
後発品 試用 ハイリスク 薬品名 一般名 薬効

ｌ－メントール「ホエイ」 ｌ－メントール 矯味・矯臭剤

☆ アイセントレス錠４００ｍｇ ラルテグラビルカリウム ＨＩＶインテグラーゼ阻害剤

〇 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 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

〇 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 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

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

アスピリン「ケンエー」 アスピリン 解熱鎮痛消炎剤

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 アセトアミノフェン中毒解毒剤

〇 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 アゼルニジピン 持続性Ｃａ拮抗剤

〇 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 アゾセミド 持続型ループ利尿剤

〇 ☆ アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」 アテノロール 心臓選択性β遮断剤

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

〇 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 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

〇 ☆ アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 アナストロゾール 閉経後乳癌治療剤

〇 ☆
アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

アプリンジン塩酸塩 不整脈治療剤

〇 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

〇 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

〇 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 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

〇 ☆
アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「Ｔ
Ｅ」

アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤

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

〇 アミノバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン 分岐鎖アミノ酸製剤

アミノレバンＥＮ配合散（フルーツ） 肝不全用成分栄養剤 肝不全用栄養剤

〇 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サンド」 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

〇 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 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

〇
アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

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

〇
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

試 アラグリオ顆粒剤分包１．５ｇ アミノレブリン酸塩酸塩 光線力学診断用剤

〇
アルファカルシドールカプセル０．２５μ
ｇ「サワイ」

アルファカルシドール 活性型ビタミンＤ３製剤

〇
アルファカルシドールカプセル１μｇ「サ
ワイ」

アルファカルシドール 活性型ビタミンＤ３製剤

〇 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

〇 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤

〇 ☆
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

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

☆ イグザレルト錠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

☆ イーケプラ錠２５０ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん剤

〇
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００
ｍｇ「日医工」

イコサペント酸エチル ＥＰＡ製剤

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

イスコチン錠１００ｍｇ イソニアジド 結核化学療法剤

〇 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

〇
一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「タイ
ヨー」

一硝酸イソソルビド 狭心症治療用ＩＳＭＮ製剤

〇 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 抗真菌剤

〇
イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「あ
すか」

イフェンプロジル酒石酸塩 鎮暈剤

〇
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

☆ イムラン錠５０ｍｇ アザチオプリン 免疫抑制剤

〇
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 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤

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

〇
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

ウルソデオキシコール酸 肝・胆・消化機能改善剤

〇 ☆ エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 エキセメスタン 閉経後乳癌治療剤

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

〇 ☆ 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

〇 ☆ 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

〇 ☆ エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医工」 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

〇 エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 エトドラク 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤

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

〇 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 エピナスチン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤

☆ 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

エブランチルカプセル１５ｍｇ ウラピジル 排尿障害改善・降圧剤

〇 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「テバ」 エペリゾン塩酸塩 筋緊張改善剤

院内内服（名称順）
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試 エベレンゾ錠２０ｍｇ ロキサデュスタット 腎性貧血治療薬

試 エベレンゾ錠５０ｍｇ ロキサデュスタット 腎性貧血治療薬

☆ 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

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ レボカルニチン レボカルニチン製剤

エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤 成分栄養剤

塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム 調剤用薬（食塩）

〇 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 エンテカビル水和物 抗ウイルス化学療法剤

〇 オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」 オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

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

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

〇 オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 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５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 癌疼痛治療用剤

オクソラレン錠１０ｍｇ メトキサレン 尋常性白斑治療剤

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 複合抗生物質

オプソ内服液１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤

オプソ内服液５ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤

〇 ☆ オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 オランザピン 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤

〇 ☆ オランザピン細粒１％「ヨシトミ」 オランザピン 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤

〇 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 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

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

カイトリル錠１ｍｇ グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

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 水溶性消化管造影剤

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

☆ ガバペン錠２００ｍｇ ガバペンチン 抗てんかん剤

〇 カプトプリル錠１２．５「ＳＷ」 カプトプリル レニン・アンジオテンシン系降圧剤

〇
カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日
医工」

カモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤

〇 カリジノゲナーゼ錠５０単位「ＮＰ」 カリジノゲナーゼ 循環系障害改善剤

〇
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３
０ｍｇ「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

〇 ☆ カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン 抗てんかん・躁状態治療剤

〇 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 カルベジロール 慢性心不全治療剤

〇 ☆ カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 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

〇 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 Ｌ－カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化剤

〇 カロナール細粒２０％ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤

〇 カロナール錠５００ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤

〇 ☆ クエチアピン錠２５ｍｇ「三和」 クエチアピンフマル酸塩 抗精神病剤

〇 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

〇 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 アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

☆ 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

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 桂枝茯苓丸エキス 漢方製剤

クラシエ柴苓湯エキス細粒 柴苓湯エキス 漢方製剤

クラシエ十全大補湯エキス細粒 十全大補湯エキス 漢方製剤

クラシエ補中益気湯エキス細粒 補中益気湯エキス 漢方製剤

クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 抑肝散加陳皮半夏エキス 漢方製剤

〇
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「マイラ
ン」

クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質

クリアナール錠２００ｍｇ フドステイン 気道分泌細胞正常化剤

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

〇 ☆ グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 グリメピリド スルホニルウレア系血糖降下剤

グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ グルコン酸カリウム カリウム補給剤

クレメジン速崩錠５００ｍｇ 球形吸着炭 慢性腎不全用剤

〇 ☆ クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 クロチアゼパム 心身安定剤

〇 ☆ 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

☆ ケアラム錠２５ｍｇ イグラチモド 抗リウマチ剤

〇 ケーサプライ錠６００ｍｇ 塩化カリウム 徐放性カリウム剤

コスパノン錠８０ｍｇ フロプロピオン 膵胆道・尿路系鎮痙剤

コタロー芍薬甘草湯エキス細粒 芍薬甘草湯エキス 漢方製剤

コタロー半夏瀉心湯エキス細粒 半夏瀉心湯エキス 漢方製剤

コタロー麻子仁丸料エキス細粒 麻子仁丸エキス 漢方製剤

☆ 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

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

☆ 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
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サムスカ錠７．５ｍｇ トルバプタン Ｖ２－受容体拮抗剤

〇
サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「ＣＨ」

サラゾスルファピリジン 抗リウマチ剤

〇
サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

サルポグレラート塩酸塩 ５－ＨＴ２ブロッカー

〇 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

〇 ジアゼパム錠２「サワイ」 ジアゼパム マイナートランキライザー

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

〇
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg
「トーワ」

ジクロフェナクナトリウム 徐放性鎮痛・抗炎症剤

ジスチグミン臭化物錠５ｍｇ「テバ」 ジスチグミン臭化物 コリンエステラーゼ阻害薬

〇 ☆
ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ジソピラミド 抗不整脈剤

シダトレンスギ花粉舌下液２０００ＪＡＵ
／ｍＬボトル

標準化スギ花粉エキス
スギ花粉症の減感作療法（アレルゲン免疫療法）
薬

シダトレンスギ花粉舌下液２００ＪＡＵ／
ｍＬボトル

標準化スギ花粉エキス
スギ花粉症の減感作療法（アレルゲン免疫療法）
薬

〇 シーピー配合顆粒 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム 複合ビタミン剤

〇 ☆ ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 ジピリダモール 冠循環改善・抗血小板剤

〇 ☆
シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

シベンゾリンコハク酸塩 不整脈治療剤

〇 ジメチコン錠４０ｍｇ「フソー」 ジメチコン 胃腸内ガス駆除剤

☆ 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

〇
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

〇 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

〇 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 シルニジピン 持続性Ｃａ拮抗降圧剤

〇 ☆ シロスタゾール錠１００ｍｇ「マイラン」 シロスタゾール 抗血小板剤

〇 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 シロドシン 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬
膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５００ｍ
ｇ

ベンチロミド 膵機能検査用試薬

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

ストロメクトール錠３ｍｇ イベルメクチン 駆虫剤

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

〇 ☆ スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 スルピリド 抗潰瘍・精神用剤

ゼチーア錠１０ｍｇ エゼチミブ 高脂血症治療剤

セファレキシンカプセル２５０ｍｇ「トー
ワ」

セファレキシン セフェム系抗生物質

セファレキシンドライシロップ小児用５
０％「日医工」

セファレキシン セフェム系抗生物質

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

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ 非ステロイド性消炎・鎮痛剤

☆ ゼローダ錠３００ カペシタビン 抗悪性腫瘍剤

〇 センノシド錠１２ｍｇ「武田テバ」 センノシド 緩下剤

〇 ☆ ゾニサミド散２０％「アメル」 ゾニサミド 抗てんかん剤

〇
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医
工」

ゾルピデム酒石酸塩 入眠剤

〇
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医
工」

ゾルミトリプタン 片頭痛治療剤

☆ 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

〇 ダイメジンスリービー配合カプセル２５ ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 神経・筋機能賦活剤

〇 ☆ タクロリムス錠０．５ｍｇ「あゆみ」 タクロリムス水和物 免疫抑制剤

〇 ☆ タクロリムス錠１ｍｇ「あゆみ」 タクロリムス水和物 免疫抑制剤

タケキャブ錠２０ｍｇ 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

〇
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「トーワ」

タムスロシン塩酸塩 前立腺肥大症排尿障害改善剤

〇 ☆ タモキシフェン錠２０ｍｇ「明治」 タモキシフェンクエン酸塩 抗乳癌剤

試 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

炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 炭酸水素ナトリウム 制酸剤

単シロップ「ケンエー」 単シロップ 矯味剤

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

タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 タンニン酸アルブミン 整腸剤

〇 チアプリド錠２５ｍｇ「日医工」 チアプリド塩酸塩 チアプリド製剤

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

〇 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

ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） 温清飲エキス 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

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 五苓散エキス 漢方製剤

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） 疎経活血湯エキス 漢方製剤

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） 大黄甘草湯エキス 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

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 六君子湯エキス 漢方製剤

☆ ツルバダ配合錠
エムトリシタビン・テノホビル　ジソプロキシル
フマル酸塩

抗ウイルス化学療法剤
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〇 ☆ テオフィリン徐放Ｕ錠200mg「トーワ」 テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤

〇 ☆ 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

☆ デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン 副腎皮質ホルモン剤

☆ デカドロン錠４ｍｇ デキサメタゾン 副腎皮質ホルモン剤

〇
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１
５ｍｇ「ＮＰ」

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 鎮咳剤

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

☆ 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

〇 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＮＰ」 テルビナフィン塩酸塩 アリルアミン系抗真菌剤

〇 テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワイ」 テルミサルタン 胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容体ブロッカー

〇 トアラセット配合錠「日医工」 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

〇 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 ドキサゾシンメシル酸塩 血圧降下剤

〇
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 微小循環系賦活剤

トチモトのシテイ シテイ 生薬

〇 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 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

☆ トラゼンタ錠５ｍｇ リナグリプチン ２型糖尿病治療剤

〇 ☆ 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

〇 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 トラネキサム酸 抗プラスミン剤

トラベルミン配合錠
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリ
ン

鎮暈剤

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

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

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

〇 ドロキシドパカプセル100mg「日医工」 ドロキシドパ ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤

〇 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 ドンペリドン 消化管運動改善剤

ナイキサン錠１００ｍｇ ナプロキセン 鎮痛・抗炎症剤

〇 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「あすか」 ナフトピジル 前立腺肥大症排尿障害改善剤

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

ナルサス錠６ｍｇ 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

〇 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 ニコランジル 狭心症治療剤

〇 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 ニセルゴリン 脳循環・代謝改善剤

〇 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

〇 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」 ニフェジピン 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

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

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＊（山善） 乳糖水和物 賦形剤

乳糖水和物原末「マルイシ」 乳糖水和物 賦形剤

☆ ネオーラル５０ｍｇカプセル シクロスポリン 免疫抑制剤

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

☆ ネクサバール錠２００ｍｇ ソラフェニブトシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

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

〇 ☆ バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン 抗血小板剤

ハッカ油「東海」 ハッカ油 矯味・矯臭剤

☆ ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤

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

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

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

〇 バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 バルサルタン 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー

〇 ☆ バレリンシロップ５％ 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

〇 ☆ パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 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

〇 バロス消泡内用液２％ ジメチコン 胃内有泡性粘液除去剤

バロス発泡顆粒 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 Ｘ線診断二重造影用発泡剤

〇 ☆ 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

〇
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ファイ
ザー」

バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生物質

〇 パンテチン錠シオエ１００ パンテチン パンテチン製剤

〇 ピアーレシロップ６５％ ラクツロース 高アンモニア血症・腸管機能改善剤

〇 ☆ ピオグリタゾンＯＤ錠15mg「杏林」 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－

〇 ビオフェルミンＲ散 耐性乳酸菌製剤 耐性乳酸菌整腸剤

〇 ビオフェルミン錠剤 ビフィズス菌製剤 ビフィズス菌整腸剤

〇 ☆ ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 ビカルタミド 前立腺癌治療剤

〇
ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「ＣＨＯＳ」

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

〇 ☆
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トー
ワ」

ビソプロロールフマル酸塩 選択的β１アンタゴニスト

〇 ☆
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ
「日医工」

ビソプロロールフマル酸塩 選択的β１アンタゴニスト

〇 ピタバスタチンCa･OD錠2mg「明治」 ピタバスタチンカルシウム水和物 ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤
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〇 ビタミンＫ１錠５ｍｇ「ツルハラ」 フィトナジオン ビタミンＫ１剤

〇 ☆ ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」 ヒドロキシジンパモ酸塩 抗アレルギー性静穏・鎮静剤

〇 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 ピモベンダン 心不全治療薬

ピラマイド原末 ピラジナミド 結核化学療法剤

〇 ピリドキサール錠１０ｍｇ「ツルハラ」 ピリドキサールリン酸エステル水和物 補酵素型ビタミンＢ６製剤

〇 ☆
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「日医工」

ピルシカイニド塩酸塩水和物 不整脈治療剤

〇 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「トーワ」 ファムシクロビル 抗ヘルペスウイルス剤

〇 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医工」 ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤

〇
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「Ｓ
ＡＮＩＫ」

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１０ｍｇ フェブキソスタット 高尿酸血症治療剤

フェブリク錠２０ｍｇ フェブキソスタット 高尿酸血症治療剤

フォリアミン錠 葉酸 葉酸製剤

ブスコパン錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 鎮痙剤

〇 フスコブロン配合シロップ 鎮咳配合剤 鎮咳剤

試 ブドウ糖「コザカイ・Ｍ」 ブドウ糖 糖類剤

プラケニル錠２００ｍｇ ヒドロキシクロロキン硫酸塩 免疫調整剤

フラジール内服錠２５０ｍｇ メトロニダゾール 抗原虫剤

〇 プラバスタチンＮａ錠10mg「ケミファ」 プラバスタチンナトリウム 高脂血症治療剤

〇 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」 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

〇 プランルカスト錠112.5mg「日医工」 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

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

〇 フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 フルスルチアミン ビタミンＢ１誘導体

〇 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
〇 ☆ フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 フレカイニド酢酸塩 頻脈性不整脈治療剤

☆ 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

☆ プレドニゾロン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 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

〇 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 フロセミド 利尿降圧剤

〇 ブロチゾラムＯＤ錠0.25mg「サワイ」 ブロチゾラム 睡眠導入剤

プロナーゼＭＳ プロナーゼ 胃内粘液溶解除去剤

〇 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 ブロムヘキシン塩酸塩 気道粘液溶解剤

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

〇
ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワ
イ」

ベザフィブラート 高脂血症治療剤

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

〇 ☆ ベタセレミン配合錠
ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン
酸塩

副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤

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

〇 ☆ 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

〇 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）

ベネット錠７５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤

〇 ベポタスチンベシル酸塩OD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

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

〇 ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 ベラプロストナトリウム ＰＧＩ２誘導体製剤

ペリシット錠２５０ｍｇ ニセリトロール 脂質代謝・末梢循環改善剤

ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤 消化酵素剤

ベルソムラ錠１５ｍｇ スボレキサント 不眠症治療剤

〇 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」 ベンズブロマロン 尿酸排泄剤

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

〇 ☆ ボグリボースＯＤ錠0.2mg「マイラン」 ボグリボース 糖尿病食後過血糖改善剤

〇 ☆ ボグリボースＯＤ錠0.3mg「マイラン」 ボグリボース 糖尿病食後過血糖改善剤

ボースデル内用液１０ 塩化マンガン四水和物 ＭＲＩ用経口消化管造影剤

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

〇 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ポラプレジンク 亜鉛含有胃潰瘍治療剤

〇 ポリカルボフィルCa細粒83.3％ ポリカルボフィルカルシウム 過敏性腸症候群治療剤

〇 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 高カリウム血症改善剤

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 抗ウイルス化学療法剤

マグコロールＰ 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

〇 マリキナ配合顆粒 非ピリン系感冒剤 感冒剤

〇 ☆ ミゾリビン錠５０ｍｇ「ファイザー」 ミゾリビン 免疫抑制剤

〇 ☆
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「フ
ソー」

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

〇 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錠 酪酸菌製剤 生菌製剤

〇 ☆ ミルタザピン錠15mg「ケミファ」 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

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

〇 ムーベン配合内用液 ナトリウム・カリウム配合剤 経口腸管洗浄剤
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〇 ☆
メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日
医工」

メキシレチン塩酸塩 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

〇 メキタジン錠３ｍｇ「サワイ」 メキタジン 持続性抗ヒスタミン剤

〇 メチコバール錠５００μｇ メコバラミン 末梢性神経障害治療剤

〇 メトクロプラミド錠５ｍｇ「タカタ」 メトクロプラミド 消化器機能調整剤

〇 ☆ メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 メトトレキサート 抗リウマチ剤

〇 ☆ メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」 メトプロロール酒石酸塩 高血圧・狭心症・不整脈治療剤

☆
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「三
和」

メトホルミン塩酸塩 血糖降下剤

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

メマリー錠５ｍｇ 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

〇 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＹＤ」 メロキシカム 非ステロイド性消炎・鎮痛剤

〇 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 モサプリドクエン酸塩水和物 消化管運動機能改善剤

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

〇 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

薬用炭「日医工」 薬用炭 止瀉・整腸剤

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

ヨウ化カリウム「日医工」 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

ラコールＮＦ配合経腸用液（コーヒー） 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤

ラコールＮＦ配合経腸用液（ミルク） 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤

〇
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ラベプラゾールナトリウム プロトンポンプ阻害剤

〇 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター

☆ 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

リザベンカプセル１００ｍｇ 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

〇 ☆ リスペリドン錠１ｍｇ「ファイザー」 リスペリドン 抗精神病剤

〇 ☆ リスペリドン内用液0.5mg分包 リスペリドン 抗精神病剤

〇 リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 リドカイン塩酸塩 表面麻酔剤

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 パンクレリパーゼ 膵消化酵素補充剤

〇 リファンピシンカプセル150mg リファンピシン リファンピシン製剤

☆ リボトリール錠０．５ｍｇ クロナゼパム 抗てんかん剤

〇
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

リリカＯＤ錠２５ｍｇ プレガバリン 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカＯＤ錠７５ｍｇ プレガバリン 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リン酸コデイン散１％「日医工」 コデインリン酸塩水和物 鎮咳剤

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

ルネスタ錠１ｍｇ エスゾピクロン 不眠症治療剤

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

レグパラ錠２５ｍｇ シナカルセト塩酸塩 カルシウム受容体作動薬

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

レスプレン錠２０ｍｇ エプラジノン塩酸塩 鎮咳・気道粘液溶解剤

〇 ☆ レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」 レトロゾール 閉経後乳癌治療剤

レナジェル錠２５０ｍｇ セベラマー塩酸塩 高リン血症治療剤

〇 レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 レバミピド 胃炎・胃潰瘍治療剤

〇 レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 レボフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤

〇 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

〇 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サンド」 ロサルタンカリウム Ａ－ＩＩアンタゴニスト

〇
ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「共創未
来」

ロスバスタチンカルシウム ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

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

〇 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 ロフラゼプ酸エチル 持続性心身安定剤

〇 ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ロペラミド塩酸塩 止瀉剤

〇 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

☆ 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

☆ ワーファリン錠１ｍｇ ワルファリンカリウム 抗凝固剤

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


