
YJコード 医薬品名 採用区分 薬効名称

2616700Q5048 ０．０５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 共通 石鹸類製剤

2619702Q6045 ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 共通 その他の外皮用殺菌消毒剤

4223701M1047 ５－ＦＵ軟膏５％協和 院外 フルオロウラシル系製剤

2649843S1039 ＭＳ温シップ「タイホウ」 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2649895S1028 ＭＳ冷シップ「タイホウ」 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2399710E1046 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 共通 その他の消化器官用薬

1319761Q1023 アイファガン点眼液０．１％ 共通 その他の眼科用剤

2639700N1032 アクアチムクリーム１％ 共通 その他の化膿性疾患用剤

2699703M1039 アクトシン軟膏３％ 共通 その他の外皮用薬

2634704M1047 アクロマイシン軟膏３％ 共通 外用抗生物質製剤

2655710N1030 アスタットクリーム１％ 院外 イミダゾール系製剤

2655710Q1036 アスタット外用液１％ 共通 イミダゾール系製剤

2655710M1034 アスタット軟膏１％ 院外 イミダゾール系製剤

2399713E1066 アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ 共通 その他の消化器官用薬

2260700F1021 アズノールうがい液４％ 共通 その他の含嗽剤

2649716M1042 アズノール軟膏０．０３３％ 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2529708J2058 アデスタン腟錠３００ｍｇ 共通 その他の生殖器官用剤

2290800G7030 アドエア５０エアゾール１２０吸入用 共通 その他の呼吸器官用薬

2649732S1130 アドフィードパップ４０ｍｇ 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2259806G2028 アノーロエリプタ３０吸入用 院外 その他の気管支拡張剤

2399707D1030 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 院外 その他の消化器官用薬

6250700M1189 アラセナ－Ａ軟膏３％ 共通 その他の抗ウイルス剤

1329711Q1021 アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 共通 その他の耳鼻科用剤

2619716Q1240 アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液１０Ｗ／Ｗ％「ファイザー」 共通 その他の外皮用殺菌消毒剤

3399800Q1033 アルスロマチック関節手術用灌流液 共通 その他の血液・体液用薬

2646727M1022 アルメタ軟膏 共通 副腎皮質ホルモン製剤

1319735Q1071 アレギサール点眼液０．１％ 院外 その他の眼科用剤

4490700S1029 アレサガテープ４ｍｇ 院外 その他のアレルギー用薬

1319762Q2024 アレジオンＬＸ点眼液０．１％ 院外 その他の眼科用剤

2646730Q1026 アンテベートローション０．０５％ 院外 副腎皮質ホルモン製剤

2646730M1059 アンテベート軟膏０．０５％ 共通 副腎皮質ホルモン製剤

1141700J2130 アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ 共通 アニリン系製剤

1141700J3110 アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ 共通 アニリン系製剤

8114700J1023 アンペック坐剤１０ｍｇ 共通 モルヒネ系製剤

2669700X1040 イオウ・カンフルローション「東豊」 院外 その他の皮ふ軟化剤

1190700S3021 イクセロンパッチ１３．５ｍｇ 院外 その他の中枢神経系用薬

1190700S4028 イクセロンパッチ１８ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

1190700S1029 イクセロンパッチ４．５ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

1190700S2025 イクセロンパッチ９ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

2260701F1271 イソジンガーグル液７％ 共通 その他の含嗽剤

2649719N1092 イドメシンコーワクリーム１％ 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

6250703G1022 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ 共通 その他の抗ウイルス剤

2160700Q1027 イミグラン点鼻液２０ 共通 その他の血管収縮剤

6391700X3020 イムノブラダー膀注用４０ｍｇ 共通 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤

2259701G1063 インタール吸入液１％ 共通 その他の気管支拡張剤

2649719M1186 インテバン軟膏１％ 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2259805G1027 ウルティブロ吸入用カプセル 共通 その他の気管支拡張剤

2669701N1044 ウレパールクリーム１０％ 院外 その他の皮ふ軟化剤

1319748Q1036 エイゾプト懸濁性点眼液１％ 共通 その他の眼科用剤

2649852M1020 エキザルベ 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2646729Q1031 エクラーローション０．３％ 共通 副腎皮質ホルモン製剤

1259700Q1027 エクロックゲル５％ 院外 その他の発汗剤、止汗剤

1319800M1023 エコリシン眼軟膏 院外 その他の眼科用剤

1123700J1020 エスクレ坐剤「２５０」 共通 抱水クロラール系製剤

1123700J2027 エスクレ坐剤「５００」 共通 抱水クロラール系製剤

2473700S2076 エストラーナテープ０．７２ｍｇ 院外 エストラジオール系製剤

2529701H1058 エストリール腟錠０．５ｍｇ 共通 その他の生殖器官用剤

2615702X1421 エタノール「ヨシダ」 共通 アルコール製剤

2290807G2022 エナジア吸入用カプセル高用量 院外 その他の呼吸器官用薬

2290807G1026 エナジア吸入用カプセル中用量 院外 その他の呼吸器官用薬

2699805Q1020 エピデュオゲル 院外 その他の外皮用薬

6132700J2029 エポセリン坐剤２５０ 院外 セフェム系抗生物質製剤

1219800N1023 エムラクリーム 共通 その他の局所麻酔剤

1329712R1021 エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 院外 その他の耳鼻科用剤

2649722N1027 オイラックスクリーム１０％ 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2649722N1027 オイラックスクリーム１０％ 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2691702Q1020 オキサロールローション２５μｇ／ｇ 院外 外用ビタミン製剤

2691702M1036 オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ 院外 外用ビタミン製剤
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2614700X1379 オキシドール「ヨシダ」 共通 過酸化物製剤

6290704D1026 オラビ錠口腔用５０ｍｇ 共通 その他の化学療法剤

オリブ油「ヨシダ」１００mL／瓶 共通 軟膏基剤

2699702M1034 オルセノン軟膏０．２５％ 共通 その他の外皮用薬

2290702G2021 オルベスコ１００μｇインヘラー１１２吸入用 院外 その他の呼吸器官用薬

2290702G3028 オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 共通 その他の呼吸器官用薬

2259710G1020 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ 共通 その他の気管支拡張剤

2649804X1206 カチリ「ヨシダ」 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2699704W1042 カデックス外用散０．９％ 共通 その他の外皮用薬

2699704M1025 カデックス軟膏０．９％ 共通 その他の外皮用薬

2699704M1025 カデックス軟膏０．９％ 共通 その他の外皮用薬

2649855Q1026 カラミンローション 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

1319739Q1037 キサラタン点眼液０．００５％ 共通 その他の眼科用剤

1214700P1054 キシロカインゼリー２％ 共通 キシリジン系製剤

1214701R1050 キシロカインポンプスプレー８％ 共通 キシリジン系製剤

1214700Q1033 キシロカイン液「４％」 共通 キシリジン系製剤

2259703G9020 キュバール５０エアゾール 共通 その他の気管支拡張剤

2646722M1100 キンダベート軟膏０．０５％ 共通 副腎皮質ホルモン製剤

1319763Q1022 グラナテック点眼液０．４％ 共通 その他の眼科用剤

1319742Q1039 クラビット点眼液０．５％ 共通 その他の眼科用剤

2357700X1353 グリセリン「ニッコー」 共通 グリセリン製剤

グリセリンＢＣ液６０％「ケンエー」 共通 グリセリン製剤

2357701K8045 グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ 共通 グリセリン製剤

2357701K6050 グリセリン浣腸「オヲタ」６０ 共通 グリセリン製剤

2357701K3132 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍＬ 共通 グリセリン製剤

2649801M1028 グリメサゾン軟膏 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

6290702Q1029 クレナフィン爪外用液１０％ 共通 その他の化学療法剤

2521701H1050 クロマイ腟錠１００ｍｇ 共通 生殖器官用抗生物質製剤

2633705N1031 ゲーベンクリーム１％ 共通 外用サルファ製剤

2649729S2223 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2669701N2067 ケラチナミンコーワクリーム２０％ 共通 その他の皮ふ軟化剤

2634710M1077 ゲンタシン軟膏０．１％ 共通 外用抗生物質製剤

1319819Q1020 コソプト配合点眼液 院外 その他の眼科用剤

2646713Q2029 コムクロシャンプー０．０５％ 院外 副腎皮質ホルモン製剤

2699714M2025 コレクチム軟膏０．２５％ 院外 その他の外皮用薬

2699714M1029 コレクチム軟膏０．５％ 院外 その他の外皮用薬

3325700X8022 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 共通 セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。）

2219700G1039 サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 共通 その他の呼吸促進剤

1311701Q1031 サイプレジン１％点眼液 共通 散瞳剤

1319730Q1249 ザジテン点眼液０．０５％ 院外 その他の眼科用剤

1329705Q1298 ザジテン点鼻液０．０５％ 院外 その他の耳鼻科用剤

6219700J1034 サラゾピリン坐剤５００ｍｇ 共通 その他のサルファ剤

2399801E1037 サリベートエアゾール 共通 その他の消化器官用薬

2254700G4037 サルタノールインヘラー１００μｇ 共通 サルブタモール製剤

1319710Q2078 サンコバ点眼液０．０２％ 共通 その他の眼科用剤

1312701Q1063 サンピロ点眼液０．５％ 院外 縮瞳剤

1312701Q3082 サンピロ点眼液２％ 共通 縮瞳剤

2259712G1029 シーブリ吸入用カプセル５０μｇ 院外 その他の気管支拡張剤

1329701Q1036 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 共通 その他の耳鼻科用剤

1319758Q1021 ジクアス点眼液３％ 院外 その他の眼科用剤

1147700S1028 ジクトルテープ７５ｍｇ 共通 フェニル酢酸系製剤

1319726Q1102 ジクロード点眼液０．１％ 院外 その他の眼科用剤

1147700J1219 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ゼリア」 共通 フェニル酢酸系製剤

1147700J2274 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ゼリア」 共通 フェニル酢酸系製剤

2290801G2025 シムビコートタービュヘイラー６０吸入 共通 その他の呼吸器官用薬

1119703G1024 スープレン吸入麻酔液 共通 その他の全身麻酔剤

スコピゾル眼科用液 共通 その他の眼科用剤

2649728N1075 スタデルムクリーム５％ 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2661701X1020 スピール膏Ｍ 共通 有機酸製剤

2259807G2022 スピオルトレスピマット６０吸入 共通 その他の気管支拡張剤

2259709G2023 スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 共通 その他の気管支拡張剤

2259709G1027 スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ 院外 その他の気管支拡張剤

2499701R1052 スプレキュア点鼻液０．１５％ 院外 その他のホルモン剤

3322700X1026 スポンゼル 共通 ゼラチン製剤

6429700Q1021 スミスリンローション５％ 共通 その他の駆虫剤

2639701Q1025 ゼビアックスローション２％ 院外 その他の化膿性疾患用剤

2659712N1020 ゼフナートクリーム２％ 院外 その他の寄生性皮ふ疾患用剤

1319745Q1024 ゼペリン点眼液０．１％ 院外 その他の眼科用剤

1119702G1070 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 共通 その他の全身麻酔剤

1119702G1062 セボフレン吸入麻酔液 共通 その他の全身麻酔剤

2649731S1143 セルタッチパップ７０ 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤



7990701X1021 ゼルフィルム 共通 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品

2259708G3025 セレベント５０ディスカス 院外 その他の気管支拡張剤

1319719M1046 ゾビラックス眼軟膏３％ 共通 その他の眼科用剤

2634711S1046 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ 共通 外用抗生物質製剤

2634711S2034 ソフラチュール貼付剤３０ｃｍ 共通 外用抗生物質製剤

1124701J3025 ダイアップ坐剤１０ 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

1124701J1022 ダイアップ坐剤４ 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

1124701J2029 ダイアップ坐剤６ 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

6349802X3023 タコシール組織接着用シート 共通 その他の血液製剤類

1319756Q1022 タプロス点眼液０．００１５％ 院外 その他の眼科用剤

2634713M1020 ダラシンＴゲル１％ 院外 外用抗生物質製剤

1319722M1056 タリビッド眼軟膏０．３％ 共通 その他の眼科用剤

1329706Q1039 タリビッド耳科用液０．３％ 共通 その他の耳鼻科用剤

1319755Q1028 タリムス点眼液０．１％ 院外 その他の眼科用剤

1319702Q4033 チモプトールＸＥ点眼液０．５％ 院外 その他の眼科用剤

1319702Q1107 チモプトール点眼液０．２５％ 院外 その他の眼科用剤

1319702Q2111 チモプトール点眼液０．５％ 共通 その他の眼科用剤

2649873M1030 ツムラ紫雲膏 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2259707S2078 ツロブテロールテープ１ｍｇ「サワイ」 共通 その他の気管支拡張剤

2473700M1020 ディビゲル１ｍｇ 院外 エストラジオール系製剤

2699711Q1027 ディフェリンゲル０．１％ 院外 その他の外皮用薬

2399706M1125 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 共通 その他の消化器官用薬

2611700Q1046 テキサント消毒液６％ 共通 塩素酸塩製剤

2419700R2029 デスモプレシン・スプレー１０協和 院外 その他の脳下垂体ホルモン剤

2419700R1030 デスモプレシン点鼻スプレー２．５μｇ「フェリング」 共通 その他の脳下垂体ホルモン剤

1319747Q1023 デタントール０．０１％点眼液 共通 その他の眼科用剤

1319820Q1022 デュオトラバ配合点眼液 院外 その他の眼科用剤

2647705M1023 テラ・コートリル軟膏 共通 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

2290804G2029 テリルジー１００エリプタ３０吸入用 院外 その他の呼吸器官用薬

2290804G4021 テリルジー２００エリプタ３０吸入用 院外 その他の呼吸器官用薬

2649720M1049 デルマクリンＡ軟膏１％ 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2649720N1028 デルマクリンクリーム１％ 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2646713Q1081 デルモベートスカルプローション０．０５％ 院外 副腎皮質ホルモン製剤

2646713M1136 デルモベート軟膏０．０５％ 共通 副腎皮質ホルモン製剤

2359700J2106 テレミンソフト坐薬１０ｍｇ 共通 その他の下剤、浣腸剤

2359700J1088 テレミンソフト坐薬２ｍｇ 共通 その他の下剤、浣腸剤

2649733M1089 トパルジック軟膏１％ 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

1317708Q1037 トブラシン点眼液０．３％ 共通 眼科用抗生物質製剤

2691701M1031 ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ 院外 外用ビタミン製剤

2699802Q1026 ドボベットゲル 共通 その他の外皮用薬

2699802R1021 ドボベットフォーム 共通 その他の外皮用薬

2699802M1024 ドボベット軟膏 共通 その他の外皮用薬

1319754Q1023 トラバタンズ点眼液０．００４％ 共通 その他の眼科用剤

1319738Q2020 トルソプト点眼液１％ 共通 その他の眼科用剤

2646711S2051 ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ 院外 副腎皮質ホルモン製剤

3323702Q2024 トロンビン液モチダ　ソフトボトル５千 共通 臓器性止血製剤

2399714J1026 ナウゼリン坐剤１０ 共通 その他の消化器官用薬

2399714J2022 ナウゼリン坐剤３０ 院外 その他の消化器官用薬

2399714J3029 ナウゼリン坐剤６０ 共通 その他の消化器官用薬

2499702Q1043 ナサニール点鼻液０．２％ 院外 その他のホルモン剤

1329710Q1027 ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 共通 その他の耳鼻科用剤

2655709N1053 ニゾラールクリーム２％ 共通 イミダゾール系製剤

2655709Q1025 ニゾラールローション２％ 院外 イミダゾール系製剤

2171701S2037 ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

1319724Q1120 ニフラン点眼液０．１％ 共通 その他の眼科用剤

1169700S4024 ニュープロパッチ１３．５ｍｇ 院外 その他の抗パーキンソン剤

1169700S5020 ニュープロパッチ１８ｍｇ 共通 その他の抗パーキンソン剤

1169700S1025 ニュープロパッチ２．２５ｍｇ 院外 その他の抗パーキンソン剤

1169700S2021 ニュープロパッチ４．５ｍｇ 院外 その他の抗パーキンソン剤

2590700S1025 ネオキシテープ７３．５ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

1311702Q1036 ネオシネジンコーワ５％点眼液 共通 散瞳剤

1319807M1025 ネオメドロールＥＥ軟膏 共通 その他の眼科用剤

2619805X1023 ネオ消アル「ヨシダ」 共通 その他の外皮用殺菌消毒剤

2559814J1020 ネリプロクト坐剤 共通 その他の痔疾用剤

2559814M1026 ネリプロクト軟膏 院外 その他の痔疾用剤

1149704S2027 ノルスパンテープ１０ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

1149704S3023 ノルスパンテープ２０ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

1149704S1020 ノルスパンテープ５ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

1319740Q1056 ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ 院外 その他の眼科用剤

ハイポアルコール「吉田」　５００mL／本(薬価無し) 外皮用殺菌消毒剤

6119700M1035 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ 共通 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの



1319752Q1024 パタノール点眼液０．１％ 共通 その他の眼科用剤

7290707T2025 パッチテストパネル（Ｓ） 共通 その他の診断用薬

7290706T1024 パッチテスト試薬アクリルモノマー 共通 その他の診断用薬

7290706T1024 パッチテスト試薬金属塩化金酸０．２％ 共通 その他の診断用薬

1319750Q1025 パピロックミニ点眼液０．１％ 院外 その他の眼科用剤

1169701S3022 ハルロピテープ２４ｍｇ 共通 その他の抗パーキンソン剤

6113700M1023 バンコマイシン眼軟膏１％ 共通 バンコマイシン製剤

1319720Q3230 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「センジュ」 院外 その他の眼科用剤

1319720Q4031 ヒアレインミニ点眼液０．１％ 院外 その他の眼科用剤

1319720Q3078 ヒアレイン点眼液０．１％ 共通 その他の眼科用剤

1319720Y2020 ヒアレイン点眼液０．３％ 院外 その他の眼科用剤

2149700S3020 ビソノテープ２ｍｇ 院外 その他の血圧降下剤

2149700S1027 ビソノテープ４ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

2149700S2023 ビソノテープ８ｍｇ 院外 その他の血圧降下剤

2234700G1051 ビソルボン吸入液０．２％ 共通 ブロムヘキシン製剤

1311707Q2078 ピバレフリン点眼液０．１％ 院外 散瞳剤

2619713Q1181 ヒビテン・グルコネート液２０％ 共通 その他の外皮用殺菌消毒剤

1317712Q1033 ピマリシン点眼液５％「センジュ」 共通 眼科用抗生物質製剤

3339950N1035 ヒルドイドクリーム０．３％ 院外 その他の血液凝固阻止剤

3339950M1137 ヒルドイドソフト軟膏０．３％ 共通 その他の血液凝固阻止剤

3339950M1137 ヒルドイドソフト軟膏０．３％ 院外 その他の血液凝固阻止剤

3339950R1177 ヒルドイドフォーム０．３％ 院外 その他の血液凝固阻止剤

3339950Q1074 ヒルドイドローション０．３％ 院外 その他の血液凝固阻止剤

2290805G1027 ビレーズトリエアロスフィア５６吸入 院外 その他の呼吸器官用薬

1319706Q3043 ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」 共通 その他の眼科用剤

2699710R1028 フィブラストスプレー２５０ 共通 その他の外皮用薬

2699710R2024 フィブラストスプレー５００ 共通 その他の外皮用薬

2649731M1098 フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2649731S1291 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

8219701S6027 フェントステープ０．５ｍｇ 共通 その他の合成麻薬

8219701S1025 フェントステープ１ｍｇ 共通 その他の合成麻薬

8219701S2021 フェントステープ２ｍｇ 共通 その他の合成麻薬

8219701S3028 フェントステープ４ｍｇ 共通 その他の合成麻薬

8219701S5020 フェントステープ８ｍｇ 共通 その他の合成麻薬

2634708M1037 フシジンレオ軟膏２％ 院外 外用抗生物質製剤

2290701G4038 ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ「武田テバ」 共通 その他の呼吸器官用薬

2529707H1063 フラジール腟錠２５０ｍｇ 共通 その他の生殖器官用剤

7129801X1027 プラスチベース 共通 その他の軟膏基剤

2171700S1095 フランドルテープ４０ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

1324704Q1033 プリビナ液０．０５％ 共通 耳鼻科用血管収縮剤

2290700G6028 フルタイド２００ディスカス 共通 その他の呼吸器官用薬

2290700G4025 フルタイド５０ディスカス 院外 その他の呼吸器官用薬

1329707Q3052 フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 院外 その他の耳鼻科用剤

2646731M1029 フルメタ軟膏 院外 副腎皮質ホルモン製剤

1315704Q1115 フルメトロン点眼液０．０２％ 院外 眼科用コルチゾン製剤

1315704Q3126 フルメトロン点眼液０．１％ 共通 眼科用コルチゾン製剤

2499700H1036 プレグランディン腟坐剤１ｍｇ 共通 その他のホルモン剤

1315705M1037 プレドニン眼軟膏 院外 眼科用コルチゾン製剤

7290703T1039 フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ 共通 その他の診断用薬

2559805J1020 プロクトセディル坐薬 院外 その他の痔疾用剤

2679701Q1055 フロジン外用液５％ 院外 その他の毛髪用剤

2699705M1038 プロスタンディン軟膏０．００３％ 共通 その他の外皮用薬

2699709M2024 プロトピック軟膏０．０３％小児用 共通 その他の外皮用薬

2699709M1028 プロトピック軟膏０．１％ 共通 その他の外皮用薬

1319743Q1033 ブロナック点眼液０．１％ 共通 その他の眼科用剤

7121703X1330 プロペト 共通 油脂性基剤

3959701M1035 ブロメライン軟膏５万単位／ｇ 共通 その他の酵素製剤

ヘキザックＡＬ液１％ 共通 その他の外皮用殺菌消毒剤

1325702Q1040 ベストロン耳鼻科用１％ 共通 耳鼻科用抗生物質製剤

1317713Q1038 ベストロン点眼用０．５％ 共通 眼科用抗生物質製剤

6290701N1028 ベセルナクリーム５％ 院外 その他の化学療法剤

1319733Q1072 ベトプティック点眼液０．５％ 共通 その他の眼科用剤

2254700G2034 ベネトリン吸入液０．５％ 共通 サルブタモール製剤

1313700Q2070 ベノキシール点眼液０．４％ 共通 眼科用局所麻酔剤

3339950R1126 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 共通 その他の血液凝固阻止剤

3339950M1188 ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 共通 その他の血液凝固阻止剤

2699712Q1021 ベピオゲル２．５％ 院外 その他の外皮用薬

6349800X3024 ベリプラストＰコンビセット組織接着用 共通 その他の血液製剤類

2399715X1023 ペンタサ注腸１ｇ 共通 その他の消化器官用薬

1214701S1051 ペンレステープ１８ｍｇ 共通 キシリジン系製剤

2646724N1040 ボアラクリーム０．１２％ 院外 副腎皮質ホルモン製剤



2259707S1020 ホクナリンテープ０．５ｍｇ 院外 その他の気管支拡張剤

2259707S2027 ホクナリンテープ１ｍｇ 院外 その他の気管支拡張剤

2259707S3023 ホクナリンテープ２ｍｇ 共通 その他の気管支拡張剤

7190700X1023 ホスコＥ－７５ 共通 その他の調剤用薬

7190700X1031 ホスコＨ－１５ 共通 その他の調剤用薬

2451700Q1032 ボスミン外用液０．１％ 共通 エピネフリン製剤

2612701Q3113 ポビドンヨード液１０％「メタル」 共通 ヨウ素化合物

2559813J1033 ボラザＧ坐剤 院外 その他の痔疾用剤

2559813M1021 ボラザＧ軟膏 共通 その他の痔疾用剤

2649734Q1069 ボルタレンゲル１％ 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

1147700J1057 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ 院外 フェニル酢酸系製剤

1147700J2061 ボルタレンサポ２５ｍｇ 院外 フェニル酢酸系製剤

1147700J3084 ボルタレンサポ５０ｍｇ 共通 フェニル酢酸系製剤

2649734S1074 ボルタレンテープ１５ｍｇ 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

6349801X2022 ボルヒール組織接着用 共通 その他の血液製剤類

2691700Q2027 ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ 院外 外用ビタミン製剤

2691700M2025 ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ 院外 外用ビタミン製剤

2691700M1053 ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ 共通 外用ビタミン製剤

2699804M1023 マーデュオックス軟膏 院外 その他の外皮用薬

2619702Q1060 マスキンＷ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） 共通 その他の外皮用殺菌消毒剤

マスキンスクラブ４％ 共通 その他の外皮用殺菌消毒剤

2619702Q3160 マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 共通 その他の外皮用殺菌消毒剤

2171701R4038 ミオコールスプレー０．３ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

1319701Q4020 ミケランＬＡ点眼液２％ 共通 その他の眼科用剤

1319810Q1053 ミドリンＰ点眼液 共通 その他の眼科用剤

2529710X1027 ミレーナ５２ｍｇ 共通 その他の生殖器官用剤

1319760Q1029 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ 院外 その他の眼科用剤

1319811Q2020 ムコファジン点眼液 院外 その他の眼科用剤

2646726N1090 メサデルムクリーム０．１％ 共通 副腎皮質ホルモン製剤

2646726M1095 メサデルム軟膏０．１％ 共通 副腎皮質ホルモン製剤

2259704G9033 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 共通 その他の気管支拡張剤

2259704G5020 メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ 共通 その他の気管支拡張剤

2649729S2169 モーラステープ２０ｍｇ 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2649729S3084 モーラステープＬ４０ｍｇ 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2649729S4030 モーラスパップ６０ｍｇ 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2649729S5028 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2649729S6024 モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2699801V1106 ユーパスタコーワ軟膏 共通 その他の外皮用薬

2649805M1026 ユベラ軟膏 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2655710M1042 ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 共通 イミダゾール系製剤

2659710N1152 ラミシールクリーム１％ 共通 その他の寄生性皮ふ疾患用剤

2659710Q1078 ラミシール外用液１％ 院外 その他の寄生性皮ふ疾患用剤

1319736Q1076 リザベン点眼液０．５％ 共通 その他の眼科用剤

1329713X1025 リティンパ耳科用２５０μｇセット 共通 その他の耳鼻科用剤

2646720Q1065 リドメックスコーワローション０．３％ 共通 副腎皮質ホルモン製剤

2646720M1080 リドメックスコーワ軟膏０．３％ 共通 副腎皮質ホルモン製剤

1329708Q1038 リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 院外 その他の耳鼻科用剤

6250702G1028 リレンザ 共通 その他の抗ウイルス剤

2647709Q1040 リンデロン－ＶＧローション 共通 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

2647709M1102 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ 共通 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

2646701M2156 リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ 共通 副腎皮質ホルモン製剤

2454700J1028 リンデロン坐剤０．５ｍｇ 共通 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

1315706Q2102 リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ 共通 眼科用コルチゾン製剤

6290703Q1023 ルコナック爪外用液５％ 院外 その他の化学療法剤

1319757Q1027 ルミガン点眼液０．０３％ 院外 その他の眼科用剤

2655712N1020 ルリコンクリーム１％ 共通 イミダゾール系製剤

2399716K1020 レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 共通 その他の消化器官用薬

2642702N1029 レスタミンコーワクリーム１％ 共通 外用抗ヒスタミン製剤

1319746Q1037 レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＴＳ」 共通 その他の眼科用剤

2290803G4027 レルベア２００エリプタ３０吸入用 共通 その他の呼吸器官用薬

2649735S3020 ロキソニンテープ１００ｍｇ 院外 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2649735S2024 ロキソニンテープ５０ｍｇ 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2649896S1022 ロコアテープ 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2646717N1083 ロコイドクリーム０．１％ 共通 副腎皮質ホルモン製剤

2699713Q1026 ロゼックスゲル０．７５％ 共通 その他の外皮用薬

1125700J3028 ワコビタール坐剤３０ 共通 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

1125700J4032 ワコビタール坐剤５０ 共通 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

2649705X1059 亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2649704M1180 亜鉛華軟膏「ヨシダ」 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2619705X1050 液状フェノール「ケンエー」 共通 その他の外皮用殺菌消毒剤

7190701X1036 塩化ナトリウム「オーツカ」 共通 その他の調剤用薬



1319812M1026 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 院外 その他の眼科用剤

2612700X1315 希ヨードチンキ「ニッコー」 共通 ヨウ素化合物

2616700Q8039 逆性石ケン液０．０１「ヨシダ」 共通 石鹸類製剤

2616700Q9027 逆性石ケン液０．０２「ヨシダ」 共通 石鹸類製剤

2616700Q1328 逆性石ケン液１０「ヨシダ」 共通 石鹸類製剤

2559808M1020 強力ポステリザン（軟膏） 共通 その他の痔疾用剤

2612701N1033 産婦人科用イソジンクリーム５％ 共通 ヨウ素化合物

2649708X1257 酸化亜鉛「ヨシダ」 共通 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

1329707Q2030 小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用 院外 その他の耳鼻科用剤

2615703X1310 消毒用エタノール「ヤクハン」 共通 アルコール製剤

2171700S1133 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 共通 冠血管拡張剤

2663700X1055 硝酸銀「ファイザー」原末 共通 金属製剤

2359800J1035 新レシカルボン坐剤 共通 その他の下剤、浣腸剤

7122704X1269 親水クリーム「ニッコー」 共通 乳剤性基剤

1319808Q2036 人工涙液マイティア点眼液 共通 その他の眼科用剤

2661700X1310 酢酸「ヨシダ」 共通 有機酸製剤

7139703X1024 石油ベンジン 共通 その他の溶解剤

1319813Q1049 点眼・点鼻用リンデロンＡ液 共通 その他の眼科用剤

1311706Q2022 日点アトロピン点眼液１％ 共通 散瞳剤

7121703X1216 白色ワセリン 共通 油脂性基剤

2615704X1315 無水エタノール「ニッコー」 共通 アルコール製剤

7131700X1049 滅菌精製水「ケンエー」 共通 精製水類

7121718X1204 流動パラフィン「ニッコー」 共通 油脂性基剤

2790820Q1040 ネオステリングリーンうがい液０．２％ 共通 その他の歯科口腔用薬

2760806D1031 オキシテトラコーン歯科用挿入剤５ｍｇ 共通 歯科用抗生物質製剤

2710806U1021 歯科用キシロカインカートリッジ 共通 歯科用局所麻酔剤

2710813U1030 歯科用シタネスト－オクタプレシンカートリッジ 共通 歯科用局所麻酔剤

2710816Q1043 ジンジカインゲル２０％ 共通 歯科用局所麻酔剤

2710806U1056 エピリド配合注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ 共通 歯科用局所麻酔剤

2760804M1059 ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏２％「昭和」 共通 歯科用抗生物質製剤


