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薬品名 一般名 規格単位 メーカー名 標榜薬効

Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワイ」 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 １錠 製)沢井製薬 Ｃａアスパルテート製剤

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　 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 ３０ｍｇ１錠 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　 持続性癌疼痛治療剤

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 ２０％２５ｇ１個 製)三和化学研究所　販)アステラス製薬 高カリウム血症改善剤

アーチスト錠１０ｍｇ カルベジロール １０ｍｇ１錠 製)第一三共　販)第一製薬 持続性高血圧・狭心症，慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

アーテン散１％ トリヘキシフェニジル塩酸塩 １％１ｇ 製)ファイザー　販)武田薬品工業 パーキンソン症候群治療剤

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 製)あゆみ製薬　販)参天製薬 抗リウマチ剤

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 製)全星薬品工業　販)第一三共 １５員環マクロライド系抗生物質

アシノン錠７５ｍｇ ニザチジン ７５ｍｇ１錠 製)ゼリア新薬工業 Ｈ２受容体拮抗剤

アジルバ錠２０ｍｇ アジルサルタン ２０ｍｇ１錠 製)武田薬品工業 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 ０．５ｍｇ１錠 製)武田薬品工業 パーキンソン病治療剤

アストミン錠１０ｍｇ ジメモルファンリン酸塩 １０ｍｇ１錠 製)オーファンパシフィック　販)アステラス製薬 鎮咳剤

アスパラカリウム散５０％ Ｌ－アスパラギン酸カリウム ５０％１ｇ 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬 Ｋアスパルテート製剤

アスパラカリウム錠３００ｍｇ Ｌ－アスパラギン酸カリウム ３００ｍｇ１錠 製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬 Ｋアスパルテート製剤

アスピリン原末「マルイシ」 アスピリン １０ｇ 製)丸石製薬 解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤

アスペノンカプセル１０ アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル 製)バイエル薬品　販)日本シエーリング 不整脈治療剤

アゼプチン錠１ｍｇ アゼラスチン塩酸塩 １ｍｇ１錠 製)エーザイ アレルギー性疾患治療剤

アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 製)ニプロＥＳファーマ 持続性Ｃａ拮抗剤

アタラックス－Ｐ散１０％ ヒドロキシジンパモ酸塩 １０％１ｇ 製)ファイザー 抗アレルギー性緩和精神安定剤

アタラックス錠１０ｍｇ ヒドロキシジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 製)ファイザー 抗アレルギー性緩和精神安定剤

アテノロール２５ｍｇ錠 アテノロール ２５ｍｇ１錠 心臓選択性β遮断剤

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 ６０ｍｇ１錠 製)興和　販)興和新薬　販)興和創薬 代謝賦活剤

アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム １０ｇ 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共 消化管用吸着剤

アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 製)東和薬品 ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

アブストラル舌下錠１００μｇ フェンタニルクエン酸塩 １００μｇ１錠 製)協和キリン　販)久光製薬 癌疼痛治療剤

アボルブカプセル０．５ｍｇ デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル製)グラクソ・スミスクライン 前立腺肥大症治療薬

アマンタジン塩酸塩１０％細粒 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ
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

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 製)日医工
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速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬 不整脈治療剤

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)和薬 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ｃａ拮抗剤

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)和薬 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ｃａ拮抗剤

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 ２５０ｍｇ１カプセル製)日医工ファーマ　販)日医工 合成ペニシリン製剤

アモバンテス錠１０ ゾピクロン １０ｍｇ１錠 製)小林化工 睡眠障害改善剤

アルギＵ配合顆粒 Ｌ－アルギニン・Ｌ－アルギニン塩酸塩 １ｇ 製)ＥＡファーマ 尿素サイクル異常症剤

アルダクトンＡ細粒１０％ スピロノラクトン １０％１ｇ 製)ファイザー 抗アルドステロン性利尿・降圧剤

アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ 製)中外製薬 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 ０．４ｍｇ１錠 販)沢井製薬 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 １０ｍＬ 製)カイゲンファーマ 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 １５０ｍｇ１カプセル製)中外製薬 抗悪性腫瘍剤

アレビアチン散１０％ フェニトイン １０％１ｇ 製)大日本住友製薬 抗てんかん剤

アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 製)大日本住友製薬 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「サワイ」 アロプリノール １００ｍｇ１錠 製)沢井製薬 高尿酸血症治療剤

アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ｍｇ「サワイ」 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル 製)沢井製薬　販)武田薬品工業 徐放性気道潤滑去たん剤

イーケプラドライシロップ５０％ レベチラセタム ５０％１ｇ 製)ユーシービージャパン　販)大塚製薬 抗てんかん剤

イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム ５００ｍｇ１錠 製)ユーシービージャパン　販)大塚製薬 抗てんかん剤
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イグザレルト錠１０ｍｇ リバーロキサバン １０ｍｇ１錠 製)バイエル薬品 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 １５ｍｇ１錠 製)バイエル薬品 選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 製)日医工 ＥＰＡ製剤

イスコチン原末 イソニアジド １ｇ 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共 結核化学療法剤

イスコチン錠１００ｍｇ イソニアジド １００ｍｇ１錠 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共　販)第一製薬 結核化学療法剤

イトラコナゾール錠１００「ＭＥＥＫ」 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ　販)和薬 抗真菌剤

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 ２０ｍｇ１錠 製)あすか製薬　販)武田薬品工業 鎮暈剤

イミグラン錠５０ スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 製)グラクソ・スミスクライン 片頭痛治療剤

イムラン錠５０ｍｇ アザチオプリン ５０ｍｇ１錠 製)アスペンジャパン　販)グラクソ・スミスクライン 免疫抑制剤

イメンドカプセル１２５ｍｇ アプレピタント １２５ｍｇ１カプセル製)小野薬品工業 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤

イメンドカプセル８０ｍｇ アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル 製)小野薬品工業 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤

イレッサ錠２５０ ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 製)アストラゼネカ 抗悪性腫瘍剤

インクレミンシロップ５％ 溶性ピロリン酸第二鉄 １ｍＬ 製)アルフレッサファーマ 鉄欠乏性貧血治療剤

インデラル錠１０ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 製)アストラゼネカ 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

ウブレチド錠５ｍｇ ジスチグミン臭化物 ５ｍｇ１錠 製)鳥居薬品 コリンエステラーゼ阻害薬

ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業 肝・胆・消化機能改善剤

エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 製)日本化薬 閉経後乳癌治療剤

エクア錠５０ｍｇ ビルダグリプチン ５０ｍｇ１錠 製)ノバルティスファーマ　販)大日本住友製薬 ２型糖尿病治療薬

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 製)サンノーバ　販)エルメッド　販)日医工 精神安定剤

エナラプリル錠５ＭＥＥＫ エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ　販)和薬 持続性ＡＣＥ阻害剤

エネーボ配合経腸用液 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ 製)アボットジャパン 経腸栄養剤

エビスタ錠６０ｍｇ ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 製)日本イーライリリー　販)中外製薬 骨粗鬆症治療剤

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 製)日本薬品工業　販)興和　販)日本ケミファ アレルギー性疾患治療剤

エビプロスタット配合錠ＤＢ
オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエ

キス配合剤
１錠 製)日本新薬 前立腺肥大症治療剤

エビリファイ散１％ アリピプラゾール １％１ｇ 製)大塚製薬 抗精神病剤

エピレオプチマル散５０％ エトスクシミド ５０％１ｇ 製)エーザイ てんかん小発作治療剤

エブトール２５０ｍｇ錠 エタンブトール塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 製)科研製薬 エタンブトール製剤

エフピーＯＤ錠２．５ セレギリン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 製)エフピー パーキンソン病治療剤

エブランチルカプセル１５ｍｇ ウラピジル １５ｍｇ１カプセル 製)科研製薬　販)三和化学研究所 排尿障害改善・降圧剤

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「あすか」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 製)あすか製薬　販)武田薬品工業 筋緊張・痙性麻痺改善剤

エリキュース錠２．５ｍｇ アピキサバン ２．５ｍｇ１錠 製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)ファイザー　 経口ＦＸａ阻害剤

エリキュース錠５ｍｇ アピキサバン ５ｍｇ１錠 製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)ファイザー　 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
２００ｍｇ１ｇ 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン　販)大日本住友製薬 マクロライド系抗生物質

エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ レボカルニチン １００ｍｇ１錠 製)大塚製薬 レボカルニチン製剤

エルカルチンＦＦ内用液１０％ レボカルニチン １０％１ｍＬ 製)大塚製薬 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 １０ｇ 製)ＥＡファーマ 成分栄養剤

エンシュア・Ｈ 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ 製)アボットジャパン　販)大日本住友製薬 経腸栄養剤

エンテカビル錠０．５ｍｇ「トーワ」 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 製)東和薬品 抗ウイルス化学療法剤

エンドキサン錠５０ｍｇ シクロホスファミド水和物 ５０ｍｇ１錠 製)塩野義製薬 抗悪性腫瘍剤

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
（３７５ｍｇ）１錠 製)グラクソ・スミスクライン 複合抗生物質

オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬 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 ４０ｍｇ１錠 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬 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 ５ｍｇ１錠 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬 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 ４０ｍｇ１錠 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　 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 １０ｍｇ１包 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　 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 ２．５ｍｇ１包 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　 癌疼痛治療用剤
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オキノーム散５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１包 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　 癌疼痛治療用剤

オゼックス錠１５０ トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１錠 製)富士フイルム富山化学　販)大正富山医薬品　販)富山化学工業 ニューキノロン系経口抗菌製剤

オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩 ７５ｍｇ１カプセル 製)沢井製薬 抗インフルエンザウイルス剤

オダイン錠１２５ｍｇ フルタミド １２５ｍｇ１錠 製)日本化薬 前立腺癌治療剤

オフェブカプセル１００ｍｇ ニンテダニブエタンスルホン酸塩 １００ｍｇ１カプセル製)日本ベーリンガーインゲルハイム 抗線維化剤

オフェブカプセル１５０ｍｇ ニンテダニブエタンスルホン酸塩 １５０ｍｇ１カプセル製)日本ベーリンガーインゲルハイム 抗線維化剤

オプソ内服液１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ５ｍＬ１包 製)大日本住友製薬　 癌疼痛治療剤

オプソ内服液５ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包製)大日本住友製薬　 癌疼痛治療剤

オランザピン５ｍｇ錠（２） オランザピン ５ｍｇ１錠 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 オルメサルタン　メドキソミル ２０ｍｇ１錠 製)第一三共エスファ　販)第一三共 高親和性ＡＴ１レセプターブロッカー

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 製)ダイト　販)武田薬品工業 アレルギー性疾患治療剤

ガスコン散１０％ ジメチコン １０％１ｇ 製)キッセイ薬品工業 消化管内ガス駆除剤

ガスコン錠４０ｍｇ ジメチコン ４０ｍｇ１錠 製)キッセイ薬品工業 消化管内ガス駆除剤

ガストローム顆粒６６．７％ エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ 製)田辺三菱製薬 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 １ｍＬ 製)バイエル薬品　販)日本シエーリング 水溶性消化管造影剤

カソデックス錠８０ｍｇ ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 製)アストラゼネカ 前立腺癌治療剤

カチーフＮ錠５ｍｇ フィトナジオン ５ｍｇ１錠 製)日本製薬　販)武田薬品工業 ビタミンＫ１製剤

カバサール錠０．２５ｍｇ カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 製)ファイザー　販)キッセイ薬品工業 ドパミン作動薬

ガバペンシロップ５％ ガバペンチン ５％１ｍＬ 製)富士製薬工業　販)ファイザー 抗てんかん剤

ガバペン錠２００ｍｇ ガバペンチン ２００ｍｇ１錠 製)富士製薬工業　販)ファイザー 抗てんかん剤

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 １００ｍｇ１錠 製)日医工 蛋白分解酵素阻害剤

カリジノゲナーゼ錠２５単位「アメル」 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 製)共和薬品工業 循環障害改善剤

カリメート散 ポリスチレンスルホン酸カルシウム １ｇ 製)興和　販)興和創薬　販)日研化学 血清カリウム抑制剤

カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 製)ファイザー 血圧降下剤

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
１０％１ｇ 製)日医工 血管強化・止血剤

カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 カルバマゼピン ５０％１ｇ 製)共和薬品工業 抗てんかん・躁状態治療剤

カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 製)共和薬品工業 抗てんかん・躁状態治療剤

カルフィーナ錠０．２５μｇ アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 製)共和薬品工業　販)マルホ 活性型ビタミンＤ３製剤

カルフィーナ錠１．０μｇ アルファカルシドール １μｇ１錠 製)共和薬品工業　販)マルホ 活性型ビタミンＤ３製剤

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 製)沢井製薬 慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ 製)高田製薬 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 ５００ｍｇ１錠 製)東和薬品 気道粘液調整・粘膜正常化剤

カレトラ配合錠 ロピナビル・リトナビル １錠 製)アッヴィ　販)アボットジャパン 抗ウイルス化学療法剤

カロナール細粒２０％ アセトアミノフェン ２０％１ｇ 製)あゆみ製薬　販)昭和薬品化工 解熱鎮痛剤

カロナール錠３００ アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 製)あゆみ製薬　販)昭和薬品化工 解熱鎮痛剤

カンデサルタン錠４ｍｇ「ファイザー」 カンデサルタン　シレキセチル ４ｍｇ１錠 製)マイラン製薬　販)ファイザー 持続性アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗剤

カンデサルタン錠８ｍｇ「ファイザー」 カンデサルタン　シレキセチル ８ｍｇ１錠 製)マイラン製薬　販)ファイザー 持続性アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗剤

キシロカインビスカス２％ リドカイン塩酸塩 ２％１ｍＬ 製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ 表面麻酔剤

キプレス細粒４ｍｇ モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 製)杏林製薬 気管支喘息治療剤

キョウニン水〈ハチ〉 キョウニン水 １０ｍＬ 製)東洋製薬化成　販)小野薬品工業　販)マイラン製薬 鎮咳去たん剤

グーフィス錠５ｍｇ エロビキシバット水和物 ５ｍｇ１錠 製)ＥＡファーマ　販)持田製薬 胆汁酸トランスポーター阻害剤

クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 製)東和薬品 抗精神病剤

クエンメット配合散
クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム

水和物
１ｇ 製)日本薬品工業 アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

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 鉄５０ｍｇ１錠 製)沢井製薬 可溶性非イオン型鉄剤

クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツルハラ」 クエン酸第一鉄ナトリウム １ｇ 製)鶴原製薬 非イオン型鉄製剤

グラクティブ錠５０ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 製)小野薬品工業 糖尿病用剤

クラリスロマイシンＤＳ１０％「ＭＥＥＫ」 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ 製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ　販)和薬 マクロライド系抗生物質
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クラリスロマイシン錠２００「ＭＥＥＫ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ　販)和薬 マクロライド系抗生物質

グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 製)ニプロ 血糖降下剤

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
１錠 製)ミノファーゲン製薬　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ 肝臓疾患・アレルギー用剤

グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 製)エルメッド　販)日医工 スルホニルウレア系血糖降下剤

クレメジン細粒分包２ｇ 球形吸着炭 １ｇ 製)クレハ　販)田辺三菱製薬　販)第一三共 慢性腎不全用剤

クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)和薬 心身安定剤

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＮ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 製)小林化工 抗血小板剤

クロモグリク酸Ｎａ細粒小児用１０％「ＴＣＫ」 クロモグリク酸ナトリウム １０％１ｇ 製)辰巳化学　販)日本ジェネリック 食物アレルギー治療剤

クロルプロマジン塩酸塩錠 クロルプロマジン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠 精神神経用剤

クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「日医工」 クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠 製)日医工 前立腺肥大症・癌治療剤

ケアラム錠２５ｍｇ イグラチモド ２５ｍｇ１錠 製)エーザイ 抗リウマチ剤

ケーサプライ錠６００ｍｇ 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 製)佐藤薬品工業　販)アルフレッサファーマ 徐放性カリウム剤

コデインリン酸塩散１％「タケダ」 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業 鎮咳剤

コムタン錠１００ｍｇ エンタカポン １００ｍｇ１錠 製)ノバルティスファーマ 末梢ＣＯＭＴ阻害剤

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
１ｇ 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬 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 ０．５ｍｇ１錠 製)高田製薬 痛風・家族性地中海熱治療剤

コントール散１０％ クロルジアゼポキシド １０％１ｇ 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業 マイナートランキライザー

ザーコリカプセル２００ｍｇ クリゾチニブ ２００ｍｇ１カプセル製)ファイザー　販)ファイザー製薬 抗悪性腫瘍剤

ザーコリカプセル２５０ｍｇ クリゾチニブ ２５０ｍｇ１カプセル製)ファイザー　販)ファイザー製薬 抗悪性腫瘍剤

ザイザル錠５ｍｇ レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 製)グラクソ・スミスクライン 持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

サインバルタカプセル２０ｍｇ デュロキセチン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル 製)塩野義製薬　販)日本イーライリリー セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

サムスカ錠１５ｍｇ トルバプタン １５ｍｇ１錠 製)大塚製薬 Ｖ２－受容体拮抗剤

サラゾピリン錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 製)ファイザー 潰瘍性大腸炎治療剤

ザルティア錠５ｍｇ タダラフィル ５ｍｇ１錠 製)日本イーライリリー　販)日本新薬 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ケミファ」 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 製)日本ケミファ　販)興和　販)日本薬品工業 ５－ＨＴ２ブロッカー

サワシリン細粒１０％ アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬 合成ペニシリン製剤

サンリズムカプセル２５ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル 製)第一三共　販)第一製薬 不整脈治療剤

ジアスターゼ原末「マルイシ」 ジアスターゼ １０ｇ 製)丸石製薬　販)ニプロ 消化酵素製剤

ジアゼパム散１％「アメル」 ジアゼパム １％１ｇ 製)共和薬品工業 マイナートランキライザー

ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 製)共和薬品工業　販)日本ジェネリック マイナートランキライザー

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 製)ファイザー 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 ２００ｍｇ１錠 製)富士フイルム富山化学　販)アステラス製薬 キノロン系経口抗菌剤

ジオトリフ錠２０ｍｇ アファチニブマレイン酸塩 ２０ｍｇ１錠 製)日本ベーリンガーインゲルハイム 抗悪性腫瘍剤

ジオトリフ錠３０ｍｇ アファチニブマレイン酸塩 ３０ｍｇ１錠 製)日本ベーリンガーインゲルハイム 抗悪性腫瘍剤

ジオトリフ錠４０ｍｇ アファチニブマレイン酸塩 ４０ｍｇ１錠 製)日本ベーリンガーインゲルハイム 抗悪性腫瘍剤

ジカディアカプセル１５０ｍｇ セリチニブ １５０ｍｇ１カプセル製)ノバルティスファーマ 抗悪性腫瘍剤

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 ３７．５ｍｇ１カプセル製)東和薬品 徐放性鎮痛・抗炎症剤

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 ２５ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)日医工 鎮痛・抗炎症剤

ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ アジスロマイシン水和物 ２ｇ１瓶 製)ファイザー 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 ２５０ｍｇ１錠 製)ファイザー １５員環マクロライド系抗生物質

ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ「日医工」 ジソピラミドリン酸塩 １５０ｍｇ１錠 製)日医工ファーマ　販)日医工 徐放性不整脈治療剤

シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」 シタフロキサシン水和物 ５０ｍｇ１錠 製)沢井製薬 広範囲経口抗菌製剤

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 ２５ｍｇ１錠 製)日医工 抗めまい剤

シベノール錠１００ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業 不整脈治療剤

シベノール錠５０ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業 不整脈治療剤

ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)和薬 心・腎疾患治療剤

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 １００ｍｇ１カプセル製)沢井製薬 持続性Ｃａ拮抗剤
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ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 製)日医工 Ｃａ拮抗剤

ジレニアカプセル０．５ｍｇ フィンゴリモド塩酸塩 ０．５ｍｇ１カプセル製)ノバルティスファーマ 多発性硬化症治療剤

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 製)東和薬品 抗血小板剤

スインプロイク錠０．２ｍｇ ナルデメジントシル酸塩 ０．２ｍｇ１錠 製)塩野義製薬 経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬

スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ 製)東和薬品 消化性潰瘍治療剤

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)和薬 抗アルドステロン性利尿・降圧剤

スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 スルピリド ５０ｍｇ１錠 製)共和薬品工業 精神情動安定・視床下部作用性抗潰瘍剤

スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠
スルファメトキサゾール・トリメトプリ

ム
１錠 合成抗菌剤

スローケー錠６００ｍｇ 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 製)ノバルティスファーマ 徐放性カリウム剤

セイブル錠５０ｍｇ ミグリトール ５０ｍｇ１錠 製)三和化学研究所 糖尿病食後過血糖改善剤

ゼスラン小児用細粒０．６％ メキタジン ０．６％１ｇ 製)旭化成ファーマ アレルギー性疾患治療剤

ゼチーア錠１０ｍｇ エゼチミブ １０ｍｇ１錠 製)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ　販)バイエル薬品 高脂血症治療剤

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 製)ニプロ 持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

セニラン細粒１％ ブロマゼパム １％１ｇ 製)サンド　販)日本ジェネリック 精神神経安定剤

セニラン錠２ｍｇ ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 製)サンド　販)日本ジェネリック 精神神経安定剤

セファドール錠２５ｍｇ ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 製)日本新薬 抗めまい剤

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％「トーワ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１ｇ 製)東和薬品　販)日医工 セフェム系抗生物質

セフジニルカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 セフジニル １００ｍｇ１カプセル製)マイラン製薬　販)ファイザー セフェム系製剤

セフジニル細粒１０％小児用「ファイザー」 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 製)マイラン製薬　販)ファイザー セフェム系製剤

セフテラムピボキシル細粒小児用１０％「日医工」 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 製)日医工 セフェム系抗生物質

セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス １錠 製)東菱薬品工業　販)扶桑薬品工業 前立腺疾患治療剤

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ １００ｍｇ１錠 製)アステラス製薬 非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレニカＲ顆粒４０％ バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ 製)興和　販)田辺三菱製薬　販)日研化学　販)三菱ウェルファーマ 抗てんかん，躁状態，片頭痛治療剤

センノサイド顆粒８％「ＥＭＥＣ」 センノシド ８％１ｇ 製)サンノーバ　販)エルメッド　販)日医工 植物性緩下剤

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 センノシド １２ｍｇ１錠 製)沢井製薬 緩下剤

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 製)沢井製薬　販)アストラゼネカ 片頭痛治療剤

ゾニサミド散２０％「アメル」 ゾニサミド ２０％１ｇ 製)共和薬品工業 抗てんかん剤

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
４ｇ１包 製)エイワイファーマ　販)ＥＡファーマ　販)陽進堂 電解質剤

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 製)エルメッド　販)日医工 入眠剤

ダイアモックス錠２５０ｍｇ アセタゾラミド ２５０ｍｇ１錠 製)三和化学研究所 炭酸脱水酵素抑制剤

ダイアモックス末 アセタゾラミド １ｇ 製)三和化学研究所　販)武田薬品工業 炭酸脱水酵素抑制剤

タグリッソ錠４０ｍｇ オシメルチニブメシル酸塩 ４０ｍｇ１錠 製)アストラゼネカ 抗悪性腫瘍剤

タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイザー」 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル製)マイラン製薬　販)ファイザー 免疫抑制剤

タジン錠３０
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水

和物
３０ｍｇ１錠 製)あすか製薬　販)武田薬品工業 止血・血管補強剤

タナドーパ顆粒７５％ ドカルパミン ７５％１ｇ 製)田辺三菱製薬 ドパミンプロドラッグ

タナトリル錠５ イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 製)田辺三菱製薬 アンジオテンシン変換選択性阻害剤

タフィンラーカプセル５０ｍｇ ダブラフェニブメシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 製)ノバルティスファーマ 抗悪性腫瘍剤

タフィンラーカプセル７５ｍｇ ダブラフェニブメシル酸塩 ７５ｍｇ１カプセル 製)ノバルティスファーマ 抗悪性腫瘍剤

タフマックＥ配合カプセル ジアスターゼ配合剤 １カプセル 製)小野薬品工業 消化酵素剤

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 製)東和薬品 前立腺肥大症排尿障害改善剤

タモキシフェン錠２０ｍｇ「バイエル」 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 製)バイエル薬品 抗乳癌剤

タルセバ錠１００ｍｇ エルロチニブ塩酸塩 １００ｍｇ１錠 製)中外製薬 抗悪性腫瘍剤

タルセバ錠１５０ｍｇ エルロチニブ塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 製)中外製薬 抗悪性腫瘍剤

タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 製)沢井製薬 脊髄小脳変性症治療剤

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 ２５ｍｇ１カプセル 製)オーファンパシフィック　販)アステラス製薬 痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤

チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 製)沢井製薬　販)日本ジェネリック チアプリド製剤
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チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 製)メディサ新薬　販)沢井製薬 抗血小板剤

チザニジン錠１ｍｇ「トーワ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 製)東和薬品 筋緊張緩和剤

チザニジン錠１ｍｇ「杏林」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 製)キョーリンリメディオ　販)旭化成ファーマ　販)杏林製薬 筋緊張緩和剤

チャンピックス錠０．５ｍｇ バレニクリン酒石酸塩 ０．５ｍｇ１錠 製)ファイザー　販)ファイザー製薬 禁煙補助薬

チャンピックス錠１ｍｇ バレニクリン酒石酸塩 １ｍｇ１錠 製)ファイザー　販)ファイザー製薬 禁煙補助薬

チラーヂンＳ錠５０ レボチロキシンナトリウム水和物 ５０μｇ１錠 製)あすか製薬 甲状腺ホルモン剤

ツインライン配合経腸用液 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ（混合調製後の内用液として）製)イーエヌ大塚製薬 消化態経腸栄養剤

ツベルミン錠１００ｍｇ エチオナミド １００ｍｇ１錠 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 結核化学療法剤

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） 黄連解毒湯エキス １ｇ 製)ツムラ 漢方製剤

ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） 温清飲エキス １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 漢方製剤

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 葛根湯エキス １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 漢方製剤

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 五苓散エキス １ｇ 製)ツムラ 漢方製剤

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） 呉茱萸湯エキス １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 漢方製剤

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用） 十味敗毒湯エキス １ｇ 製)ツムラ 漢方製剤

ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） 潤腸湯エキス １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 漢方製剤

ツムラ消風散エキス顆粒（医療用） 消風散エキス １ｇ 製)ツムラ 漢方製剤

ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 清肺湯エキス １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 漢方製剤

ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） 猪苓湯エキス １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 漢方製剤

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） 麻黄附子細辛湯エキス １ｇ 製)ツムラ 漢方製剤

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 抑肝散エキス １ｇ 製)ツムラ 漢方製剤

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） 抑肝散加陳皮半夏エキス １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 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 １ｇ 製)ツムラ 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
１錠 製)ギリアド・サイエンシズ　販)鳥居薬品 抗ウイルス化学療法剤

ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％「タカタ」 ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ 製)高田製薬 閉塞性気道疾患用剤

ティーエスワン配合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
２０ｍｇ１錠（テガフール相当量） 製)大鵬薬品工業 代謝拮抗剤

ティーエスワン配合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
２５ｍｇ１錠（テガフール相当量） 製)大鵬薬品工業 代謝拮抗剤

テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 テオフィリン １００ｍｇ１錠 製)沢井製薬 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 ０．５ｍｇ１錠 製)日医工　販)ＭＳＤ 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錠１５ｍｇ「ＮＰ」
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水

和物
１５ｍｇ１錠 製)ニプロ　販)日本ジェネリック 鎮咳剤
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テノーミン錠２５ アテノロール ２５ｍｇ１錠 製)アストラゼネカ 心臓選択性β遮断剤

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
１錠 製)日東薬品工業　販)第一三共 カルシウム／天然型ビタミンＤ３／マグネシウム配合剤

テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 製)沢井製薬 胃炎・胃潰瘍治療剤

テプレノン細粒１０％「サワイ」 テプレノン １０％１ｇ 製)沢井製薬 胃炎・胃潰瘍治療剤

テルギンＧドライシロップ０．１％ クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ 製)高田製薬　販)マルホ 持続性抗ヒスタミン剤

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ニプロ」 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 製)ニプロ 胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容体ブロッカー

トアラセット配合錠「サワイ」
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェ

ン配合剤
１錠 製)沢井製薬 慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

トアラセット配合錠「杏林」
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェ

ン配合剤
１錠 製)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬　販)ニプロ 慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

トーワチーム配合顆粒 非ピリン系感冒剤 １ｇ 製)東和薬品　販)和薬 感冒剤

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「ＮＰ」 トコフェロールニコチン酸エステル １００ｍｇ１カプセル製)ニプロ 微小循環系賦活剤

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒１５％「明治」 トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１ｇ 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ ニューキノロン系経口抗菌製剤

トチモトのシテイ シテイ １０ｇ 製)栃本天海堂 生薬

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)和薬 アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療剤

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)和薬 アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療剤

トピラマート錠２５ｍｇ「アメル」 トピラマート ２５ｍｇ１錠 製)共和薬品工業　販)日本ジェネリック 抗てんかん剤

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ ドロキシドパ １００ｍｇ１錠 製)大日本住友製薬 ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤

トラニラスト細粒１０％「トーワ」 トラニラスト １０％１ｇ 製)東和薬品 アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

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
１錠 製)サンノーバ　販)エーザイ 鎮暈剤

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ トラマドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 製)日本新薬 がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トランコロン錠７．５ｍｇ メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠 製)アステラス製薬 過敏大腸症治療剤

トランサミン錠２５０ｍｇ トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 製)第一三共　販)第一製薬 抗プラスミン剤

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 製)日医工 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 １０％１ｍＬ 製)アルフレッサファーマ 催眠剤

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 ２ｍｇ１錠 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)和薬 チアジド系降圧利尿剤

トリプタノール錠１０ アミトリプチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 製)日医工　販)ＭＳＤ 三環系抗うつ剤

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 製)日医工 消化管運動調律剤

トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ ゾニサミド ２５ｍｇ１錠 製)大日本住友製薬
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）

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 製)サンノーバ　販)エルメッド　販)日医工 消化管運動改善剤

ナイキサン錠１００ｍｇ ナプロキセン １００ｍｇ１錠 製)田辺三菱製薬　販)ニプロＥＳファーマ 鎮痛・抗炎症剤

ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 製)日医工 速効型食後血糖降下剤

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 ニコランジル ５ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)ニプロＥＳファーマ 狭心症治療剤

ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)和薬 脳循環・代謝改善剤

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)日本ジェネリック 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワイ」 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 製)沢井製薬　販)日本ジェネリック 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

ネオーラル２５ｍｇカプセル シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル 製)ノバルティスファーマ 免疫抑制剤

ネオーラル５０ｍｇカプセル シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル 製)ノバルティスファーマ 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 ２０ｍｇ１カプセル 製)アストラゼネカ　販)第一三共 プロトンポンプ・インヒビター

ネシーナ錠２５ｍｇ アログリプチン安息香酸塩 ２５ｍｇ１錠 製)武田薬品工業 ２型糖尿病治療剤

ノイロビタン配合錠
オクトチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配

合剤
１錠 製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬 ＶＢ１・ＶＢ２・ＶＢ６・ＶＢ１２配合剤

ノウリアスト錠２０ｍｇ イストラデフィリン ２０ｍｇ１錠 製)協和キリン アデノシンＡ２Ａ受容体拮抗薬

ノバミン錠５ｍｇ プロクロルペラジンマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬 精神神経用剤

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ジゴキシン ０．１２５ｍｇ１錠 製)京都薬品工業　販)アステラス製薬 ジギタリス配糖体製剤

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン １００ｍｇ１錠 製)バイエル薬品 抗血小板剤



国立病院機構　和歌山病院　採用医薬品リスト集　【内用剤】
2019.1月現在
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ハイシー顆粒２５％ アスコルビン酸 ２５％１ｇ 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業 ビタミンＣ製剤

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
１ｇ 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬 合成抗菌剤

パラアミノサリチル酸カルシウム顆粒 パラアミノサリチル酸カルシウム水和物 １ｇ 抗結核剤

バリブライトＰ 硫酸バリウム ９８％１０ｇ 製)カイゲンファーマ Ｘ線造影剤

バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 製)東和薬品 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー

バルトレックス錠５００ バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 製)グラクソ・スミスクライン 抗ウイルス化学療法剤

バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ 製)藤永製薬　販)第一三共 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ「フジナガ」 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 製)藤永製薬　販)第一三共 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ 製)小林化工　販)エルメッド　販)日医工 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

バレイショデンプン「ケンエー」 バレイショデンプン １０ｇ 製)健栄製薬 賦形剤

パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)和薬 選択的セロトニン再取り込み阻害剤

ハロペリドール細粒１％「ヨシトミ」 ハロペリドール １％１ｇ 製)田辺三菱製薬 精神神経安定剤

ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 製)田辺三菱製薬 精神神経安定剤

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ グリコペプチド系抗生物質

パントシン散２０％ パンテチン ２０％１ｇ 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共　販)第一製薬 パンテチン製剤

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 製)日本ベーリンガーインゲルハイム 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

ピアーレシロップ６５％ ラクツロース ６５％１ｍＬ 製)高田製薬　販)日本化薬 高アンモニア血症・腸管機能改善剤

ビオフェルミンＲ散 耐性乳酸菌製剤 １ｇ 製)ビオフェルミン製薬　販)武田薬品工業 耐性乳酸菌整腸剤

ビオフェルミン配合散 ラクトミン １ｇ 製)ビオフェルミン製薬　販)武田薬品工業 乳酸菌整腸剤

ピコスルファートナトリウムドライシロップ１％「日医工」 ピコスルファートナトリウム水和物 １％１ｇ 製)日医工 緩下剤

ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」 ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 製)日医工 緩下剤

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 ０．７５％１ｍＬ 製)日医工 滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 製)東和薬品 選択的β１アンタゴニスト

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 製)東和薬品 選択的β１アンタゴニスト

ビソルボン細粒２％ ブロムヘキシン塩酸塩 ２％１ｇ 製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム 気道粘液溶解剤

ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 ピタバスタチンカルシウム水和物 ２ｍｇ１錠 製)東和薬品 ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」 ピリドキシン塩酸塩 １０％１ｇ 製)丸石製薬 ビタミンＢ６製剤

ヒダントール錠２５ｍｇ フェニトイン ２５ｍｇ１錠 製)藤永製薬　販)第一三共 抗てんかん剤

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 １０ｍｇ１錠 製)太陽ファルマ　販)中外製薬 活性型ビタミンＢ６製剤

ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「ヨシトミ」 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 製)田辺三菱製薬 抗パーキンソン剤

ビムパットドライシロップ１０％ ラコサミド １０％１ｇ 製)ユーシービージャパン　販)第一三共 抗てんかん剤

ビムパット錠５０ｍｇ ラコサミド ５０ｍｇ１錠 製)ユーシービージャパン　販)第一三共 抗てんかん剤

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 ピモベンダン １．２５ｍｇ１錠 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬 心不全治療薬

ピラマイド原末 ピラジナミド １ｇ 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共 結核化学療法剤

ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トーワ」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル 製)東和薬品 不整脈治療剤

ヒルナミン細粒１０％ レボメプロマジンマレイン酸塩 １０％１ｇ 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬 精神神経用剤

ヒルナミン錠（５ｍｇ） レボメプロマジンマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬 精神神経用剤

ピレスパ錠２００ｍｇ ピルフェニドン ２００ｍｇ１錠 製)塩野義製薬 抗線維化剤

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 製)サンノーバ　販)エルメッド　販)日医工 Ｈ２受容体拮抗剤

ファモチジン散１０％「トーワ」 ファモチジン １０％１ｇ 製)東和薬品 Ｈ２受容体拮抗剤

ファロムドライシロップ小児用１０％ ファロペネムナトリウム水和物 １００ｍｇ１ｇ 製)マルホ ペネム系抗生物質

ファロム錠２００ｍｇ ファロペネムナトリウム水和物 ２００ｍｇ１錠 製)マルホ　販)アステラス製薬 ペネム系抗生物質

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ 製)ブリストル・マイヤーズスクイブ ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質

フィコンパ錠２ｍｇ ペランパネル水和物 ２ｍｇ１錠 製)エーザイ 抗てんかん剤

ブイフェンド錠５０ｍｇ ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 製)ファイザー 深在性真菌症治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＮＰ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 製)ニプロ 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 １０％１ｇ 製)藤永製薬　販)第一三共 催眠・鎮静・抗けいれん剤
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フェノバール錠３０ｍｇ フェノバルビタール ３０ｍｇ１錠 製)藤永製薬　販)第一三共 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 ２０ｍｇ１錠 製)帝人ファーマ 高尿酸血症治療剤

フェマーラ錠２．５ｍｇ レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 製)ノバルティスファーマ　販)中外製薬 閉経後乳癌治療剤

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 乾燥硫酸鉄 １錠 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン 徐放型鉄剤

フォリアミン錠 葉酸 ５ｍｇ１錠 製)日本製薬　販)武田薬品工業 葉酸製剤

ブスコパン錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ１錠 製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム 鎮痙剤

フラジール内服錠２５０ｍｇ メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬 抗原虫剤

ブラダロン錠２００ｍｇ フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 製)日本新薬 頻尿治療剤

プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 製)ニプロ 高脂血症治療剤

フランドル錠２０ｍｇ 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬 持効性虚血性心疾患治療剤

プランルカストＤＳ１０％「ＥＫ」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ 製)小林化工　販)エルメッド　販)日医工 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

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 １１２．５ｍｇ１カプセル製)日医工 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

プランルカストドライシロップ１０％「ＡＦＰ」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ 製)アルフレッサファーマ 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

フリバスＯＤ錠２５ｍｇ ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 製)旭化成ファーマ 前立腺肥大症排尿障害改善剤

プリミドン錠２５０ｍｇ大日本 プリミドン ２５０ｍｇ１錠 製)大日本住友製薬 抗てんかん剤

プリンペラン細粒２％ メトクロプラミド ２％１ｇ 製)アステラス製薬 消化器機能異常治療剤

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル製)沢井製薬 深在性真菌症治療剤

フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 製)東和薬品 ビタミンＢ１誘導体

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 製)共和薬品工業 睡眠導入剤

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） プレドニゾロン １ｍｇ１錠 製)旭化成ファーマ 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 ５ｍｇ１錠 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬 合成副腎皮質ホルモン剤

プロゲストン錠２００ メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ２００ｍｇ１錠 製)富士製薬工業 抗悪性腫瘍黄体ホルモン剤

プロスタール錠２５ クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠 製)あすか製薬　販)住友製薬　販)武田薬品工業　販)大日本住友製薬 前立腺肥大症・癌治療剤

フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 フロセミド ４％１ｇ 製)エルメッド　販)日医工 利尿降圧剤

フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 フロセミド ２０ｍｇ１錠 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業 利尿降圧剤

フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 フロセミド ４０ｍｇ１錠 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業 利尿降圧剤

プロタノールＳ錠１５ｍｇ ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 製)興和 心機能・組織循環促進剤

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ヨシトミ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 製)田辺三菱製薬 睡眠導入剤

ブロムペリドール錠１ｍｇ「アメル」 ブロムペリドール １ｍｇ１錠 製)共和薬品工業 精神神経安定剤

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 製)日医工 高脂血症治療剤

ベタニス錠５０ｍｇ ミラベグロン ５０ｍｇ１錠 製)アステラス製薬 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「日医工」 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 製)日医工 めまい・平衡障害治療剤

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 製)沢井製薬 合成副腎皮質ホルモン剤

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＯＭＥ」 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 製)大原薬品工業　販)エルメッド　販)日医工 高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ｃａ拮抗剤）

ベプリコール錠５０ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 製)ＭＳＤ　販)第一三共 頻脈性不整脈・狭心症治療剤

ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)和薬 Ｃａ拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「テバ」 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業 ＰＧＩ２誘導体製剤

ペリアクチン散１％ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 １％１ｇ 製)日医工　販)ＭＳＤ 抗アレルギー剤

ペリアクチン錠４ｍｇ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 ４ｍｇ１錠 製)日医工　販)ＭＳＤ 抗アレルギー剤

ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤 １ｇ 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬 消化酵素剤

ペリンドプリル錠４ｍｇ「日医工」 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 製)日医工 持続性組織ＡＣＥ阻害剤

ペルサンチン錠２５ｍｇ ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 製)日本ベーリンガーインゲルハイム 冠循環改善剤

ベルソムラ錠１５ｍｇ スボレキサント １５ｍｇ１錠 製)ＭＳＤ 不眠症治療剤

ベルソムラ錠２０ｍｇ スボレキサント ２０ｍｇ１錠 製)ＭＳＤ 不眠症治療剤

ペルマックス錠２５０μｇ ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 製)協和キリン　販)日本イーライリリー ドパミンＤ１，Ｄ２作動性パーキンソン病治療剤

ベンザリン細粒１％ ニトラゼパム １％１ｇ 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬 睡眠誘導・抗痙攣剤

ベンザリン錠５ ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 製)共和薬品工業　販)塩野義製薬 睡眠誘導・抗痙攣剤

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「杏林」 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 製)キョーリンリメディオ　販)共創未来ファーマ　販)杏林製薬　 尿酸排泄薬



国立病院機構　和歌山病院　採用医薬品リスト集　【内用剤】
2019.1月現在

薬品名 一般名 規格単位 メーカー名 標榜薬効

ホーリット錠２０ｍｇ オキシペルチン ２０ｍｇ１錠 製)アルフレッサファーマ　販)第一三共　 統合失調症治療剤

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「マイラン」 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 製)マイラン製薬　販)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬　販)ファイザー糖尿病食後過血糖改善剤

ボノテオ錠５０ｍｇ ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 製)アステラス製薬 骨粗鬆症治療剤

ポラキス錠３ オキシブチニン塩酸塩 ３ｍｇ１錠 製)サノフィ　販)サノフィ・アベンティス 尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤

ポラプレジンク顆粒１５％「ファイザー」 ポラプレジンク １５％１ｇ 製)マイラン製薬　販)ファイザー 亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ポララミン錠２ｍｇ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 製)高田製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ 抗ヒスタミン剤

ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％「日医工」 ポリカルボフィルカルシウム ８３．３％１ｇ 製)日医工 過敏性腸症候群治療剤

ホリゾン錠５ｍｇ ジアゼパム ５ｍｇ１錠 製)丸石製薬　販)アステラス製薬 マイナートランキライザー

ポンタールシロップ３．２５％ メフェナム酸 ３．２５％１ｍＬ 製)第一三共 解熱・鎮痛剤

マイスタン細粒１％ クロバザム １％１ｇ 製)大日本住友製薬　販)アルフレッサファーマ 抗てんかん剤

マイスタン錠１０ｍｇ クロバザム １０ｍｇ１錠 製)大日本住友製薬　販)アルフレッサファーマ 抗てんかん剤

マグミット錠２５０ｍｇ 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 製)協和化学工業　販)日本新薬　 制酸・緩下剤

マグミット錠３３０ｍｇ 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 製)協和化学工業　販)日本新薬　 制酸・緩下剤

マドパー配合錠 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 １錠 製)太陽ファルマ　販)中外製薬 パーキンソニズム治療剤

ミオナール顆粒１０％ エペリゾン塩酸塩 １０％１ｇ 製)エーザイ 筋緊張改善剤

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
１錠 製)日本ベーリンガーインゲルハイム　販)アステラス製薬 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

ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 製)東和薬品 糖尿病食後過血糖改善剤

ミコブティンカプセル１５０ｍｇ リファブチン １５０ｍｇ１カプセル製)ファイザー 抗酸菌症治療薬

ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ デスモプレシン酢酸塩水和物 ６０μｇ１錠 製)フェリング・ファーマ　販)協和キリン ペプタイド系抗利尿ホルモン用剤

ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 製)沢井製薬 ＴＣ系抗生物質

ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ 製)沢井製薬 ＴＣ系抗生物質

ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 製)日本ベーリンガーインゲルハイム ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 製)日本ベーリンガーインゲルハイム ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

ムコサールドライシロップ１．５％ アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ 製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム 気道潤滑去たん剤

ムコサール錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム 気道潤滑去たん剤

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ セフェム系抗生物質

メイラックス細粒１％ ロフラゼプ酸エチル １％１ｇ 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 持続性心身安定剤

メキシチールカプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 製)太陽ファルマ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル製)日医工 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

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 ５０ｍｇ１カプセル 製)日医工 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

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
０．５ｍｇ１錠 製)ノバルティスファーマ 抗悪性腫瘍剤

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
２ｍｇ１錠 製)ノバルティスファーマ 抗悪性腫瘍剤

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
１５ｍｇ１錠 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬 鎮咳剤

メジコン配合シロップ
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水

和物・クレゾールスルホン酸カリウム
１０ｍＬ 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬 鎮咳去たん剤

メスチノン錠６０ｍｇ ピリドスチグミン臭化物 ６０ｍｇ１錠 製)共和薬品工業 重症筋無力症治療剤

メチコバール錠５００μｇ メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 製)エーザイ 末梢性神経障害治療剤

メトグルコ錠２５０ｍｇ メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 製)大日本住友製薬 血糖降下剤

メトクロプラミド錠５ｍｇ「トーワ」 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 製)東和薬品 消化器機能異常治療剤

メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サワイ」 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 製)沢井製薬 抗リウマチ剤

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 ２０ｍｇ１錠 製)沢井製薬 高血圧・狭心症・不整脈治療剤

メトリジン錠２ｍｇ ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 製)大正製薬　販)大正富山医薬品 低血圧治療剤

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「トーワ」 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル 製)東和薬品 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 １錠 製)ＭＳＤ 抗パーキンソン剤
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メプチンドライシロップ０．００５％ プロカテロール塩酸塩水和物 ０．００５％１ｇ 製)大塚製薬 気管支拡張剤

メルカゾール錠５ｍｇ チアマゾール ５ｍｇ１錠 製)あすか製薬　販)武田薬品工業　販)中外製薬 抗甲状腺剤

モービック錠１０ｍｇ メロキシカム １０ｍｇ１錠 製)日本ベーリンガーインゲルハイム　販)第一三共 非ステロイド性消炎・鎮痛剤

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 １％１ｇ 製)日医工 消化管運動機能改善剤

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 ５ｍｇ１錠 製)日医工 消化管運動機能改善剤

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 製)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ テガフール・ウラシル １００ｍｇ１カプセル（テガフール相当量）製)大鵬薬品工業 代謝拮抗剤

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 １００ｍｇ１ｇ 製)ファイザー 合成ペニシリン製剤

ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ テオフィリン ２００ｍｇ１錠 製)大塚製薬 気管支拡張剤

ユビデカレノン１０ｍｇ錠 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 代謝性強心剤

ユビデカレノン顆粒１％「ツルハラ」 ユビデカレノン １％１ｇ 製)鶴原製薬 代謝性強心剤

ユベラ顆粒２０％ トコフェロール酢酸エステル ２０％１ｇ 製)サンノーバ　販)エーザイ ビタミンＥ剤

ユリーフ錠４ｍｇ シロドシン ４ｍｇ１錠 製)キッセイ薬品工業　販)第一三共 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

ヨクイニンエキス散「コタロー」 ヨクイニンエキス １ｇ 製)小太郎漢方製薬 生薬製剤

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤 １０ｇ 製)イーエヌ大塚製薬　販)大塚製薬 経腸栄養剤

ラニラピッド錠０．０５ｍｇ メチルジゴキシン ０．０５ｍｇ１錠 製)中外製薬　販)アステラス製薬 強心配糖体製剤

ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)和薬 プロトンポンプ・インヒビター

ラボナ錠５０ｍｇ ペントバルビタールカルシウム ５０ｍｇ１錠 製)田辺三菱製薬 催眠・鎮静剤

ラモトリギン錠１００ｍｇ「日医工」 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 製)日医工 抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ラモトリギン錠２５ｍｇ「日医工」 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 製)日医工 抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ラモトリギン錠小児用５ｍｇ「日医工」 ラモトリギン ５ｍｇ１錠 製)日医工 抗てんかん剤

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)三和化学研究所　販)和薬 プロトンポンプ・インヒビター

リーバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン ４．１５ｇ１包 製)ＥＡファーマ 分岐鎖アミノ酸製剤

リオレサール錠５ｍｇ バクロフェン ５ｍｇ１錠 製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ 抗痙縮剤

リクシアナ錠６０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物 ６０ｍｇ１錠 製)第一三共 経口ＦＸａ阻害剤

リシノプリル錠１０ｍｇ「日医工」 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 製)日医工 持続性ＡＣＥ阻害剤

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 リスペリドン １ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)和薬 抗精神病剤

リスペリドン細粒１％「ＭＥＥＫ」 リスペリドン １％１ｇ 製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ　販)和薬 抗精神病剤

リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 製)沢井製薬 骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル製)サンド　販)ニプロ　販)日本ジェネリック リファンピシン製剤

リボトリール細粒０．１％ クロナゼパム ０．１％１ｇ 製)太陽ファルマ　販)中外製薬 抗てんかん剤

リボトリール錠１ｍｇ クロナゼパム １ｍｇ１錠 製)太陽ファルマ　販)中外製薬 抗てんかん剤

リマチル錠１００ｍｇ ブシラミン １００ｍｇ１錠 製)あゆみ製薬　販)参天製薬 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 ５μｇ１錠 製)メディサ新薬　販)沢井製薬　販)日本ジェネリック ＰＧＥ１誘導体製剤

リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン ２５ｍｇ１カプセル 製)ファイザー　販)ファイザー製薬 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカカプセル７５ｍｇ プレガバリン ７５ｍｇ１カプセル 製)ファイザー　販)ファイザー製薬 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」 リルゾール ５０ｍｇ１錠 製)ニプロＥＳファーマ 筋萎縮性側索硬化症用剤

ルネスタ錠１ｍｇ エスゾピクロン １ｍｇ１錠 製)エーザイ 不眠症治療剤

ルプラック錠８ｍｇ トラセミド ８ｍｇ１錠 製)田辺三菱製薬　販)大正富山医薬品　販)富士フイルム富山化学 ループ利尿剤

ルボックス錠２５ フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 製)アッヴィ　販)アステラス製薬　販)アボットジャパン　販)藤沢薬品工業選択的セロトニン再取り込み阻害剤

レキップＣＲ錠２ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 製)グラクソ・スミスクライン 徐放性ドパミンＤ２受容体系作動薬

レキップ錠１ｍｇ ロピニロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 製)グラクソ・スミスクライン ドパミンＤ２受容体系作動薬

レグパラ錠２５ｍｇ シナカルセト塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 製)協和キリン　販)キリンファーマ 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 １０ｍｇ１錠 製)興和 アレルギー性疾患治療剤

レスリン錠５０ トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 製)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ　販)日本オルガノン うつ病・うつ状態治療剤

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 レバミピド １００ｍｇ１錠 製)大塚製薬工場　販)大塚製薬 胃炎・胃潰瘍治療剤

レボフロキサシン細粒１０％「ＤＳＥＰ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ（レボフロキサシンとして）製)第一三共エスファ　販)第一三共 広範囲経口抗菌製剤

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして）製)第一三共エスファ　販)第一三共 広範囲経口抗菌製剤

レルパックス錠２０ｍｇ エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 製)ファイザー 片頭痛治療剤
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薬品名 一般名 規格単位 メーカー名 標榜薬効

ローブレナ錠１００ｍｇ ロルラチニブ １００ｍｇ１錠 製)ファイザー 抗悪性腫瘍剤

ローブレナ錠２５ｍｇ ロルラチニブ ２５ｍｇ１錠 製)ファイザー 抗悪性腫瘍剤

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠 製)東和薬品 鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 製)東和薬品　販)和薬 Ａ－ＩＩアンタゴニスト

ロゼレム錠８ｍｇ ラメルテオン ８ｍｇ１錠 製)武田薬品工業 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 ２ｇ１包 製)武田薬品工業 ＥＰＡ・ＤＨＡ製剤

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 １ｍｇ１カプセル 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業 止瀉剤

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 ０．０５％１ｇ 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)和薬 止瀉剤

ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 製)沢井製薬 マイナートランキライザー

ワーファリン錠０．５ｍｇ ワルファリンカリウム ０．５ｍｇ１錠 製)エーザイ 抗凝固剤

ワーファリン錠１ｍｇ ワルファリンカリウム １ｍｇ１錠 製)エーザイ 抗凝固剤

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 製)沢井製薬 狭心症治療用ＩＳＭＮ製剤

塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム １０ｇ 製)大塚製薬工場　販)大塚製薬 調剤用薬（食塩）

塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 リルマザホン塩酸塩水和物 ２ｍｇ１錠 製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 睡眠誘導剤

希塩酸「ケンエー」 希塩酸 １０ｍＬ 製)健栄製薬 消化剤

重カマ「ヨシダ」 酸化マグネシウム １０ｇ 製)吉田製薬 制酸・緩下剤

単シロップ「ケンエー」 単シロップ １０ｍＬ 製)健栄製薬 矯味剤

炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 製)小西利七商店 制酸剤

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 １ｇ 製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業 総合ビタミン剤

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 製)吉田製薬 カルシウム剤

乳糖「ホエイ」 乳糖水和物 １０ｇ 製)マイラン製薬　販)ファイザー 賦形剤

薬用炭 薬用炭 １ｇ 吸着解毒剤


