
YJコード 医薬品名 採用区分 薬効分類

2431003F2031 ２５ｍｃｇチロナミン錠 共通 甲状腺ホルモン製剤

3122007F2039 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 共通 ビタミンＢ１誘導体製剤

6132002E2030 Ｌ－ケフレックス顆粒 院外 セフェム系抗生物質製剤

8114004G1027 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ 院外 モルヒネ系製剤

8114004G2023 ＭＳコンチン錠３０ｍｇ 院外 モルヒネ系製剤

1180107D1131 ＰＬ配合顆粒 共通 鎮咳・抗ヒスタミン・解熱配合剤

2339177B1038 Ｓ・Ｍ配合散 共通 その他の健胃消化剤

1149116D1033 ＳＧ配合顆粒 院外 その他の解熱鎮痛消炎剤

2149032F1021 アーチスト錠１０ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

2149032F4020 アーチスト錠２．５ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

1169001F1024 アーテン錠（２ｍｇ） 共通 その他の抗パーキンソン剤

6250032F1026 アイセントレス錠４００ｍｇ 共通 その他の抗ウイルス剤

2171023F2020 アイトロール錠２０ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

4490016M2020 アイピーディカプセル１００ 共通 その他のアレルギー用薬

4490016R1020 アイピーディドライシロップ５％ 共通 その他のアレルギー用薬

2149118F2026 アイミクス配合錠ＨＤ 院外 その他の血圧降下剤

2149118F1020 アイミクス配合錠ＬＤ 院外 その他の血圧降下剤

3969007F1024 アクトス錠１５ 共通 その他の糖尿病用剤

5900001F1022 アコニンサン錠 院外 生薬製剤

2399015F1020 アコファイド錠１００ｍｇ 院外 その他の消化器官用薬

2399009F3028 アサコール錠４００ｍｇ 共通 その他の消化器官用薬

6219001H2036 アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ 院外 その他のサルファ剤

6219001H1056 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ 共通 その他のサルファ剤

6250002R1056 アシクロビルＤＳ８０％「ＮＫ」 共通 その他の抗ウイルス剤

6250002Q2030 アシクロビル内服ゼリー８００ｍｇ「日医工」 院外 その他の抗ウイルス剤

2325005F2020 アシノン錠７５ｍｇ 共通 Ｈ２遮断剤

2149048F2029 アジルバ錠４０ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

1169017F1025 アジレクト錠０．５ｍｇ 共通 その他の抗パーキンソン剤

2229001F1053 アストミン錠１０ｍｇ 共通 その他の鎮咳剤

3214001F1020 アスパラ－ＣＡ錠２００ 共通 有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。）

3229005F1080 アスパラカリウム錠３００ｍｇ 共通 その他の無機質製剤

1143001X1201 アスピリン「ヨシダ」 共通 サリチル酸系製剤

2129004M2022 アスペノンカプセル２０ 共通 その他の不整脈用剤

2249003Q1048 アスベリンシロップ０．５％ 共通 その他の鎮咳去たん剤

2249003B1037 アスベリン散１０％ 共通 その他の鎮咳去たん剤

1319004F1035 アダプチノール錠５ｍｇ 共通 その他の眼科用剤

2171014G4029 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

1179005F1053 アタラックス錠１０ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

3992001F1084 アデホスコーワ腸溶錠２０ 共通 アデノシン製剤

3992001D1059 アデホスコーワ顆粒１０％ 共通 アデノシン製剤

2149037F2039 アテレック錠１０ 共通 その他の血圧降下剤

2189101F1020 アトーゼット配合錠ＬＤ 院外 その他の高脂血症用剤

2343002X1058 アドソルビン原末 共通 アルミニウム化合物製剤

3321002B1139 アドナ散１０％ 院外 カルバゾクロム系製剤

3321002F2366 アドナ錠３０ｍｇ 共通 カルバゾクロム系製剤

2189015F4022 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 共通 その他の高脂血症用剤

4291010F1228 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

1174002F1029 アナフラニール錠１０ｍｇ 共通 イミプラミン系製剤

2149046F2020 アバプロ錠１００ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

4291023F1020 アフィニトール錠５ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

8219001F1020 アブストラル舌下錠１００μｇ 共通 その他の合成麻薬

8219001F2026 アブストラル舌下錠２００μｇ 共通 その他の合成麻薬

8219001F3022 アブストラル舌下錠４００μｇ 共通 その他の合成麻薬

2142004F1053 アプレゾリン錠１０ｍｇ 共通 ヒドララジン製剤

6241016F1028 アベロックス錠４００ｍｇ 共通 ピリドンカルボン酸系製剤

8113001S1037 アヘンチンキ 院外 あへんチンキ及びエキス類製剤

2499011M1027 アボルブカプセル０．５ｍｇ 共通 その他のホルモン剤

3961008F1020 アマリール１ｍｇ錠 共通 スルフォニル尿素系製剤

1161001C1135 アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 共通 アマンタジン製剤

1161001F1131 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 共通 アマンタジン製剤

2129010F3025 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 共通 その他の不整脈用剤

2359006M2021 アミティーザカプセル１２μｇ 共通 その他の下剤、浣腸剤

2359006M1025 アミティーザカプセル２４μｇ 院外 その他の下剤、浣腸剤

3259108B1039 アミノレバンＥＮ配合散 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

3253001D1036 アミユー配合顆粒 共通 混合アミノ酸製剤

2171022F3030 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 共通 冠血管拡張剤

2171022F4184 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 共通 冠血管拡張剤

2171022F3021 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

6250046F1028 アメナリーフ錠２００ｍｇ 共通 その他の抗ウイルス剤
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6131001M2335 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 共通 ペニシリン系抗生物質製剤

1129007F1026 アモバン錠７．５ 院外 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

3999020F1029 アラバ錠１０ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

1190012F6028 アリセプトＤ錠１０ｍｇ 院外 その他の中枢神経系用薬

1190012F3029 アリセプトＤ錠３ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

1190012F4025 アリセプトＤ錠５ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

4291010F1031 アリミデックス錠１ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

3999100D1037 アルギＵ配合顆粒 院外 その他代謝性医薬品

4219002F1034 アルケラン錠２ｍｇ 共通 その他のアルキル化剤

2329008C1097 アルサルミン細粒９０％ 共通 その他の消化性潰瘍用剤

2329008S1105 アルサルミン内用液１０％ 院外 その他の消化性潰瘍用剤

2329002F2190 アルジオキサ錠１００ｍｇ「あすか」 共通 その他の消化性潰瘍用剤

2133001C1097 アルダクトンＡ細粒１０％ 院外 抗アルドステロン製剤

2133001F1522 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ 院外 抗アルドステロン製剤

3112001M3065 アルファロールカプセル１μｇ 院外 合成ビタミンＤ製剤

2329116S1094 アルロイドＧ内用液５％ 共通 その他の消化性潰瘍用剤

4490011F2028 アレギサール錠５ｍｇ 院外 その他のアレルギー用薬

4490023F2020 アレグラ錠３０ｍｇ 院外 その他のアレルギー用薬

4490023F1024 アレグラ錠６０ｍｇ 院外 その他のアレルギー用薬

4490014R1021 アレジオンドライシロップ１％ 共通 その他のアレルギー用薬

4490014F2021 アレジオン錠２０ 共通 その他のアレルギー用薬

1132002B1060 アレビアチン散１０％ 共通 ヒダントイン系製剤

1132002F2041 アレビアチン錠１００ｍｇ 共通 ヒダントイン系製剤

4490025F4022 アレロックＯＤ錠５ 院外 その他のアレルギー用薬

4490025D1022 アレロック顆粒０．５％ 共通 その他のアレルギー用薬

2359102X1072 アローゼン顆粒 共通 その他の下剤、浣腸剤

2123014F2201 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 共通 β－遮断剤

4291012F1022 アロマシン錠２５ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

3399006F2022 アンプラーグ錠１００ｍｇ 共通 その他の血液・体液用薬

2239001S2046 アンブロキソール塩酸塩内用液０．３％「日医工」 院外 その他の去たん剤

1139010R1020 イーケプラドライシロップ５０％ 共通 その他の抗てんかん剤

1139010F1024 イーケプラ錠２５０ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

1139010F2020 イーケプラ錠５００ｍｇ 院外 その他の抗てんかん剤

3339003F3027 イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ 共通 その他の血液凝固阻止剤

3339003F4023 イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ 共通 その他の血液凝固阻止剤

4291031F1025 イクスタンジ錠４０ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291031F2021 イクスタンジ錠８０ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

6222001F3037 イスコチン錠１００ｍｇ 共通 イソニアジド系製剤

2139001Q2035 イソソルビド内服ゼリー７０％分包３０ｇ「日医工」 院外 その他の利尿剤

2139001S1060 イソバイドシロップ７０％ 共通 その他の利尿剤

6290004M1029 イトリゾールカプセル５０ 共通 その他の化学療法剤

6290004S1028 イトリゾール内用液１％ 共通 その他の化学療法剤

3969105F1023 イニシンク配合錠 院外 その他の糖尿病用剤

3259120S1021 イノラス配合経腸用液 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

4291051M2028 イブランスカプセル１２５ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291051M1021 イブランスカプセル２５ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

3999005F1059 イムラン錠５０ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

2391008M2028 イメンドカプセル１２５ｍｇ 共通 鎮吐剤

2391008M1021 イメンドカプセル８０ｍｇ 共通 鎮吐剤

2399014F3029 イリボーＯＤ錠２．５μｇ 院外 その他の消化器官用薬

2399014F2022 イリボー錠５μｇ 院外 その他の消化器官用薬

2149119F1024 イルトラ配合錠ＬＤ 院外 その他の血圧降下剤

3222012Q1030 インクレミンシロップ５％ 共通 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

1179057G1021 インチュニブ錠１ｍｇ 院外 その他の精神神経用剤

2123008F1048 インデラル錠１０ｍｇ 共通 β－遮断剤

4291027F1029 インライタ錠１ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291027F2025 インライタ錠５ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

2590004F1192 ウテメリン錠５ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

1231014F1054 ウブレチド錠５ｍｇ 共通 四級アンモニウム塩製剤

3949101F1073 ウラリット配合錠 共通 その他の痛風治療剤

3949004F2024 ウリアデック錠４０ｍｇ 共通 その他の痛風治療剤

2590013F2023 ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

2362001F2149 ウルソ錠１００ｍｇ 共通 胆汁酸製剤

2590001F1024 ウロカルン錠２２５ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

2149111F2024 エカード配合錠ＨＤ 院外 その他の血圧降下剤

3969011F1020 エクア錠５０ｍｇ 共通 その他の糖尿病用剤

1139005B1048 エクセグラン散２０％ 共通 その他の抗てんかん剤

1139005F1023 エクセグラン錠１００ｍｇ 院外 その他の抗てんかん剤

3969104F1029 エクメット配合錠ＬＤ 院外 その他の糖尿病用剤

4219003M1054 エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ 院外 その他のアルキル化剤

2475001F3033 エストリール錠１ｍｇ 共通 エストリオール系製剤



4229101F1050 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ 共通 その他の代謝拮抗剤

4229101F2057 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ 共通 その他の代謝拮抗剤

2149114F2028 エックスフォージ配合ＯＤ錠 院外 その他の血圧降下剤

3112006M2029 エディロールカプセル０．７５μｇ 共通 合成ビタミンＤ製剤

2144002F2462 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 共通 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

3259119S1029 エネーボ配合経腸用液 院外 その他のたん白アミノ酸製剤

4490019F2024 エバステル錠１０ｍｇ 院外 その他のアレルギー用薬

3399004M3029 エパデールＳ６００ 共通 その他の血液・体液用薬

3399004M1026 エパデールカプセル３００ 院外 その他の血液・体液用薬

3999021F1023 エビスタ錠６０ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

2590100X2046 エビプロスタット配合錠ＤＢ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

1179045F2020 エビリファイ錠６ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

3399009F1020 エフィエント錠３．７５ｍｇ 共通 その他の血液・体液用薬

6225001F2032 エブトール２５０ｍｇ錠 共通 エタンブトール製剤

1169010F2020 エフピーＯＤ錠２．５ 共通 その他の抗パーキンソン剤

2477001M1026 エフメノカプセル１００ｍｇ 院外 プロゲステロン製剤

2149020N1031 エブランチルカプセル１５ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

3999047F3020 エベレンゾ錠１００ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999047F1028 エベレンゾ錠２０ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999047F2024 エベレンゾ錠５０ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3339004F1029 エリキュース錠２．５ｍｇ 共通 その他の血液凝固阻止剤

3339004F2025 エリキュース錠５ｍｇ 共通 その他の血液凝固阻止剤

6141002F2078 エリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 共通 エリスロマイシン製剤

3999033F1026 エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3999033F2022 エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999033S1024 エルカルチンＦＦ内用液１０％ 院外 その他代謝性医薬品

3259107A1039 エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 院外 その他のたん白アミノ酸製剤

3259103B1036 エレンタール配合内用剤 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

3259114S1026 エンシュア・Ｈ 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

3259114S1026 エンシュア・Ｈ 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

3259109S1025 エンシュア・リキッド 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

4211002F1044 エンドキサン錠５０ｍｇ 共通 クロルエチルアミン系製剤

2190041F2023 エンレスト錠１００ｍｇ 共通 その他の循環器官用薬

2190041F3020 エンレスト錠２００ｍｇ 院外 その他の循環器官用薬

3961003F1028 オイグルコン錠１．２５ｍｇ 院外 スルフォニル尿素系製剤

6139100F2044 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ 共通 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

1149031F1030 オークル錠１００ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

5200072D1023 オースギ小建中湯エキスＧ 院外 漢方製剤

4420001F1082 オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」 共通 その他の刺激療法剤

8119002G6026 オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

8119002G7022 オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

8119002G8029 オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

8119002G5020 オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

8119002B2023 オキノーム散２．５ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

8119002B3020 オキノーム散５ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

6241010C1024 オゼックス細粒小児用１５％ 共通 ピリドンカルボン酸系製剤

6241010F2027 オゼックス錠１５０ 共通 ピリドンカルボン酸系製剤

4291005F1057 オダイン錠１２５ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

3999042F3028 オテズラ錠３０ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

4490017M1036 オノンカプセル１１２．５ｍｇ 共通 その他のアレルギー用薬

4490017R1033 オノンドライシロップ１０％ 共通 その他のアレルギー用薬

3399003F1073 オパルモン錠５μｇ 共通 その他の血液・体液用薬

2190035F1021 オプスミット錠１０ｍｇ 共通 その他の循環器官用薬

8114005S1024 オプソ内服液５ｍｇ 共通 モルヒネ系製剤

3999044F1024 オルケディア錠１ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999044F2020 オルケディア錠２ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999043F1020 オルミエント錠２ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3999043F2026 オルミエント錠４ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

2149044F6026 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

4490025F4081 オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「マルホ」 共通 その他のアレルギー用薬

3969017F1028 オングリザ錠２．５ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

2391002C1037 カイトリル細粒０．４％ 共通 鎮吐剤

2318001Q1080 ガスコンドロップ内用液２％ 共通 ジメチコン製剤

2318001F1063 ガスコン錠４０ｍｇ 共通 ジメチコン製剤

2325003F3035 ガスターＤ錠１０ｍｇ 共通 Ｈ２遮断剤

2325003F4031 ガスターＤ錠２０ｍｇ 院外 Ｈ２遮断剤

2325003B2029 ガスター散２％ 院外 Ｈ２遮断剤

2329026D1031 ガストローム顆粒６６．７％ 院外 その他の消化性潰瘍用剤

7211001X1030 ガストログラフイン経口・注腸用 共通 ヨウ素化合物製剤

2399010F2024 ガスモチン錠５ｍｇ 共通 その他の消化器官用薬

2329020F3020 ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ 共通 その他の消化性潰瘍用剤



4291009F2027 カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

2149001F1034 カタプレス錠７５μｇ 共通 その他の血圧降下剤

2190104F1024 カデュエット配合錠４番 院外 その他の循環器官用薬

3969022F1029 カナグル錠１００ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

6123003M1042 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 共通 アミノ糖系抗生物質製剤

3969106F1028 カナリア配合錠 院外 その他の糖尿病用剤

1169011F1028 カバサール錠０．２５ｍｇ 共通 その他の抗パーキンソン剤

1169011F2024 カバサール錠１．０ｍｇ 共通 その他の抗パーキンソン剤

1139007F1022 ガバペン錠２００ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

2339003B1192 ガランターゼ散５０％ 院外 その他の健胃消化剤

2190016S1027 カリメート経口液２０％ 共通 その他の循環器官用薬

2119004F2027 カルグート錠１０ 共通 その他の強心剤

2149027F2027 カルスロット錠１０ 共通 その他の血圧降下剤

2190024F4022 カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 共通 その他の循環器官用薬

2149026F7024 カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

2149026F2022 カルデナリン錠１ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

2491001F6060 カルナクリン錠５０ 共通 循環ホルモン剤

2149036F2026 カルバン錠５０ 院外 その他の血圧降下剤

2149043F2026 カルブロック錠１６ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

2149032F4039 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 共通 その他の血圧降下剤

1141007Q1048 カロナールシロップ２％ 共通 アニリン系製剤

1141007C1075 カロナール細粒２０％ 共通 アニリン系製剤

1141007F1063 カロナール錠２００ 共通 アニリン系製剤

2149040F7024 カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ「ＥＥ」 共通 その他の血圧降下剤

3999013F1231 キネダック錠５０ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

4490026F1044 キプレスチュアブル錠５ｍｇ 共通 その他のアレルギー用薬

4490026C1021 キプレス細粒４ｍｇ 共通 その他のアレルギー用薬

3399103F1020 キャブピリン配合錠 院外 その他の血液・体液用薬

2241001X1118 キョウニン水「ヤマゼン」 共通 植物性製剤

2359008F1025 グーフィス錠５ｍｇ 共通 その他の下剤、浣腸剤

2189009R1032 クエストラン粉末４４．４％ 共通 その他の高脂血症用剤

3969010F2022 グラクティブ錠５０ｍｇ 共通 その他の糖尿病用剤

3160002M2028 グラケーカプセル１５ｍｇ 共通 ビタミンＫ製剤

5200138C1053 クラシエよく苡仁湯エキス細粒 院外 漢方製剤

5200016C1040 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 共通 漢方製剤

5200036C1030 クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 共通 漢方製剤

5200117C1043 クラシエ人参養栄湯エキス細粒 共通 漢方製剤

5200106C1053 クラシエ桃核承気湯エキス細粒 共通 漢方製剤

5200110C1041 クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 院外 漢方製剤

5200111C1089 クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 共通 漢方製剤

3999014N1028 グラセプターカプセル０．５ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3999014N2024 グラセプターカプセル１ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

6139100R1036 クラバモックス小児用配合ドライシロップ 院外 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

6241013F2020 クラビット錠２５０ｍｇ 共通 ピリドンカルボン酸系製剤

1190004F1021 グラマリール錠２５ｍｇ 院外 その他の中枢神経系用薬

6149003R1143 クラリスドライシロップ１０％小児用 共通 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

6149003F2038 クラリス錠２００ 共通 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

6149003F1031 クラリス錠５０小児用 共通 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

4490027F1022 クラリチン錠１０ｍｇ 院外 その他のアレルギー用薬

1124026F1022 グランダキシン錠５０ 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

2233004F1025 クリアナール錠２００ｍｇ 共通 システイン系製剤

1149115F1030 クリアミン配合錠Ｓ０．５ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

3919100F1150 グリチロン配合錠 共通 その他の肝臓疾患用剤

4291011F1028 グリベック錠１００ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

3961007F1115 グリミクロン錠４０ｍｇ 院外 スルフォニル尿素系製剤

3969003F2022 グルコバイ錠１００ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

3229007C1032 グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ 共通 その他の無機質製剤

3969008F4028 グルファストＯＤ錠１０ｍｇ 共通 その他の糖尿病用剤

3969102F1020 グルベス配合錠 院外 その他の糖尿病用剤

6241018F1027 グレースビット錠５０ｍｇ 院外 ピリドンカルボン酸系製剤

2189017F1022 クレストール錠２．５ｍｇ 院外 その他の高脂血症用剤

3929003F1020 クレメジン速崩錠５００ｍｇ 共通 その他の解毒剤

2499009F1080 クロミッド錠５０ｍｇ 院外 その他のホルモン剤

3999031F1035 ケアラム錠２５ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3160002M1021 ケイツーカプセル５ｍｇ 共通 ビタミンＫ製剤

3160002Q1040 ケイツーシロップ０．２％ 共通 ビタミンＫ製剤

4490010N1021 ケタスカプセル１０ｍｇ 共通 その他のアレルギー用薬

6132005M1059 ケフラールカプセル２５０ｍｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

6132005C1053 ケフラール細粒小児用１００ｍｇ 院外 セフェム系抗生物質製剤

2452001F1036 コートン錠２５ｍｇ 共通 コルチゾン系製剤

1249007F1032 コスパノン錠４０ｍｇ 共通 その他の鎮けい剤



5200011M1027 コタロー黄連解毒湯エキスカプセル 院外 漢方製剤

5200011C1030 コタロー黄連解毒湯エキス細粒 共通 漢方製剤

5200038C1039 コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 共通 漢方製剤

5200065C1036 コタロー四物湯エキス細粒 院外 漢方製剤

5200050C1030 コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 共通 漢方製剤

5200052C1020 コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒 院外 漢方製剤

5200077C1020 コタロー消風散エキス細粒 共通 漢方製剤

5200083C1026 コタロー真武湯エキス細粒 共通 漢方製剤

5200103C1033 コタロー猪苓湯エキス細粒 共通 漢方製剤

5200125C1030 コタロー白虎加人参湯エキス細粒 院外 漢方製剤

5200120C1029 コタロー八味丸料エキス細粒 共通 漢方製剤

5200124C1035 コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 共通 漢方製剤

5200133M1021 コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル 共通 漢方製剤

5200136C1020 コタロー麻子仁丸料エキス細粒 共通 漢方製剤

5200142C1025 コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒 院外 漢方製剤

5200143C1020 コタロー苓甘姜味辛夏仁湯エキス細粒 院外 漢方製剤

5200145C1037 コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒 院外 漢方製剤

5200067C1035 コタロー芍薬甘草湯エキス細粒 共通 漢方製剤

2149112F2029 コディオ配合錠ＥＸ 共通 その他の血圧降下剤

2242001B2327 コデインリン酸塩散１％〈ハチ〉 共通 コデイン系製剤（家庭麻薬）

2171021F2020 コニール錠４ 院外 冠血管拡張剤

2144012F2024 コバシル錠４ｍｇ 院外 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

1169014F1021 コムタン錠１００ｍｇ 共通 その他の抗パーキンソン剤

2171005F1068 コメリアンコーワ錠５０ 共通 冠血管拡張剤

2190039F1020 コララン錠２．５ｍｇ 院外 その他の循環器官用薬

3941001F1077 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 院外 コルヒチン製剤

2189014D2024 コレバインミニ８３％ 共通 その他の高脂血症用剤

2399011C1042 コロネル細粒８３．３％ 共通 その他の消化器官用薬

7212038S1025 コロンフォート内用懸濁液２５％ 共通 バリウム塩製剤

1124023F1029 コンスタン０．４ｍｇ錠 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

1171001F1073 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ 共通 クロルプロマジン製剤

6429001R1032 コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ 院外 その他の駆虫剤

3399101F1021 コンプラビン配合錠 院外 その他の血液・体液用薬

2190021B1095 サアミオン散１％ 院外 その他の循環器官用薬

2190021F1348 サアミオン錠５ｍｇ 院外 その他の循環器官用薬

4490028Q1028 ザイザルシロップ０．０５％ 共通 その他のアレルギー用薬

4490028F1027 ザイザル錠５ｍｇ 共通 その他のアレルギー用薬

4291033F1024 ザイティガ錠２５０ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

2329024F1025 サイトテック錠２００ 共通 その他の消化性潰瘍用剤

6249002F1024 ザイボックス錠６００ｍｇ 共通 その他の合成抗菌剤

1124008F1024 サイレース錠１ｍｇ 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

3943001F1314 ザイロリック錠１００ 共通 アロプリノール製剤

1179052M1022 サインバルタカプセル２０ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

2149121F2028 ザクラス配合錠ＨＤ 院外 その他の血圧降下剤

2149121F1021 ザクラス配合錠ＬＤ 院外 その他の血圧降下剤

4490003M1263 ザジテンカプセル１ｍｇ 院外 その他のアレルギー用薬

4490003R1228 ザジテンドライシロップ０．１％ 共通 その他のアレルギー用薬

1190008F1020 サノレックス錠０．５ｍｇ 院外 その他の中枢神経系用薬

3969024F2024 ザファテック錠１００ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

3969024F3020 ザファテック錠２５ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

3969024F1028 ザファテック錠５０ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

2139011F3026 サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ 共通 その他の利尿剤

2399013F1021 サラジェン錠５ｍｇ 院外 その他の消化器官用薬

2241003S1020 サリパラ液 共通 植物性製剤

2590016F1020 ザルティア錠２．５ｍｇ 院外 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

2590016F2027 ザルティア錠５ｍｇ 院外 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

2129008M1024 サンリズムカプセル２５ｍｇ 共通 その他の不整脈用剤

2129008M2020 サンリズムカプセル５０ｍｇ 共通 その他の不整脈用剤

3932001S1041 シアナマイド内用液１％「タナベ」 院外 シアナミド製剤

1179046F1028 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

6241017F1022 ジェニナック錠２００ｍｇ 共通 ピリドンカルボン酸系製剤

2482012F1025 ジェミーナ配合錠 院外 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

2482012F1025 ジェミーナ配合錠 院外 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

2171017F2024 シグマート錠５ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

2113003F1090 ジゴキシン錠０．２５ｍｇ「ＡＦＰ」 共通 ジギタリス製剤

6149004C1030 ジスロマック細粒小児用１０％ 共通 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

6149004F1028 ジスロマック錠２５０ｍｇ 共通 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

4490035F1027 シダキュアスギ花粉舌下錠２，０００ＪＡＵ 共通 その他のアレルギー用薬

4490035F2023 シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ 院外 その他のアレルギー用薬

3179115F2034 シナール配合錠 共通 その他の混合ビタミン剤

3179115D1096 シナール配合顆粒 院外 その他の混合ビタミン剤



6290002M2026 ジフルカンカプセル１００ｍｇ 共通 その他の化学療法剤

1179044F1029 ジプレキサ錠２．５ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

6241008F2020 シプロキサン錠２００ｍｇ 共通 ピリドンカルボン酸系製剤

2129007F2027 シベノール錠１００ｍｇ 共通 その他の不整脈用剤

2129007F1020 シベノール錠５０ｍｇ 共通 その他の不整脈用剤

3969023F1023 ジャディアンス錠１０ｍｇ 共通 その他の糖尿病用剤

3969023F2020 ジャディアンス錠２５ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

3929008D1022 ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ 院外 その他の解毒剤

3969013F2026 シュアポスト錠０．５ｍｇ 共通 その他の糖尿病用剤

4490020R1027 ジルテックドライシロップ１．２５％ 院外 その他のアレルギー用薬

3399002F4086 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ＪＧ」 共通 その他の血液・体液用薬

4490026F2059 シングレア錠１０ｍｇ 共通 その他のアレルギー用薬

1161001C1089 シンメトレル細粒１０％ 院外 アマンタジン製剤

1161001F1050 シンメトレル錠５０ｍｇ 院外 アマンタジン製剤

2189008F1376 シンレスタール錠２５０ｍｇ 院外 その他の高脂血症用剤

3969016F1023 スイニー錠１００ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

2359007F1020 スインプロイク錠０．２ｍｇ 共通 その他の下剤、浣腸剤

3969018F1022 スーグラ錠２５ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

3969018F2029 スーグラ錠５０ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

4291029F1028 スチバーガ錠４０ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

1329100F1031 ストミンＡ配合錠 共通 その他の耳鼻科用剤

1179050S1022 ストラテラ内用液０．４％ 院外 その他の精神神経用剤

6429008F1020 ストロメクトール錠３ｍｇ 共通 その他の駆虫剤

2133001F1662 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「杏林」 共通 抗アルドステロン製剤

2259006F1080 スピロペント錠１０μｇ 共通 その他の気管支拡張剤

3999046F2020 スマイラフ錠１００ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3999046F1023 スマイラフ錠５０ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3969009F1023 セイブル錠２５ｍｇ 共通 その他の糖尿病用剤

3969009F2020 セイブル錠５０ｍｇ 共通 その他の糖尿病用剤

2189018F1027 ゼチーア錠１０ｍｇ 共通 その他の高脂血症用剤

1129008F2035 セディール錠１０ｍｇ 共通 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

2231001Q1141 セネガシロップ「ニッコー」 共通 植物性製剤

1339002F1438 セファドール錠２５ｍｇ 共通 その他の鎮暈剤

2900001F1029 セファランチン錠１ｍｇ 共通 その他の個々の器官系用医薬品

2900001A2036 セファランチン末１％ 院外 その他の個々の器官系用医薬品

6132002R4094 セファレキシンドライシロップ小児用５０％「日医工」 共通 セフェム系抗生物質製剤

6250020F1023 ゼフィックス錠１００ 院外 その他の抗ウイルス剤

6132013M2025 セフゾンカプセル１００ｍｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

6132013C1031 セフゾン細粒小児用１０％ 共通 セフェム系抗生物質製剤

2149045F2025 セララ錠５０ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

3999017M1026 セルセプトカプセル２５０ 院外 その他代謝性医薬品

2590003F1023 セルニルトン錠 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

2329012M1021 セルベックスカプセル５０ｍｇ 共通 その他の消化性潰瘍用剤

3999034F1020 ゼルヤンツ錠５ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

2399006F1331 セレキノン錠１００ｍｇ 共通 その他の消化器官用薬

2149029F2026 セレクトール錠２００ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

1149037F1020 セレコックス錠１００ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

1190014F2021 セレジストＯＤ錠５ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

2459100F1162 セレスタミン配合錠 共通 その他の副腎ホルモン剤

1139004D1052 セレニカＲ顆粒４０％ 院外 その他の抗てんかん剤

1179020C1191 セレネース細粒１％ 共通 その他の精神神経用剤

1179020F1210 セレネース錠０．７５ｍｇ 院外 その他の精神神経用剤

4223005F1022 ゼローダ錠３００ 共通 フルオロウラシル系製剤

1179042F1020 セロクエル２５ｍｇ錠 共通 その他の精神神経用剤

2190005F2051 セロクラール錠２０ｍｇ 共通 その他の循環器官用薬

2399016M1024 ゼンタコートカプセル３ｍｇ 共通 その他の消化器官用薬

6250042F1020 ソバルディ錠４００ｍｇ 院外 その他の抗ウイルス剤

1129007F1123 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 共通 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

1148001F2101 ソランタール錠１００ｍｇ 院外 塩基性消炎鎮痛剤

3229101D2035 ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 院外 その他の無機質製剤

1129009F3044 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 共通 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

3999049F1027 ダーブロック錠１ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3999049F2023 ダーブロック錠２ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3999049F3020 ダーブロック錠４ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3999049F4026 ダーブロック錠６ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

2139008F2028 ダイアート錠３０ｍｇ 共通 その他の利尿剤

2134002F1109 ダイアモックス錠２５０ｍｇ 共通 炭酸脱水酵素阻害剤

3919006B1034 タウリン散９８％「大正」 共通 その他の肝臓疾患用剤

2325001F1211 タガメット錠２００ｍｇ 共通 Ｈ２遮断剤

1249004F1080 ダクチル錠５０ｍｇ 共通 その他の鎮けい剤

2329030F1020 タケキャブ錠１０ｍｇ 共通 その他の消化性潰瘍用剤



2329030F2027 タケキャブ錠２０ｍｇ 共通 その他の消化性潰瘍用剤

2329023F1020 タケプロンＯＤ錠１５ 院外 その他の消化性潰瘍用剤

2329023F2027 タケプロンＯＤ錠３０ 院外 その他の消化性潰瘍用剤

3399102F1026 タケルダ配合錠 院外 その他の血液・体液用薬

2119007D1031 タナドーパ顆粒７５％ 共通 その他の強心剤

2144008F2028 タナトリル錠５ 共通 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

6119001F1025 ダフクリア錠２００ｍｇ 共通 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

2339149M1045 タフマックＥ配合カプセル 共通 その他の健胃消化剤

6250021M1027 タミフルカプセル７５ 共通 その他の抗ウイルス剤

6250021R1024 タミフルドライシロップ３％ 共通 その他の抗ウイルス剤

2590008F2120 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

4291003F1252 タモキシフェン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

6112001M2038 ダラシンカプセル１５０ｍｇ 院外 リンコマイシン系抗生物質製剤

1190026F3020 タリージェ錠１０ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

1190026F2024 タリージェ錠５ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

4490022F4029 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ 院外 その他のアレルギー用薬

1229002M1036 ダントリウムカプセル２５ｍｇ 共通 その他の骨格筋弛緩剤

2312001X1111 タンニン酸アルブミン「メタル」 共通 タンニン酸系製剤

2129009F1020 タンボコール錠５０ｍｇ 院外 その他の不整脈用剤

1231013M2179 チアトンカプセル１０ｍｇ 院外 四級アンモニウム塩製剤

1190004F1145 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 共通 その他の中枢神経系用薬

3919003F2020 チオラ錠１００ 共通 その他の肝臓疾患用剤

3119001M1020 チガソンカプセル１０ 共通 その他のビタミンＡ及びＤ剤

3111002F1036 チョコラＡ錠１万単位 共通 合成ビタミンＡ製剤

2431004B1038 チラーヂンＳ散０．０１％ 院外 甲状腺ホルモン製剤

2431004F3032 チラーヂンＳ錠１００μｇ 院外 甲状腺ホルモン製剤

2431004F1056 チラーヂンＳ錠５０μｇ 共通 甲状腺ホルモン製剤

3969026F1027 ツイミーグ錠５００ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

5200007D1047 ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200012D1080 ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200005D1030 ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200017D1083 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200013D1123 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200015D1084 ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200019D1031 ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200022D1033 ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200020D1026 ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200025D1029 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200033D1023 ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200032D1045 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200028D1049 ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200027D1052 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200045D1034 ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200048D1070 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200046D1039 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200056D1032 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200059D1036 ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200060D1020 ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200098D1028 ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200051D1080 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200054D1033 ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200055D1020 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200069D1048 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200070D1105 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200071D1037 ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200115D1023 ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200073D1117 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200075D1086 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200076D1030 ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200080D1044 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200085D1020 ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200086D1033 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200087D1020 ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200088D1032 ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200089D1045 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200091D1026 ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200090D1030 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200092D1020 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200097D1023 ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200100D1027 ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200105D1038 ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤



5200101D1030 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200108D1023 ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200113D1024 ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200118D1027 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200119D1030 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200122D1074 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200123D1079 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200131D1065 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200130D1060 ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200129D1076 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200134D1042 ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200132D1035 ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200139D1037 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200140D1021 ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200149D1022 ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200141D1034 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200146D1029 ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

5200067D1049 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200004D1035 ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用） 院外 漢方製剤

5200003D1049 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） 共通 漢方製剤

6250103F1036 ツルバダ配合錠 共通 その他の抗ウイルス剤

4229101D2021 ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ 院外 その他の代謝拮抗剤

2149041F3023 ディオバン錠８０ｍｇ 院外 その他の血圧降下剤

2499010F3026 ディナゲスト錠０．５ｍｇ 院外 その他のホルモン剤

2499010F1023 ディナゲスト錠１ｍｇ 院外 その他のホルモン剤

1190027F2029 デエビゴ錠５ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

2251001F2115 テオドール錠１００ｍｇ 共通 キサンチン系製剤

2454002F1183 デカドロン錠０．５ｍｇ 共通 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

1139002C1082 テグレトール細粒５０％ 共通 その他の抗てんかん剤

1139002F2026 テグレトール錠１００ｍｇ 院外 その他の抗てんかん剤

1139002F1062 テグレトール錠２００ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

4490032F1023 デザレックス錠５ｍｇ 院外 その他のアレルギー用薬

1179033F1020 テトラミド錠１０ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

2590012M1021 デトルシトールカプセル２ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

3969015F3021 テネリアＯＤ錠２０ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

2123011F1155 テノーミン錠２５ 院外 β－遮断剤

6250024F1030 テノゼット錠３００ｍｇ 院外 その他の抗ウイルス剤

3219100F1020 デノタスチュアブル配合錠 共通 その他のカルシウム剤

1139004G1040 デパケンＲ錠１００ｍｇ 院外 その他の抗てんかん剤

1139004G2063 デパケンＲ錠２００ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

1139004Q1100 デパケンシロップ５％ 院外 その他の抗てんかん剤

1139004F1096 デパケン錠１００ｍｇ 院外 その他の抗てんかん剤

1179025F1026 デパス錠０．５ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

1179039F1028 デプロメール錠２５ 共通 その他の精神神経用剤

3969021F1032 デベルザ錠２０ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

4219004F2021 テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 共通 その他のアルキル化剤

4219004F1025 テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 共通 その他のアルキル化剤

4219004M2020 テモダールカプセル１００ｍｇ 共通 その他のアルキル化剤

4219004M1024 テモダールカプセル２０ｍｇ 共通 その他のアルキル化剤

2478003F1031 デュファストン錠５ｍｇ 院外 合成黄体ホルモン製剤

1249010F1026 テルネリン錠１ｍｇ 共通 その他の鎮けい剤

6290005F1342 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タカタ」 共通 その他の化学療法剤

2329009M1380 ドグマチールカプセル５０ｍｇ 共通 その他の消化性潰瘍用剤

1190012F4190 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」 共通 その他の中枢神経系用薬

1164001B1034 ドパストン散９８．５％ 共通 レボドパ製剤

2590015G1021 トビエース錠４ｍｇ 院外 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

1139008C1020 トピナ細粒１０％ 院外 その他の抗てんかん剤

1139008F1027 トピナ錠５０ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

1169006C1039 ドプス細粒２０％ 共通 その他の抗パーキンソン剤

1174006F1078 トフラニール錠１０ｍｇ 共通 イミプラミン系製剤

3969014F1024 トラゼンタ錠５ｍｇ 共通 その他の糖尿病用剤

3969108F1027 トラディアンス配合錠ＡＰ 院外 その他の糖尿病用剤

3969108F2023 トラディアンス配合錠ＢＰ 院外 その他の糖尿病用剤

1339100F1038 トラベルミン配合錠 共通 その他の鎮暈剤

1149038F1024 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

1331001F1044 ドラマミン錠５０ｍｇ 共通 ジメンヒドリナート製剤

1149117F1020 トラムセット配合錠 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

1231009F1088 トランコロン錠７．５ｍｇ 院外 四級アンモニウム塩製剤

3327002B1027 トランサミン散５０％ 共通 抗プラスミン剤

3327002F1142 トランサミン錠２５０ｍｇ 共通 抗プラスミン剤

1129004Q1031 トリクロリールシロップ１０％ 共通 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤



1179002F1068 トリプタノール錠１０ 共通 その他の精神神経用剤

7290003S1044 トレーランＧ液７５ｇ 共通 その他の診断用薬

1179040F1136 トレドミン錠１５ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

2399005R1163 ナウゼリンドライシロップ１％ 共通 その他の消化器官用薬

2399005F2023 ナウゼリン錠１０ 共通 その他の消化器官用薬

8119003G3021 ナルサス錠１２ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

8119003G4028 ナルサス錠２４ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

8119003G1029 ナルサス錠２ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

8119003G2025 ナルサス錠６ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

8119003F1023 ナルラピド錠１ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

8119003F2020 ナルラピド錠２ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

8119003F3026 ナルラピド錠４ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

2190021C1058 ニセルゴリン細粒１％「サワイ」 共通 その他の循環器官用薬

2190021F1437 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 共通 その他の循環器官用薬

2171018K1039 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

2171014M1120 ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワイ」 共通 冠血管拡張剤

7990100A1106 ニフレック配合内用剤 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

4413004F1200 ニポラジン錠３ｍｇ 院外 フェノチアジン系製剤

2149039F2038 ニューロタン錠５０ｍｇ 院外 その他の血圧降下剤

6290007M1022 ネイリンカプセル１００ｍｇ 院外 その他の化学療法剤

3999004M3021 ネオーラル１０ｍｇカプセル 院外 その他代謝性医薬品

3999004M4028 ネオーラル２５ｍｇカプセル 院外 その他代謝性医薬品

3999004M5024 ネオーラル５０ｍｇカプセル 共通 その他代謝性医薬品

3999004S2032 ネオーラル内用液１０％ 院外 その他代謝性医薬品

1169101F1120 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 共通 その他の抗パーキンソン剤

2329029M2023 ネキシウムカプセル２０ｍｇ 共通 その他の消化性潰瘍用剤

4291017F1025 ネクサバール錠２００ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

3969012F3028 ネシーナ錠２５ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

2119003F2332 ノイキノン錠１０ｍｇ 共通 その他の強心剤

1149023F1036 ノイロトロピン錠４単位 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

1169016F1020 ノウリアスト錠２０ｍｇ 共通 その他の抗パーキンソン剤

1172010F1037 ノバミン錠５ｍｇ 共通 フェノチアジン系製剤

3929007F1029 ノベルジン錠２５ｍｇ 共通 その他の解毒剤

2171022F6039 ノルバスクＯＤ錠１０ｍｇ 院外 冠血管拡張剤

2171022F4044 ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

4291003F1163 ノルバデックス錠１０ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

ノルレボ錠１．５ｍｇ 共通 避妊剤

6250107F1026 ハーボニー配合錠 院外 その他の抗ウイルス剤

1169005F1200 パーロデル錠２．５ｍｇ 院外 その他の抗パーキンソン剤

バイアグラ錠２５ｍｇ 院外 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

バイアグラ錠５０ｍｇ 院外 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

3399007H1021 バイアスピリン錠１００ｍｇ 共通 その他の血液・体液用薬

3136001M2052 ハイコバールカプセル５００μｇ 共通 ビタミンＢ１２剤

6111002D1039 バイシリンＧ顆粒４０万単位 共通 ペニシリン系抗生物質製剤

4229001M1027 ハイドレアカプセル５００ｍｇ 共通 その他の代謝拮抗剤

2149021F1031 ハイパジールコーワ錠３ 共通 その他の血圧降下剤

1149032F1027 ハイペン錠１００ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

3131002F1276 ハイボン錠２０ｍｇ 共通 ビタミンＢ２剤

1179041G1020 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

6290100F2115 バクタ配合錠 共通 その他の化学療法剤

7149005X1090 ハッカ水 共通 その他の矯味、矯臭、着色剤

7149005X1049 ハッカ水「ケンエー」 共通 その他の矯味、矯臭、着色剤

2590007F2028 バップフォー錠２０ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

3399001F1384 パナルジン錠１００ｍｇ 共通 その他の血液・体液用薬

6132011F1080 バナン錠１００ｍｇ 院外 セフェム系抗生物質製剤

3399100F1116 バファリン配合錠Ａ８１ 共通 その他の血液・体液用薬

3999050F1020 バフセオ錠１５０ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3999050F2026 バフセオ錠３００ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

6250029F1024 バラクルード錠０．５ｍｇ 共通 その他の抗ウイルス剤

6250019F1365 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＳＰＫＫ」 共通 その他の抗ウイルス剤

6250019F2027 バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 院外 その他の抗ウイルス剤

7213016D1027 バリエース発泡顆粒 共通 造影補助剤

7213016D1027 バリエース発泡顆粒 共通 造影補助剤

2329028F1023 パリエット錠１０ｍｇ 共通 その他の消化性潰瘍用剤

バリトゲンＨＤ「検診用」 共通 バリウム塩製剤

2149041F7037 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 共通 その他の血圧降下剤

1124007F2026 ハルシオン０．２５ｍｇ錠 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

2531002F1214 パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ 共通 バッカク類製剤

6250019F1020 バルトレックス錠５００ 院外 その他の抗ウイルス剤

2590008F2022 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ 院外 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

1139004Q1119 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 院外 その他の抗てんかん剤



1139004C2070 バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 共通 その他の抗てんかん剤

2183007F1025 パルモディア錠０．１ｍｇ 院外 クロフィブラート系製剤

7112004X1141 バレイショデンプン 共通 デンプン類

3133001F3163 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 共通 パントテン酸系製剤

3133001B1193 パントシン散２０％ 共通 パントテン酸系製剤

1169012F1022 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ 院外 その他の抗パーキンソン剤

1169012F2029 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ 共通 その他の抗パーキンソン剤

2190036F1026 ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ 院外 その他の循環器官用薬

2316017F1035 ビオスリー配合錠 共通 活性生菌製剤

2316017F1035 ビオスリー配合錠 共通 活性生菌製剤

2316004B1036 ビオフェルミンＲ散 共通 活性生菌製剤

2316012A1132 ビオフェルミン配合散 共通 活性生菌製剤

4291009F1241 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ファイザー」 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

2189016F4035 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 共通 その他の高脂血症用剤

3179109M1074 ビタメジン配合カプセルＢ２５ 共通 その他の混合ビタミン剤

3134003F1388 ピドキサール錠１０ｍｇ 共通 ビタミンＢ６剤

3999027F1020 ビビアント錠２０ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

1139015R1023 ビムパットドライシロップ１０％ 共通 その他の抗てんかん剤

1139015F2023 ビムパット錠１００ｍｇ 院外 その他の抗てんかん剤

1139015F1027 ビムパット錠５０ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

2129012M1020 ピメノールカプセル５０ｍｇ 共通 その他の不整脈用剤

2119006F1020 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 共通 その他の強心剤

4490033F1028 ビラノア錠２０ｍｇ 共通 その他のアレルギー用薬

6223001X1037 ピラマイド原末 院外 ピラジナミド製剤

6429006F1039 ビルトリシド錠６００ｍｇ 共通 その他の駆虫剤

1172014F1027 ヒルナミン錠（５ｍｇ） 共通 フェノチアジン系製剤

3999025F1021 ピレスパ錠２００ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3969006F1038 ファスティック錠３０ 共通 その他の糖尿病用剤

6250031F1021 ファムビル錠２５０ｍｇ 院外 その他の抗ウイルス剤

2325003F4244 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 共通 Ｈ２遮断剤

6139001R1032 ファロムドライシロップ小児用１０％ 院外 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

6139001F2024 ファロム錠２００ｍｇ 院外 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

6173001Q1047 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ 共通 アムホテリシンＢ製剤

1139014F1022 フィコンパ錠２ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

1139014F2029 フィコンパ錠４ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

6179001R1020 ブイフェンドドライシロップ２８００ｍｇ 共通 その他の主としてカビに作用するもの

6179001F1023 ブイフェンド錠５０ｍｇ 共通 その他の主としてカビに作用するもの

4490023F3051 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「トーワ」 共通 その他のアレルギー用薬

1125004F1023 フェノバール錠３０ｍｇ 共通 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

1125003B2139 フェノバルビタール散１０％「マルイシ」 共通 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

3949003F1023 フェブリク錠１０ｍｇ 院外 その他の痛風治療剤

3949003F2020 フェブリク錠２０ｍｇ 共通 その他の痛風治療剤

4291015F1026 フェマーラ錠２．５ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

3222010N2022 フェルムカプセル１００ｍｇ 共通 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

2319100F1064 フェロベリン配合錠 共通 その他の止しゃ剤、整腸剤

3222013F1025 フェロミア錠５０ｍｇ 共通 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

3999003F1297 フオイパン錠１００ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999018F2028 フォサマック錠３５ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3969019F2023 フォシーガ錠１０ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

3969019F1027 フォシーガ錠５ｍｇ 院外 その他の糖尿病用剤

3135001F1025 フォリアミン錠 共通 葉酸製剤

2229102Q1120 フスコデ配合シロップ 共通 その他の鎮咳剤

1242002F1330 ブスコパン錠１０ｍｇ 共通 アトロピン系製剤

3231001X1094 ブドウ糖 共通 ブドウ糖製剤

3999032F1021 ブフェニール錠５００ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3999038F1029 プラケニル錠２００ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3339001M2020 プラザキサカプセル１１０ｍｇ 共通 その他の血液凝固阻止剤

3339001M1024 プラザキサカプセル７５ｍｇ 共通 その他の血液凝固阻止剤

6419002F1131 フラジール内服錠２５０ｍｇ 共通 その他の抗原虫剤

2590002F1371 ブラダロン錠２００ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

2482005F1041 プラノバール配合錠 共通 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

2189010F2329 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タナベ」 共通 その他の高脂血症用剤

3131001F2154 フラビタン錠１０ｍｇ 共通 ビタミンＢ２剤

3399008F1025 プラビックス錠２５ｍｇ 共通 その他の血液・体液用薬

3399008F2021 プラビックス錠７５ｍｇ 共通 その他の血液・体液用薬

2171011G1123 フランドル錠２０ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

2590009F2035 フリバス錠５０ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

1135002C1059 プリミドン細粒９９．５％「日医工」 共通 プリミドン系製剤

2449003F1021 プリモボラン錠５ｍｇ 共通 その他のたん白同化ステロイド剤

2399004F1200 プリンペラン錠５ 共通 その他の消化器官用薬

2132003F1257 フルイトラン錠２ｍｇ 共通 チアジド系製剤



1149030M2023 フルカムカプセル２７ｍｇ 院外 その他の解熱鎮痛消炎剤

2354003F2316 プルゼニド錠１２ｍｇ 共通 植物性製剤

4223004M2023 フルツロンカプセル２００ 院外 フルオロウラシル系製剤

1149001F1455 ブルフェン錠１００ 院外 その他の解熱鎮痛消炎剤

3399002F4027 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 院外 その他の血液・体液用薬

3999002F2027 ブレディニン錠５０ 共通 その他代謝性医薬品

2456002B1062 プレドニゾロン散「タケダ」１％ 共通 プレドニゾロン系製剤

2456001F2023 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 共通 プレドニゾロン系製剤

2456001F1310 プレドニン錠５ｍｇ 共通 プレドニゾロン系製剤

2479004F1033 プレマリン錠０．６２５ｍｇ 院外 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

2149110F2020 プレミネント配合錠ＨＤ 院外 その他の血圧降下剤

2149110F1040 プレミネント配合錠ＬＤ 院外 その他の血圧降下剤

3999014M2029 プログラフカプセル０．５ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

3999014M1022 プログラフカプセル１ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3399005F1030 プロサイリン錠２０ 共通 その他の血液・体液用薬

2478001F2179 プロスタール錠２５ 共通 合成黄体ホルモン製剤

2499005F1030 プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」 共通 その他のホルモン剤

1124009F2068 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

2325006F4027 プロテカジンＯＤ錠１０ 共通 Ｈ２遮断剤

7990002B2036 プロナーゼＭＳ 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

2129006F1026 プロノン錠１５０ｍｇ 共通 その他の不整脈用剤

2432002F1046 プロパジール錠５０ｍｇ 共通 抗甲状腺ホルモン製剤

2149040F3029 ブロプレス錠８ 院外 その他の血圧降下剤

プロペシア錠０．２ｍｇ 院外 その他のホルモン剤

プロペシア錠１ｍｇ 院外 その他のホルモン剤

2478002F1070 プロベラ錠２．５ｍｇ 共通 合成黄体ホルモン製剤

1149011D1032 フロベン顆粒８％ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

2329027F1029 プロマックＤ錠７５ 共通 その他の消化性潰瘍用剤

6132016C1027 フロモックス小児用細粒１００ｍｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

6132016F2020 フロモックス錠１００ｍｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

6290003X1039 フロリードゲル経口用２％ 共通 その他の化学療法剤

2452003F1035 フロリネフ錠０．１ｍｇ 共通 コルチゾン系製剤

3969004F3023 ベイスンＯＤ錠０．２ 院外 その他の糖尿病用剤

3969004F4020 ベイスンＯＤ錠０．３ 共通 その他の糖尿病用剤

4291054F2022 ベージニオ錠１００ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291054F3029 ベージニオ錠１５０ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291054F1026 ベージニオ錠５０ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

2590017F1025 ベオーバ錠５０ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

1231004B1067 ベサコリン散５％ 共通 四級アンモニウム塩製剤

2183005G1234 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ 共通 クロフィブラート系製剤

2590011F3020 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ 院外 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

2590011F4027 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

2590014F1021 ベタニス錠２５ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

2590014F2028 ベタニス錠５０ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

2171021F2110 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＯＭＥ」 共通 冠血管拡張剤

3999019F2030 ベネット錠１７．５ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999019F3037 ベネット錠７５ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

6250026F1020 ヘプセラ錠１０ 共通 その他の抗ウイルス剤

2129011F1035 ベプリコール錠５０ｍｇ 院外 その他の不整脈用剤

2559001M1104 ヘモクロンカプセル２００ｍｇ 院外 その他の痔疾用剤

2559101X1036 ヘモナーゼ配合錠 共通 その他の痔疾用剤

2190027G1030 ベラサスＬＡ錠６０μｇ 共通 その他の循環器官用薬

4419005Q1072 ペリアクチンシロップ０．０４％ 院外 その他の抗ヒスタミン剤

4419005B1045 ペリアクチン散１％ 共通 その他の抗ヒスタミン剤

4419005F1047 ペリアクチン錠４ｍｇ 院外 その他の抗ヒスタミン剤

2190042F3024 ベリキューボ錠１０ｍｇ 院外 その他の循環器官用薬

2190042F1021 ベリキューボ錠２．５ｍｇ 共通 その他の循環器官用薬

2190042F2028 ベリキューボ錠５ｍｇ 院外 その他の循環器官用薬

2339163D1037 ベリチーム配合顆粒 共通 その他の健胃消化剤

2171010F3053 ペルサンチン錠１００ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

2171010F2553 ペルサンチン錠２５ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

2149019N2175 ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

1190023F1024 ベルソムラ錠１５ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

2171006N1105 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

2171006F1224 ヘルベッサー錠３０ 共通 冠血管拡張剤

1124003F2222 ベンザリン錠５ 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

2399009F2030 ペンタサ錠５００ｍｇ 共通 その他の消化器官用薬

7290006S1021 ボースデル内用液１０ 共通 その他の診断用薬

3969004F3066 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 共通 その他の糖尿病用剤

6135001R2110 ホスミシンドライシロップ４００ 共通 ホスホマイシン製剤

6135001F2025 ホスミシン錠５００ 共通 ホスホマイシン製剤



2190029F3029 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ 共通 その他の循環器官用薬

3999018Q1022 ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

6199104X1023 ボノサップパック４００ 院外 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）

6199105X1028 ボノピオンパック 院外 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）

4419002F1027 ポララミン錠２ｍｇ 共通 その他の抗ヒスタミン剤

2190016Q2034 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分包２５ｇ「三和」共通 その他の循環器官用薬

1124017F2151 ホリゾン錠２ｍｇ 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

1124017F4162 ホリゾン錠５ｍｇ 院外 ベンゾジアゼピン系製剤

3929004F2048 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 共通 その他の解毒剤

1147002N1174 ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 院外 フェニル酢酸系製剤

1147002F1560 ボルタレン錠２５ｍｇ 共通 フェニル酢酸系製剤

3999015A1039 ポルトラック原末 共通 その他代謝性医薬品

2499007F1021 ボンゾール錠１００ｍｇ 院外 その他のホルモン剤

1141005M2094 ポンタールカプセル２５０ｍｇ 院外 アニリン系製剤

2329122D1414 マーズレンＳ配合顆粒 共通 その他の消化性潰瘍用剤

1139006C1030 マイスタン細粒１％ 共通 その他の抗てんかん剤

1129009F1025 マイスリー錠５ｍｇ 院外 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

1231001F1030 マイテラーゼ錠１０ｍｇ 共通 四級アンモニウム塩製剤

6250113F1021 マヴィレット配合錠 院外 その他の抗ウイルス剤

7213005B1028 マグコロール散６８％分包５０ｇ 共通 造影補助剤

2160006F2022 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 院外 その他の血管収縮剤

2344009F2031 マグミット錠３３０ｍｇ 共通 無機塩製剤

3999055F3025 マスーレッド錠２５ｍｇ 　 その他代謝性医薬品

3272001X1062 マルツエキス分包 院外 マルツエキス製剤

1249009F1090 ミオナール錠５０ｍｇ 共通 その他の鎮けい剤

2149117F1025 ミカムロ配合錠ＡＰ 院外 その他の血圧降下剤

2149117F2021 ミカムロ配合錠ＢＰ 院外 その他の血圧降下剤

2149042F2021 ミカルディス錠４０ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

2190023F1037 ミグシス錠５ｍｇ 院外 その他の循環器官用薬

1149013F1091 ミグリステン錠２０ 院外 その他の解熱鎮痛消炎剤

2149113F1027 ミコンビ配合錠ＡＰ 共通 その他の血圧降下剤

4490031F2025 ミティキュアダニ舌下錠１０，０００ＪＡＵ 院外 その他のアレルギー用薬

4490031F1029 ミティキュアダニ舌下錠３，３００ＪＡＵ 共通 その他のアレルギー用薬

2419001F1023 ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ 院外 その他の脳下垂体ホルモン剤

2149049F1027 ミネブロ錠１．２５ｍｇ 院外 その他の血圧降下剤

2149049F2023 ミネブロ錠２．５ｍｇ 院外 その他の血圧降下剤

6152005F2113 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 共通 テトラサイクリン系抗生物質製剤

6152005D1094 ミノマイシン顆粒２％ 共通 テトラサイクリン系抗生物質製剤

2316009C1026 ミヤＢＭ細粒 共通 活性生菌製剤

1169012G2024 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ 院外 その他の抗パーキンソン剤

7990004S1020 ミンクリア内用散布液０．８％ 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

2329021F1102 ムコスタ錠１００ｍｇ 院外 その他の消化性潰瘍用剤

2239001F1696 ムコソルバン錠１５ｍｇ 共通 その他の去たん剤

2233002R2029 ムコダインＤＳ５０％ 共通 システイン系製剤

2233002Q1035 ムコダインシロップ５％ 院外 システイン系製剤

2233002F2022 ムコダイン錠５００ｍｇ 共通 システイン系製剤

3399010F1022 ムルプレタ錠３ｍｇ 院外 その他の血液・体液用薬

6132015C1103 メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ 共通 セフェム系抗生物質製剤

6132015F1037 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ 院外 セフェム系抗生物質製剤

1124029F1026 メイラックス錠１ｍｇ 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

2123016F3037 メインテート錠０．６２５ｍｇ 共通 β－遮断剤

2123016F1107 メインテート錠２．５ｍｇ 院外 β－遮断剤

2123016F2189 メインテート錠５ｍｇ 共通 β－遮断剤

2129003M1021 メキシチールカプセル５０ｍｇ 院外 その他の不整脈用剤

2129003M1188 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 共通 その他の不整脈用剤

1239003F1046 メスチノン錠６０ｍｇ 共通 その他の自律神経剤

3929001M2035 メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ 共通 その他の解毒剤

3136004F2138 メチコバール錠５００μｇ 共通 ビタミンＢ１２剤

3969109F2028 メトアナ配合錠ＨＤ 院外 その他の糖尿病用剤

3969109F1021 メトアナ配合錠ＬＤ 院外 その他の糖尿病用剤

3962002F2027 メトグルコ錠２５０ｍｇ 共通 ビグアナイド系製剤

2149010F2242 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「トーワ」 共通 その他の血圧降下剤

2160002F2024 メトリジンＤ錠２ｍｇ 共通 その他の血管収縮剤

2456003F2030 メドロール錠４ｍｇ 共通 プレドニゾロン系製剤

2189010F2027 メバロチン錠１０ 院外 その他の高脂血症用剤

2259004F2168 メプチン錠５０μｇ 共通 その他の気管支拡張剤

1190018F6025 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ 院外 その他の中枢神経系用薬

1190018F4022 メマリーＯＤ錠５ｍｇ 院外 その他の中枢神経系用薬

1190018F6033 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 共通 その他の中枢神経系用薬

1190018F4030 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 共通 その他の中枢神経系用薬

1190028D1026 メラトベル顆粒小児用０．２％ 院外 その他の中枢神経系用薬



1339005F2128 メリスロン錠１２ｍｇ 院外 その他の鎮暈剤

2432001F1033 メルカゾール錠５ｍｇ 共通 抗甲状腺ホルモン製剤

3999001B2047 モニラック原末 共通 その他代謝性医薬品

2359110B1037 モビコール配合内用剤ＬＤ 院外 その他の下剤、浣腸剤

7990102A1024 モビプレップ配合内用剤 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

2482011F2027 ヤーズフレックス配合錠 院外 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

2482011F1020 ヤーズ配合錠 院外 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

4229100D3023 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ 共通 その他の代謝拮抗剤

4229100D4020 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ 院外 その他の代謝拮抗剤

4229100M2035 ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 院外 その他の代謝拮抗剤

7290005F1037 ユービット錠１００ｍｇ 共通 その他の診断用薬

2149116F2027 ユニシア配合錠ＨＤ 院外 その他の血圧降下剤

2251001G2064 ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ 院外 キサンチン系製剤

2190006M1156 ユベラＮカプセル１００ｍｇ 共通 その他の循環器官用薬

3150002F1239 ユベラ錠５０ｍｇ 共通 ビタミンＥ製剤

2590010F3026 ユリーフＯＤ錠２ｍｇ 院外 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

2590010F4022 ユリーフＯＤ錠４ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

3949005F2029 ユリス錠１ｍｇ 院外 その他の痛風治療剤

3949002F2114 ユリノーム錠５０ｍｇ 共通 その他の痛風治療剤

4300003M5037 ヨウ化ナトリウムカプセル－１号 共通 その他放射性医薬品

4300003M6033 ヨウ化ナトリウムカプセル－３号 共通 その他放射性医薬品

4300003M7030 ヨウ化ナトリウムカプセル－５号 共通 その他放射性医薬品

4300002M1029 ヨードカプセル－１２３ 共通 その他放射性医薬品

5900003B1020 ヨクイニンエキス散「コタロー」 院外 生薬製剤

5900003F1021 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 院外 生薬製剤

2359005S1240 ラキソベロン内用液０．７５％ 共通 その他の下剤、浣腸剤

3999001Q1051 ラクツロース・シロップ６０％「コーワ」 共通 その他代謝性医薬品

3999001Q6029 ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ 共通 その他代謝性医薬品

3259118S1024 ラコールＮＦ配合経腸用液 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

3259118T1020 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

2139005F1052 ラシックス錠２０ｍｇ 共通 その他の利尿剤

2139005F2342 ラシックス錠４０ｍｇ 共通 その他の利尿剤

2149047F1028 ラジレス錠１５０ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

4240001M1067 ラステットＳカプセル２５ｍｇ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

2316014F1023 ラックビー錠 院外 活性生菌製剤

2316014B1030 ラックビー微粒Ｎ 共通 活性生菌製剤

2113005F2028 ラニラピッド錠０．０５ｍｇ 共通 ジギタリス製剤

2329028F1309 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ニプロ」 共通 その他の消化性潰瘍用剤

1139009F4020 ラミクタール錠１００ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

1139009F3024 ラミクタール錠２５ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

1139009F1021 ラミクタール錠小児用２ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

1139009F2028 ラミクタール錠小児用５ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

6290005F1024 ラミシール錠１２５ｍｇ 院外 その他の化学療法剤

2329023F1071 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 共通 その他の消化性潰瘍用剤

2149034F2027 ランデル錠２０ 院外 その他の血圧降下剤

1139003C1052 ランドセン細粒０．１％ 共通 その他の抗てんかん剤

2399009F4024 リアルダ錠１２００ｍｇ 共通 その他の消化器官用薬

1179012F1118 リーゼ錠５ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

3253003D2031 リーバクト配合顆粒 共通 混合アミノ酸製剤

1179017F2052 リーマス錠２００ 共通 その他の精神神経用剤

3999016M1021 リウマトレックスカプセル２ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

2190033F1022 リオナ錠２５０ｍｇ 院外 その他の循環器官用薬

1249006F1054 リオレサール錠５ｍｇ 共通 その他の鎮けい剤

3999026F2030 リカルボン錠５０ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3339002F4029 リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ 共通 その他の血液凝固阻止剤

3339002F5025 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ 院外 その他の血液凝固阻止剤

3339002F6021 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ 共通 その他の血液凝固阻止剤

4490002C1123 リザベン細粒１０％ 共通 その他のアレルギー用薬

1179038F7021 リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

1179038F6025 リスパダールＯＤ錠２ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

1179038C1027 リスパダール細粒１％ 院外 その他の精神神経用剤

1179038S1021 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ 共通 その他の精神神経用剤

2190022F1024 リズミック錠１０ｍｇ 共通 その他の循環器官用薬

2129005F1129 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ 共通 その他の不整脈用剤

2129002M1060 リスモダンカプセル５０ｍｇ 院外 その他の不整脈用剤

2331007D1029 リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 共通 消化酵素製剤

2189016F4027 リバロＯＤ錠１ｍｇ 共通 その他の高脂血症用剤

2183006F4020 リピディル錠８０ｍｇ 共通 クロフィブラート系製剤

2189015F2020 リピトール錠１０ｍｇ 院外 その他の高脂血症用剤

2189015F1023 リピトール錠５ｍｇ 院外 その他の高脂血症用剤

6164001M1216 リファジンカプセル１５０ｍｇ 共通 リファンピシン製剤



6199001F1026 リフキシマ錠２００ｍｇ 共通 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）

1179051F1029 リフレックス錠１５ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

2499014F3024 リベルサス錠１４ｍｇ 院外 その他のホルモン剤

2499014F1021 リベルサス錠３ｍｇ 院外 その他のホルモン剤

2499014F2028 リベルサス錠７ｍｇ 院外 その他のホルモン剤

2189011F1025 リポバス錠５ 院外 その他の高脂血症用剤

4420002F1117 リマチル錠１００ｍｇ 共通 その他の刺激療法剤

3399003F1111 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医工」 共通 その他の血液・体液用薬

1190017F1029 リリカＯＤ錠２５ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

1190017F2025 リリカＯＤ錠７５ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

1190011F1021 リルテック錠５０ 共通 その他の中枢神経系用薬

2399017F1020 リンゼス錠０．２５ｍｇ 共通 その他の消化器官用薬

2454004Q1078 リンデロンシロップ０．０１％ 共通 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

2454004F2090 リンデロン錠０．５ｍｇ 共通 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

1179043F1032 ルーラン錠４ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

3969020F1020 ルセフィ錠２．５ｍｇ 共通 その他の糖尿病用剤

2482009F1031 ルナベル配合錠ＬＤ 院外 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

2482009F2020 ルナベル配合錠ＵＬＤ 院外 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

1129010F1028 ルネスタ錠１ｍｇ 共通 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

4490034F1022 ルパフィン錠１０ｍｇ 院外 その他のアレルギー用薬

2139009F1026 ルプラック錠４ｍｇ 共通 その他の利尿剤

1169013F1027 レキップ錠０．２５ｍｇ 共通 その他の抗パーキンソン剤

1169013F2023 レキップ錠１ｍｇ 共通 その他の抗パーキンソン剤

2699003F1024 レクチゾール錠２５ｍｇ 院外 その他の外皮用薬

1190020F1020 レグナイト錠３００ｍｇ 院外 その他の中枢神経系用薬

2149115F2022 レザルタス配合錠ＨＤ 院外 その他の血圧降下剤

4411001F1040 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 共通 ジフェンヒドラミン系製剤

1179037F1029 レスリン錠２５ 共通 その他の精神神経用剤

2144002F2020 レニベース錠５ 院外 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

2329021F2036 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＹＤ」 共通 その他の消化性潰瘍用剤

1169101F1162 レプリントン配合錠Ｌ１００ 共通 その他の抗パーキンソン剤

6250022M1021 レベトールカプセル２００ｍｇ 共通 その他の抗ウイルス剤

3999028F1025 レボレード錠１２．５ｍｇ 院外 その他代謝性医薬品

1190015F1020 レミッチＯＤ錠２．５μｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

1190019F4027 レミニールＯＤ錠４ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

1190019F5023 レミニールＯＤ錠８ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

2160005F1021 レルパックス錠２０ｍｇ 共通 その他の血管収縮剤

2499013F1027 レルミナ錠４０ｍｇ 院外 その他のホルモン剤

1124009F1223 レンドルミン錠０．２５ｍｇ 院外 ベンゾジアゼピン系製剤

4291039M1020 レンビマカプセル４ｍｇ 院外 その他の抗悪性腫瘍用剤

2189012F2026 ローコール錠２０ｍｇ 共通 その他の高脂血症用剤

1149019F1560 ロキソニン錠６０ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

1149019F1730 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「武田テバ」 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

2149039F2275 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 共通 その他の血圧降下剤

2189102F2020 ロスーゼット配合錠ＨＤ 院外 その他の高脂血症用剤

2189102F1024 ロスーゼット配合錠ＬＤ 院外 その他の高脂血症用剤

2189017F3041 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 共通 その他の高脂血症用剤

1190016F1024 ロゼレム錠８ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

ロタリックス内用液 共通 ウイルスワクチン類

2189019M1020 ロトリガ粒状カプセル２ｇ 共通 その他の高脂血症用剤

1179048F2023 ロナセン錠４ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

2149010F2072 ロプレソール錠４０ｍｇ 院外 その他の血圧降下剤

2319001M1213 ロペミンカプセル１ｍｇ 共通 その他の止しゃ剤、整腸剤

2319001C1080 ロペミン小児用細粒０．０５％ 共通 その他の止しゃ剤、整腸剤

1149036F2021 ロルカム錠４ｍｇ 院外 その他の解熱鎮痛消炎剤

2144006F2037 ロンゲス錠１０ｍｇ 院外 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

4299100F1026 ロンサーフ配合錠Ｔ１５ 共通 その他の腫瘍用薬

4299100F2022 ロンサーフ配合錠Ｔ２０ 共通 その他の腫瘍用薬

3332001F3035 ワーファリン錠０．５ｍｇ 共通 ジクマロール系製剤

3332001F1024 ワーファリン錠１ｍｇ 共通 ジクマロール系製剤

3332001F2020 ワーファリン錠５ｍｇ 共通 ジクマロール系製剤

2149017F1035 ワイテンス錠２ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

6131001C2100 ワイドシリン細粒２０％ 共通 ペニシリン系抗生物質製剤

2171008F1070 ワソラン錠４０ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

3112001F2051 ワンアルファ錠０．５μｇ 共通 合成ビタミンＤ製剤

1149038G1020 ワントラム錠１００ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

7319002X1039 安息香酸ナトリウム「コザカイ・Ｍ」 院外 その他の防腐剤

3229002G1082 塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」 共通 その他の無機質製剤

6113001B1143 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ（ＯＫ） 共通 バンコマイシン製剤

2344002X1241 重カマ「ヨシダ」 共通 無機塩製剤

2239001R1072 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ 共通 その他の去たん剤



5200024D1024 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 院外 漢方製剤

7142001X1139 単シロップ 共通 シロップ製剤

2344004X1216 炭酸水素ナトリウム 共通 無機塩製剤

2344004X1097 炭酸水素ナトリウム「コザカイ・Ｍ」 共通 無機塩製剤

2344007X1031 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 院外 無機塩製剤

3211001X1237 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」Ｇ 院外 乳酸カルシウム製剤

7111001X1310 乳糖水和物「ヨシダ」 共通 乳糖類

2319003X1049 薬用炭「日医工」 共通 その他の止しゃ剤、整腸剤

6126001F2034 硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファイザー」 共通 ポリミキシンＢ製剤

￥アンジュ　２８（自費診療） 院外 混合ホルモン剤

￥オテズラ錠１０mg 院外 他に分類されない代謝性医薬品

￥オテズラ錠２０mg 院外 他に分類されない代謝性医薬品

￥シアリス錠　５mg（自費診療） 院外 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

￥シアリス錠１０mg（自費診療） 院外 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

￥シアリス錠２０mg（自費診療） 院外 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

￥ベムリディ錠２５mg 院外 抗ウイルス剤



有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。）


