
試用 後発品 ハイリスク 剤型 薬品名 一般名 薬効

☆ 外用 ５－ＦＵ軟膏５％協和 フルオロウラシル 抗腫瘍剤

内服 ５ｍｃｇチロナミン錠 リオチロニンナトリウム 甲状腺ホルモン剤

〇 外用 ＡＺ点眼液０．０２％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 非ステロイド性・抗炎症点眼剤

〇 内服
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２ｍｇ

「武田テバ」
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗ヒスタミン剤

☆ 内服 アイセントレス錠６００ｍｇ ラルテグラビルカリウム ＨＩＶインテグラーゼ阻害剤

内服 アイピーディカプセル１００ スプラタストトシル酸塩 アレルギー性疾患治療剤

外用 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

〇 ☆ 内服 アカルボース錠１００ｍｇ「日医工」 アカルボース 食後過血糖改善剤

外用 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

〇 内服 アクタリット錠１００ｍｇ「サワイ」 アクタリット 抗リウマチ剤

内服 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

内服 アコファイド錠１００ｍｇ アコチアミド塩酸塩水和物 機能性ディスペプシア（ＦＤ）治療剤

内服 アサコール錠４００ｍｇ メサラジン 潰瘍性大腸炎治療剤

〇 外用 アシクロビル軟膏５％「テバ」 アシクロビル 抗ヘルペスウイルス外用剤

内服 アストミン錠１０ｍｇ ジメモルファンリン酸塩 鎮咳剤

〇 外用 アズノールうがい液４％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 アズレン含嗽液

外用
アズマネックスツイストヘラー２００μｇ６０吸

入
モメタゾンフランカルボン酸エステル 吸入ステロイド喘息治療剤

外用 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

内服 アダプチノール錠５ｍｇ ヘレニエン 暗順応改善剤

☆ 内服 アーチスト錠２．５ｍｇ カルベジロール 慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

内服 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

外用 アドエア２５０ディスカス６０吸入用
サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピ

オン酸エステル
喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤

外用 アドエア５００ディスカス６０吸入用
サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピ

オン酸エステル
喘息治療配合剤

内服 アトーゼット配合錠ＬＤ
エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配

合剤

小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／ＨＭ

Ｇ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤配合剤

内服 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

外用 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

外用 アトラント軟膏１％ ネチコナゾール塩酸塩 抗真菌剤

外用 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

内服 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

内服 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

☆ 内服 アマリール３ｍｇ錠 グリメピリド スルホニルウレア系血糖降下剤

〇 内服 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

内服 アメナリーフ錠２００ｍｇ アメナメビル 抗ヘルペスウイルス剤

外用 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

内服 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

☆ 内服 アーリーダ錠６０ｍｇ アパルタミド 前立腺癌治療剤

〇 外用
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．

１％「イワキ」
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤

内服 アルサルミン細粒９０％ スクラルファート水和物 胃炎・消化性潰瘍治療剤

内服 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

内服 アルドメット錠２５０ メチルドパ水和物 血圧降下剤

内服 アレギサール錠５ｍｇ ペミロラストカリウム アレルギー性疾患治療剤

内服 アレグラ錠３０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤

外用 アレサガテープ４ｍｇ エメダスチンフマル酸塩 経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤

外用 アレサガテープ８ｍｇ エメダスチンフマル酸塩 経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤

外用 アレジオンＬＸ点眼液０．１％ エピナスチン塩酸塩 抗アレルギー点眼剤

内服 アレロックＯＤ錠５ オロパタジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤

内服 アレロック顆粒０．５％ オロパタジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤

内服 アローゼン顆粒 センナ・センナ実 緩下剤

〇 内服 アロプリノール錠１００ｍｇ「テバ」 アロプリノール 高尿酸血症治療剤

外用 アンテベートローション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

外用 イオウ・カンフルローション「東豊」 イオウ・カンフルローション 皮膚軟化剤

☆ 内服 イクスタンジ錠４０ｍｇ エンザルタミド 前立腺癌治療剤

☆ 内服 イクスタンジ錠８０ｍｇ エンザルタミド 前立腺癌治療剤

〇 内服 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」 イトラコナゾール 抗真菌剤

内服 イトリゾールカプセル５０ イトラコナゾール 抗真菌剤

☆ 内服 イニシンク配合錠
アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配

合剤
２型糖尿病治療剤

内服 イノラス配合経腸用液 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤

☆ 注射 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

〇 内服 イブプロフェン顆粒２０％「ツルハラ」 イブプロフェン 抗炎症・鎮痛・解熱剤

内服 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
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☆ 内服 イレッサ錠２５０ ゲフィチニブ 抗悪性腫瘍剤

☆ 内服 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

内服 インフリーＳカプセル２００ｍｇ インドメタシン　ファルネシル 組織活性型鎮痛・抗炎症剤

内服 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

内服 ウラリット－Ｕ配合散 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

内服 ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ イミダフェナシン 過活動膀胱治療剤

外用 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

☆ 内服 エクア錠５０ｍｇ ビルダグリプチン ２型糖尿病治療薬

☆ 内服 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配合剤 ２型糖尿病治療剤

外用 エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２ デプロドンプロピオン酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤

内服 エースコール錠２ｍｇ テモカプリル塩酸塩 胆汁・腎排泄型ＡＣＥ阻害剤

〇 内服 エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 エスタゾラム 睡眠剤

☆ 内服 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

〇 ☆ 注射
エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍ

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

内服 エックスフォージ配合錠 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
選択的ＡＴ１受容体ブロッカー／持続性Ｃａ拮抗薬

合剤

内服 エバステルＯＤ錠１０ｍｇ エバスチン 持続性選択Ｈ１受容体拮抗剤

内服 エバミール錠１．０ ロルメタゼパム 睡眠導入剤

内服 エビスタ錠６０ｍｇ ラロキシフェン塩酸塩 骨粗鬆症治療剤

〇 内服 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

内服 エフピーＯＤ錠２．５ セレギリン塩酸塩 パーキンソン病治療剤

内服 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

内服 エベレンゾ錠２０ｍｇ ロキサデュスタット 腎性貧血治療薬

内服 エベレンゾ錠５０ｍｇ ロキサデュスタット 腎性貧血治療薬

内服 エボザックカプセル３０ｍｇ セビメリン塩酸塩水和物 口腔乾燥症状改善剤

外用 エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 デキサメタゾンシペシル酸エステル 粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

内服 エリスロシン錠２００ｍｇ 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

〇 内服 エルサメットＳ配合錠 オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 前立腺肥大症治療剤

内服 エンシュア・リキッド 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤

☆ 内服 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

☆ 注射 エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ 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

☆ 注射 エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ 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

☆ 内服 オイグルコン錠２．５ｍｇ グリベンクラミド 血糖降下剤

外用 オイラックスＨクリーム ヒドロコルチゾン・クロタミトン 鎮痒・消炎剤

〇 内服 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 内服 オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 オキシブチニン塩酸塩 尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤

☆ 注射 オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ セマグルチド（遺伝子組換え） ２型糖尿病治療剤

☆ 注射 オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ セマグルチド（遺伝子組換え） ２型糖尿病治療剤

☆ 注射 オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ セマグルチド（遺伝子組換え） ２型糖尿病治療剤

☆ 内服 オダイン錠１２５ｍｇ フルタミド 前立腺癌治療剤

内服 オテズラ錠１０ｍｇ アプレミラスト ＰＤＥ４阻害剤

内服 オテズラ錠２０ｍｇ アプレミラスト ＰＤＥ４阻害剤

内服 オテズラ錠３０ｍｇ アプレミラスト ＰＤＥ４阻害剤

外用 オフサロン点眼液
クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン

酸ナトリウム
眼科用抗生物質

内服 オプソ内服液１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤

〇 内服 オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」 オーラノフィン ＲＡ寛解導入剤

内服 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

内服 オルケディア錠２ｍｇ エボカルセト カルシウム受容体作動薬

☆ 内服 オルミエント錠２ｍｇ バリシチニブ ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤

☆ 内服 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

☆ 注射 オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ アバタセプト（遺伝子組換え） Ｔ細胞選択的共刺激調節剤

内服 加工ブシ末「三和生薬」 ブシ 生薬製剤

☆ 内服 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

内服 ガナトン錠５０ｍｇ イトプリド塩酸塩 消化管運動賦活剤

内服 カバサール錠０．２５ｍｇ カベルゴリン ドパミン作動薬

内服 カバサール錠１．０ｍｇ カベルゴリン ドパミン作動薬

☆ 内服 ガバペン錠２００ｍｇ ガバペンチン 抗てんかん剤

内服 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

内服 カルタン錠５００ 沈降炭酸カルシウム 高リン血症治療剤

〇 ☆ 内服 カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 カルバマゼピン 抗てんかん・躁状態治療剤

〇 ☆ 内服 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン 抗てんかん・躁状態治療剤

〇 内服 カロナール錠２００ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤
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外用 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオ

マイシン硫酸塩
合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

内服 キックリンカプセル２５０ｍｇ ビキサロマー 高リン血症治療剤

内服 ギャバロン錠５ｍｇ バクロフェン 抗痙縮剤

☆ 内服 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

内服 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

☆ 内服 グラクティブ錠２５ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和物 糖尿病用剤

内服 クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 黄連解毒湯エキス 漢方製剤

内服 クラシエ乙字湯エキス細粒 乙字湯エキス 漢方製剤

内服 クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 加味逍遙散エキス 漢方製剤

内服 クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 桂枝加苓朮附湯エキス 漢方製剤

内服 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

内服 クラシエ四物湯エキス細粒 四物湯エキス 漢方製剤

内服 クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 十味敗毒湯エキス 漢方製剤

内服 クラシエ小柴胡湯エキス細粒 小柴胡湯エキス 漢方製剤

内服 クラシエ大柴胡湯エキス細粒 大柴胡湯エキス 漢方製剤

内服 クラシエ猪苓湯エキス細粒 猪苓湯エキス 漢方製剤

内服 クラシエ桃核承気湯エキス細粒 桃核承気湯エキス 漢方製剤

内服 クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 当帰芍薬散エキス 漢方製剤

内服 クラシエ人参湯エキス細粒 人参湯エキス 漢方製剤

内服 クラシエ人参養栄湯エキス細粒 人参養栄湯エキス 漢方製剤

内服 クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 八味地黄丸エキス 漢方製剤

内服 クラシエ六味丸料エキス細粒 六味丸エキス 漢方製剤

内服 クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質

内服 クラリチン錠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

〇 ☆ 内服 グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」 グリクラジド 血糖降下剤

外用 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」１２０ｍＬ グリセリン 便秘治療剤

内服 クリノリル錠１００ スリンダク 非ステロイド性消炎・鎮痛剤

☆ 内服 グリベック錠１００ｍｇ イマチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

〇 外用
クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「サワ

イ」
クリンダマイシンリン酸エステル 抗生物質製剤

内服 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

外用 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

〇 内服 クレンブテロール錠１０μｇ「ハラサワ」 クレンブテロール塩酸塩 持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤

注射 グロウジェクトＢＣ注射用８ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

〇 ☆ 内服 クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 クロルマジノン酢酸エステル 前立腺肥大症・癌治療剤

内服 ケタスカプセル１０ｍｇ イブジラスト 気管支喘息・脳血管障害改善剤

外用 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

内服 コタロー越婢加朮湯エキス細粒 越婢加朮湯エキス 漢方製剤

内服 コタロー桔梗石膏エキス細粒 桔梗石膏エキス 漢方製剤

内服 コタロー小建中湯エキス細粒 小建中湯エキス 漢方製剤

内服 コタロー消風散エキス細粒 消風散エキス 漢方製剤

内服 コタロー白虎加人参湯エキス細粒 白虎加人参湯エキス 漢方製剤

内服 コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル 麻黄附子細辛湯エキス 漢方製剤

内服 コディオ配合錠ＥＸ バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー／利尿薬合剤

内服 コムタン錠１００ｍｇ エンタカポン 末梢ＣＯＭＴ阻害剤

内服 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

外用 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

外用 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

内服 コレバインミニ８３％ コレスチミド 高コレステロール血症治療剤

☆ 内服 コンビビル配合錠 ジドブジン・ラミブジン 抗ウイルス化学療法剤

☆ 内服 コンプラビン配合錠 クロピドグレル硫酸塩・アスピリン 抗血小板剤

内服 サイクロセリンカプセル２５０ｍｇ「明治」 サイクロセリン 抗結核性抗生物質

☆ 内服 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

内服 サイトテック錠２００ ミソプロストール 抗ＮＳＡＩＤ潰瘍剤

内服 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Ｃａ拮

抗薬配合剤

外用 ザジテン点鼻液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 アレルギー性鼻炎治療剤

内服 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

内服 サノレックス錠０．５ｍｇ マジンドール 食欲抑制剤

☆ 内服 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

外用 ザラカム配合点眼液 ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤

内服 サラジェン錠５ｍｇ ピロカルピン塩酸塩 口腔乾燥症状改善薬

〇 内服 サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「日医工」 サラゾスルファピリジン 潰瘍性大腸炎治療剤
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〇 内服
サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ「日医

工」
サラゾスルファピリジン 抗リウマチ剤

外用 サラゾピリン坐剤５００ｍｇ サラゾスルファピリジン 潰瘍性大腸炎治療剤

外用 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

外用 サルタノールインヘラー１００μｇ サルブタモール硫酸塩 定量噴霧式気管支拡張剤

内服 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

内服 酸化マグネシウム「コザカイ・Ｍ」 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤

外用 サンピロ点眼液０．５％ ピロカルピン塩酸塩 緑内障治療剤

内服 三和真武湯エキス細粒 真武湯エキス 漢方製剤

内服 シアリス錠２０ｍｇ タダラフィル 勃起不全

内服 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

外用 ジクアス点眼液３％ ジクアホソルナトリウム ドライアイ治療剤

☆ 内服 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

☆ 内服 ジゴシン散０．１％ ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤

☆ 内服 ジセレカ錠１００ｍｇ フィルゴチニブマレイン酸塩 ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤

☆ 内服 ジセレカ錠２００ｍｇ フィルゴチニブマレイン酸塩 ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤

〇 ☆ 内服 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 内服 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 ジフェニドール塩酸塩 抗めまい剤

外用 シーブリ吸入用カプセル５０μｇ グリコピロニウム臭化物 長時間作用性吸入気管支拡張剤

内服 シングレアチュアブル錠５ｍｇ モンテルカストナトリウム 気管支喘息治療剤

☆ 内服 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

☆ 内服 スージャヌ配合錠
シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジ

ン　Ｌ－プロリン配合剤
２型糖尿病治療剤

外用 スタデルムクリーム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

内服 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 抗パーキンソン剤

内服 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 抗パーキンソン剤

☆ 内服 ストラテラカプセル２５ｍｇ アトモキセチン塩酸塩 注意欠陥／多動性障害治療剤

外用 スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ 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

外用 スピール膏Ｍ サリチル酸 皮膚軟化剤

☆ 内服 スマイラフ錠１００ｍｇ ペフィシチニブ臭化水素酸塩 ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤

☆ 内服 スマイラフ錠５０ｍｇ ペフィシチニブ臭化水素酸塩 ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤

外用 スミスリンローション５％ フェノトリン 駆虫剤

☆ 内服 セイブル錠５０ｍｇ ミグリトール 糖尿病食後過血糖改善剤

内服 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

内服 セファランチン錠１ｍｇ セファランチン 抗アレルギー剤

内服 セファランチン末１％ セファランチン 抗アレルギー剤

内服 ゼフィックス錠１００ ラミブジン 抗ウイルス化学療法剤

〇 内服
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％

「ＹＤ」
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

〇 内服
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日医

工」
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

内服 セララ錠５０ｍｇ エプレレノン 選択的アルドステロンブロッカー

☆ 内服 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

外用 セルタッチパップ１４０ フェルビナク 経皮鎮痛消炎剤

〇 ☆ 内服 セルトラリン錠２５ｍｇ「アメル」 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

内服 セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス 前立腺疾患治療剤

内服 セルベックス細粒１０％ テプレノン 胃炎・胃潰瘍治療剤

☆ 内服 ゼルヤンツ錠５ｍｇ トファシチニブクエン酸塩 ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤

内服 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

☆ 内服 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

☆ 内服 セレニカＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん，躁状態，片頭痛治療剤

内服 セロケンＬ錠１２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩 徐放性高血圧治療剤

☆ 内服 ゼンタコートカプセル３ｍｇ ブデソニド クローン病治療剤

内服 ソランタール錠５０ｍｇ チアラミド塩酸塩 鎮痛・抗炎症剤

☆ 注射 ゾルトファイ配合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）・リラグ

ルチド（遺伝子組換え）配合剤

持効型溶解インスリンアナログ／ヒトＧＬＰ－１ア

ナログ製剤

外用 ダイアコートクリーム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

☆ 外用 ダイアップ坐剤１０ ジアゼパム 小児用抗けいれん剤

☆ 内服 ダイアモックス末 アセタゾラミド 炭酸脱水酵素抑制剤

内服 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 きゅう帰調血飲エキス 漢方製剤

内服 太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 柴胡桂枝乾姜湯エキス 漢方製剤

内服 タガメット錠２００ｍｇ シメチジン Ｈ２受容体拮抗剤

〇 ☆ 内服 タクロリムス錠３ｍｇ「あゆみ」 タクロリムス水和物 免疫抑制剤

内服 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

☆ 内服 タケルダ配合錠 アスピリン・ランソプラゾール配合剤 アスピリン／ランソプラゾール配合剤

外用 タプコム配合点眼液 タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤

外用 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

内服 ダーブロック錠２ｍｇ ダプロデュスタット ＨＩＦ－ＰＨ阻害薬

内服 タペンタ錠２５ｍｇ タペンタドール塩酸塩 持続性癌疼痛治療剤
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内服 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

☆ 内服 タルセバ錠１００ｍｇ エルロチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

☆ 内服 タルセバ錠１５０ｍｇ エルロチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

内服 チウラジール錠５０ｍｇ プロピルチオウラシル 抗甲状腺剤

内服 チオラ錠１００ チオプロニン 代謝改善解毒・シスチン尿症治療剤

内服 チガソンカプセル１０ エトレチナート 角化症治療剤

〇 ☆ 内服 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 チクロピジン塩酸塩 抗血小板剤

内服 チャンピックス錠０．５ｍｇ バレニクリン酒石酸塩 禁煙補助薬

内服 チャンピックス錠１ｍｇ バレニクリン酒石酸塩 禁煙補助薬

内服 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

内服 ツベルミン錠１００ｍｇ エチオナミド 結核化学療法剤

内服 ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） 温経湯エキス 漢方製剤

内服 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

内服 ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用） 帰脾湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） 荊芥連翹湯エキス 漢方製剤

内服 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

内服 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス 漢方製剤

内服
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療

用）
桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス 漢方製剤

内服 ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） 香蘇散エキス 漢方製剤

内服 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） 呉茱萸湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用） 五淋散エキス 漢方製剤

☆ 内服 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

内服 ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） 柴朴湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） 酸棗仁湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） 四逆散エキス 漢方製剤

内服 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

内服 ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用） 清上防風湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） 清心蓮子飲エキス 漢方製剤

内服 ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用） 竹じょ温胆湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用） 治打撲一方エキス 漢方製剤

内服 ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用） 治頭瘡一方エキス 漢方製剤

内服 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 釣藤散エキス 漢方製剤

内服 ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） 通導散エキス 漢方製剤

内服 ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用） 当帰飲子エキス 漢方製剤

内服
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療

用）
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） 二朮湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） 女神散エキス 漢方製剤

内服 ツムラの生薬コウジン末（調剤用） コウジン 生薬

内服 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

内服 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

内服 ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用） 平胃散エキス 漢方製剤

内服 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） 防已黄耆湯エキス 漢方製剤

内服 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

内服 ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用） 麻杏よく甘湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 抑肝散エキス 漢方製剤

内服 ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用） 竜胆瀉肝湯エキス 漢方製剤

外用 ディフェリンゲル０．１％ アダパレン 尋常性ざ瘡治療剤

内服 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

リン配合剤
アレルギー性疾患治療剤

内服 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

外用 デタントール０．０１％点眼液 ブナゾシン塩酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤

内服 デトルシトールカプセル４ｍｇ トルテロジン酒石酸塩 過活動膀胱治療剤

☆ 内服 テネリア錠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

☆ 内服 デパケン細粒４０％ 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

☆ 内服 テビケイ錠５０ｍｇ ドルテグラビルナトリウム ＨＩＶインテグラーゼ阻害剤

外用 デュオトラバ配合点眼液 トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤

注射
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

内服 トチモトのサフラン サフラン 生薬

内服 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

〇 内服 トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 トフィソパム 自律神経調整剤

外用 トプシムクリーム０．０５％ フルオシノニド 外用合成副腎皮質ホルモン剤

☆ 内服 トフラニール錠１０ｍｇ イミプラミン塩酸塩 うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤

外用 ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ カルシポトリオール 尋常性乾癬治療剤
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外用 ドボベットゲル
カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピ

オン酸エステル
尋常性乾癬治療剤

外用 ドボベット軟膏
カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピ

オン酸エステル
尋常性乾癬治療剤

☆ 内服 トラディアンス配合錠ＡＰ エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤 ２型糖尿病治療剤

外用 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

内服 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

☆ 内服 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

外用 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

☆ 内服 トレドミン錠１２．５ｍｇ 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

外用 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

内服 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）

☆ 内服 ナディック錠３０ｍｇ ナドロール 持続性高血圧・狭心症・不整脈治療剤

内服 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

外用 ニコチネルＴＴＳ１０ ニコチン 禁煙補助剤

外用 ニコチネルＴＴＳ２０ ニコチン 禁煙補助剤

外用 ニコチネルＴＴＳ３０ ニコチン 禁煙補助剤

外用 ニゾラールローション２％ ケトコナゾール 抗真菌剤

内服 ニバジール錠４ｍｇ ニルバジピン 高血圧治療剤

〇 内服 ニフェジピンＬ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

内服 ニポラジン小児用細粒０．６％ メキタジン アレルギー性疾患治療剤

外用 ニュープロパッチ１３．５ｍｇ ロチゴチン ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

外用 ニュープロパッチ１８ｍｇ ロチゴチン ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

外用 ニュープロパッチ２．２５ｍｇ ロチゴチン
ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレス

レッグス症候群治療剤

外用 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

☆ 内服 ニュベクオ錠３００ｍｇ ダロルタミド 前立腺癌治療剤

内服 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 経口抗真菌剤

☆ 内服 ネオーラル２５ｍｇカプセル シクロスポリン 免疫抑制剤

〇 外用 ネリコルト坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン 痔疾用剤

外用 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

内服 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

内服 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

☆ 注射 ノボラピッド注１００単位／ｍＬ 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

☆ 注射 ノボリン３０Ｒ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

外用 ノルスパンテープ１０ｍｇ ブプレノルフィン 経皮吸収型持続性疼痛治療剤

外用 ノルスパンテープ２０ｍｇ ブプレノルフィン 経皮吸収型持続性疼痛治療剤

注射 ノルディトロピン フレックスプロ注５ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） ヒト成長ホルモン製剤

☆ 注射 バイエッタ皮下注１０μｇペン３００ エキセナチド ２型糖尿病治療剤

☆ 注射 バイエッタ皮下注５μｇペン３００ エキセナチド ２型糖尿病治療剤

〇 内服 ハイチオール錠８０ Ｌ－システイン Ｌ－システイン製剤

☆ 内服 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

内服 バイナス錠７５ｍｇ ラマトロバン アレルギー性鼻炎治療剤

外用 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

外用 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

内服 バップフォー錠１０ プロピベリン塩酸塩 尿失禁・頻尿治療剤

内服 バップフォー錠２０ プロピベリン塩酸塩 尿失禁・頻尿治療剤

内服 バナン錠１００ｍｇ セフポドキシム　プロキセチル セフェム系抗生物質

内服 バナンドライシロップ５％ セフポドキシム　プロキセチル セフェム系抗生物質

内服 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

内服 パラプロスト配合カプセル グルタミン酸・アラニン・アミノ酢酸配合剤 排尿障害治療剤

内服 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

内服 バルトレックス顆粒５０％ バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤

内服 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ タムスロシン塩酸塩 前立腺肥大症排尿障害改善剤

内服 パルモディア錠０．１ｍｇ ペマフィブラート 高脂血症治療剤

内服 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

内服 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ 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

外用 ヒアレインミニ点眼液０．３％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 角結膜上皮障害治療剤

内服 ビオスリー配合錠 酪酸菌配合剤 活性生菌製剤

内服 ビオチン散０．２％「フソー」 ビオチン ビタミンＨ製剤

内服 ビオフェルミン配合散 ラクトミン 乳酸菌整腸剤

内服 ビクシリンカプセル２５０ｍｇ アンピシリン水和物 ペニシリン系抗生物質

☆ 内服 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 抗悪性腫瘍黄体ホルモン剤

〇 ☆ 内服 ビソプロロールフマル酸塩錠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

☆ 注射 ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン エキセナチド ２型糖尿病治療剤

内服 ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ スクロオキシ水酸化鉄 高リン血症治療剤
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内服 ビブラマイシン錠５０ｍｇ ドキシサイクリン塩酸塩水和物 ＴＣ系抗生物質

注射 ヒューマトロープ注射用６ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） 遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

☆ 注射 ヒューマログミックス２５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

☆ 注射 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

内服 ビラノア錠２０ｍｇ ビラスチン アレルギー性疾患治療剤

☆ 内服 ビリアード錠３００ｍｇ 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

外用 ヒルドイドフォーム０．３％ ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

外用 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

内服 ファロム錠１５０ｍｇ ファロペネムナトリウム水和物 ペネム系抗生物質

☆ 内服 フィコンパ錠２ｍｇ ペランパネル水和物 抗てんかん剤

☆ 内服 フェアストン錠４０ トレミフェンクエン酸塩 乳癌治療剤

外用 フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 フェノール・亜鉛華リニメント 鎮痒・収斂・消炎剤

☆ 内服 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

☆ 内服 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

注射 フォルテオ皮下注キット６００μｇ テリパラチド（遺伝子組換え） 骨粗鬆症治療剤

〇 内服 ブシラミン錠５０ｍｇ「日医工」 ブシラミン 抗リウマチ剤

内服 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

内服 ブラダロン錠２００ｍｇ フラボキサート塩酸塩 頻尿治療剤

〇 外用 プラノプロフェン点眼液０．１％「わかもと」 プラノプロフェン 非ステロイド性抗炎症剤

外用 フラビタン眼軟膏０．１％ フラビンアデニンジヌクレオチド 補酵素型ビタミンＢ２製剤

内服 フランドル錠２０ｍｇ 硝酸イソソルビド 持効性虚血性心疾患治療剤

内服 フリバスＯＤ錠５０ｍｇ ナフトピジル 前立腺肥大症排尿障害改善剤

内服 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ ナフトピジル 前立腺肥大症排尿障害改善剤

☆ 内服 プリミドン細粒９９．５％「日医工」 プリミドン 抗てんかん剤

外用 フルタイド１００ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル 吸入ステロイド喘息治療剤

外用 フルタイド２００ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル 吸入ステロイド喘息治療剤

外用 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

外用 フルルバンパップ４０ｍｇ フルルビプロフェン 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤

☆ 内服 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

〇 ☆ 外用 プレドネマ注腸２０ｍｇ プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム 潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤

内服 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

☆ 内服 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

〇 外用 フロジン外用液５％ カルプロニウム塩化物水和物 脱毛症・白斑用剤

☆ 内服 プロセキソール錠０．５ｍｇ エチニルエストラジオール 卵胞ホルモン剤

内服 プロテカジン錠１０ ラフチジン Ｈ２受容体拮抗剤

外用 プロトピック軟膏０．０３％小児用 タクロリムス水和物 アトピー性皮膚炎治療剤

外用 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

内服 ブロプレス錠４ カンデサルタン　シレキセチル 持続性アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗剤

内服 ペオン錠８０ ザルトプロフェン 非ステロイド性鎮痛・消炎剤

外用 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

外用 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

外用 ベストロン点眼用０．５％ セフメノキシム塩酸塩 セフェム系抗生物質

外用 ベセルナクリーム５％ イミキモド 尖圭コンジローマ治療薬，日光角化症治療薬

注射 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

内服 ベネシッド錠２５０ｍｇ プロベネシド 痛風治療剤

内服 ベネット錠１７．５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤

内服 ベネット錠２．５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤

外用 ベピオゲル２．５％ 過酸化ベンゾイル 尋常性ざ瘡治療剤

内服 ヘプセラ錠１０ アデホビル　ピボキシル 抗ウイルス化学療法剤

内服 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

内服 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

〇 内服 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「サワイ」 ペリンドプリルエルブミン 持続性ＡＣＥ阻害剤

内服 ペルジピン錠２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 Ｃａ拮抗性降圧剤

内服 ベルソムラ錠２０ｍｇ スボレキサント 不眠症治療剤

内服 ペルマックス錠２５０μｇ ペルゴリドメシル酸塩 ドパミンＤ１，Ｄ２作動性パーキンソン病治療剤

内服 ペルマックス錠５０μｇ ペルゴリドメシル酸塩 ドパミンＤ１，Ｄ２作動性パーキンソン病治療剤

☆ 内服 ベンザリン錠５ ニトラゼパム 睡眠誘導・抗痙攣剤

外用 ペンタサ坐剤１ｇ メサラジン 潰瘍性大腸炎治療剤

外用 ペンタサ注腸１ｇ メサラジン 潰瘍性大腸炎治療剤

内服
ホスホマイシンカルシウムドライシロップ４０％

「日医工」
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

外用 ボラザＧ軟膏 トリベノシド・リドカイン 痔疾用剤

内服 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

外用 ボレークリーム１％ ブテナフィン塩酸塩 ベンジルアミン系抗真菌剤

外用 ボンアルファローション２μｇ／ｇ タカルシトール水和物 活性型ＶＤ３角化症治療剤

☆ 内服 マイスタン錠１０ｍｇ クロバザム 抗てんかん剤

内服 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
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外用 マーデュオックス軟膏
マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプ

ロピオン酸エステル
尋常性乾癬治療剤

☆ 内服 マリゼブ錠１２．５ｍｇ オマリグリプチン 糖尿病用剤

内服 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

外用 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

内服 ミコンビ配合錠ＡＰ テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤
胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容体ブロッカー／利尿薬

合剤

内服 ミニリンメルトＯＤ錠５０μｇ デスモプレシン酢酸塩水和物 脳下垂体ホルモン剤

内服 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

内服 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

内服 ミノマイシン顆粒２％ ミノサイクリン塩酸塩 ＴＣ系抗生物質

内服 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ 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治療徐放性製剤

内服 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ 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治療徐放性製剤

〇 内服 ムコサール錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 気道潤滑去たん剤

外用 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ レバミピド ドライアイ治療剤

☆ 内服 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

外用 メサデルムローション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

〇 内服 メサラジン錠５００ｍｇ「ＮＰ」 メサラジン 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

内服 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

内服 メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ ペニシラミン 抗リウマチ・ウイルソン病治療・金属解毒剤

☆ 内服 メトアナ配合錠ＬＤ アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤 ２型糖尿病治療剤

〇 ☆ 内服 メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サワイ」 メトトレキサート 抗リウマチ剤

〇 内服
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠５ｍｇ

「Ｆ」
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 黄体ホルモン製剤

内服 メマリー錠１０ｍｇ メマンチン塩酸塩 アルツハイマー型認知症治療剤

内服 メルカゾール錠２．５ｍｇ チアマゾール 抗甲状腺剤

外用 モーラスパップ３０ｍｇ ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤

外用 モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤

外用 ヤクバンテープ４０ｍｇ フルルビプロフェン 経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤

☆ 内服 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ テガフール・ウラシル 代謝拮抗剤

☆ 内服 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ２００ テガフール・ウラシル 代謝拮抗剤

☆ 内服 ユーエフティ配合カプセルＴ１００ テガフール・ウラシル 代謝拮抗剤

☆ 内服 ユーゼル錠２５ｍｇ ホリナートカルシウム 還元型葉酸製剤

内服 ユナシン細粒小児用１０％ スルタミシリントシル酸塩水和物 合成ペニシリン製剤

内服 ユナシン錠３７５ｍｇ スルタミシリントシル酸塩水和物 合成ペニシリン製剤

外用 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

内服 ユリーフ錠２ｍｇ シロドシン 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

内服 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 ヨクイニンエキス 生薬製剤

☆ 注射 ライゾデグ配合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）・インス

リン　アスパルト（遺伝子組換え）配合剤
溶解インスリンアナログ製剤

外用 ラクリミン点眼液０．０５％ オキシブプロカイン塩酸塩 流涙症治療点眼剤

内服 ラシックス錠４０ｍｇ フロセミド 利尿降圧剤

内服 ラジレス錠１５０ｍｇ アリスキレンフマル酸塩 直接的レニン阻害剤

内服 ラベキュアパック４００
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和

物・クラリスロマイシン
ヘリコバクター・ピロリ除菌剤

内服 ラベファインパック
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和

物・メトロニダゾール
ヘリコバクター・ピロリ除菌剤

☆ 内服 ラミクタール錠１００ｍｇ ラモトリギン 抗てんかん剤・双極性障害治療薬

☆ 内服 ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン 抗てんかん剤・双極性障害治療薬

内服 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

☆ 注射 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

☆ 注射 ランタス注カート 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

☆ 注射 ランタス注ソロスター 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

内服 リアルダ錠１２００ｍｇ メサラジン 潰瘍性大腸炎治療剤

内服 リオナ錠２５０ｍｇ クエン酸第二鉄水和物 高リン血症治療剤

☆ 内服 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

内服 リザベン細粒１０％ 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

内服 リズミック錠１０ｍｇ 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

☆ 内服 リスモダンカプセル５０ｍｇ ジソピラミド 不整脈治療剤

内服 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

内服 リピディル錠８０ｍｇ フェノフィブラート 高脂血症治療剤

内服 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

☆ 内服 リベルサス錠１４ｍｇ セマグルチド（遺伝子組換え） ２型糖尿病治療剤

☆ 内服 リベルサス錠７ｍｇ セマグルチド（遺伝子組換え） ２型糖尿病治療剤

外用 リボスチン点眼液０．０２５％ レボカバスチン塩酸塩 Ｈ１ブロッカー点眼剤

外用 リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 レボカバスチン塩酸塩 局所用選択Ｈ１ブロッカー

☆ 内服 リボトリール細粒０．１％ クロナゼパム 抗てんかん剤

☆ 内服 リボトリール錠２ｍｇ クロナゼパム 抗てんかん剤
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内服 リマチル錠１００ｍｇ ブシラミン 抗リウマチ剤

☆ 内服 リムパーザ錠１００ｍｇ オラパリブ 抗悪性腫瘍剤

☆ 内服 リムパーザ錠１５０ｍｇ オラパリブ 抗悪性腫瘍剤

〇 内服 リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」 リルゾール 筋萎縮性側索硬化症用剤

☆ 内服 リンヴォック錠１５ｍｇ ウパダシチニブ水和物 ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤

☆ 内服 リンヴォック錠７．５ｍｇ ウパダシチニブ水和物 ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤

☆ 外用 リンデロン坐剤１．０ｍｇ ベタメタゾン 合成副腎皮質ホルモン剤

☆ 内服 リンデロン散０．１％ ベタメタゾン 合成副腎皮質ホルモン剤

☆ 内服 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

内服 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

外用 ルミガン点眼液０．０３％ ビマトプロスト 緑内障・高眼圧症治療剤

外用 ルリコン液１％ ルリコナゾール 抗真菌剤

内服 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

内服 レキップＣＲ錠８ｍｇ ロピニロール塩酸塩 徐放性ドパミンＤ２受容体系作動薬

内服 レキップ錠１ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ドパミンＤ２受容体系作動薬

内服 レキップ錠２ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ドパミンＤ２受容体系作動薬

☆ 内服 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

☆ 外用 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

内服 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

外用 レスキュラ点眼液０．１２％ イソプロピルウノプロストン イオンチャネル開口薬／緑内障・高眼圧症治療剤

内服 レニベース錠２．５ エナラプリルマレイン酸塩 持続性ＡＣＥ阻害剤

内服 レビトラ錠１０ｍｇ バルデナフィル塩酸塩水和物 勃起不全

内服 レビトラ錠５ｍｇ バルデナフィル塩酸塩水和物 勃起不全

外用 レペタン坐剤０．２ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 鎮痛剤

外用 レペタン坐剤０．４ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 鎮痛剤

内服 レベトールカプセル２００ｍｇ リバビリン 抗ウイルス剤

〇 内服 レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「杏林」 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

内服 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

内服 レルパックス錠２０ｍｇ エレトリプタン臭化水素酸塩 片頭痛治療剤

外用 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

外用 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

外用 ロキソニンテープ５０ｍｇ 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

〇 外用
ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ

「日医工」
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

内服 ローコール錠２０ｍｇ フルバスタチンナトリウム ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

内服 ロコルナール錠５０ｍｇ トラピジル 循環機能改善剤

内服 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／ＨＭ

Ｇ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤配合剤

内服 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

☆ 内服 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

☆ 内服 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

内服 ワゴスチグミン散（０．５％） ネオスチグミン臭化物 副交感神経興奮剤

☆ 内服 ワーファリン錠０．５ｍｇ ワルファリンカリウム 抗凝固剤


