
商品名 規格・容量 薬効分類 製造販売
FAD点眼液0.05%｢ﾆｯﾄｰ｣ 0.05% 5ml その他の眼科用剤 日東メディック
亜鉛華軟膏｢ﾎｴｲ｣ その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 ファイザー
ｱｸﾄｼﾝ軟膏3% 30g（チューブ） 他に分類されない外皮用薬 マルホ
ｱｽﾞﾉｰﾙうがい液4% 5ml 含嗽剤 日本新薬
ｱｽﾞﾉｰﾙ軟膏0.033% 0.033% その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 日本新薬
ｱｰｽﾚﾅﾝ坐剤30 30mg 他に分類されない消化器官用薬 高田製薬
ｱﾄﾞｴｱ250ﾃﾞｨｽｶｽ60吸入用 60ﾌﾞﾘｽﾀ- その他の呼吸器官用薬 ＧＳＫ
ｱﾈﾄｶｲﾝｾﾞﾘｰ2% 2% 50mL キシリジン系製剤 ⼩林化⼯
ｱﾗｾﾅA軟膏3% 3% 5g 抗ウイルス剤 持田製薬
ｱﾝﾍﾟｯｸ坐剤10mg 10mg モルヒネ系製剤 大日本住友製薬
ｱﾝﾍﾟｯｸ坐剤20mg 20mg モルヒネ系製剤 大日本住友製薬
ｲｿｼﾞﾝｼｭｶﾞｰﾊﾟｽﾀ軟膏ﾁｭｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ 100g 他に分類されない外皮用薬 塩野義製薬
硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾃｰﾌﾟ40mg｢EMEC｣ 40mg 冠血管拡張剤 エルメッドエーザイ
ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg 20mg 抗ウイルス剤 第一三共
ｲﾝﾀｰﾙ吸入液1% 1% 2ml その他の気管支拡張剤 ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ
ｳﾙﾃｨﾌﾞﾛ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ(ﾌﾞﾘｰｽﾍﾗ) 14カプセル その他の気管支拡張剤 明治製菓
ｴｽｸﾚ坐剤「250」 250mg 抱水クロラール系製剤 久光製薬
SPﾄﾛｰﾁ0.25mg「明治」 0.25mg 他に分類されない消化器官用薬 明治製菓
MS温ｼｯﾌﾟ「ﾀｲﾎｳ｣ 100g その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 日本化薬
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ｢ｵｰﾂｶ｣ ﾊﾞﾗ その他の調剤用薬 大塚製薬
ｵｲﾗｯｸｽｸﾘｰﾑ10% 10g その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 ノバルティスファーマ
ｵｲﾗｯｸｽHｸﾘｰﾑ 5g（ﾁｭｰﾌﾞ） その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 ノバルティスファーマ
ｵﾌﾛｷｼﾝ点眼液0.3% 0.3% 5ml その他の眼科用剤 日東メディック
ｵﾌﾛｷｼﾝ眼軟膏0.3% 0.3% 3.5g その他の眼科用剤 日東メディック
ｵﾘﾌﾞ油 油脂性基剤;ワセリン,パラフィン等 丸石製薬
ｵﾙﾍﾞｽｺ200ugｲﾝﾍﾗｰ56吸入用 11.2mg3.3g1ｷｯﾄ その他の呼吸器官用薬 帝人ﾌｧｰﾏ
ｶﾁﾘ｢ﾎｴｲ｣ その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 ファイザー
ｶﾃﾞｯｸｽ軟膏0.9% 9mg/g 40g 他に分類されない外皮用薬 ｽﾐｽ・ｱﾝﾄﾞ・ﾈﾌｭｰ
ｶﾘｰﾕﾆ点眼液0.005% 0.25mg/5ml その他の眼科用剤 参天製薬
4% ｷｼﾛｶｲﾝ 20ML キシリジン系製剤 アストラゼネカ
ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ8% 80G キシリジン系製剤 アストラゼネカ
ｹﾝｴｰG浣腸液50% 50%40mL(Lﾀｲﾌﾟ) グリセリン製剤 健栄製薬
ｹﾝｴｰG浣腸液50% 50% 60ml(Lﾀｲﾌﾟ) グリセリン製剤 健栄製薬
ｸﾞﾘｾﾘﾝ｢ﾏﾙｲｼ｣ グリセリン製剤 丸石製薬
ｹﾄﾊﾟﾐﾝｸﾘｰﾑ2% 20mg/g 10g イミダゾール系製剤 日医⼯
ｹﾞｰﾍﾞﾝｸﾘｰﾑ1% 1% 外用サルファ製剤 田辺三菱製薬
ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1% 10g 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等 テバ製薬
ｻﾄｳｻﾞﾙﾍﾞ軟膏10％ その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 佐藤製薬
ｻﾞ-ﾈ軟膏0.5% 5000単位/g その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 エーザイ
10%ｻﾘﾁﾙ酸ﾜｾﾘﾝ軟膏東豊 100mg/g 外用サリチル酸系製剤 吉田製薬
ｻﾙﾀﾉｰﾙｲﾝﾍﾗｰ100μg 13.5mL サルブタモール製剤 ＧＳＫ
ｻﾝｺﾊﾞ点眼液0.02% 1mg/5ml その他の眼科用剤 参天製薬
次亜塩6%｢ﾖｼﾀﾞ｣ 525g 塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等 吉田製薬
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaｹﾞﾙ1%｢日本臓器｣ 25g その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 日本臓器製薬
ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ60吸入 60吸入 その他の呼吸器官用薬 アステラス製薬
硝酸銀「ﾎｴｲ」 25g ⾦属製剤;硝酸銀等 マイラン製薬
ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ2.5μgﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ60吸入 150μg 60吸入 その他の気管支拡張剤 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
ｽﾐﾙｽﾁｯｸ3% 3% 40g その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 大正富山医薬品
ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝ吸入麻酔液｢ﾏｲﾗﾝ｣ 250mL その他の全身麻酔剤 ファイザー
ｿﾌﾗﾁｭｰﾙ貼付剤10cm 10.8mg(10cm×10cm） 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等 ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ
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商品名 規格・容量 薬効分類 製造販売
ﾀﾞｲｱｯﾌﾟ坐剤10 10mg ベンゾジアゼピン系製剤 高田製薬
ﾀﾞｲｱｯﾌﾟ坐剤4 4mg ベンゾジアゼピン系製剤 高田製薬
ﾀｺｼｰﾙ組織接着用ｼｰﾄ 9.5×4.8(ﾚｷﾞｭﾗｰ) 他に分類されない治療を主目的としない医 CSLﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ
ﾁﾝｸ油 その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 丸石製薬
ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ0.5mg｢HMT｣ 0.5mg その他の気管支拡張剤 久光製薬
ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ2mg｢HMT｣ 2mg その他の気管支拡張剤 久光製薬
ﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ口腔用軟膏1mg/g 1mg/g  5g 他に分類されない消化器官用薬 日本化薬
ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟMTﾊﾟｯﾁ2.1mg 2.1mg その他の合成麻薬 ヤンセンファーマ
ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟMTﾊﾟｯﾁ4.2mg 4.2mg その他の合成麻薬 ヤンセンファーマ
ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟMTﾊﾟｯﾁ12.6mg 12.6mg その他の合成麻薬 ヤンセンファーマ
ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄ軟膏 5g 副腎皮質ホルモン製剤 ＧＳＫ
ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄｽｶﾙﾌﾟﾛｰｼｮﾝ0.05％ 10g 副腎皮質ホルモン製剤 ＧＳＫ
ﾃﾚﾐﾝｿﾌﾄ坐薬10mg 10mg その他の下剤,浣腸剤 味の素ファルマ
ﾄﾗﾆﾗｽﾄ点眼液0.5%｢ｻﾜｲ｣ 25mg 5ml その他の眼科用剤 沢井製薬
ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ液ﾓﾁﾀﾞｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ5千 5000U 臓器性止血製剤 持田製薬
ﾆｭｰﾌﾟﾛﾊﾟｯﾁ4.5mg 4.5mg1枚 その他の抗パーキンソン剤 大塚製薬
ﾉｽﾗﾝ点鼻液2% 190mg/9.5ml その他の耳鼻科用剤 科研製薬
ﾉｽﾗﾝ点眼液2% 100mg/5ml その他の眼科用剤 科研製薬
ﾊﾞｸﾄﾛﾊﾞﾝ鼻腔用軟膏2% 3g その他の主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌に作用するも ＧＳＫ
ﾊﾟﾆﾏｲｼﾝ点眼液0.3% 3mg 5ml 眼科用抗生物質製剤;ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ眼軟膏剤 明治製菓
ﾊﾟﾙﾐｺｰﾄ吸入液0.5ｍｇ 0.5ｍｇ2ｍｌ その他の呼吸器官用薬 アストラゼネカ
ﾊﾟﾙﾐｺｰﾄ200ugﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ 11.2mg その他の呼吸器官用薬 アストラゼネカ
ﾋｱﾛﾝｻﾝ点眼液0.1% 0.1% 5ml その他の眼科用剤 日東メディック
ﾋﾞｿﾉﾃｰﾌﾟ4mg 4mg その他の血圧降下剤 アステラス製薬
ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ軟膏3% ｢MEEK｣5g 5g 抗ウイルス剤 明治製菓
ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｿﾌﾄ軟膏0.3% 25g その他の血液凝固阻止剤 マルホ
ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞﾛｰｼｮﾝ0.3% 25g その他の血液凝固阻止剤 マルホ
ﾋﾞﾙﾚｸｽ眼軟膏3% 5g その他の眼科用剤 日本点眼薬研究所
ﾌｨﾌﾞﾗｽﾄｽﾌﾟﾚｰ250 250ug 他に分類されない外皮用薬 科研製薬
ﾌｴﾅｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ5% 10g その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 ﾏｲﾗﾝEPD
ﾌｪﾝﾄｽﾃｰﾌﾟ 1mg その他の合成麻薬 久光製薬
ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ点眼液0.1%「ﾜｶﾓﾄ」 0.1%/5ml その他の眼科用剤 わかもと製薬
ﾌﾟﾘﾋﾞﾅ液0.05% 点鼻用 0.05% 耳鼻科用血管収縮剤 ノバルティスファーマ
ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ0.1%点眼液T 0.1% 5ml 眼科用ｺﾙﾁｿﾞﾝ製剤;ｺﾙﾁｿﾞﾝ点眼液及び眼軟 日東メディック
ﾌﾙﾀｲﾄﾞﾃﾞｨｽｶｽ 50ug その他の呼吸器官用薬 ＧＳＫ
ﾌﾙﾀｲﾄﾞ200ﾃﾞｨｽｶｽ 200ug 60ﾌﾞﾘｽﾀｰ その他の呼吸器官用薬 ＧＳＫ
ﾌﾟﾛﾍﾟﾄ 油脂性基剤;ワセリン,パラフィン等 丸石製薬
ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ軟膏5万単位/g 20g その他の酵素製剤 ジェイドルフ
ﾍﾞｷﾞﾝｸﾘｰﾑ10% 20g その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む） 第一三共
ﾍﾞｽﾄﾛﾝ耳鼻科用1% 50mg（⼒価） 5ml 耳鼻科用抗生物質製剤 武田薬品⼯業
ﾍﾞﾅﾊﾟｽﾀ軟膏4% 4% 外用抗ヒスタミン製剤 田辺三菱製薬
ﾍﾞﾘﾌﾟﾗｽﾄPｺﾝﾋﾞｾｯﾄ組織接着用 5mL 他に分類されない治療を主目的としない医 CSLﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ
ﾍﾞﾙﾍﾞｿﾞﾛﾝF点眼･点鼻液 5ml その他の眼科用剤 日本点眼薬研究所
ﾍﾞﾛﾃｯｸｴﾛｿﾞﾙ100 10ML イソプレナリン系製剤 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
ﾍﾟﾝﾚｽﾃｰﾌﾟ18mg 18mg/30.5mm×50.0mm キシリジン系製剤 マルホ
強⼒ﾎﾟｽﾃﾘｻﾞﾝ軟膏 2g その他の痔疾用剤 マルホ
ﾎﾟﾋﾟﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｶﾞｰｸﾞﾙ7%｢ﾏｲﾗﾝ｣ 7% 30mL 含嗽剤 ファイザー
ﾎﾟﾋﾟﾖﾄﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ7.5% 7.5% ヨウ素化合物;ヨードチンキ等 吉田製薬
ﾎﾟﾋﾟﾖﾄﾞﾝ液10% 250mL ヨウ素化合物;ヨードチンキ等 吉田製薬
ﾎﾟﾋﾟﾖﾄﾞﾝｹﾞﾙ10% 10% 90g(ﾁｭｰﾌﾞ) ヨウ素化合物;ヨードチンキ等 吉田製薬
ﾎﾞﾗｻﾞG坐薬 その他の痔疾用剤 武田薬品⼯業



商品名 規格・容量 薬効分類 製造販売
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ 12.5mg フェニル酢酸系製剤 ノバルティスファーマ
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ 25mg フェニル酢酸系製剤 ノバルティスファーマ
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ 50mg フェニル酢酸系製剤 ノバルティスファーマ
ﾏｲｻﾞｰ軟膏0.05% 0.05% 5g 副腎皮質ホルモン製剤 田辺三菱製薬
人⼯涙液ﾏｲﾃｨｱ点眼液 5ml その他の眼科用剤 武田薬品⼯業
ﾏｽｷﾝW･ｴﾀﾉｰﾙ液(0.5W/V%) 0.5%500ml その他の外皮用殺菌消毒剤 丸石製薬
ﾐｵｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰ0.3mg 0.3mg 冠血管拡張剤 アステラス製薬
ﾐﾘｽﾃｰﾌﾟ 5mg 冠血管拡張剤 日本化薬
ﾐﾙﾀｯｸｽﾊﾟｯﾌﾟ30mg 1袋（6枚入） その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 第一三共
ﾑｺﾌｨﾘﾝ吸入液20％ 17.62%2ml(ﾌﾟﾗ容器) システイン系製剤 エーザイ
ﾒﾌﾟﾁﾝ吸入液ﾕﾆｯﾄ0.3mL 0.01%0.3mL その他の気管支拡張剤 大塚製薬
ﾒﾌﾟﾁﾝｽｲﾝｸﾞﾍﾗｰ10μg吸入100回 1mg 1ｷｯﾄ その他の気管支拡張剤 大塚製薬
ﾕﾍﾞﾗ軟膏 56g その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 エーザイ
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝVGﾛｰｼｮﾝ 10ML 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 塩野義製薬
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ-VG軟膏 0.12% 5g 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 塩野義製薬
ﾛｷｿﾆﾝﾃｰﾌﾟ50mg 7cm×10cm 7枚 その他の鎮痛,鎮痒,収歛,消炎剤 第一三共
ﾛｺｲﾄﾞ軟膏0.1% 5g 副腎皮質ホルモン製剤 鳥居薬品


