウム

その他の血液用剤、体液用剤

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

その他の抗ヒスタミン剤

ベリキューボ錠10mg

ベルイシグアト

その他の循環器官用剤

ベリキューボ錠2.5mg

ベルイシグアト

その他の循環器官用剤

ベリチーム配合顆粒

膵臓性消化酵素配合剤

その他の健胃消化剤

ペリンドプリルエルブミン

アンジオテンシン変換酵素阻害型降圧剤

ベルソムラ錠15mg

スボレキサント

その他の中枢神経系用薬

ベルソムラ錠20mg

スボレキサント

その他の中枢神経系用薬

ヘルベッサーRカプセル100mg

ジルチアゼム塩酸塩

冠状血管拡張剤

ヘルベッサー錠30

ジルチアゼム塩酸塩

冠状血管拡張剤

ベレキシブル錠80mg

チラブルチニブ塩酸塩

抗悪性腫瘍用剤

ベンザリン細粒1%

ニトラゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

ベンザリン錠5

ニトラゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

ベンズブロマロン

その他の痛風治療剤

メサラジン

その他の消化器官用薬

ボグリボース

その他の糖尿病用剤

ボスチニブ水和物

抗悪性腫瘍用剤

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製剤

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製剤

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

その他の無機質製剤

ボノサップパック400

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 その他の抗生物質製剤
ン

ボノピオンパック

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 その他の抗生物質製剤

ポマリストカプセル1mg

ポマリドミド

抗悪性腫瘍用剤

ポマリストカプセル2mg

ポマリドミド

抗悪性腫瘍用剤

ポマリストカプセル3mg

ポマリドミド

抗悪性腫瘍用剤

ポマリストカプセル4mg

ポマリドミド

抗悪性腫瘍用剤

後 ポラプレジンクOD錠75mg｢サワイ｣

ポラプレジンク

その他の消化性潰瘍用剤

後 ボリコナゾール錠200mg｢DSEP｣

ボリコナゾール

その他の抗カビ用抗生物質

後 ベニジピン塩酸塩錠4mg｢サワイ｣

後 ペリンドプリル錠2mg｢日医工｣

後 ベンズブロマロン錠50mg｢NM｣
ペンタサ顆粒94%
後 ボグリボースOD錠0.2mg｢トーワ｣
ボシュリフ錠100mg
後 ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%｢日医工｣

2022年6月16日
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一般名

薬効分類

後 ボリコナゾール錠50mg｢DSEP｣

薬品名

ボリコナゾール

その他の抗カビ用抗生物質

後 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

その他の循環器官用剤

後 ポリスチレンスルホン酸Na｢フソー｣原末

ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

その他の循環器官用剤

ポルトラック原末

ラクチトール水和物

その他の代謝性医薬品

ボンゾール錠100mg

ダナゾール

その他のホルモン剤

ポンタールシロップ3.25%

メフェナム酸

アニリン系解熱鎮痛消炎剤

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

その他の消化性潰瘍用剤

マイスタン細粒1%

クロバザム

その他の抗てんかん剤

マイスタン錠10mg

クロバザム

その他の抗てんかん剤

マイスタン錠5mg

クロバザム

その他の抗てんかん剤

マヴィレット配合錠

グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

抗ウイルス剤

マグコロール散68%分包50g

クエン酸マグネシウム

X線造影補助剤

マクサルトRPD錠10mg

リザトリプタン安息香酸塩

血管収縮剤

水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム

その他の制酸剤

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

その他の抗パーキンソン薬

後 マプロチリン塩酸塩錠10mg｢タカタ｣

マプロチリン塩酸塩

その他の精神神経用剤

後 マプロチリン塩酸塩錠25mg｢タカタ｣

マプロチリン塩酸塩

その他の精神神経用剤

ミオカーム内服液33.3%

ピラセタム

その他の中枢神経系用薬

ミオナール顆粒10%

エペリゾン塩酸塩

その他の鎮痙剤

ミグシス錠5mg

ロメリジン塩酸塩

その他の循環器官用剤

ミコブティンカプセル150mg

リファブチン

その他の抗抗酸菌用抗生物質製剤

ミチグリニドカルシウム水和物

その他の糖尿病用剤

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU

ダニアレルゲンエキス

その他のアレルギー用薬

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU

ダニアレルゲンエキス

その他のアレルギー用薬

ミドドリン塩酸塩

血管収縮剤

ミニリンメルトOD錠60μg

デスモプレシン酢酸塩水和物

その他の脳下垂体ホルモン

ミネブロ錠2.5mg

後 マックメット懸濁用配合DS
マドパー配合錠

後 ミチグリニドCa・OD錠10mg｢フソー｣

後 ミドドリン塩酸塩錠2mg｢サワイ｣

エサキセレノン

その他の降圧剤

後 ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg｢日医工｣

ミノサイクリン塩酸塩

テトラサイクリン系抗生物質製剤

後 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

テトラサイクリン系抗生物質製剤

ミノマイシン顆粒2%

ミノサイクリン塩酸塩

テトラサイクリン系抗生物質製剤

ミヤBM細粒

酪酸菌

活性生菌製剤整腸剤

ミヤBM錠

酪酸菌

活性生菌製剤整腸剤

後 ミルタザピン錠15mg｢明治｣

ミルタザピン

その他の精神神経用剤

後 ミルナシプラン塩酸塩錠25mg｢日医工｣

ミルナシプラン塩酸塩

その他の精神神経用剤

ミルラクト細粒50%

β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウム）

その他の健胃消化剤

ミンクリア内用散布液0.8%

ｌ－メントール

その他の治療用外医薬品

ムンデシンカプセル100mg

フォロデシン塩酸塩

抗悪性腫瘍用剤
2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

メインテート錠0.625mg

ビソプロロールフマル酸塩

β遮断型抗不整脈薬

メインテート錠2.5mg

ビソプロロールフマル酸塩

β遮断型抗不整脈薬

後 メキシレチン塩酸塩錠100mg｢KCC｣

メキシレチン塩酸塩

その他の抗不整脈薬

後 メキシレチン塩酸塩錠50mg｢KCC｣

メキシレチン塩酸塩

その他の抗不整脈薬

メキニスト錠0.5mg

トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

抗悪性腫瘍用剤

メキニスト錠2mg

トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

抗悪性腫瘍用剤

メクトビ錠15mg

ビニメチニブ

抗悪性腫瘍用剤

メスチノン錠60mg

ピリドスチグミン臭化物

その他の自律神経系剤

メソトレキセート錠2.5mg

メトトレキサート

メトトレキサート系抗腫瘍剤

後 メチコバール細粒0.1%

メコバラミン

ビタミンB12剤

後 メチコバール錠500μg

メコバラミン

ビタミンB12剤

メチルジゴキシン

ジギタリス系強心剤

メチルジゴキシン

ジギタリス系強心剤

メトホルミン塩酸塩

ビグアナイド系糖尿病用剤

後 メトクロプラミド錠5mg｢テバ｣

メトクロプラミド

その他の消化器官用薬

後 メトトレキサート錠2mg｢あゆみ｣

メトトレキサート

その他の代謝性医薬品

後 メトプロロール酒石酸塩錠20mg｢サワイ｣

メトプロロール酒石酸塩

その他の降圧剤

メチルジゴキシン錠0.05mg｢NIG｣
後 メチルジゴキシン錠0.1mg｢NIG｣
メトグルコ錠250mg

メチルプレドニゾロン

プレドニゾロン系副腎ホルモン剤

後 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg｢F｣

メドロール錠4mg

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

合成黄体ホルモン剤

後 メナテトレノンカプセル15mg｢トーワ｣

メナテトレノン

ビタミンK剤

レボドパ・カルビドパ水和物

その他の抗パーキンソン薬

後 メマンチン塩酸塩OD錠20mg｢DSEP｣

メネシット配合錠100

メマンチン塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

後 メマンチン塩酸塩OD錠20mg｢オーハラ｣

メマンチン塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

後 メマンチン塩酸塩OD錠5mg｢DSEP｣

メマンチン塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

後 メマンチン塩酸塩OD錠5mg｢オーハラ｣

メマンチン塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

メラトベル顆粒小児用0.2%

メラトニン

その他の中枢神経系用薬

メリスロン錠6mg

ベタヒスチンメシル酸塩

その他の鎮うん剤

メルカゾール錠5mg

チアマゾール

抗甲状腺ホルモン剤

メレックス錠0.5mg

メキサゾラム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

後 メロキシカム錠10mg｢タナベ｣

メロキシカム

その他の解熱鎮痛消炎剤

後 モサプリドクエン酸塩散1%｢日医工｣

モサプリドクエン酸塩水和物

その他の消化器官用薬

後 モサプリドクエン酸塩錠5mg｢日医工｣

モサプリドクエン酸塩水和物

その他の消化器官用薬

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 その他の下剤、浣腸剤
カリウム

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

その他の治療用外医薬品

モルヒネ塩酸塩錠10mg｢DSP｣

モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ系麻薬

ヤーズフレックス配合錠

ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤
2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

ユーエフティE配合顆粒T200

テガフール・ウラシル

その他の代謝拮抗剤

ユーエフティ配合カプセルT100

テガフール・ウラシル

その他の代謝拮抗剤

ユーゼル錠25mg

ホリナートカルシウム

その他の解毒剤

ユービット錠100mg

尿素（１３Ｃ）

その他の診断用薬

ユニフィルLA錠200mg

テオフィリン

キサンチン系気管支拡張剤

ユビデカレノン

その他の強心剤

ユベラNカプセル100mg

トコフェロールニコチン酸エステル

その他の循環器官用剤

ユリス錠1mg

ドチヌラド

その他の痛風治療剤

ヨウ化カリウム丸50mg｢日医工｣

ヨウ化カリウム

ヨウ素化合物

ヨウ化ナトリウムカプセル－1号

ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）

放射性医薬品

ヨウ化ナトリウムカプセル－3号

ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）

放射性医薬品

ヨウ化ナトリウムカプセル－5号

ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）

放射性医薬品

ヨードカプセル－123

ヨウ化ナトリウム（１２３Ｉ）

放射性医薬品

ラキソベロン錠2.5mg

ピコスルファートナトリウム水和物

その他の下剤、浣腸剤

後 ラクツロースシロップ65%｢タカタ｣

ラクツロース

その他の代謝性医薬品

後 ラグノスNF経口ゼリー分包12g

後 ユビデカレノン錠10mg｢トーワ｣

ラクツロース

その他の代謝性医薬品

ラコールNF配合経腸用液

経腸成分栄養剤

その他のたん白製剤、アミノ酸製剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤

経腸成分栄養剤

その他のたん白製剤、アミノ酸製剤

ラシックス錠20mg

フロセミド

その他の利尿剤

ラジレス錠150mg

アリスキレンフマル酸塩

その他の降圧剤

ラステットSカプセル25mg

エトポシド

抗腫瘍性植物成分製剤

ラツーダ錠20mg

ルラシドン塩酸塩

その他の精神神経用剤

ラベタロール塩酸塩

その他の降圧剤

ラボナ錠50mg

ペントバルビタールカルシウム

バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系催眠剤

ラミクタール錠100mg

ラモトリギン

その他の抗てんかん剤

ラミクタール錠25mg

ラモトリギン

その他の抗てんかん剤

ラミクタール錠小児用2mg

ラモトリギン

その他の抗てんかん剤

ラミクタール錠小児用5mg

ラモトリギン

その他の抗てんかん剤

後 ラモトリギン錠25mg｢トーワ｣

ラモトリギン

その他の抗てんかん剤

後 ラモトリギン錠小児用2mg｢トーワ｣

ラモトリギン

その他の抗てんかん剤

後 ラモトリギン錠小児用5mg｢トーワ｣

ラモトリギン

その他の抗てんかん剤

セファレキシン

セフェム系抗生物質製剤

ランソプラゾール

その他の消化性潰瘍用剤

ランデル錠20

エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

その他の降圧剤

リアルダ錠1200mg

メサラジン

その他の消化器官用薬

リーバクト配合顆粒

イソロイシン・ロイシン・バリン

混合アミノ酸製剤

リーマス錠200

炭酸リチウム

その他の精神神経用剤

後 ラベタロール塩酸塩錠50mg｢トーワ｣

ラリキシン錠250mg
後 ランソプラゾールOD錠15mg｢トーワ｣

2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

リウマトレックスカプセル2mg

メトトレキサート

その他の代謝性医薬品

リオナ錠250mg

クエン酸第二鉄水和物

その他の循環器官用剤

リオレサール錠10mg

バクロフェン

その他の鎮痙剤

リカルボン錠50mg

ミノドロン酸水和物

その他の代謝性医薬品

リクシアナOD錠15mg

エドキサバントシル酸塩水和物

その他の血液凝固阻止剤

リクシアナOD錠30mg

エドキサバントシル酸塩水和物

その他の血液凝固阻止剤

リクシアナOD錠60mg

エドキサバントシル酸塩水和物

その他の血液凝固阻止剤

リザベンカプセル100mg

トラニラスト

その他のアレルギー用薬

リザベン細粒10%

トラニラスト

その他のアレルギー用薬

リスパダールOD錠1mg

リスペリドン

その他の精神神経用剤

リスパダールOD錠2mg

リスペリドン

その他の精神神経用剤

リスパダール内用液1mg/mL

リスペリドン

その他の精神神経用剤

リスペリドン

その他の精神神経用剤

アメジニウムメチル硫酸塩

その他の循環器官用剤

後 リセドロン酸Na塩錠17.5mg｢タナベ｣

リセドロン酸ナトリウム水和物

その他の代謝性医薬品

後 リトドリン塩酸塩錠5mg｢F｣

後 リスペリドン内用液1mg/mL｢トーワ｣
リズミック錠10mg

リトドリン塩酸塩

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

リパクレオンカプセル150mg

パンクレリパーゼ

消化酵素製剤

リバロOD錠1mg

ピタバスタチンカルシウム

その他の高脂血症用剤

リファンピシン

リファンピシン系抗生物質製剤

リフキシマ錠200mg

リファキシミン

その他の抗生物質製剤

リベルサス錠14mg

セマグルチド（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤

リベルサス錠3mg

セマグルチド（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤

リベルサス錠7mg

セマグルチド（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤

リボトリール細粒0.1%

クロナゼパム

その他の抗てんかん剤

リボトリール錠0.5mg

クロナゼパム

その他の抗てんかん剤

リマチル錠100mg

ブシラミン

刺激療法剤

リマチル錠50mg

ブシラミン

刺激療法剤

リマプロスト アルファデクス

その他の血液用剤、体液用剤

リムパーザ錠100mg

オラパリブ

抗悪性腫瘍用剤

リムパーザ錠150mg

オラパリブ

抗悪性腫瘍用剤

リルゾール

その他の中枢神経系用薬

リンヴォック錠7.5mg

ウパダシチニブ水和物

その他の代謝性医薬品

リンゼス錠0.25mg

リナクロチド

その他の消化器官用薬

ルーラン錠8mg

ペロスピロン塩酸塩水和物

その他の精神神経用剤

ルパフィン錠10mg

ルパタジンフマル酸塩

その他のアレルギー用薬

レキサルティ錠1mg

ブレクスピプラゾール

その他の精神神経用剤

レキップ錠1mg

ロピニロール塩酸塩

その他の抗パーキンソン薬

後 リファンピシンカプセル150mg｢サンド｣

後 リマプロストアルファデクス錠5μg｢日医工｣

後 リルゾール錠50mg｢タナベ｣

2022年6月16日
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薬効分類

レクサプロ錠10mg

エスシタロプラムシュウ酸塩

その他の精神神経用剤

レグナイト錠300mg

ガバペンチン エナカルビル

その他の中枢神経系用薬

レグパラ錠12.5mg

シナカルセト塩酸塩

その他の代謝性医薬品

レグパラ錠25mg

シナカルセト塩酸塩

その他の代謝性医薬品

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

その他の降圧剤

レスタミンコーワ錠10mg

ジフェンヒドラミン塩酸塩

ジフェンヒドラミン系抗ヒスタミン剤

レトロゾール

抗悪性腫瘍用剤

レナデックス錠4mg

デキサメタゾン

フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

レニベース錠2.5

エナラプリルマレイン酸塩

アンジオテンシン変換酵素阻害型降圧剤

レバチオ錠20mg

シルデナフィルクエン酸塩

その他の循環器官用剤

レバミピド錠100mg｢オーツカ｣

レバミピド

その他の消化性潰瘍用剤

レブラミドカプセル5mg

レナリドミド水和物

抗悪性腫瘍用剤

レベトールカプセル200mg

リバビリン

抗ウイルス剤

レボセチリジン塩酸塩

その他のアレルギー用薬

レボメプロマジンマレイン酸塩

フェノチアジン系精神安定剤

後 レボフロキサシン細粒10%｢DSEP｣

レボフロキサシン水和物

ピリドンカルボン酸系合成抗菌剤

後 レボフロキサシン錠250mg｢DSEP｣

レボフロキサシン水和物

ピリドンカルボン酸系合成抗菌剤

レボレード錠12.5mg

エルトロンボパグ オラミン

その他の代謝性医薬品

レミッチOD錠2.5μg

ナルフラフィン塩酸塩

その他の中枢神経系用薬

レルミナ錠40mg

レルゴリクス

その他のホルモン剤

レンビマカプセル10mg

レンバチニブメシル酸塩

抗悪性腫瘍用剤

レンビマカプセル4mg

レンバチニブメシル酸塩

抗悪性腫瘍用剤

ロイケリン散10%

メルカプトプリン水和物

メルカプトプリン系抗腫瘍剤

ロイコボリン錠5mg

ホリナートカルシウム

その他の解毒剤

ロイコン錠10mg

アデニン

アデニン系細胞賦活用薬

ロートエキス散〈ハチ〉

ロートエキス

その他の鎮痙剤

ロキソニン細粒10%

後 レトロゾール錠2.5mg｢NK｣

後 レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%｢アメル｣
レボトミン錠25mg

ロキソプロフェンナトリウム水和物

その他の解熱鎮痛消炎剤

後 ロキソプロフェンナトリウム細粒10%｢CH｣

ロキソプロフェンナトリウム水和物

その他の解熱鎮痛消炎剤

後 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

その他の解熱鎮痛消炎剤

ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

その他の循環器官用剤

ロサルタンカリウム

その他の降圧剤

エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム

その他の高脂血症用剤

ロスバスタチンカルシウム

その他の高脂血症用剤

ロゼレム錠8mg

ラメルテオン

その他の中枢神経系用薬

ロドピン錠50mg

ゾテピン

その他の精神神経用剤

ロトリガ粒状カプセル2g

オメガ－３脂肪酸エチル

その他の高脂血症用剤

ロバキシン顆粒90%

メトカルバモール

カルバメート系骨格筋弛緩剤

ロケルマ懸濁用散分包5g
後 ロサルタンK錠50mg｢DSEP｣
ロスーゼット配合錠HD
後 ロスバスタチンOD錠2.5mg｢DSEP｣

2022年6月16日

26/27 ページ

一般名

薬効分類

後 ロピニロール徐放錠2mg｢共創未来｣

薬品名

ロピニロール塩酸塩

その他の抗パーキンソン薬

後 ロフラゼプ酸エチル錠1mg｢サワイ｣

ロフラゼプ酸エチル

ベンゾジアゼピン系催眠剤

後 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg｢タイヨー｣

ロペラミド塩酸塩

その他の止寫剤、整腸剤

後 ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%｢タイヨー｣

ロペラミド塩酸塩

その他の止寫剤、整腸剤

後 ロラゼパム錠0.5mg｢サワイ｣

ロラゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

後 ロラゼパム錠1mg｢サワイ｣

ロラゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

ロンサーフ配合錠T15

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩

その他の腫瘍用薬

ロンサーフ配合錠T20

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩

その他の腫瘍用薬

ワーファリン錠1mg

ワルファリンカリウム

ジクマロール系血液凝固阻止剤

ワーファリン錠5mg

ワルファリンカリウム

ジクマロール系血液凝固阻止剤

ワイテンス錠2mg

グアナベンズ酢酸塩

その他の降圧剤

アモキシシリン水和物

ペニシリン系抗生物質製剤

ワルファリンK錠0.5mg｢NP｣

ワルファリンカリウム

ジクマロール系血液凝固阻止剤

ワントラム錠100mg

トラマドール塩酸塩

その他の解熱鎮痛消炎剤

一硝酸イソソルビド

冠状血管拡張剤

塩化カリウム

その他の無機質製剤

塩化カリウム

その他の無機質製剤

後 ワイドシリン細粒20%

後 一硝酸イソソルビド錠20mg｢サワイ｣
塩化カリウム
後 塩化カリウム徐放錠600mg｢St｣

プロカルバジン塩酸塩

抗悪性腫瘍用剤

後 酸化マグネシウム細粒83%｢ヨシダ｣

塩酸プロカルバジンカプセル50mg｢TYP｣

酸化マグネシウム

無機塩類系制酸剤

後 酸化マグネシウム錠250mg｢ヨシダ｣

酸化マグネシウム

無機塩類系制酸剤

後 酸化マグネシウム錠330mg｢ヨシダ｣

酸化マグネシウム

無機塩類系制酸剤

単シロップ

調剤用シロップ製剤

後 炭酸ランタンOD錠250mg｢フソー｣

炭酸ランタン水和物

その他の循環器官用剤

炭酸水素ナトリウム｢ニッコー｣

炭酸水素ナトリウム

無機塩類系制酸剤

沈降炭酸カルシウム＊（山善）

沈降炭酸カルシウム

無機塩類系制酸剤

後 沈降炭酸カルシウム錠500mg｢三和｣

沈降炭酸カルシウム

その他の循環器官用剤

乳酸カルシウム｢ケンエー｣

乳酸カルシウム水和物

乳酸カルシウム製剤

乳糖水和物｢ヨシダ｣

乳糖水和物

賦形剤（乳糖類）

薬用炭｢日医工｣

薬用炭

その他の止寫剤、整腸剤

膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg

ベンチロミド

その他の機能検査用試薬

単シロップ
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