
01 病原微生物に対する薬剤
01 抗菌薬

広範囲ペニシリン系薬 1
β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤 1
経口用第一世代セフェム系薬 1
経口用第三世代セフェム系薬 1
経口用カルバペネム系薬 1
経口用ペネム系薬 1
アミノグリコシド系薬（抗緑膿菌作用（＋）） 1
マクロライド系薬 1
テトラサイクリン系薬 1
リンコマイシン系薬 2
オキサゾリジノン系薬 2
クロラムフェニコール系薬 2
ニューキノロン系薬 2
配合剤[抗菌] 2
抗嫌気性菌薬 2
抗結核薬 2
フシジン酸 3

02 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬
抗ヘルペスウイルス薬 3
抗インフルエンザウイルス薬 3

03 抗真菌薬
深在性・表在性抗真菌薬（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系） 3
深在性抗真菌薬（ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系） 3
深在性・表在性抗真菌薬（ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系） 3
深在性・表在性抗真菌薬（ｱﾘﾙｱﾐﾝ系） 3
表在性抗真菌薬（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系） 3
表在性抗真菌薬（ﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系） 4
表在性抗真菌薬（ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾐﾝ系） 4
ニューモシスチス肺炎治療薬 4

04 抗寄生虫薬
抗線虫薬 4
抗原虫薬（マラリア以外） 4

06 消毒薬
中水準（ハロゲン化合物（ヨウ素系）製剤） 4
低水準（ビグアナイド類） 4
低水準（両性界面活性剤） 5

02 抗悪性腫瘍薬
07 抗悪性腫瘍薬

アルキル化薬（マスタード類） 5
代謝拮抗薬（ピリミジン代謝拮抗薬） 5
代謝拮抗薬（プリン代謝拮抗薬） 6
代謝拮抗薬（ﾌﾟﾘﾝﾇｸﾚｵｼﾄﾞﾎｽﾎﾘﾗｰｾﾞ阻害薬） 6
代謝拮抗薬（その他） 6
ホルモン療法薬（アロマターゼ阻害薬） 6
ホルモン療法薬（抗エストロゲン薬） 6
ホルモン療法薬（抗アンドロゲン薬） 6
ホルモン療法薬（プロゲステロン） 6
ホルモン療法薬（エストラジオール） 6
トポイソメラーゼⅡ阻害薬 6
BCL-2蛋白阻害薬 6
分子標的治療薬(小分子：EGFR阻害薬） 6
分子標的治療薬（小分子：HER2阻害薬） 7
分子標的治療薬（小分子：BCR/ABL阻害薬） 7
分子標的治療薬（小分子：ABLミリストイルポケット結合型阻害剤）7

《院外登録薬目次》 分子標的治療薬（小分子：FLT3/AXL阻害薬） 7
分子標的治療薬（小分子：VEGFR阻害薬） 7
分子標的治療薬（小分子：ﾏﾙﾁｷﾅｰｾﾞ阻害薬） 7
分子標的治療薬（小分子：ALK阻害薬） 7
分子標的治療薬（小分子：ROS1/TRK阻害薬） 8
分子標的治療薬（小分子：BTK阻害薬） 8
分子標的治療薬（小分子：JAK阻害薬） 8
分子標的治療薬（小分子：BRAF阻害薬） 8
分子標的治療薬（小分子：MEK阻害薬） 8
分子標的治療薬（小分子：KRAS阻害薬） 8
分子標的治療薬（小分子：mTOR阻害薬） 8
分子標的治療薬（小分子：CDK4/6阻害薬） 9
分子標的治療薬（小分子：PARP阻害薬） 9
分子標的治療薬（小分子：MET阻害薬） 9
分子標的治療薬（レチノイド） 9
分子標的治療薬（ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬） 9
分子標的治療薬（E2H1/2阻害薬） 9
その他の抗悪性腫瘍薬 9

03 炎症，免疫，アレルギーに作用する薬剤
08 副腎皮質ステロイド

副腎皮質ステロイド（主として全身投与用） 10
09 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など）

アセトアミノフェン 11
アセトアミノフェン配合剤 11
NSAIDs（アントラニル酸系） 11
NSAIDs（アリール酢酸系） 11
NSAIDs（プロピオン酸系） 11
NSAIDs（オキシカム系） 11
NSAIDs（コキシブ系） 11
NSAIDs（塩基性） 11
経皮用剤（NSAIDs） 12
外皮用配合剤 13
オピオイド 13
神経障害性疼痛緩和薬 13
鎮痛補助薬（生物組織抽出薬） 13

10 免疫疾患治療薬 （リウマチ，炎症性腸疾患，乾癬など）
免疫調節薬 13

　　 免疫抑制薬〔代謝拮抗薬（プリン代謝拮抗薬）〕 14
免疫抑制薬〔代謝拮抗薬（葉酸代謝拮抗薬）〕 14
免疫抑制薬〔代謝拮抗薬（ピリミジン合成阻害薬）〕 14
免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬） 14
免疫抑制薬（JAK阻害薬） 15
免疫抑制薬（補体C5a受容体阻害薬） 15
免疫抑制薬（α４インテグリン阻害薬） 15
生物学的製剤（TNFα阻害薬） 15
生物学的製剤（IL-6阻害薬） 15
生物学的製剤（T細胞刺激調節薬） 15
生物学的製剤（IL-17阻害薬） 15
炎症性腸疾患（IBD）治療薬（ステロイド） 15

11 アレルギー薬疾患治療薬
メディエーター遊離抑制薬 16
H1受容体拮抗薬（第一世代） 16
H1受容体拮抗薬（第二世代） 16
トロンボキサンA2合成阻害薬 17
トロンボキサンA2受容体拮抗薬 17
ロイコトリエン（LT）受容体拮抗薬 18
Th2サイトカイン阻害薬 18
免疫（減感作）治療薬 18

04 代謝系に作用する薬剤



12 糖尿病治療薬
ビグアナイド（BG）類 19
速効型インスリン分泌促進薬 19
ミトコンドリア機能改善薬 19
αグルコシダーゼ阻害薬（α-GI） 19
SGLT-2阻害薬 20
DPP-4阻害薬 20
GLP-1受容体作動薬 20
配合剤[糖] 20
配合剤[DPP-4・BG] 21
配合剤[DPP-4・SGLT2] 21
配合剤[インスリン・GLP-1] 21
インスリンアナログ（超速効型） 21
インスリンアナログ（混合型）/二相性 22
ヒトインスリン（混合型）/二相性 22
ヒトインスリン（中間型） 22
インスリンアナログ（持効型溶解） 22
アルドース還元酵素阻害薬 22
糖尿病性神経障害治療薬 22
糖尿病性腎症治療薬 22

13 脂質異常症（高脂血症）治療薬
HMG-CoA還元酵素阻害薬 22
PCSK9阻害薬 23
レジン（陰イオン交換樹脂） 23
プロブコール 23
フィブラート系薬 23
ニコチン酸系薬[脂] 23
多価不飽和脂肪酸 23
配合剤[脂] 23
その他の脂質異常症治療薬 24

14 痛風・高尿酸血症治療薬
尿酸排泄促進薬 24
尿酸生成抑制薬 24

05 内分泌系薬剤
15 女性ホルモン製剤・子宮用剤

卵胞ホルモン 24
合成エストロゲン 24
黄体ホルモン 24
卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 25
卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤（LEP製剤） 25
低用量OC 25
排卵誘発剤 25
GnRHアゴニスト 25
子宮内膜症治療薬 25
子宮収縮抑制薬 25

16 男性ホルモン製剤，視床下部・下垂体ホルモン製剤
視床下部向下垂体ホルモン（その他） 26
下垂体後葉ホルモン 26
V2受容体拮抗薬 26
成長ホルモン（GH） 26
成長ホルモン受容体拮抗薬 26
性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） 26
グルカゴン 27
副腎皮質ホルモン合成阻害薬 27

17 代謝異常症治療薬
尿素サイクル異常症治療薬 27

18 甲状腺疾患治療薬
甲状腺ホルモン製剤 27

抗甲状腺薬 27
ヨウ素 27

19 骨・カルシウム代謝薬
ビスホスホネート（BP）製剤 27
活性型ビタミンD3製剤[骨] 28
選択的ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ受容体ﾓｼﾞｭﾚｰﾀｰ（SERM） 28
その他[骨] 28
副甲状腺ホルモン製剤 28
Ca受容体作動薬[骨] 28
リン酸塩製剤 28

06 ビタミン製剤，輸液・栄養製剤
20 ビタミン製剤

ビタミンA・レチノイド 29
ビタミンB1・B1誘導体 29
パントテン酸（B5） 29
ビタミンB6 29
混合ビタミンB群 29
ビタミンC 29
ビタミンE 29
ビタミンH 29
カルニチン 29

21 輸液・栄養製剤
微量元素製剤 29
経口アミノ酸製剤 30
経腸栄養剤（成分栄養） 30
経腸栄養剤（半消化態） 30

07 血液製剤，血液に作用する薬剤
22 血液製剤

ヒト免疫グロブリン 30
23 造血薬

有機酸鉄 30
白血球減少症治療薬 30

24 止血薬
血管強化剤 31
抗プラスミン薬 31

25 抗血栓薬
ヘパリン 31
DOAC（経口直接Xa阻害薬） 31
抗血小板薬（P2Y12阻害薬） 31
抗血小板薬（その他） 31
配合剤[抗血小板] 31

08 循環器系に作用する薬剤
26 降圧薬

サイアザイド利尿薬[降圧] 32
K保持性利尿薬[降圧] 32
β遮断薬（β1選択制ISA－）[降圧] 32
β遮断薬（β1選択制ISA＋）[降圧] 32
β遮断薬（β1非選択制ISA－）[降圧] 32
αβ遮断薬[降圧] 32
α遮断薬 32
中枢性交感神経抑制薬 32
Ca拮抗薬（ジヒドロピリジン系）[降圧] 32
血管拡張薬 33
アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬 33
ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ（AⅡ）受容体拮抗薬（ARB） 33
アムロジピン・スタチン配合剤 34
ARB・利尿薬配合剤 34
ARB・Ca拮抗薬配合剤 34



ARB・Ca拮抗薬・利尿薬配合剤 35
ARB・NEP阻害薬[降圧] 35
レニン阻害薬 35

27 狭心症治療薬
硝酸薬[狭心] 35
その他の冠拡張薬 35

28 抗不整脈薬
Naチャネル遮断薬(クラスIa群) 35
Naチャネル遮断薬(クラスIb群) 35
Naチャネル遮断薬(クラスIc群) 35
β遮断薬[不整脈](クラスII群) 35
クラスⅢ群 36

29 心不全治療薬，昇圧薬
ジギタリス製剤 36
カテコラミン系薬 36
ARB・NEP阻害薬[心不全] 36
HCNチャネル阻害薬 36
可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬[心不全] 36
β遮断薬[心不全] 36
アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬　　　[心不全] 37
ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ（AⅡ）受容体拮抗薬（ARB）　　　　[心不全] 37

30 血管拡張薬・肺高血圧治療薬
プロスタグランジンE1製剤[拡張] 37
プロスタサイクリン（PGI2）系薬 37
PDE-5阻害薬 37
可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬[拡張] 37
ニコチン酸系薬[拡張] 37
エンドセリン受容体拮抗薬 37

31 利尿薬
ループ利尿薬 37
サイアザイド利尿薬[利尿] 38
K保持性利尿薬[利尿] 38
浸透圧利尿薬 38
バソプレシンV2受容体拮抗薬 38

09 呼吸器系に作用する薬剤32 気管支喘息治療薬，COPD治療薬
β2刺激薬（SABA） 38
β2刺激薬（SABA/LABA） 38
β2刺激薬（LABA） 38
テオフィリン薬（キサンチン誘導体） 39
抗コリン薬（副交感神経遮断薬）（SAMA） 39
抗コリン薬（副交感神経遮断薬）（LAMA） 39
配合剤（LAMA/LABA） 39
吸入ステロイド（ICS） 39
配合剤（ICS/LABA） 40
配合剤（ICS/LAMA/LABA） 40
ロイコトリエン（LT）受容体拮抗薬[呼] 41
Th2サイトカイン阻害薬[呼] 41

33 鎮咳薬，去痰薬，呼吸障害改善薬
中枢性麻薬性鎮咳薬 41
中枢性非麻薬性鎮咳薬 41
鎮咳配合剤 41
鎮咳去痰薬 41
刺激性去痰薬 41
気道粘液溶解薬（多糖類分解） 41
気道粘液修復薬 41
気道潤滑薬 42
生薬去痰薬 42
抗線維化薬 42

10 消化器系に作用する薬剤

34 上部消化管疾患治療薬（消化性潰瘍治療薬など）
プロトンポンプ阻害薬（PPI） 42
カリウムイオン競合型アシッドブロッカー（P-CAB） 42
H2受容体拮抗薬 43
選択的ムスカリン受容体拮抗薬 43
四級アンモニウム塩合成抗コリン薬 43
ベラドンナアルカロイド 43
制酸薬 43
ヘリコバクター・ピロリ除菌薬 43
防御因子増強薬 43
防御因子配合剤 44
ドパミン受容体拮抗薬 44
セロトニン（5-HT4）受容体作動薬 44
アセチルコリンエステラーゼ阻害薬 44
健胃薬 44
消化酵素 44

35 下部消化管疾患治療薬（下剤など）
腸運動抑制薬 44
殺菌薬 44
活性生菌製剤 44
乳糖分解酵素薬 45
炎症性腸疾患[IBD]治療薬 45
過敏性腸症候群[IBS]治療薬 45
浸透圧性下剤（塩類下剤） 45
浸透圧性下剤（糖類下剤） 46
浸潤性下剤 46
小腸刺激性下剤 46
大腸刺激性下剤 46
上皮機能変容薬 46
胆汁酸トランスポーター阻害薬 46
経口腸管洗浄薬 46
浣腸剤 46

36 痔疾患治療薬
肉芽形成促進薬 46

37 肝疾患治療薬
抗C型肝炎ウイルス薬（RNAポリメラーゼ阻害薬） 46
抗C型肝炎ウイルス薬（NS5Bポリメラーゼ阻害薬） 47
抗C型肝炎ウイルス薬（配合剤） 47
抗B型肝炎ウイルス薬 47
肝機能改善薬 47
肝不全治療薬 47
金属解毒薬 47
その他の肝疾患治療薬 47

38 胆道疾患治療薬
催胆薬（胆汁酸利胆薬） 47

39 膵疾患治療薬
蛋白分解酵素阻害薬 48

11 神経系に作用する薬剤
40 -1 抗精神病薬

フェノチアジン系抗精神病薬（プロピル側鎖） 48
フェノチアジン系抗精神病薬（ピペラジン側鎖） 48
フェノチアジン系抗精神病薬（ピペリジン側鎖） 48
ブチロフェノン系抗精神病薬 48
ベンザミド系抗精神病薬 49
セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA） 49
多元受容体作用抗精神病薬（MARTA） 49
ドパミン受容体部分作動薬（DPA） 49
その他の抗精神病薬 50
遅発性ジスキネジア治療薬 50



40 -2 抗うつ薬，その他
三環系抗うつ薬（TCA） 50
四環系抗うつ薬 50
選択的セロトニン再取込み阻害薬（SSRI） 50
ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取込み阻害薬（SNRI） 50
NA作動性・特異的ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗うつ薬(NaSSA) 50
ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み/ｾﾛﾄﾆﾝ受容体ﾓｼﾞｭﾚｰﾀｰ(S-RIM) 50
その他の抗うつ薬 50
気分安定薬 51
ADHD治療薬（ドパミン刺激薬） 51
ADHD治療薬（選択的NA再取込み阻害薬） 51
ADHD治療薬（選択的α2Aｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ受容体作動薬） 51

41 抗不安薬，睡眠薬
ベンゾジアゼピン系抗不安薬（短時間型） 52
ベンゾジアゼピン系抗不安薬（中間型） 52
ベンゾジアゼピン系抗不安薬（長時間型） 52
ベンゾジアゼピン系抗不安薬（超長時間型） 52
バルビツール酸系睡眠薬 52
ベンゾジアゼピン系睡眠薬（超短時間型） 52
ベンゾジアゼピン系睡眠薬（短時間型） 52
ベンゾジアゼピン系睡眠薬（中間型） 52
ベンゾジアゼピン系睡眠薬（長時間型） 53
非ベンゾジアゼピン系睡眠薬（超短時間型） 53
メラトニン製剤 53

42 抗てんかん薬
抗てんかん薬（バルビツール酸系） 53
抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン系） 53
抗てんかん薬（主にNaチャネル阻害） 53
抗てんかん薬（主にCaチャネル阻害） 54
抗てんかん薬（主にNa/Caチャネル阻害） 54
抗てんかん薬（複合作用） 54
抗てんかん薬（主にSV2A結合） 54
抗てんかん薬（AMPA受容体拮抗） 54
その他の抗てんかん薬 55
Dravet症候群治療薬 55
Lennox-gastaut症候群治療薬 55

43 片頭痛・慢性頭痛治療薬
トリプタン系薬（5-HT1B/1D作動薬） 55
セロトニン5-HT1F受容体作動薬 55
Ca拮抗薬[頭痛] 55
分枝脂肪酸系薬[頭痛] 55
抗CGRP抗体 55
抗CGRP受容体抗体 56

44 制吐薬，鎮暈薬
中枢性制吐・鎮暈薬（抗ﾋｽﾀﾐﾝ薬および類似薬） 56
末梢性制吐薬 56
眩暈薬（狭義） 56

45 パーキンソン病治療薬
レボドパ含有製剤 56
モノアミン酸化酵素（MAO-B）阻害薬 56
COMT阻害薬 56
ドパミン受容体刺激薬（アゴニスト） 56
副交感神経遮断（抗コリン）薬 57
レボドパ賦活薬 57
レストレスレッグス症候群治療薬 57

46 脳卒中治療薬
脳梗塞治療薬（脳循環・代謝賦活薬） 57

47 抗認知症薬
抗認知症薬（コリンエステラーゼ阻害薬） 58

抗認知症薬（NMDA受容体アンタゴニスト） 58
48 神経難病治療薬，その他

コリン類似薬 58
VMAT2阻害薬 58
ハンチントン病不随意運動治療薬 58
多発性硬化症再発予防薬 58
NMOSD再発予防薬 58
家族性アミロイドニューロパチー関連治療薬 59
その他の神経難病治療薬 59

49 筋弛緩薬
中枢性筋弛緩薬 59
筋弛緩回復薬 59

50 麻薬および類似薬
モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）【麻薬】 59
モルフィナン系オピオイド（ﾓﾙﾋﾈ以外）【麻薬】 59
フェニルピペリジン系オピオイド【麻薬】 59
その他のオピオイド【麻薬】 59
天然アヘンアルカロイド【麻薬】 59
モルフィナン系オピイド（非麻薬） 60
その他のオピオイド（非麻薬） 60

51 麻酔薬
局所麻酔薬（アミド型） 60
全身麻酔薬 60

12 腎・泌尿器系薬
52 腎疾患用剤

腎性貧血治療薬 60
Ca受容体作動薬[腎] 60
高リン血症治療薬 60
尿毒症治療薬 61
高K血症治療薬 61
ＭＲ拮抗薬 61
腹膜透析液 61

53 泌尿器・生殖器用剤
頻尿・過活動膀胱治療薬 61
排尿障害治療薬（α1遮断薬） 62
排尿障害治療薬（その他） 62
勃起不全改善薬（PDE-5阻害薬） 63

13 感覚器官用剤
54 眼科用剤

網膜疾患治療薬 63
散瞳薬 63
角膜治療薬 63
血管収縮薬[眼] 63
副腎皮質ステロイド[眼] 63
非ステロイド抗炎症薬 63
緑内障治療薬（PG関連薬） 63
緑内障治療薬（EP2受容体作動薬） 63
緑内障治療薬（β遮断薬） 63
緑内障治療薬（炭酸脱水酵素阻害薬） 64
緑内障治療薬（副交感神経刺激薬） 64
緑内障治療薬（α1遮断薬） 64
緑内障治療薬（イオンチャネル開口薬） 64
緑内障治療薬（配合剤） 64
緑内障治療薬（高浸透圧薬） 64
白内障治療薬 64
抗菌薬[眼] 64
抗アレルギー薬[眼] 65
免疫抑制薬[眼] 65



55 耳鼻咽喉科用剤
副腎皮質ステロイド[耳] 65
抗菌薬[耳] 65
抗アレルギー薬[耳] 65

56 皮膚科用剤
副腎皮質ステロイド外用剤（strongest） 65
副腎皮質ステロイド外用剤（very strong） 65
副腎皮質ステロイド外用剤（strong） 66
副腎皮質ステロイド外用剤（mild） 66
副腎皮質ステロイド外用剤（その他） 66
非ステロイド抗炎症外用剤 66
アトピー性皮膚炎治療薬 66
白斑治療薬 67
痤瘡治療薬 67
乾癬治療薬 67
角化症・乾癬治療薬（外用剤） 68
角化症治療薬（角質軟化・溶解作用） 68
脱毛治療薬 68
皮膚潰瘍治療薬 69
血行促進・皮膚保湿剤 69
皮膚保護剤・保湿剤 69
ビタミン[皮] 69
その他の皮膚科用剤 69
多汗症治療薬 69

14 その他
57 歯科・口腔用剤

含嗽薬（抗炎症作用） 70
抗生物質含有トローチ 70
殺菌消毒薬含有トローチ 70
口腔乾燥症状改善薬 70

58 中毒治療薬
鉄中毒治療薬・鉄過剰症治療薬 70
ニコチン依存症治療薬 70
その他中毒治療薬 70

15 漢方薬
60 漢方薬

漢方薬（エキス剤） 75
90 医療材料ほか

90 医療材料ほか
その他材料 76



院外 検索は　Ctrl＋F

01 病原微生物に対する薬剤

01 抗菌薬

広範囲ペニシリン系薬

サワシリンカプセル250

アモキシシリン水和物

β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤

クラバモックス小児用配合ドライシロップ

クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物

経口用第一世代セフェム系薬

ケフレックスシロップ用細粒100 （100mg/g）

セファレキシン

経口用第三世代セフェム系薬

セフゾンカプセル100mg

セフジニル

セフゾン細粒小児用10% （100mg/g）

セフジニル

フロモックス小児用細粒100mg （100mg/g）

セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス錠100mg

セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物

メイアクトMS小児用細粒10% （100mg/g）

セフジトレン　ピボキシル

メイアクトMS錠100mg

セフジトレン　ピボキシル

経口用カルバペネム系薬

オラペネム小児用細粒10% （100mg/g）

テビペネム　ピボキシル

アミノグリコシド系薬（抗緑膿菌作用（＋））

アリケイス吸入液590mg

アミカシン硫酸塩

ゲンタシン軟膏0.1%

ゲンタマイシン硫酸塩

マクロライド系薬

クラリスドライシロップ10%小児用 （100mg/g）

クラリスロマイシン

クラリス錠50小児用

クラリスロマイシン

クラリス錠200

クラリスロマイシン

ジスロマック錠600mg

アジスロマイシン水和物

ジスロマック細粒小児用10% （100mg/g）

アジスロマイシン水和物

ルリッド錠150

ロキシスロマイシン

テトラサイクリン系薬

アクロマイシンVカプセル250mg

テトラサイクリン塩酸塩
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テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）（25g/本）

オキシテトラサイクリン塩酸塩/ポリミキシンB硫酸塩

ビブラマイシン錠100mg

ドキシサイクリン塩酸塩水和物

ミノマイシン顆粒2% （20mg/g）

ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン錠50mg

ミノサイクリン塩酸塩

リンコマイシン系薬

ダラシンカプセル150mg

クリンダマイシン塩酸塩

オキサゾリジノン系薬

シベクトロ錠200mg

テジゾリドリン酸エステル

クロラムフェニコール系薬

クロマイ膣錠100mg

クロラムフェニコール

ニューキノロン系薬

アクアチムクリーム1%

ナジフロキサシン

アクアチムローション1%

ナジフロキサシン

オゼックス錠150

トスフロキサシントシル酸塩水和物

クラビット錠250mg

レボフロキサシン水和物

クラビット錠500mg

レボフロキサシン水和物

グレースビット錠50mg

シタフロキサシン水和物

スオード錠100

プルリフロキサシン

ラスビック錠75mg

ラスクフロキサシン塩酸塩

配合剤[抗菌]

ダイフェン配合顆粒

スルファメトキサゾール/トリメトプリム

ダイフェン配合錠

スルファメトキサゾール/トリメトプリム

抗嫌気性菌薬

フラジール膣錠250mg

メトロニダゾール

ロゼックスゲル0.75g（15g/本）

メトロニダゾール

抗結核薬

エサンブトール錠125mg

エタンブトール塩酸塩
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フシジン酸

フシジンレオ軟膏2%

フシジン酸ナトリウム

02 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬

抗ヘルペスウイルス薬

アメナリーフ錠200mg

アメナメビル

ゾビラックス顆粒40% （400mg/g）

アシクロビル

ゾビラックス錠200

アシクロビル

バルトレックス顆粒50% （500mg/g）

バラシクロビル塩酸塩

バルトレックス錠500

バラシクロビル塩酸塩

ファムビル錠250mg

ファムシクロビル

抗インフルエンザウイルス薬

ゾフルーザ錠10mg

バロキサビル マルボキシル

タミフルカプセル75

オセルタミビルリン酸塩

タミフルドライシロップ3% （30mg/g）

オセルタミビルリン酸塩

リレンザ

ザナミビル水和物

03 抗真菌薬

深在性・表在性抗真菌薬（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系）

フロリードＤクリーム1%

ミコナゾール硝酸塩

フロリードゲル経口用2%

ミコナゾール

深在性抗真菌薬（ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系）

ブイフェンド錠50mg

ボリコナゾール

深在性・表在性抗真菌薬（ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系）

イトリゾール内用液1%

イトラコナゾール

深在性・表在性抗真菌薬（ｱﾘﾙｱﾐﾝ系）

ラミシール錠125mg

テルビナフィン塩酸塩

ラミシール外用液1%

テルビナフィン塩酸塩

表在性抗真菌薬（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系）

アスタット外用液1%

ラノコナゾール

アスタットクリーム1%

ラノコナゾール
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アトラント外用液1%

ネチコナゾール塩酸塩

アトラントクリーム1%

ネチコナゾール塩酸塩

ニゾラールクリーム2%

ケトコナゾール

マイコスポールクリーム1%

ビホナゾール

ルコナック爪外用液5% （4mL/本）

ルリコナゾール

表在性抗真菌薬（ﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系）

ゼフナートクリーム2%

リラナフタート

表在性抗真菌薬（ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾐﾝ系）

メンタックス外用液1%

ブテナフィン塩酸塩

ニューモシスチス肺炎治療薬

サムチレール内用懸濁液15% （750mg/5mL/包）

アトバコン

ダイフェン配合顆粒

スルファメトキサゾール/トリメトプリム

ダイフェン配合錠

スルファメトキサゾール/トリメトプリム

04 抗寄生虫薬

抗線虫薬

コンバントリンドライシロップ100mg （100mg/g）

ピランテルパモ酸塩

抗原虫薬（マラリア以外）

フラジール膣錠250mg

メトロニダゾール

06 消毒薬

中水準（ハロゲン化合物（ヨウ素系）製剤）

イソジンガーグル液7%

ポビドンヨード

イソジンゲル10% （90g）

ポビドンヨード

イソジン液10% （250mL）

ポビドンヨード

低水準（ビグアナイド類）

ヒビテン・グルコネート液20% （500mL）

クロルヘキシジングルコン酸塩

0.05W/V%マスキン水

クロルヘキシジングルコン酸塩

0.1W/V%マスキン水

クロルヘキシジングルコン酸塩

0.5W/V%マスキン水

クロルヘキシジングルコン酸塩
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低水準（第四級アンモニウム塩）

オスバン消毒液 10% （500mL）

ベンザルコニウム塩化物

02 抗悪性腫瘍薬

07 抗悪性腫瘍薬

アルキル化薬（マスタード類）

マブリン散1% （10mg/g）

ブスルファン

代謝拮抗薬（ピリミジン代謝拮抗薬）

スタラシドカプセル50

シタラビン オクホスファート水和物

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

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

5-FU軟膏5%協和

フルオロウラシル

フルツロンカプセル200

ドキシフルリジン

ユーエフティ配合カプセルT100

テガフール/ウラシル

ユーエフティＥ配合顆粒T100 （0.5ｇ/包）

テガフール/ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T150 （0.75ｇ/包）

テガフール/ウラシル
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代謝拮抗薬（プリン代謝拮抗薬）

フルダラ錠10mg

フルダラビンリン酸エステル

代謝拮抗薬（プリンヌクレオシドホスホリラーゼ

ムンデシンカプセル100mg

フォロデシン塩酸塩

代謝拮抗薬（その他）

アグリリンカプセル0.5mg

アナグレリド塩酸塩水和物

ユーゼル錠25mg

ホリナートカルシウム

ホルモン療法薬（アロマターゼ阻害薬）

アロマシン錠25mg

エキセメスタン

ホルモン療法薬（抗エストロゲン薬）

フェアストン錠40

トレミフェンクエン酸塩

ホルモン療法薬（抗アンドロゲン薬）

アーリーダ錠60mg

アパルタミド

イクスタンジ錠40mg

エンザルタミド

イクスタンジ錠80mg

エンザルタミド

オダイン錠125mg

フルタミド

ニュベクオ錠300mg

ダロルタミド

ホルモン療法薬（プロゲステロン）

ヒスロンＨ錠200mg

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ホルモン療法薬（エストラジオール）

エストラサイトカプセル156.7mg

エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

トポイソメラーゼⅡ阻害薬

ペラゾリン細粒400mg

ソブゾキサン

BCL-2蛋白阻害薬

ベネクレクスタ錠10mg

ベネトクラクス

分子標的治療薬（小分子：EGFR阻害薬）

ジオトリフ錠20mg

アファチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠30mg

アファチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠40mg

アファチニブマレイン酸塩
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タグリッソ錠40mg

オシメルチニブメシル酸塩

タルセバ錠25mg

エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠100mg

エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠150mg

エルロチニブ塩酸塩

分子標的治療薬（小分子：HER2阻害薬）

タイケルブ錠250mg

ラパチニブトシル酸塩水和物

分子標的治療薬（小分子：BCR/ABL阻害薬）

アイクルシグ錠15mg

ポナチニブ塩酸塩

グリベック錠100mg

イマチニブメシル酸塩

タシグナカプセル200mg

ニロチニブ塩酸塩水和物

ボシュリフ錠100mg

ボスチニブ水和物

分子標的治療薬（小分子：ABLﾐﾘｽﾄｲﾙﾎﾟｹｯﾄ

セムブリックス錠20ｍｇ

アシミニブ塩酸塩

セムブリックス錠40ｍｇ

アシミニブ塩酸塩

分子標的治療薬（小分子：FLT3/AXL阻害薬）

ヴァンフリタ錠17.7ｍｇ

キザルチニブ塩酸塩

ヴァンフリタ錠26.5ｍｇ

キザルチニブ塩酸塩

ゾスパタ錠40mg

ギルテリチニブフマル酸塩

分子標的治療薬（小分子：VEGFR阻害薬）

インライタ錠1mg

アキシチニブ

インライタ錠5mg

アキシチニブ

分子標的治療薬（小分子：ﾏﾙﾁｷﾅｰｾﾞ阻害薬）

ヴォトリエント錠200mg

パゾパニブ塩酸塩

スチバーガ錠40mg

レゴラフェニブ

スーテントカプセル12.5mg

スニチニブリンゴ酸塩

分子標的治療薬（小分子：ALK阻害薬）

アルンブリグ錠30mg

ブリグチニブ
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アルンブリグ錠90mg

ブリグチニブ

ザーコリカプセル200mg

クリゾチニブ

ザーコリカプセル250mg

クリゾチニブ

ジカディア錠150mg

セリチニブ

ローブレナ錠25mg

ロルラチニブ

ローブレナ錠100mg

ロルラチニブ

分子標的治療薬（小分子：BTK阻害薬）

イムブルビカカプセル140mg

イブルチニブ

カルケンスカプセル100mg

アカラブルチニブ

ベレキシブル錠80mg

チラブルチニブ塩酸塩

分子標的治療薬（小分子：JAK阻害薬）

ジャカビ錠5mg

ルキソリチニブリン酸塩

分子標的治療薬（小分子：BRAF阻害薬）

ゼルボラフ錠240mg

ベムラフェニブ

タフィンラーカプセル50mg

ダブラフェニブメシル酸塩

タフィンラーカプセル75mg

ダブラフェニブメシル酸塩

ビラフトビカプセル50mg

エンコラフェニブ

ビラフトビカプセル75mg

エンコラフェニブ

分子標的治療薬（小分子：MEK阻害薬）

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

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

メクトビ錠15mg

ビニメチニブ

分子標的治療薬（小分子：KRAS阻害薬）

ルマケラス錠120mg

ソトラシブ

分子標的治療薬（小分子：mTOR阻害薬）

アフィニトール錠2.5mg

エベロリムス
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アフィニトール錠5mg

エベロリムス

アフィニトール分散錠2mg

エベロリムス

ラパリムスゲル0.2%

シロリムス

分子標的治療薬（小分子：CDK4/6阻害薬）

イブランス錠25mg

パルボシクリブ

イブランス錠125mg

パルボシクリブ

ベージニオ錠50mg

アベマシクリブ

ベージニオ錠100mg

アベマシクリブ

ベージニオ錠150mg

アベマシクリブ

分子標的治療薬（小分子：PARP阻害薬）

ゼジューラ錠100mg

ニラパリブトシル酸塩水和物

リムパーザ錠100mg

オラパリブ

リムパーザ錠150mg

オラパリブ

分子標的治療薬（小分子：MET阻害薬）

タブレクタ錠150mg

カプマチニブ塩酸塩水和物

タブレクタ錠200mg

カプマチニブ塩酸塩水和物

テプミトコ錠250mg

テポチニブ

分子標的治療薬（レチノイド）

アムノレイク錠2mg

タミバロテン

タルグレチンカプセル75mg

ベキサロテン

分子標的治療薬（ヒストン脱アセチル化酵素阻

ゾリンザカプセル100mg

ボリノスタット

ハイヤスタ錠10mg

ツシジノスタット

分子標的治療薬（小分子：EZH1/2阻害薬）

エザルミア錠50ｍｇ

バレメトスタットトシル酸塩

その他の抗悪性腫瘍薬

エドルミズ錠50mg

アナモレリン塩酸塩
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ロゼックスゲル0.75g（15g/本）

メトロニダゾール

03 炎症，免疫，アレルギーに作用する薬剤

08 副腎皮質ステロイド

副腎皮質ステロイド（主として全身投与用）

コートン錠25mg

コルチゾン酢酸エステル

デカドロン錠4mg

デキサメタゾン

プレドニゾロン錠1mg（旭化成）

プレドニゾロン

プレドニゾロン錠2.5mg「NP」

プレドニゾロン

メドロール錠2mg

メチルプレドニゾロン

リンデロン散０．１％

ベタメタゾン

セレスタミン配合錠

ベタメタゾン/d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

リンデロン坐剤1.0mg

ベタメタゾン

リンデロン錠0.5mg

ベタメタゾン

09 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など）
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アセトアミノフェン

アルピニー坐剤50

アセトアミノフェン

アルピニー坐剤200

アセトアミノフェン

カロナール細粒20% （200mg/g）

アセトアミノフェン

カロナールシロップ2% （20mg/mL）

アセトアミノフェン

NSAIDs（アントラニル酸系）

ポンタールカプセル250mg

メフェナム酸

NSAIDs（アリール酢酸系）

インフリーカプセル100mg

インドメタシンファルネシル

オステラック錠200

エトドラク

ボルタレンＳＲカプセル37.5mg

ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ25mg

ジクロフェナクナトリウム

ボルタレン錠25mg

ジクロフェナクナトリウム

ランツジールコーワ錠30mg

アセメタシン

NSAIDs（プロピオン酸系）

ブルフェン錠100

イブプロフェン

フロベン錠40

フルルビプロフェン

ロキソニン錠60mg

ロキソプロフェンナトリウム水和物

NSAIDs（オキシカム系）

モービック錠10mg

メロキシカム

ロルカム錠4mg

ロルノキシカム

NSAIDs（コキシブ系）

セレコックス錠100mg

セレコキシブ

セレコックス錠200mg

セレコキシブ

NSAIDs（塩基性）

ソランタール錠100mg

チアラミド塩酸塩
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経皮用剤（NSAIDs）

インテバン外用液1% （50mL/本）

インドメタシン

インテバンクリーム1%

インドメタシン

カトレップパップ70mg （5枚/袋）（7枚/袋）

インドメタシン

ジクトルテープ75mg

ジクロフェナクナトリウム

セルタッチパップ70 （6枚/袋）（7枚/袋）

フェルビナク

セルタッチパップ140 （7枚/袋）

フェルビナク

ナパゲルンローション3%

フェルビナク

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 （40g/本）

フェルビナク

ボルタレンゲル1%

ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ15mg（7*10cm） （7枚/袋）

ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ30mg（10*14cm） （7枚/袋）

ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンローション1%

ジクロフェナクナトリウム

モーラステープ20mg （7枚/袋）

ケトプロフェン

モーラステープL40mg （7枚/袋）

ケトプロフェン

モーラスパップ60mg （7枚/袋）

ケトプロフェン

モーラスパップXR120mg （7枚/袋）

ケトプロフェン

モーラスパップXR240mg （7枚/袋）

ケトプロフェン

ヤクバンテープ40mg （7枚/袋）

フルルビプロフェン

ヤクバンテープ60mg （7枚/袋）

フルルビプロフェン

ロキソニンゲル1%

ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ100mg （7枚/袋）

ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンパップ100mg （7枚/袋）

ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロコアテープ （7枚/袋）

エスフルルビプロフェン/ハッカ油

－12－



院外 検索は　Ctrl＋F

外皮用配合剤

ＭＳ温シップ「ﾀｲﾎｳ」（40g×5枚/袋）

サリチル酸メチル/dl‐カンフル/トウガラシエキス

ＭＳ冷シップ「ﾀｲﾎｳ」（40g×5枚/袋）

サリチル酸メチル/dl‐カンフル/l‐メントール

オピオイド

デュロテップMTパッチ2.1mg

フェンタニル

デュロテップMTパッチ4.2mg

フェンタニル

トラマールOD錠50mg

トラマドール塩酸塩

ワントラム錠100mg

トラマドール塩酸塩

トラムセット配合錠

トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン

ノルスパンテープ5mg

ブプレノルフィン

ノルスパンテープ10mg

ブプレノルフィン

ノルスパンテープ20mg

ブプレノルフィン

神経障害性疼痛緩和薬

タリージェ錠2.5mg

ミロガバリン

タリージェ錠10mg

ミロガバリン

タリージェ錠15mg

ミロガバリン

リリカOD錠25mg

プレガバリン

リリカOD錠75mg

プレガバリン

リリカOD錠150mg

プレガバリン

鎮痛補助薬（生物組織抽出薬）

ノイロトロピン錠4単位

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

その他鎮痛補助薬

サインバルタカプセル20mg

デュロキセチン塩酸塩

10 免疫疾患治療薬（リウマチ，炎症性腸疾患，

免疫調節薬

アサコール錠400mg

メサラジン
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アザルフィジンEN錠250mg

サラゾスルファピリジン

オテズラ錠10mg

アプレミラスト

オテズラ錠20mg

アプレミラスト

オテズラ錠30mg

アプレミラスト

ケアラム錠25mg

イグラチモド

チガソンカプセル10

エトレチナート

ペンタサ錠250mg

メサラジン

ペンタサ錠500mg

メサラジン

ペンタサ注腸1g （100mL/本）

メサラジン

モーバー錠100ｍｇ

アクタリット

リマチル錠50mg

ブシラミン

リマチル錠100mg

ブシラミン

免疫抑制薬〔代謝拮抗薬（プリン代謝拮抗薬）〕

ブレディニン錠50

ミゾリビン

免疫抑制薬〔代謝拮抗薬（葉酸代謝拮抗薬）〕

メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL

メトトレキサート

メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.3mL

メトトレキサート

メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL

メトトレキサート

メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.2mL

メトトレキサート

メトトレキサート錠2mg「あゆみ」

メトトレキサート

免疫抑制薬〔代謝拮抗薬（ピリミジン合成阻害

アラバ錠10mg

レフルノミド

アラバ錠10mg

レフルノミド

免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬）

グラセプターカプセル0.5mg

タクロリムス水和物

グラセプターカプセル1mg

タクロリムス水和物
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プログラフカプセル1mg

タクロリムス水和物

ネオーラル内用液10%

シクロスポリン

免疫抑制薬（JAK阻害薬）

オルミエント錠2mg

バリシチニブ

オルミエント錠4mg

バリシチニブ

サイバインコ錠50mg

アブロシチニブ

ジセレカ錠100mg

フィルゴチニブマレイン酸塩

ジセレカ錠200mg

フィルゴチニブマレイン酸塩

スマイラフ錠50mg

ペフィシチニブ臭化水素酸塩

スマイラフ錠100mg

ペフィシチニブ臭化水素酸塩

ゼルヤンツ錠5mg

トファシチニブクエン酸塩

ソーティクツ錠6mg

デュークラバシチニブ

リンヴォック錠7.5mg

ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠15mg

ウパダシチニブ

リンヴォック錠30mg　【皮膚科限定】

ウパダシチニブ水和物

免疫抑制薬（補体C5a受容体阻害薬）

タブネオスカプセル10mg

アバコパン

免疫抑制薬（α4インテグリン阻害薬）

カログラ錠120mg

カロテグラストメチル

生物学的製剤（TNFα阻害薬）

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL

エタネルセプト（遺伝子組換え）

エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL

エタネルセプト（遺伝子組換え）

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL

エタネルセプト（遺伝子組換え）

シムジア皮下注200mgシリンジ

セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

シンポニー皮下注50mgシリンジ

ゴリムマブ（遺伝子組換え）
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ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

生物学的製剤（IL-6阻害薬）

ケブザラ皮下注150mgシリンジ

サリルマブ（遺伝子組換え）

ケブザラ皮下注200mgシリンジ

サリルマブ（遺伝子組換え）

生物学的製剤（T細胞刺激調節薬）

オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL

アバタセプト（遺伝子組換え）

生物学的製剤（IL-17阻害薬）

コセンティクス皮下注150mgペン

セクキヌマブ（遺伝子組換え）

トルツ皮下注80mgオートインジェクター

イキセキズマブ（遺伝子組換え）

ルミセフ皮下注210mgシリンジ

ブロダルマブ（遺伝子組換え）

炎症性腸疾患（IBD）治療薬（ステロイド）

ステロネマ注腸3mg

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

ゼンタコートカプセル3mg

ブデソニド

レクタブル2mg注腸フォーム14回

ブデソニド

11 アレルギー薬疾患治療薬

メディエーター遊離抑制薬

リザベンドライシロップ5% （50mg/g）

トラニラスト

H1受容体拮抗薬（第一世代）

セレスタミン配合錠

ベタメタゾン/d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

タベジールシロップ0.01% （0.1mg/mL）

クレマスチンフマル酸塩

ペリアクチン散1% （10mg/g）

シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ペリアクチン錠4mg

シプロヘプタジン塩酸塩水和物

H1受容体拮抗薬（第二世代）

アゼプチン錠1mg

アゼラスチン塩酸塩

アレグラ錠30mg

フェキソフェナジン塩酸塩

アレグラ錠60mg

フェキソフェナジン塩酸塩
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アレジオン錠10

エピナスチン塩酸塩

アレジオン錠20

エピナスチン塩酸塩

アレジオンドライシロップ1% （10mg/g）

エピナスチン塩酸塩

アレロック顆粒0.5%（5mg/g）

オロパタジン塩酸塩

アレロック錠5

オロパタジン塩酸塩

アレロックOD錠5

オロパタジン塩酸塩

エバステルOD錠5mg

エバスチン

エバステルOD錠10mg

エバスチン

クラリチンドライシロップ1% （10mg/g）

ロラタジン

クラリチンレディタブ錠10mg

ロラタジン

ザイザルシロップ0.05% （0.5mg/mL）

レボセチリジン塩酸塩

ザジテンカプセル1mg

ケトチフェンフマル酸塩

ジルテック錠5

セチリジン塩酸塩

ジルテック錠10

セチリジン塩酸塩

ジルテックドライシロップ1.25% （12.5mg/g）

セチリジン塩酸塩

タリオンOD錠10mg

ベポタスチンベシル酸塩

ディレグラ配合錠

フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸プソイドエフェドリン

ニポラジン錠3mg

メキタジン

ルパフィン錠10mg

ルパタジンフマル酸塩

レミカットカプセル1mg

エメダスチンフマル酸塩

レミカットカプセル2mg

エメダスチンフマル酸塩

トロンボキサンA2合成阻害薬

ドメナン錠200mg

オザグレル塩酸塩水和物

トロンボキサンA2受容体拮抗薬

ブロニカ顆粒10%

セラトロダスト
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ブロニカ錠80

セラトロダスト

ロイコトリエン（LT）受容体拮抗薬

オノンカプセル112.5mg

プランルカスト水和物

オノンドライシロップ10% （100mg/g）

プランルカスト水和物

キプレス細粒4mg （4mg/0.5g/包）

モンテルカストナトリウム

シングレアチュアブル錠5mg

モンテルカストナトリウム

Th2サイトカイン阻害薬

アイピーディカプセル100

スプラタストトシル酸塩

アイピーディドライシロップ5% （50mg/g）

スプラタストトシル酸塩

免疫（減感作）治療薬

アシテアダニ舌下錠100単位（IR）

ヤケヒョウヒダニエキス/コナヒョウヒダニエキス

アシテアダニ舌下錠300単位（IR）

ヤケヒョウヒダニエキス/コナヒョウヒダニエキス

シダキュアスギ花粉舌下錠2,000ＪＡＵ

スギ花粉エキス原末

シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU

スギ花粉エキス原末

ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU

ヤケヒョウヒダニ抽出エキス/コナヒョウヒダニ抽出エキス

ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU

ヤケヒョウヒダニ抽出エキス/コナヒョウヒダニ抽出エキス
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04 代謝系に作用する薬剤

12 糖尿病治療薬

ビグアナイド（BG）類

メトグルコ錠500mg

メトホルミン塩酸塩

スルホニル尿素（SU）類

アマリール0.5mg錠

グリメピリド

オイグルコン錠2.5mg

グリベンクラミド

グリミクロンＨＡ錠20mg

グリクラジド

グルファスト錠10mg

ミチグリニドカルシウム水和物

速効型インスリン分泌促進薬

シュアポスト錠0.5mg

レパグリニド

ファスティック錠90

ナテグリニド

ミトコンドリア機能改善薬

ツイミーグ錠500mg

イメグリミン塩酸塩

αグルコシダーゼ阻害薬（α-GI）

グルコバイOD錠50mg

アカルボース

セイブル錠50mg

ミグリトール

ベイスンOD錠0.2

ボグリボース

ベイスンOD錠0.3

ボグリボース

SGLT-2阻害薬

ジャディアンス錠25mg

エンパグリフロジン

スーグラ錠25mg

イプラグリフロジン　L-プロリン

スーグラ錠50mg

イプラグリフロジン　L-プロリン

デベルザ錠20mg

トホグリフロジン水和物

ルセフィ錠2.5mg

ルセオグリフロジン水和物

ルセフィ錠5mg

ルセオグリフロジン水和物
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DPP-4阻害薬

エクア錠50mg

ビルダグリプチン

オングリザ錠5mg

サキサグリプチン水和物

グラクティブ錠25mg

シタグリプチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠100mg

シタグリプチンリン酸塩水和物

ザファテック錠50mg

トレラグリプチンコハク酸塩

ザファテック錠100mg

トレラグリプチンコハク酸塩

スイニー錠100mg

アナグリプチン

テネリアOD錠20mg

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

ネシーナ錠25mg

アログリプチン安息香酸塩

マリゼブ錠25mg

オマリグリプチン

GLP-1受容体作動薬

オゼンピック皮下注0.25mgSD

セマグルチド

オゼンピック皮下注0.5mgSD

セマグルチド

オゼンピック皮下注1.0mgSD

セマグルチド

オゼンピック皮下注2ｍｇ

セマグルチド

バイエッタ皮下注5µgペン300

エキセナチド

バイエッタ皮下注10µgペン300

エキセナチド

ビデュリオン皮下注用2mgペン

エキセナチド

リキスミア皮下注300μg

リキシセナチド

リベルサス錠14mg

セマグルチド

リベルサス錠7mg

セマグルチド

配合剤[糖]

グルベス配合錠

ミチグリニドカルシウム水和物10mg/ボグリボース0.2mg

メタクト配合錠LD

ピオグリタゾン15mg/メトホルミン塩酸塩500mg
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リオベル配合錠LD

アログリプチン25mg/ピオグリタゾン15mg

配合剤[DPP-4・BG]

イニシンク配合錠

アログリプチン25㎎/メトホルミン塩酸塩500㎎

エクメット配合錠LD

ビルダグリプチン50mg/メトホルミン塩酸塩250mg

エクメット配合錠HD

ビルダグリプチン50mg/メトホルミン塩酸塩500mg

メトアナ配合錠LD

アナグリプチン100mg/メトホルミン塩酸塩250mg

メトアナ配合錠HD

アナグリプチン100mg/メトホルミン塩酸塩500mg

配合剤[DPP-4・SGLT2]

カナリア配合錠

テネリグリプチン20m/カナグリフロジン100mg

スージャヌ配合錠

シタグリプチン50mg/イプラグリフロジン50mg

トラディアンス配合錠AP

エンパグリフロジン10mg/リナグリプチン5mg

トラディアンス配合錠BP

エンパグリフロジン25mg/リナグリプチン5mg

配合剤[インスリン・GLP-1]

ソリクア配合注ソロスター

インスリン グラルギン（遺伝子組換え） /リキシセナチド（遺伝子組換え）

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ

インスリン デグルデク（遺伝子組換え） /リラグルチド（遺伝子組換え）

インスリンアナログ（超速効型）

アピドラ注ソロスター

インスリン グルリジン（遺伝子組換え)

インスリアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」単位

インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注フレックスタッチ

インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注ペンフィル

インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ヒューマログ注ミリオペンHD

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ヒューマログ注ミリオペン

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ヒューマログ注100単位/mL

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ヒューマログ注カート

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

フィアスプ注ペンフィル

インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）
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ルムジェブ注100単位/mL

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ルムジェブ注ミリオペン

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ルムジェブ注ミリオペンHD

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

インスリンアナログ（混合型）/二相性

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン

インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ヒューマログミックス50注カート

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ヒトインスリン（混合型）/二相性

ノボリン30R注フレックスペン

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ヒューマリン３/７注カート

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ヒトインスリン（中間型）

ヒューマリンＮ注100単位/mL

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ヒューマリンＮ注カート

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

インスリンアナログ（持効型溶解）

ランタス注ソロスター

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

トレシーバ注ペンフィル

インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

レベミル注フレックスペン

インスリン デテミル（遺伝子組換え）

アルドース還元酵素阻害薬

キネダック錠50mg

エパルレスタット

糖尿病性神経障害治療薬

メキシチールカプセル100mg

メキシレチン塩酸塩

糖尿病性腎症治療薬

ニューロタン錠25mg

ロサルタンカリウム

ニューロタン錠50mg

ロサルタンカリウム

13 脂質異常症（高脂血症）治療薬

HMG-CoA還元酵素阻害薬

クレストールOD錠2.5mg

ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠5mg

ロスバスタチンカルシウム

メバロチン錠10

プラバスタチンナトリウム
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リバロOD錠2mg

ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロOD錠4mg

ピタバスタチンカルシウム水和物

リピトール錠5ｍｇ

アトルバスタチンカルシウム

リピトール錠10mg

アトルバスタチンカルシウム

リポバス錠5

シンバスタチン

リポバス錠10

シンバスタチン

ローコール錠20mg

フルバスタチンナトリウム

PCSK9阻害薬

プラルエント皮下注75mgペン

アリロクマブ（遺伝子組換え）

レパーサ皮下注140mgペン

エボロクマブ（遺伝子組換え）

レパーサ皮下注オートミニドーザー

エボロクマブ（遺伝子組換え）

レジン（陰イオン交換樹脂）

コレバイン錠500mg

コレスチミド

コレバインミニ83% （1,500mg/1.81g/包）

コレスチミド

プロブコール

ロレルコ錠250mg

プロブコール

フィブラート系薬

リピディル錠53.3mg

フェノフィブラート

ニコチン酸系薬[脂]

ペリシット錠250mg

ニセリトロール

ユベラNソフトカプセル200mg

トコフェロールニコチン酸エステル

多価不飽和脂肪酸

エパデールS900

イコサペント酸エチル

配合剤[脂]

アトーゼット配合錠HD

エゼチミブ10mg/アトルバスタチン20mg

リバゼブ配合錠HD

エゼチミブ10mg/ピタバスタチン4mg

リバゼブ配合錠LD

エゼチミブ10mg/ピタバスタチン2mg
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ロスーゼット配合錠HD

エゼチミブ10mg/ロスバスタチン5mg

その他の脂質異常症治療薬

パントシン錠200

パンテチン

14 痛風・高尿酸血症治療薬

尿酸排泄促進薬

ザイロリック錠100

アロプリノール

パラミヂンカプセル300mg

ブコローム

ユリス錠1mg

ドチヌラド

尿酸生成抑制薬

トピロリック錠20mg

トピロキソスタット

トピロリック錠40mg

トピロキソスタット

トピロリック錠60mg

トピロキソスタット

フェブリク錠20mg

フェブキソスタット

フェブリク錠40mg

フェブキソスタット製剤

05 内分泌系薬剤

15 女性ホルモン製剤・子宮用剤

卵胞ホルモン

エストラーナテープ0.72mg

エストラジオール

エストリール錠1mg

エストリオール

エストリール膣錠0.5mg

エストリオール

プレマリン錠0.625mg

結合型エストロゲン

プロセキソール錠0.5mg

エチニルエストラジオール

合成エストロゲン

エストラサイトカプセル156.7mg

エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

デュファストン錠5mg

ジドロゲステロン

黄体ホルモン

エフメノカプセル100mg

プロゲステロン

ヒスロン錠5

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
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ヒスロンＨ錠200mg

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

プロベラ錠2.5mg

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ルトラール錠2mg

クロルマジノン酢酸エステル

卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤

ジェミーナ配合錠

レボノルゲストレル0.09mg/エチニルエストラジオール0.02mg

メノエイドコンビパッチ

酢酸ノルエチステロン/エストラジオール

卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤（LEP製

ヤーズフレックス配合錠

ドロスピレノン/エチニルエストラジオール

ヤーズ配合錠

ドロスピレノン/エチニルエストラジオール

ルナベル配合錠LD

ノルエチステロン/エチニルエストラジオール

ルナベル配合錠ULD

ノルエチステロン/エチニルエストラジオール

低用量OC

シンフェーズＴ28錠

ノルエチステロン/エチニルエストラジオール

トリキュラー錠28

レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール

排卵誘発剤

クロミッド錠50mg

クロミフェンクエン酸塩

セキソビット錠100mg

シクロフェニル

GnRHアゴニスト

スプレキュア点鼻液0.15% （10mL/瓶）

ブセレリン酢酸塩

子宮内膜症治療薬

ディナゲスト錠0.5mg

ジエノゲスト

ディナゲスト錠1mg

ジエノゲスト

ボンゾール錠100mg

ダナゾール

レルミナ錠40mg

レルゴリクス

子宮収縮抑制薬

ウテメリン錠5mg

リトドリン塩酸塩

16 男性ホルモン製剤，視床下部・下垂体ホル
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視床下部向下垂体ホルモン（その他）

パーロデル錠2.5mg

ブロモクリプチンメシル酸塩

下垂体後葉ホルモン

デスモプレシン・スプレー10協和 （500µg/5mL/瓶）

デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠50µg

デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠60µg

デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠120µg

デスモプレシン酢酸塩水和物

V2受容体拮抗薬

サムスカ顆粒1% （10mg/g）

トルバプタン

サムスカOD錠15mg

トルバプタン

成長ホルモン（GH）

エヌジェンラ皮下注60㎎ペン

ソムアトロゴン（遺伝子組換え）

グロウジェクト皮下注12mg

ソマトロピン（遺伝子組換え）

ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg

ソマトロピン（遺伝子組換え）

ジェノトロピンゴークイック注用12mg

ソマトロピン（遺伝子組換え）

ソグルーヤ皮下注5mg

ソマプシタン（遺伝子組換え）

ソグルーヤ皮下注10mg

ソマプシタン（遺伝子組換え）

ノルディトロピン フレックスプロ注5mg

ソマトロピン（遺伝子組換え）

ノルディトロピン フレックスプロ注10mg

ソマトロピン（遺伝子組換え）

ヒューマトロープ注射用6mg

ソマトロピン（遺伝子組換え）

ヒューマトロープ注射用12mg

ソマトロピン（遺伝子組換え）

成長ホルモン受容体拮抗薬

ソマバート皮下注用10mg

ペグビソマント（遺伝子組換え）

ソマバート皮下注用15mg

ペグビソマント（遺伝子組換え）

ソマバート皮下注用20mg

ペグビソマント（遺伝子組換え）

性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン）

HMG筋注用75単位「あすか」（溶解液付き）

ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン注射剤
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HMG筋注用150単位「あすか」（溶解液付き）

ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン注射剤

ゴナトロピン注用1000単位（溶解液2ｍL付き）

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ゴナトロピン注用3000単位（溶解液2ｍL付き）

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ゴナトロピン注用5000単位（溶解液2ｍL付き）

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ゴナールエフ皮下注用150

ホリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）

ゴナールエフ皮下注ペン900

ホリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）

グルカゴン

バクスミー点鼻粉末剤3mg

グルカゴン（遺伝子組換え）

副腎皮質ホルモン合成阻害薬

メトピロンカプセル250mg

メチラポン

17 代謝異常症治療薬

尿素サイクル異常症治療薬

アルギU配合顆粒

L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ塩酸塩/L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ

18 甲状腺疾患治療薬

甲状腺ホルモン製剤

5mcgチロナミン

リオチロニンナトリウム

チラーヂンS錠75µg

レボチロキシンナトリウム

チラーヂンS錠100µg

レボチロキシンナトリウム

抗甲状腺薬

メルカゾール錠2.5mg

チアマゾール

ヨウ素

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」

ヨウ化カリウム

18 他のホルモン製剤，代謝異常症治療薬

性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン）

注射用HCG5,000単位「F」

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

19 骨・カルシウム代謝薬

ビスホスホネート（BP）製剤

ベネット錠2.5mg

リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠75mg

リセドロン酸ナトリウム水和物

－27－



院外 検索は　Ctrl＋F

ボナロン錠5mg

アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン経口ゼリー35mg

アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボノテオ錠1mg

ミノドロン酸水和物

ボノテオ錠50mg

ミノドロン酸水和物

ボンビバ錠100mg

イバンドロン酸ナトリウム水和物

活性型ビタミンD3製剤[骨]

ワンアルファ錠0.25µg

アルファカルシドール

ワンアルファ錠0.5µｇ

アルファカルシドール

ワンアルファ錠1µｇ

アルファカルシドール

エディロールカプセル0.5µg

エルデカルシトール

エディロールカプセル0.75µg

エルデカルシトール

ロカルトロールカプセル0.25

カルシトリオール

選択的ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ受容体ﾓｼﾞｭﾚｰﾀｰ（SERM）

エビスタ錠60mg

ラロキシフェン塩酸塩

その他[骨]

デノタスチュアブル配合錠

沈降炭酸Ca/コレカルシフェロール（天然型ビタミンD）/炭酸Mg

副甲状腺ホルモン製剤

テリボン皮下注28.2µgオートインジェクター

テリパラチド酢酸塩

Ca受容体作動薬[骨]

レグパラ錠25mg

シナカルセト塩酸塩

リン酸塩製剤

ホスリボン配合顆粒

リン酸二水素ナトリウム一水和物/無水リン酸水素二ナトリウム
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06 ビタミン製剤，輸液・栄養製剤

20 ビタミン製剤

ビタミンA・レチノイド

チガソンカプセル10

エトレチナート

ビタミンB1・B1誘導体

25mgアリナミンF糖衣錠

フルスルチアミン塩酸塩

フルスルチアミン塩酸塩顆粒10%「廣貫堂」

フルスルチアミン塩酸塩

パントテン酸（B5）

パントシン錠200

パンテチン

ビタミンB6

ビタミンB6散10%「マルイシ」

ピリドキシン塩酸塩

混合ビタミンB群

ノイロビタン配合錠

オクトチアミン/リボフラビン/ピリドキシン塩酸塩 /シアノコバラミン

ビタノイリンカプセル50

フルスルチアミン/ピリドキサール/ヒドロキソコバラミン

ビタメジン配合カプセルＢ25

ベンフォチアミン/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン

ビタミンC

シナール配合錠

アスコルビン酸/パントテン酸カルシウム

ビタミンE

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ顆粒20% 「ﾂﾙﾊﾗ」（200mg/g）

トコフェロール酢酸エステル

ビタミンH

ビオチン散0.2%「フソー」 （2mg/g）

ビオチン

カルニチン

エルカルチンFF錠100mg

レボカルニチン

エルカルチンFF錠250mg

レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10% 分包5mL

レボカルニチン

21 輸液・栄養製剤

微量元素製剤

ノベルジン錠25mg

酢酸亜鉛水和物

ノベルジン錠50mg

酢酸亜鉛水和物
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経口アミノ酸製剤

アルギU配合顆粒

L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ塩酸塩/L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ

経腸栄養剤（成分栄養）

エレンタール配合内用剤 （袋入り）

経腸栄養剤（半消化態）

イノラス配合経腸用液　【ｲﾁｺﾞ/ﾖｰｸﾞﾙﾄﾌﾚｰﾊﾞｰ】

エンシュア・リキッド（250mL缶）

【ｺｰﾋｰ，ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ，ﾊﾞﾆﾗ】

エンシュアＨ（250mL缶）

【ﾊﾞﾆﾗ、ｺｰﾋｰ、ﾊﾞﾅﾅ、黒糖、ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ、抹茶、ﾒﾛﾝ】

07 血液製剤，血液に作用する薬剤

22 血液製剤

ヒト免疫グロブリン

ハイゼントラ20％皮下注4g/20mL

pH4処理酸性人免疫グロブリン

23 造血薬

有機酸鉄

フェロミア錠50mg

クエン酸第一鉄ナトリウム

HIF-PH阻害薬

エベレンゾ錠20ｍｇ

ロキサデュスタット

エベレンゾ錠50ｍｇ

ロキサデュスタット

ダーブロック錠1ｍｇ

ダプロデュスタット

ダーブロック錠4ｍｇ

ダプロデュスタット

バフセオ錠150ｍｇ

バダデュスタット

白血球減少症治療薬

タチオン錠100mg

グルタチオン

24 止血薬
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血管強化剤

アドナ錠30mg

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

抗プラスミン薬

トランサミン錠500mg

トラネキサム酸

25 抗血栓薬

ヘパリン

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ

ヘパリンカルシウム

DOAC（経口直接Xa阻害薬）

リクシアナOD錠15mg

エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠60mg

エドキサバントシル酸塩水和物

抗血小板薬（P2Y12阻害薬）

エフィエント錠2.5mg

プラスグレル塩酸塩

パナルジン錠100mg

チクロピジン塩酸塩

プラビックス錠25mg

クロピドグレル硫酸塩

プラビックス錠75mg

クロピドグレル硫酸塩

抗血小板薬（その他）

エパデールS900

イコサペント酸エチル

プレタールOD錠50mg

シロスタゾール

プレタールOD錠100mg

シロスタゾール

ベラサスＬＡ錠60µg

ベラプロストナトリウム

配合剤[抗血小板]

タケルダ配合錠

アスピリン100mg/ランソプラゾール15mg
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08 循環器系に作用する薬剤

26 降圧薬

サイアザイド利尿薬[降圧]

フルイトラン錠2mg

トリクロルメチアジド

K保持性利尿薬[降圧]

アルダクトンA錠25mg

スピロノラクトン

ミネブロOD錠2.5mg

エサキセレノン

β遮断薬（β1選択制ISA－）[降圧]

テノーミン錠25

アテノロール

メインテート錠2.5mg

ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠5mg

ビソプロロールフマル酸塩

β遮断薬（β1選択制ISA＋）[降圧]

セレクトール錠100mg

セリプロロール塩酸塩

β遮断薬（β1非選択制ISA－）[降圧]

ナディック錠30mg

ナドロール

ハイパジールコーワ錠3

ニプラジロール

αβ遮断薬[降圧]

アーチスト錠10mg

カルベジロール

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」

アロチノロール塩酸塩

α遮断薬

カルデナリンOD錠1mg

ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠2mg

ドキサゾシンメシル酸塩

中枢性交感神経抑制薬

アルドメット錠125

メチルドパ

Ca拮抗薬（ジヒドロピリジン系）[降圧]

ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」

ニフェジピン

アダラートCR錠40mg

ニフェジピン

アムロジンOD錠5mg

アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠10mg

アムロジピンベシル酸塩
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アムロジン錠2.5mg

アムロジピンベシル酸塩

カルスロット錠10

マニジピン塩酸塩

コニール錠8

ベニジピン塩酸塩

セパミット-R細粒2％

ニフェジピン

ニバジール錠4ｍｇ

ニルバジピン

ニフェジピンL錠20mg「トーワ」

ニフェジピン

ペルジピン錠20mg

ニカルジピン塩酸塩

ランデル錠40

エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬

エースコール錠2mg

テモカプリル塩酸塩

コバシル錠2mg

ペリンドプリルエルブミン

コバシル錠4mg

ペリンドプリルエルブミン

セタプリル錠25mg

アラセプリル

レニベース錠2.5

エナラプリルマレイン酸塩

ロンゲス錠10mg

リシノプリル水和物

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ（AⅡ）受容体拮抗薬（ARB）

アジルバ錠10mg

アジルサルタン

アジルバ錠40mg

アジルサルタン

アバプロ錠200mg

イルベサルタン

オルメテックOD錠10mg

オルメサルタン メドキソミル

オルメテックOD錠20mg

オルメサルタン メドキソミル

オルメテックOD錠40mg

オルメサルタン メドキソミル

ディオバン錠80mg

バルサルタン

ディオバン錠160mg

バルサルタン
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ニューロタン錠25mg

ロサルタンカリウム

ニューロタン錠50mg

ロサルタンカリウム

ブロプレス錠4

カンデサルタン シレキセチル

ブロプレス錠8

カンデサルタン シレキセチル

ブロプレス錠12

カンデサルタン シレキセチル

ミカルディス錠20mg

テルミサルタン

ミカルディス錠40ｍｇ

テルミサルタン

アムロジピン・スタチン配合剤

カデュエット配合錠4番

アムロジピン5mg/アトルバスタチン10mg

ARB・利尿薬配合剤

イルトラ配合錠LD

イルベサルタン100mg/トリクロルメチアジド1mg

イルトラ配合錠HD

イルベサルタン200mg/トリクロルメチアジド1mg

エカード配合錠ＨＤ

カンデサルタン　シレキセチル8mg/ヒドロクロロチアジド6.25mg

コディオ配合錠EX

バルサルタン80mg/ヒドロクロロチアジド6.25mg

プレミネント配合錠HD

ロサルタンカリウム100mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg

ミコンビ配合錠AP

テルミサルタン40mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg

ミコンビ配合錠BP

テルミサルタン80mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg

ARB・Ca拮抗薬配合剤

アイミクス配合錠LD

イルベサルタン100mg/アムロジピン5mg

アイミクス配合錠HD

イルベサルタン100mg/アムロジピン10mg

アテディオ配合錠

バルサルタン80mg/シルニジピン10mg

エックスフォージ配合OD錠

バルサルタン80mg/アムロジピン5mg

ザクラス配合錠LD

アジルサルタン20mg/アムロジピン2.5mg

ザクラス配合錠HD

アジルサルタン20mg/アムロジピン5mg

ミカムロ配合錠AP

テルミサルタン40mg/アムロジピン5mg
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ミカムロ配合錠BP

テルミサルタン80mg/アムロジピン5mg

ユニシア配合錠HD

カンデサルタン　シレキセチル8mg/アムロジピン5mg

レザルタス配合錠LD

オルメサルタン メドキソミル10mg/アゼルニジピン8mg

レザルタス配合錠HD

オルメサルタン メドキソミル20mg/アゼルニジピン16mg

ARB・Ca拮抗薬・利尿薬配合剤

ミカトリオ配合錠

テルミサルタン80mg/アムロジピン5mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg

ARB・NEP阻害薬[降圧]

エンレスト錠200mg

サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

レニン阻害薬

ラジレス錠150mg

アリスキレンフマル酸塩

27 狭心症治療薬

硝酸薬[狭心]

ニトロダームTTS25mg

ニトログリセリン

ニトロール錠5mg

硝酸イソソルビド

ニトロールRカプセル20mg

硝酸イソソルビド

その他の冠拡張薬

コメリアンコーワ錠100

ジラゼプ塩酸塩水和物

シグマート錠5mg

ニコランジル

ロコルナール錠100mg

トラピジル

28 抗不整脈薬

Naチャネル遮断薬(クラスIa群)

キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」

キニジン硫酸塩水和物

リスモダンカプセル100mg

ジソピラミド

リスモダンR錠150mg

ジソピラミドリン酸塩

Naチャネル遮断薬(クラスIb群)

メキシチールカプセル100mg

メキシレチン塩酸塩

β遮断薬[不整脈](クラスII群)

アーチスト錠2.5mg

カルベジロール
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アーチスト錠10mg

カルベジロール

テノーミン錠25

アテノロール

ビソノテープ2mg

ビソプロロール

メインテート錠2.5mg

ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠5mg

ビソプロロールフマル酸塩

クラスⅢ群

アンカロン錠100

アミオダロン塩酸塩

ソタコール錠40mg

ソタロール塩酸塩

29 心不全治療薬，昇圧薬

ジギタリス製剤

ジゴシン錠0.25mg

ジゴキシン

ラニラピッド錠0.05mg

メチルジゴキシン

カテコラミン系薬

メトリジン錠2mg

ミドドリン塩酸塩

ARB・NEP阻害薬[心不全]

エンレスト錠200mg

サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

HCNチャネル阻害薬

コララン錠2.5mg

イバブラジン塩酸塩

コララン錠5mg

イバブラジン塩酸塩

コララン錠7.5mg

イバブラジン塩酸塩

可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬[心不全]

ベリキューボ錠２．５ｍｇ

ベルイシグアト

ベリキューボ錠５ｍｇ

ベルイシグアト

ベリキューボ錠１０ｍｇ

ベルイシグアト

β遮断薬[心不全]

メインテート錠0.625mg

ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠2.5mg

ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠5mg

ビソプロロールフマル酸塩
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アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬

レニベース錠2.5

エナラプリルマレイン酸塩

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ（AⅡ）受容体拮抗薬（ARB）

ブロプレス錠4

カンデサルタン シレキセチル

ブロプレス錠8

カンデサルタン シレキセチル

30 血管拡張薬・肺高血圧治療薬

プロスタグランジンE1製剤[拡張]

オパルモン錠5µg

リマプロスト アルファデクス

プロスタサイクリン（PGI2）系薬

ウプトラビ錠0.2mg

セレキシパグ

ウプトラビ錠0.4mg

セレキシパグ

PDE-5阻害薬

アドシルカ錠20mg

タダラフィル

レバチオ錠20mg

シルデナフィルクエン酸塩

可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬[拡張]

アデムパス錠0.5mg

リオシグアト

アデムパス錠1mg

リオシグアト

アデムパス錠2.5mg

リオシグアト

ニコチン酸系薬[拡張]

ユベラNソフトカプセル200mg

トコフェロールニコチン酸エステル

エンドセリン受容体拮抗薬

ヴォリブリス錠2.5mg

アンブリセンタン

オプスミット錠10mg

マシテンタン

トラクリア錠62.5mg

ボセンタン水和物

31 利尿薬

ループ利尿薬

ダイアート錠30mg

アゾセミド

ダイアート錠60mg

アゾセミド
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ラシックス錠20mg

フロセミド

ラシックス錠40mg

フロセミド

ルプラック錠8mg

トラセミド

サイアザイド利尿薬[利尿]

フルイトラン錠2mg

トリクロルメチアジド

K保持性利尿薬[利尿]

アルダクトンA錠25mg

スピロノラクトン

浸透圧利尿薬

イソバイドシロップ70%

イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包30mL

イソソルビド

バソプレシンV2受容体拮抗薬

サムスカOD錠15mg

トルバプタン

サムスカ顆粒1% （10mg/g）

トルバプタン

09 呼吸器系に作用する薬剤

32 気管支喘息治療薬，COPD治療薬

β2刺激薬（SABA）

ブリカニール錠2mg

テルブタリン硫酸塩

ベロテックエロゾル100

フェノテロール臭化水素酸塩

β2刺激薬（SABA/LABA）

メプチンキッドエアー5µg吸入100回

プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン錠50µg

プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンドライシロップ0.005% （50µg/g）

プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液ユニット0.3mL

プロカテロール塩酸塩水和物

β2刺激薬（LABA）

オーキシス9µgタービュヘイラー60吸入

ホルモテロールフマル酸塩水和物

セレベント50ディスカス

サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント50ロタディスク

サルメテロールキシナホ酸塩
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ホクナリンテープ 0.5mg

ツロブテロール

ホクナリンテープ 1mg

ツロブテロール

ホクナリンテープ 2mg

ツロブテロール

テオフィリン薬（キサンチン誘導体）

テオドール顆粒20% （200mg/g）

テオフィリン

テオドール錠50mg

テオフィリン

テオロング錠200mg

テオフィリン

ユニフィルLA錠200mg

テオフィリン

抗コリン薬（副交感神経遮断薬）（SAMA）

アトロベントエロゾル20µｇ

イプラトロピウム

抗コリン薬（副交感神経遮断薬）（LAMA）

エクリラ400µgジェヌエア60吸入用

アクリジニウム臭化物

エンクラッセ62.5µgエリプタ30吸入用

ウメクリジニウム臭化物

シーブリ吸入用カプセル50µｇ

グリコピロニウム臭化物

スピリーバ吸入用カプセル18µg

チオトロピウム臭化物水和物

配合剤（LAMA/LABA）

アノーロエリプタ30吸入用

ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩

スピオルトレスピマット60吸入

チオトロピウム臭化物水和物/オロダテロール塩酸塩

ビベスピエアロスフィア120吸入

グリコピロニウム臭化物  /ホルモテロールフマル酸塩水和物

吸入ステロイド（ICS）

アズマネックスツイストヘラー200µg60吸入

モメタゾンフランカルボン酸エステル

アニュイティ100µgエリプタ30吸入用

フルチカゾンフランカルボン酸エステル

アニュイティ200µgエリプタ30吸入用

フルチカゾンフランカルボン酸エステル

オルベスコ100µgインヘラー56吸入用

シクレソニド

キュバール50エアゾール

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

キュバール100エアゾール

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
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パルミコート吸入液0.25mg

ブデソニド

パルミコート100µgタービュヘイラー112吸入

ブデソニド

パルミコート200µgタービュヘイラー112吸入

ブデソニド

フルタイド100µgエアゾール60吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100ディスカス

フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100ロタディスク

フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ディスカス

フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ロタディスク

フルチカゾンプロピオン酸エステル

配合剤（ICS/LABA）

アテキュラ吸入用カプセル高用量

インダカテロール酢酸塩/モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル中用量

インダカテロール酢酸塩/モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル低用量

インダカテロール酢酸塩/モメタゾンフランカルボン酸エステル

アドエア50エアゾール120吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル/サルメテロールキシナホ酸塩

アドエア125エアゾール120吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル/サルメテロールキシナホ酸塩

アドエア100ディスカス60吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル/サルメテロールキシナホ酸塩

アドエア250ディスカス60吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル/サルメテロールキシナホ酸塩

アドエア500ディスカス60吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル/サルメテロールキシナホ酸塩

フルティフォーム125エアゾール120吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩

レルベア100エリプタ30吸入用

フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ビランテロールトリフェニル酢酸塩

レルベア200エリプタ30吸入用

フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ビランテロールトリフェニル酢酸塩

配合剤（ICS/LAMA/LABA）

エナジア吸入用カプセル高用量

インダカテロール酢酸塩/モメタゾンフランカルボン酸エステル/グリコピロニ

エナジア吸入用カプセル中用量

インダカテロール酢酸塩/モメタゾンフランカルボン酸エステル/グリコピロニ

テリルジー100エリプタ30吸入用

ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ/ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物/ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸
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テリルジー200エリプタ30吸入用

ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ/ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物/ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸

ビレーズトリエアロスフィア120吸入

ブデソニド /グリコピロニウム臭化物 /ホルモテロールフマル酸塩水和物

ロイコトリエン（LT）受容体拮抗薬[呼]

オノンカプセル112.5mg

プランルカスト水和物

オノンドライシロップ10% （100mg/g）

プランルカスト水和物

キプレス細粒4mg （4mg/0.5g/包）

モンテルカストナトリウム

シングレアチュアブル錠5mg

モンテルカストナトリウム

Th2サイトカイン阻害薬[呼]

アイピーディカプセル100

スプラタストトシル酸塩

アイピーディドライシロップ5% （50mg/g）

スプラタストトシル酸塩

33 鎮咳薬，去痰薬，呼吸障害改善薬

中枢性麻薬性鎮咳薬

コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」

コデインリン酸塩水和物

中枢性非麻薬性鎮咳薬

アストミン錠10mg

ジメモルファンリン酸塩

フスタゾール糖衣錠

クロペラスチン塩酸塩

鎮咳配合剤

フスコデ配合錠

ジヒドロコデインリン酸塩/ｄｌ-メチルエフェドリン塩酸塩/クロルフェニラミン

刺激性去痰薬

セネガシロップ

セネガ

気道粘液溶解薬（多糖類分解）

ビソルボン吸入液0.2％

ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」

ブロムヘキシン塩酸塩

気道粘液修復薬

ムコダイン錠250mg

カルボシステイン

ムコダイン錠500mg

カルボシステイン

ムコダインシロップ5% （50mg/mL）

カルボシステイン
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ムコダインDS50% （500mg/g）

カルボシステイン

気道潤滑薬

ムコソルバンL錠45mg

アンブロキソール塩酸塩

生薬去痰薬

キョウニン水

キョウニン水

抗線維化薬

オフェブカプセル100ｍｇ

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オフェブカプセル150ｍｇ

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

10 消化器系に作用する薬剤

34 上部消化管疾患治療薬（消化性潰瘍治療

プロトンポンプ阻害薬（PPI）

オメプラール錠10

日本薬局方オメプラゾール腸溶錠

タケプロンOD錠15

ランソプラゾール

タケプロンOD錠30

ランソプラゾール

ネキシウムカプセル10mg

エソメプラゾールマグネシウム水和物

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

パリエット錠5mg

ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠10mg

ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠20mg

ラベプラゾールナトリウム

カリウムイオン競合型アシッドブロッカー（P-

タケキャブ錠10mg

ボノプラザンフマル酸塩

タケキャブ錠20mg

ボノプラザンフマル酸塩
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H2受容体拮抗薬

アシノン錠150mg

ニザチジン

アルタットカプセル75

ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

ガスターD錠10mg

ファモチジン

ガスターD錠20mg

ファモチジン

タガメット錠200mg

シメチジン

プロテカジン錠10

ラフチジン

選択的ムスカリン受容体拮抗薬

チアトンカプセル10mg

チキジウム臭化物

四級アンモニウム塩合成抗コリン薬

セスデンカプセル30mg

チメピジウム臭化物水和物

ベラドンナアルカロイド

硫酸アトロピン「ホエイ」

アトロピン硫酸塩水和物

制酸薬・緩下剤

酸化マグネシウム原末

酸化マグネシウム

ヘリコバクター・ピロリ除菌薬

ボノサップパック400

タケキャブ錠20㎎ 2錠/アモキシシリンカプセル250 6C/クラリス錠200 2錠

ボノサップパック800

タケキャブ錠20㎎ 2錠/アモキシシリンカプセル250 6C/クラリス錠200 4錠

ボノピオンパック

タケキャブ錠20㎎ 2錠/アモキシシリンカプセル250 6Ｃ/フラジール錠250㎎

ラベキュアパック400

パリエット錠10mg 2錠/サワシリン錠250 6錠/クラリス錠200 2錠

ラベキュアパック800

パリエット錠10mg 2錠/サワシリン錠250 6錠/クラリス錠200 4錠

ラベファインパック

パリエット錠10mg 2錠/サワシリン錠250 6錠/フラジール内服錠250mg 2錠

防御因子増強薬

アプレース錠100mg

トロキシピド

アルサルミン内用液10% （1g/10mL）

スクラルファート水和物

アルサルミン細粒90% （900mg/g）

スクラルファート水和物
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ウルグートカプセル200mg

ベネキサート塩酸塩ベータデクス

ガスロンN・OD錠4mg

イルソグラジンマレイン酸塩

セルベックスカプセル50mg

テプレノン

ノイエルカプセル200mg

セトラキサート塩酸塩

プロマックＤ錠75

ポラプレジンク

ムコスタ錠100mg

レバミピド

防御因子配合剤

マーロックス懸濁用配合顆粒(1.2g

乾燥水酸化アルミニウムゲル/酸化マグネシウム

マーズレン配合錠1.0 ES

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（水溶性アズレン）/L-グルタミン

メサフィリン配合散

銅クロロフィリンナトリウム/プロパンテリン臭化物/ケイ酸マグネシウム

ドパミン受容体拮抗薬

ガナトン錠50mg

イトプリド塩酸塩

プリンペラン錠5

メトクロプラミド

セロトニン（5-HT4）受容体作動薬

ガスモチン錠5mg

モサプリドクエン酸塩

アセチルコリンエステラーゼ阻害薬

アコファイド錠100mg

アコチアミド塩酸塩水和物

健胃薬

センブリ・重曹散

センブリ/炭酸水素ナトリウム

消化酵素

ジアスターゼ

ジアスターゼ

パンクレアチン「VTRS」原末

パンクレアチン

35 下部消化管疾患治療薬（下剤など）

腸運動抑制薬

ロペミンカプセル1mg

ロペラミド塩酸塩

殺菌薬

フェロベリン配合錠

ベルベリン塩化物水和物/ゲンノショウコエキス

活性生菌製剤

ビオスリー配合錠

ラクトミン/酪酸菌/糖化菌

－44－



院外 検索は　Ctrl＋F

ビオフェルミン配合散

ラクトミン/糖化菌

ビオフェルミン錠剤

ビフィズス菌

ビオフェルミンR錠

耐性乳酸菌

ラックビー微粒N

ビフィズス菌

乳糖分解酵素薬

ミルラクト細粒50%

β-ガラクトシダーゼ（ペニシリウム）

炎症性腸疾患[IBD]治療薬

アサコール錠400mg

メサラジン

シンポニー皮下注50mgシリンジ

ゴリムマブ（遺伝子組換え）

ステロネマ注腸3mg

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

ゼルヤンツ錠5mg

トファシチニブクエン酸塩

ゼンタコートカプセル3mg

ブデソニド

レクタブル2mg注腸フォーム14回

ブデソニド

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

ペンタサ錠250mg

メサラジン

ペンタサ錠500mg

メサラジン

ペンタサ注腸1g （100mL/本）

メサラジン

過敏性腸症候群[IBS]治療薬

イリボーOD錠2.5µg

ラモセトロン塩酸塩

コロネル錠500mg

ポリカルボフィルカルシウム

トランコロン錠7.5mg

メペンゾラート臭化物

トランコロンP配合錠7.5mg

メペンゾラート臭化物/フェノバルビタール

リンゼス錠0.25mg

リナクロチド

浸透圧性下剤（塩類下剤）

酸化マグネシウム原末

酸化マグネシウム
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浸透圧性下剤（糖類下剤）

モニラック・シロップ65%

ラクツロース

浸潤性下剤

ビーマス配合錠

カサンスラノール/ジオクチルソジウムスルホサクシネート

膨張性下剤

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」

カルメロースナトリウム

大腸刺激性下剤

テレミンソフト坐薬2mg

ﾋﾞｻｺｼﾞﾙ

テレミンソフト坐薬10mg

ﾋﾞｻｺｼﾞﾙ

プルゼニド錠12mg

センノシド

ラキソベロン内用液0.75% （10mL/本）

ピコスルファートナトリウム水和物

ラキソベロン錠2.5mg

ピコスルファートナトリウム水和物

上皮機能変容薬

アミティーザカプセル12µg

ルビプロストン

過敏性腸症候群（IBS）治療薬[下剤]

リンゼス錠0.25mg

リナクロチド

胆汁酸トランスポーター阻害薬

グーフィス錠5mg

エロビキシバット水和物

経口腸管洗浄薬

ビジクリア配合錠

リン酸二水素ナトリウム/無水リン酸水素二ナトリウム

モビコール配合内用剤LD

マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/塩化カリウム

浣腸剤

グリセリン浣腸「オヲタ」60

グリセリン

36 痔疾患治療薬

肉芽形成促進薬

強力ポステリザン（軟膏）（2g/包）

ヒドロコルチゾン

37 肝疾患治療薬

抗C型肝炎ウイルス薬（RNAポリメラーゼ阻害

レベトールカプセル200mg

リバビリン
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抗C型肝炎ウイルス薬（NS5Bポリメラーゼ阻害

ソバルディ錠400mg

ソホスブビル

抗C型肝炎ウイルス薬（配合剤）

エプクルーサ配合錠

ソホスブビル/ベルパタスビル

抗B型肝炎ウイルス薬

ゼフィックス錠100

ラミブジン

テノゼット錠300mg

テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

ヘプセラ錠10

アデホビル　ピボキシル

肝機能改善薬

タウリン散98%「大正」

日局タウリン

タチオン錠100mg

グルタチオン

チオラ錠100

チオプロニン

肝不全治療薬

ポルトラック原末

ラクチトール水和物

モニラック・シロップ65%

ラクツロース

ラクツロースシロップ60%「コーワ」

ラクツロース

リーバクト配合顆粒

L-イソロイシン/L-ロイシン/L-バリン

リーバクト配合経口ゼリー

L-イソロイシン/L-ロイシン/L-バリン

金属解毒薬

ノベルジン錠25mg

酢酸亜鉛水和物

ノベルジン錠50mg

酢酸亜鉛水和物

メタライト250カプセル

トリエンチン塩酸塩

メタルカプターゼカプセル200mg

ペニシラミン

その他の肝疾患治療薬

サムスカ顆粒1% （10mg/g）

トルバプタン

38 胆道疾患治療薬

催胆薬（胆汁酸利胆薬）

ウルソ錠100mg

ウルソデオキシコール酸
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39 膵疾患治療薬

蛋白分解酵素阻害薬

フオイパン錠100mg

カモスタットメシル酸塩錠

11 神経系に作用する薬剤

40 -1 抗精神病薬

フェノチアジン系抗精神病薬（プロピル側鎖）

コントミン糖衣錠50mg

クロルプロマジン塩酸塩

フェノチアジン系抗精神病薬（ピペラジン側鎖）

ピーゼットシー糖衣錠2mg

ペルフェナジンマレイン酸塩

フルメジン糖衣錠（0.25）

フルフェナジンマレイン酸塩

フルメジン糖衣錠（1）

フルフェナジンマレイン酸塩

フェノチアジン系抗精神病薬（ピペリジン側鎖）

ニューレプチル錠5mg

プロペリシアジン

ブチロフェノン系抗精神病薬

セレネース細粒1% （10mg/g）

ハロペリドール

セレネース内服液0.2%

ハロペリドール

ブロムペリドール錠1mg「サワイ」

ブロムペリドール

ブロムペリドール錠3mg「サワイ」

ブロムペリドール
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ベンザミド系抗精神病薬

バルネチール錠100

スルトプリド塩酸塩

セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA）

インヴェガ錠6mg

パリペリドン

ラツーダ錠40mg

ルラシドン塩酸塩

リスパダール細粒1%

リスペリドン

リスパダールOD錠1mg

リスペリドン

リスパダール錠2mg

リスペリドン

リスパダール内用液1mg/mL (30mL/瓶）

リスペリドン

リスパダール内用液1mg/mL （1mL/包）

リスペリドン

リスパダール内用液1mg/mL （2mL/包）

リスペリドン

ルーラン錠8mg

ペロスピロン塩酸塩

ロナセン錠8mg

ブロナンセリン

多元受容体作用抗精神病薬（MARTA）

ジプレキサザイディス錠2.5mg

オランザピン

ジプレキサザイディス錠5mg

オランザピン

ジプレキサザイディス錠10mg

オランザピン

セロクエル25mg錠

クエチアピンフマル酸塩

セロクエル100mg錠

クエチアピンフマル酸塩

ビプレッソ徐放錠50mg

クエチアピンフマル酸塩

ドパミン受容体部分作動薬（DPA）

エビリファイ錠3mg

アリピプラゾール

エビリファイ錠12mg

アリピプラゾール

エビリファイ内用液0.1% （1mg/1mL/包）

アリピプラゾール

レキサルティ錠 2mg

ブレクスピプラゾール
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その他の抗精神病薬

クロフェクトン錠25mg

クロカプラミン塩酸塩水和物

テグレトール錠200mg

カルバマゼピン

40 -2 抗うつ薬，その他

三環系抗うつ薬（TCA）

アナフラニール錠10mg

クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール錠25mg

クロミプラミン塩酸塩

アモキサンカプセル10mg【出荷停止】

アモキサピン

トフラニール錠25mg

イミプラミン塩酸塩

ノリトレン錠10mg

ノルトリプチリン塩酸塩

プロチアデン錠25

ドスレピン塩酸塩

四環系抗うつ薬

テシプール錠1mg

セチプチリンマレイン酸塩

テトラミド錠30mg

ミアンセリン塩酸塩

ルジオミール錠25mg

マプロチリン塩酸塩

選択的セロトニン再取込み阻害薬（SSRI）

パキシル錠10mg

パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠20mg

パロキセチン塩酸塩水和物

パキシルCR錠25mg

パロキセチン塩酸塩水和物

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取込み阻害薬（SNRI）

サインバルタカプセル20mg

デュロキセチン塩酸塩

トレドミン錠15mg

ミルナシプラン塩酸塩

ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み/ｾﾛﾄﾆﾝ受容体ﾓｼﾞｭﾚｰﾀｰ

トリンテリックス錠10mg

ボルチオキセチン臭化水素酸塩

トリンテリックス錠20mg

ボルチオキセチン臭化水素酸塩

その他の抗うつ薬

レスリン錠25

トラゾドン塩酸塩
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気分安定薬

テグレトール錠200mg

カルバマゼピン

バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」

バルプロ酸ナトリウム

セレニカＲ錠200ｍｇ

バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠200mg

バルプロ酸ナトリウム

デパケンＲ錠100mg

バルプロ酸ナトリウム

デパケンＲ錠200mg

バルプロ酸ナトリウム

デパケンシロップ5% （50mg/mL）

バルプロ酸ナトリウム

ラミクタール錠25mg

ラモトリギン

ラミクタール錠100mg

ラモトリギン

ADHD治療薬（ドパミン刺激薬）

コンサータ錠18mg

メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠27mg

メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠36mg

メチルフェニデート塩酸塩

ADHD治療薬（選択的NA再取込み阻害薬）

アトモキセチン錠5mg「トーワ」

アトモキセチン塩酸塩

アトモキセチン錠10mg「トーワ」

アトモキセチン塩酸塩

アトモキセチン錠25mg「トーワ」

アトモキセチン塩酸塩

アトモキセチン錠40mg「トーワ」

アトモキセチン塩酸塩

ストラテラカプセル5mg

アトモキセチン塩酸塩

ストラテラカプセル10mg

アトモキセチン塩酸塩

ストラテラカプセル25mg

アトモキセチン塩酸塩

ADHD治療薬（選択的α2Aｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ受容体作

インチュニブ錠1mg

グアンファシン塩酸塩

インチュニブ錠3mg

グアンファシン塩酸塩

41 抗不安薬，睡眠薬
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ベンゾジアゼピン系抗不安薬（短時間型）

エチゾラム錠1mg「EMEC」

エチゾラム

デパス錠0.5mg

エチゾラム

デパス錠1mg

エチゾラム

ベンゾジアゼピン系抗不安薬（中間型）

ワイパックス錠0.5

ロラゼパム

ベンゾジアゼピン系抗不安薬（長時間型）

エリスパン錠0.25mg

フルジアゼパム

コントール散10% （100mg/g）

クロルジアゼポキシド

2mgセルシン錠

ジアゼパム

5mgセルシン錠

ジアゼパム

メレックス錠0.5mg

ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ

メンドンカプセル7.5mg

クロラゼプ酸二カリウム

レスミット錠2

メダゼパム

ベンゾジアゼピン系抗不安薬（超長時間型）

メイラックス錠2mg

ロフラゼプ酸エチル

レスタス錠2mg

フルトプラゼパム

バルビツール酸系睡眠薬

イソミタール原末

アモバルビタール

ラボナ錠50mg

ペントバルビタールカルシウム

ベンゾジアゼピン系睡眠薬（短時間型）

エバミール錠1.0

ロルメタゼパム

リスミー錠2mg

リルマザホン塩酸塩水和物

レンドルミンＤ錠0.25mg

ブロチゾラム

ベンゾジアゼピン系睡眠薬（中間型）

サイレース錠1mg

フルニトラゼパム
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ベンゾジアゼピン系睡眠薬（長時間型）

ダルメートカプセル15

フルラゼパム塩酸塩

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬（超短時間型）

アモバン錠7.5

ゾピクロン

マイスリー錠5mg

ゾルピデム酒石酸塩

マイスリー錠10mg

ゾルピデム酒石酸塩

ルネスタ錠1mg

エスゾピクロン

ルネスタ錠2mg

エスゾピクロン

メラトニン製剤

メラトベル顆粒小児用0.2%

メラトニン

メラトニン受容体作動薬

ロゼレム錠8mg

ラメルテオン

42 抗てんかん薬

抗てんかん薬（バルビツール酸系）

プリミドン細粒99.5%「日医工」 （995mg/g）

プリミドン

抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン系）

ダイアップ坐剤4

ジアゼパム

ダイアップ坐剤10

ジアゼパム

ブコラム口腔用液10.0mg

ミダゾラム

ブコラム口腔用液7.5mg

ミダゾラム

マイスタン細粒1% （10mg/g）

クロバザム

ランドセン細粒0.1％ （1mg/g）

クロナゼパム

抗てんかん薬（主にNaチャネル阻害）

アレビアチン散10% （100mg/g）

フェニトイン

テグレトール錠200mg

カルバマゼピン

ヒダントール錠25mg

フェニトイン

ビムパット錠100mg

ラコサミド

ラミクタール錠小児用2mg

ラモトリギン
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ラミクタール錠小児用5mg

ラモトリギン

ラミクタール錠25mg

ラモトリギン

ラミクタール錠100mg

ラモトリギン

抗てんかん薬（主にCaチャネル阻害）

エピレオプチマル散50% （500mg/g）

エトスクシミド

ザロンチンシロップ5% （50mg/mL）

エトスクシミド

抗てんかん薬（主にNa/Caチャネル阻害）

エクセグラン散20% （200mg/g）

ゾニサミド

エクセグラン錠100mg

ゾニサミド

トピナ錠25mg

トピラマート

トピナ錠50mg

トピラマート

トピナ錠100mg

トピラマート

抗てんかん薬（複合作用）

バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」

バルプロ酸ナトリウム

セレニカＲ錠200ｍｇ

バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠200mg

バルプロ酸ナトリウム

デパケンＲ錠200mg

バルプロ酸ナトリウム

デパケンＲ錠100mg

バルプロ酸ナトリウム

デパケンシロップ5% （50mg/mL）

バルプロ酸ナトリウム

抗てんかん薬（主にSV2A結合）

イーケプラ錠250mg

レベチラセタム

イーケプラ錠500mg

レベチラセタム

イーケプラドライシロップ50% （500mg/g）

レベチラセタム

抗てんかん薬（AMPA受容体拮抗）

フィコンパ錠4mg

ペランパネル水和物
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フィコンパ細粒1％

ペランパネル水和物

その他の抗てんかん薬

オスポロット錠50mg

スルチアム

Dravet症候群治療薬

ディアコミットドライシロップ分包250mg

スチリペントール

Lennox-gastaut症候群治療薬

イノベロン錠100mg

ルフィナミド

イノベロン錠200mg

ルフィナミド

43 片頭痛・慢性頭痛治療薬

トリプタン系薬（5-HT1B/1D作動薬）

アマージ錠2.5mg

ナラトリプタン塩酸塩

イミグラン錠50

スマトリプタンコハク酸塩

ゾーミッグRM錠2.5mg

ゾルミトリプタン

レルパックス錠20mg

エレトリプタン臭化水素酸塩

セロトニン5-HT1F受容体作動薬

レイボー錠50mg

ラスミジタンコハク酸塩

Ca拮抗薬[頭痛]

ミグシス錠5mg

塩酸ロメリジン

分枝脂肪酸系薬[頭痛]

セレニカＲ錠200ｍｇ

バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠200mg

バルプロ酸ナトリウム

デパケンＲ錠100mg

バルプロ酸ナトリウム

デパケンＲ錠200mg

バルプロ酸ナトリウム

デパケンシロップ5% （50mg/mL）

バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」

バルプロ酸ナトリウム

抗CGRP抗体

アジョビ皮下注225mgオートインジェクター

フレネズマブ（遺伝子組換え）

エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター

ガルカネズマブ
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抗CGRP受容体抗体

アイモビーグ皮下注

エレヌマブ（遺伝子組換え）

44 制吐薬，鎮暈薬

中枢性制吐・鎮暈薬（抗ﾋｽﾀﾐﾝ薬および類似

ピーゼットシー糖衣錠2mg

ペルフェナジンマレイン酸塩

末梢性制吐薬

ガスモチン錠5mg

モサプリドクエン酸塩

ガナトン錠50mg

イトプリド塩酸塩

ストロカイン錠5mg

オキセサゼイン

プリンペラン錠5

メトクロプラミド

眩暈薬（狭義）

メリスロン錠6mg

ベタヒスチンメシル酸塩

45 パーキンソン病治療薬

レボドパ含有製剤

スタレボ配合錠L-50

レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカポン

スタレボ配合錠L-100

レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカポン

デュオドーパ配合経腸用剤

レボドパ/カルビドパ水和物

メネシット配合錠100

レボドパ/カルビドパ水和物

ドパコール配合錠L50

レボドパ/カルビドパ水和物

ドパストンカプセル250mg

レボドパ

モノアミン酸化酵素（MAO-B）阻害薬

アジレクト錠0.5mg

ラサギリンメシル酸塩

アジレクト錠1mg

ラサギリンメシル酸塩

エクフィナ錠50mg

サフィナミドメシル酸塩

COMT阻害薬

オンジェンティス錠25mg

オピカポン

ドパミン受容体刺激薬（アゴニスト）

アポカイン皮下注30mg

アポモルヒネ塩酸塩
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カバサール錠1.0mg

カベルゴリン

ニュープロパッチ9mg

ロチゴチン

ニュープロパッチ13.5mg

ロチゴチン

ニュープロパッチ18mg

ロチゴチン

ハルロピテープ16mg

ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ24mg

ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ32mg

ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ40mg

ロピニロール塩酸塩

パーロデル錠2.5mg

ブロモクリプチンメシル酸塩

ビ・シフロール錠0.125mg

プラミペキソール塩酸塩水和物

ペルマックス錠250µg

ペルゴリドメシル酸塩

ミラペックスLA錠1.5mg

プラミペキソール塩酸塩水和物

レキップ錠0.25mg

ロピニロール塩酸塩

レキップ錠1mg

ロピニロール塩酸塩

レキップ錠2mg

ロピニロール塩酸塩

レキップCR錠8mg

ロピニロール塩酸塩

副交感神経遮断（抗コリン）薬

アーテン散1% （10mg/g）

トリヘキシフェニジル塩酸塩

レボドパ賦活薬

トレリーフOD錠50mg

ゾニサミド

レストレスレッグス症候群治療薬

レグナイト錠300mg

ガバペンチン　エナカルビル

46 脳卒中治療薬

脳梗塞治療薬（脳循環・代謝賦活薬）

サアミオン錠5mg

ニセルゴリン

47 抗認知症薬
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抗認知症薬（コリンエステラーゼ阻害薬）

アリセプトD錠10mg

ドネペジル塩酸塩

アリセプトドライシロップ1% （10mg/g）

ドネペジル塩酸塩

イクセロンパッチ4.5mg

リバスチグミン

イクセロンパッチ13.5mg

リバスチグミン

イクセロンパッチ18mg

リバスチグミン

レミニールOD錠8mg

ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠12mg

ガランタミン臭化水素酸塩

抗認知症薬（NMDA受容体アンタゴニスト）

メマリーOD錠5mg

メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠20mg

メマンチン塩酸塩

48 神経難病治療薬，その他

コリン類似薬

サリグレンカプセル30mg

セビメリン塩酸塩水和物

VMAT２阻害薬

ジスバルカプセル40mg

バルベナジントシル酸塩

ハンチントン病不随意運動治療薬

コレアジン錠12.5mg

テトラベナジン

多発性硬化症再発予防薬

アボネックス筋注用30μgペン

インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え）

ケシンプタ皮下注20mgペン

オファツムマブ（遺伝子組換え）

コパキソン皮下注20mgシリンジ

グラチラマー酢酸塩

テクフィデラカプセル120mg

フマル酸ジメチル

ベタフェロン皮下注用960万国際単位

乾燥インターフェロン-β-1b（遺伝子組換え）

メーゼント錠0.25mg

シポニモドフマル酸

メーゼント錠2mg

シポニモドフマル酸

NMOSD再発予防薬

エンスプリング皮下注120mgシリンジ

サトラリズマブ
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家族性アミロイドニューロパチー関連治療薬

ビンダケルカプセル20mg

タファミジスメグルミン

ビンマックカプセル61ｍｇ

タファミジス

その他の神経難病治療薬

タウリン散98%「大正」

日局タウリン

49 筋弛緩薬

中枢性筋弛緩薬

テルネリン錠1mg

チザニジン塩酸塩

50 麻薬および類似薬

モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）【麻薬】

ＭＳコンチン錠30mg

モルヒネ硫酸塩

モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」

モルヒネ塩酸塩

モルフィナン系オピオイド（ﾓﾙﾋﾈ以外）【麻薬】

オキシコンチンTR錠5mg

オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠10mg

オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠20mg

オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠40mg

オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散 5mg

オキシコドン塩酸塩水和物

フェニルピペリジン系オピオイド【麻薬】

デュロテップMTパッチ2.1mg

フェンタニル

デュロテップMTパッチ4.2mg

フェンタニル

その他のオピオイド【麻薬】

タペンタ錠25mg

タペンタドール塩酸塩

タペンタ錠100mg

タペンタドール塩酸塩

メサペイン錠5mg

メサドン塩酸塩

メサペイン錠10mg

メサドン塩酸塩

天然アヘンアルカロイド【麻薬】

アヘンチンキ

アヘンチンキ
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モルフィナン系オピオイド（非麻薬）

ノルスパンテープ5mg

ブプレノルフィン

ノルスパンテープ10mg

ブプレノルフィン

ノルスパンテープ20mg

ブプレノルフィン

その他のオピオイド（非麻薬）

トラマールOD錠50mg

トラマドール塩酸塩

ワントラム錠100mg

トラマドール塩酸塩

トラムセット配合錠

トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン

51 麻酔薬

局所麻酔薬（アミド型）

ストロカイン錠5mg

オキセサゼイン

全身麻酔薬

サイレース錠1mg

フルニトラゼパム

12 腎・泌尿器系薬

52 腎疾患用剤

腎性貧血治療薬

エベレンゾ錠20ｍｇ

ロキサデュスタット

エベレンゾ錠50ｍｇ

ロキサデュスタット

ダーブロック錠1ｍｇ

ダプロデュスタット

ダーブロック錠4ｍｇ

ダプロデュスタット

バフセオ錠150ｍｇ

バダデュスタット

Ca受容体作動薬[腎]

オルケディア錠2mg

エボカルセト

レグパラ錠25mg

シナカルセト塩酸塩

高リン血症治療薬

カルタン錠500

沈降炭酸カルシウム

ピートル顆粒分包250mg

スクロオキシ水酸化鉄
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ホスレノールOD錠250mg

炭酸ランタン水和物

ホスレノールOD錠500mg

炭酸ランタン水和物

レナジェル錠250mg

セベラマー塩酸塩

尿毒症治療薬

クレメジンカプセル200mg

球形吸着炭

高K血症治療薬

カリメートドライシロップ92.59% （1包5.4g）

ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメート経口液20%

ポリスチレンスルホン酸カルシウム

ケイキサレートドライシロップ76%

ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

MR拮抗薬

ケレンディア錠10mg

フィネレノン

ケレンディア錠20mg

フィネレノン

腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液

（ツインバッグ1.5L）

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液

（ツインバッグ2.0L）

レギュニールLCa1.5腹膜透析液

（UVツインバッグ1.0Lバッグ）

レギュニールLCa2.5腹膜透析液

（UVツインバッグ1.0Lバッグ）

53 泌尿器・生殖器用剤

頻尿・過活動膀胱治療薬

ウリトスOD錠0.1mg

イミダフェナシン

デトルシトールカプセル4mg

酒石酸トルテロジン

トビエース錠4mg

フェソテロジンフマル酸塩

トビエース錠8mg

フェソテロジンフマル酸塩

ネオキシテープ73.5mg

オキシブチニン塩酸塩

バップフォー錠10

プロピベリン塩酸塩

ベオーバ錠50mg

ビベグロン

ベタニス錠25mg

ミラベグロン
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ポラキス錠2

オキシブチニン塩酸塩

ポラキス錠3

オキシブチニン塩酸塩

排尿障害治療薬（α1遮断薬）

ハルナールD錠0.2mg

タムスロシン塩酸塩

フリバスOD錠25㎎

ナフトピジル

フリバスOD錠50mg

ナフトピジル

フリバスOD錠75mg

ナフトピジル

ユリーフOD錠2mg

シロドシン

排尿障害治療薬（その他）

ザルティア錠5mg

タダラフィル

セルニルトン錠

セルニチンポーレンエキス

勃起不全改善薬（PDE-5阻害薬）

シアリス錠10mg

タダラフィル

バイアグラ錠50ｍｇ

シルデナフィルクエン酸塩
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13 感覚器官用剤

54 眼科用剤

網膜疾患治療薬

アダプチノール錠5mg

ヘレニエン

散瞳薬

ミドリンＰ点眼液

トロピカミド/フェニレフリン

角膜治療薬

ヒアレインミニ点眼液0.1%

精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.3%

精製ヒアルロン酸ナトリウム

フラビタン眼軟膏0.1%

フラビンアデニンジヌクレオチド

ドライアイ改善薬

ジクアスLX点眼液3%

ジクアホソルナトリウム

血管収縮薬[眼]

プリビナ点眼液

ナファゾリン硝酸塩

副腎皮質ステロイド[眼]

フルメトロン点眼液0.02%

フルオロメトロン

眼･耳科用リンデロンＡ軟膏

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩

非ステロイド抗炎症薬

ジクロード点眼液0.1%

ジクロフェナクナトリウム

ブロナック点眼液0.1%

ブロムフェナクナトリウム水和物

緑内障治療薬（PG関連薬）

タプロスミニ点眼液0.0015%

タフルプロスト点眼液

タプロス点眼液0.0015%

タフルプロスト

トラバタンズ点眼液0.004%

トラボプロスト点眼液

ルミガン点眼液0.03%

ビマトプロスト

緑内障治療薬（EP2受容体作動薬）

エイベリス点眼液0.002%

オミデネパグ イソプロピル

緑内障治療薬（β遮断薬）

ハイパジールコーワ点眼液0.25%

ニプラジロール

ミケラン点眼液2%

カルテオロール塩酸塩
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緑内障治療薬（炭酸脱水酵素阻害薬）

トルソプト点眼液1%

ドルゾラミド塩酸塩

緑内障治療薬（副交感神経刺激薬）

サンピロ点眼液1%

ピロカルピン塩酸塩

緑内障治療薬（α1遮断薬）

デタントール0.01%点眼液

ブナゾシン塩酸塩

緑内障治療薬（イオンチャネル開口薬）

レスキュラ点眼液0.12%

イソプロピル　ウノプロストン

緑内障治療薬（配合剤）

アイベータ配合点眼液

ブリモニジン酒石酸塩/チモロールマレイン酸塩

アイラミド配合懸濁性点眼液

ブリンゾラミド/ブリモニジン酒石酸塩

アゾルガ配合懸濁性点眼液

ブリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩

グラアルファ配合点眼液

リパスジル塩酸塩水和物/ブリモニジン酒石酸塩

ザラカム配合点眼液

ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩

タプコム配合点眼液

タフルプロスト/チモロールマレイン酸塩

デュオトラバ配合点眼液

トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩

ミケルナ配合点眼液

カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト

緑内障治療薬（高浸透圧薬）

イソバイドシロップ70%

イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包30mL

イソソルビド

白内障治療薬

ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」

ピレノキシン

抗菌薬[眼]

アジマイシン点眼液1%

アジスロマイシン水和物

クラビット点眼液1.5%

レボフロキサシン水和物

トブラシン点眼液0.3%

トブラマイシン

ノフロ点眼液0.3%

ノルフロキサシン
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抗アレルギー薬[眼]

アレジオンLX点眼液0.1%

エピナスチン塩酸塩

ザジテン点眼液0.05%

ケトチフェンフマル酸塩

パタノール点眼液0.1%

オロパタジン塩酸塩

リボスチン点眼液0.025%

レボカバスチン塩酸塩

免疫抑制薬[眼]

パピロックミニ点眼液0.1%

シクロスポリン

55 耳鼻咽喉科用剤

副腎皮質ステロイド[耳]

アラミスト点鼻液27.5µg 120噴霧用

フルチカゾンフランカルボン酸エステル

エリザスカプセル外用400µg

デキサメタゾンシペシル酸エステル

エリザス点鼻粉末200µg 28噴霧用

デキサメタゾンシペシル酸エステル

ナゾネックス点鼻液50µg112噴霧用

モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物

小児用フルナーゼ点鼻液25µg  56噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルナーゼ点鼻液50µg　56噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

抗菌薬[耳]

ホスミシンＳ耳科用3%

ホスホマイシンナトリウム

抗アレルギー薬[耳]

クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」

クロモグリク酸ナトリウム

56 皮膚科用剤

副腎皮質ステロイド外用剤（strongest）

コムクロシャンプー0.05%

クロベタゾールプロピオン酸エステル

リンデロン-DPゾル

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロン-DP軟膏

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

副腎皮質ステロイド外用剤（very strong）

アンテベートクリーム0.05%

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベートローション0.05%

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
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アンテベート軟膏0.05%

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

トプシムクリーム0.05%

フルオシノニド

トプシム軟膏0.05%

フルオシノニド

トプシムローション0.05% （10g/本）

フルオシノニド

ネリゾナソリューション0.1%

ジフルコルトロン吉草酸エステル

ネリゾナ軟膏0.1%

ジフルコルトロン吉草酸エステル

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%

ジフルコルトロン吉草酸エステル

マイザークリーム0.05%

ジフルプレドナート

マイザー軟膏0.05%

ジフルプレドナート

副腎皮質ステロイド外用剤（strong）

リンデロン-VGクリーム0.12%

ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VG軟膏0.12%

ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩

副腎皮質ステロイド外用剤（mild）

アルメタ軟膏

アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

キンダベート軟膏0.05%

クロベタゾン酪酸エステル

リドメックスコーワクリーム0.3%

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル

リドメックスコーワローション0.3%

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル

リドメックスコーワ軟膏0.3%

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル

副腎皮質ステロイド外用剤（その他）

ドレニゾンテープ4µg/cm2 (7.5cm×10cm)

フルドロキシコルチド

ドレニゾンテープ4µg/cm2 (7.5cm×200cm)

フルドロキシコルチド

非ステロイド抗炎症外用剤

スタデルムクリーム5%

イブプロフェンピコノール

スタデルム軟膏5%

イブプロフェンピコノール

アトピー性皮膚炎治療薬

オルミエント錠2mg

バリシチニブ
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オルミエント錠4mg

バリシチニブ

コレクチム軟膏0.25%

デルゴシチニブ

コレクチム軟膏0.5%

デルゴシチニブ

サイバインコ錠50mg

アブロシチニブ

サイバインコ錠100mg

アブロシチニブ

ネオーラル内用液10%

シクロスポリン

プロトピック軟膏0.03%小児用

タクロリムス水和物

プロトピック軟膏0.1%

タクロリムス水和物

モイゼルト軟膏0.3％　10ｇ/本

ジファミラスト

モイゼルト軟膏1％　10ｇ/本

ジファミラスト

リンヴォック錠7.5mg

ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠15mg

ウパダシチニブ

白斑治療薬

オクソラレンローション0.3% 3mg/g （60mL/本）

メトキサレン

痤瘡治療薬

アクアチムクリーム1%

ナジフロキサシン

アクアチムローション1%

ナジフロキサシン

イオウ・カンフルローション「東豊」

イオウ/dl-カンフル

エピデュオゲル

アダパレン/過酸化ベンゾイル

ゼビアックスローション2%

オゼノキサシン

ダラシンTゲル1%

クリンダマイシンリン酸エステル

デュアック配合ゲル

クリンダマイシン1%/過酸化ベンゾイル3%

ベピオゲル2.5%

過酸化ベンゾイル

乾癬治療薬

オテズラ錠10mg

アプレミラスト
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オテズラ錠20mg

アプレミラスト

オテズラ錠30mg

アプレミラスト

コセンティクス皮下注150mgペン

セクキヌマブ（遺伝子組換え）

シムジア皮下注200mgシリンジ

セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

チガソンカプセル10

エトレチナート

トルツ皮下注80mgオートインジェクター

イキセキズマブ（遺伝子組換え）

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

ルミセフ皮下注210mgシリンジ

ブロダルマブ（遺伝子組換え）

角化症・乾癬治療薬（外用剤）

オキサロールローション25µg/g

マキサカルシトール

ドボネックス軟膏 （50µｇ/g）

カルシポトリオール

ドボベットゲル （50µg/g）

カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ドボベットフォーム （50µg/g）

カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ドボベット軟膏

カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

マーデュオックス軟膏

マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

角化症治療薬（角質軟化・溶解作用）

ウレパールクリーム10%

尿素

ウレパールローション10%

尿素

ケラチナミンコーワクリーム20%

尿素

スピール膏M

サリチル酸

脱毛治療薬

ザガーロカプセル0.5ｍｇ

デュタステリド

フロジン外用液5%

カルプロニウム塩化物水和物

プロペシア錠1mg

フィナステリド錠
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皮膚潰瘍治療薬

エキザルベ（100g）

ヒドロコルチゾン

オルセノン軟膏0.25%

トレチノイン トコフェリル

ブロメライン軟膏5万単位/g　（1本20g）

ブロメライン

ヨードコート軟膏0.9% （50gチューブ）

ヨウ素

血行促進・皮膚保湿剤

ヒルドイドクリーム0.3%

ヘパリン類似物質

ヒルドイドソフト軟膏0.3%

ヘパリン類似物質

ヒルドイドフォーム0.3％ （92ｇ/缶）

ヘパリン類似物質

ヒルドイドローション0.3%

ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」

ヘパリン類似物質

皮膚保護剤・保湿剤

ボチシート20%

亜鉛華軟膏

ビタミン[皮]

ユベラ軟膏

ビタミンＥ/Ａ

その他の皮膚科用剤

スミスリンローション5%

フェノトリン

ベセルナクリーム5%

イミキモド

多汗症治療薬

エクロックゲル5% （20g/本）

ソフピロニウム臭化物

ラピフォートワイプ2.5％

グリコピロニウムトシル酸塩水和物
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14 その他

57 歯科・口腔用剤

含嗽薬（抗炎症作用）

アズノールうがい液4%

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

抗生物質含有トローチ

アクロマイシントローチ15mg

テトラサイクリン塩酸塩

殺菌消毒薬含有トローチ

SPトローチ0.25mg「明治」

デカリニウム塩化物

口腔乾燥症状改善薬

サラジェン錠5mg

ピロカルピン塩酸塩

サリグレンカプセル30mg

セビメリン塩酸塩水和物

サリベートエアゾール

人工唾液

58 中毒治療薬

鉄中毒治療薬・鉄過剰症治療薬

ジャドニュ顆粒分包90mg

デフェラシロクス

ジャドニュ顆粒分包360mg

デフェラシロクス

ニコチン依存症治療薬

ニコチネルTTS10

ニコチン

ニコチネルTTS20

ニコチン

ニコチネルTTS30

ニコチン

その他中毒治療薬

タチオン錠100mg

グルタチオン
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15 漢方薬

60 漢方薬

漢方薬（エキス剤）

アコニンサン錠

日局加工ブシ末

［5］ツムラ安中散エキス顆粒

安中散（アンチュウサン）

［135］ツムラ茵蔯蒿湯エキス顆粒
茵蔯蒿湯（インチンコウトウ）

［117］ツムラ茵蔯五苓散エキス顆粒
茵蔯五苓散（インチンゴレイサン）

［106］ツムラ温経湯エキス顆粒

温経湯（ウンケイトウ）

［57］ツムラ温清飲エキス顆粒

温清飲（ウンセイイン）

［28］ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒

越婢加朮湯（エッピカジュツトウ）

［98］ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒

黄耆建中湯（オウギケンチュウトウ）

［15］ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒

黄連解毒湯（オウレンゲドクトウ）

［120］ツムラ黄連湯エキス顆粒

黄連湯（オウレントウ）

［3］ツムラ乙字湯エキス顆粒

乙字湯（オツジトウ）

［2］ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒
葛根湯加川芎辛夷（カッコントウカセンキュウシンイ）

［137］クラシエ加味帰脾湯エキス顆粒

加味帰脾湯（カミキヒトウ）

［24］ツムラ加味逍遥散エキス顆粒

加味逍遙散（カミショウヨウサン）

［72］ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒

甘麦大棗湯（カンバクタイソウトウ）

［138］ツムラ桔梗湯エキス顆粒

桔梗湯（キキョウトウ）

［65］ツムラ帰脾湯エキス顆粒

帰脾湯（キヒトウ）

［77］ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒

きゅう帰膠艾湯（キュウキキョウガイトウ）

［60］クラシエ桂枝加芍薬湯ｴｷｽ錠

桂枝加芍薬湯（ケイシカシャキヤクトウ）

［50］ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒

荊芥連翹湯（ケイガイレンギョウトウ）

［134］ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒

桂枝加芍薬大黄湯（ケイシカシャクヤクダイオウトウ）

［18］ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒

桂枝加朮附湯（ケイシカジュツブトウ）
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［26］ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

桂枝加竜骨牡蛎湯（ケイシカリュウコツボレイトウ）

［45］ツムラ桂枝湯エキス顆粒

桂枝湯（ケイシトウ）

［82］ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒

桂枝人参湯（ケイシニンジントウ）

［25］ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒

桂枝茯苓丸（ケイシブクリョウガン）

［125］ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒

桂枝茯苓丸加よく苡仁（ケイシブクリョウガンカヨクイニン）

［70］ツムラ香蘇散エキス顆粒

香蘇散（コウソサン）

［95］ツムラ五虎湯エキス顆粒

五虎湯（ゴコトウ）

［63］ツムラ五積散エキス顆粒

五積散（ゴシャクサン）

[31]ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒

呉茱萸湯(ゴシュユトウ)

［56］ツムラ五淋散エキス顆粒

五淋散（ゴリンサン）

［73］ツムラ柴陥湯エキス顆粒

柴陥湯（サイカントウ）

［12］ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

柴胡加竜骨牡蛎湯（サイコカリュウコツボレイトウ）

［11］ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒

柴胡桂枝乾姜湯（サイコケイシカンキョウトウ）

［10］ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒

柴胡桂枝湯（サイコケイシトウ）

［96］ツムラ柴朴湯エキス顆粒

柴朴湯（サイボクトウ）

［113］ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒

三黄瀉心湯（サンオウシャシントウ）

［103］ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒

酸棗仁湯（サンソウニントウ）

［121］ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒
三物黄芩湯（サンモツオウゴントウ）

[93］ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒

滋陰降火湯（ジインコウカトウ）

[501］ツムラ紫雲膏

紫雲膏（シウンコウ

［35］ツムラ四逆散エキス顆粒

四逆散（シギャクサン）

[71］ツムラ四物湯エキス顆粒

四物湯（シモツトウ）

[64］ツムラ炙甘草湯エキス顆粒

炙甘草湯（シャカンゾウトウ）

［110］ツムラ立効散エキス顆粒

立効散（リッコウサン）
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［6］ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒

十味敗毒湯（ジュウミハイドクトウ）

［51］ツムラ潤腸湯エキス顆粒

潤腸湯（ジュンチョウトウ）

［99］ツムラ小建中湯エキス顆粒

小建中湯（ショウケンチュウトウ）

［9］ツムラ小柴胡湯エキス顆粒

小柴胡湯（ショウサイコトウ）

［109］ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒

小柴胡湯加桔梗石膏（ショウサイコトウカキキョウセッコウ）

［19］ツムラ小青竜湯エキス顆粒

小青竜湯（ショウセイリュウトウ）

［22］ツムラ消風散エキス顆粒

消風散（ショウフウサン）

[101］ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒

升麻葛根湯（ショウマカッコントウ）

［104］ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒

辛夷清肺湯（シンイセイハイトウ）

[66］ツムラ参蘇飲エキス顆粒

参蘇飲（ジンソイン）

［85］ツムラ神秘湯エキス顆粒

神秘湯（シンピトウ）

［30］ツムラ真武湯エキス顆粒

真武湯（シンブトウ）

［58］ツムラ清上防風湯エキス顆粒

清上防風湯（セイジョウボウフウトウ）

[136］ツムラ清暑益気湯エキス顆粒

清暑益気湯（セイショエッキトウ）

[111］ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒

清心蓮子飲（セイシンレンシイン）

［90］ツムラ清肺湯エキス顆粒

清肺湯（セイハイトウ）

[124］ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒

川きゅう茶調散（センキュウチャチョウサン）

[53］ツムラ疎経活血湯エキス顆粒

疎経活血湯（ソケイカッケツトウ）

［84］ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒

大黄甘草湯（ダイオウカンゾウトウ）

[33］ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒

大黄牡丹皮湯（ダイオウボタンピトウ）

［8］ツムラ大柴胡湯エキス顆粒

大柴胡湯（ダイサイコトウ）

［8］クラシエ大柴胡湯エキス錠

大柴胡湯（ダイサイコトウ）

[133］ツムラ大承気湯エキス顆粒

大承気湯（ダイジョウキトウ）

［91］ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒

竹じょ温胆湯（チクジョウンタントウ）
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［89］ツムラ治打撲一方エキス顆粒

治打撲一方（チダボクイッポウ）

[47］ツムラ釣藤散エキス顆粒

釣藤散（チョウトウサン）

［40］ツムラ猪苓湯エキス顆粒

猪苓湯（チョレイトウ）

[112］ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒

猪苓湯合四物湯（チョレイトウゴウシモツトウ）

［105］ツムラ通導散エキス顆粒

通導散（ツウドウサン）

［61］ツムラ桃核承気湯エキス顆粒

桃核承気湯（トウカクジョウキトウ）

［86］ツムラ当帰飲子エキス顆粒

当帰飲子（トウキインシ）

[123］ツムラ当帰建中湯エキス顆粒

当帰建中湯（トウキケンチュウトウ）

［38］ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯顆粒

当帰四逆加呉茱萸生姜湯（トウキシギャクカゴシュユショウキョウトウ）

［23］ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒

当帰芍薬散（トウキシャクヤクサン）

[81］ツムラ二陳湯エキス顆粒

二陳湯（ニチントウ）

日本薬局方　ブシ末

ブシ末

［67］ツムラ女神散エキス顆粒

女神散（ニョシンサン）

[32］ツムラ人参湯エキス顆粒

人参湯（ニンジントウ）

［108］ツムラ人参養栄湯エキス顆粒

人参養栄湯（ニンジンヨウエイトウ）

［122］ツムラ排膿散及湯エキス顆粒

排膿散及湯（ハイノウサンキュウトウ）

［7］ツムラ八味地黄丸エキス顆粒

八味地黄丸（ハチミジオウガン）

ウチダの八味丸

八味地黄丸（ハチミジオウガン）

[37］ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒

半夏白朮天麻湯（ハンゲビャクジュツテンマトウ）

［34］ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒

白虎加人参湯（ビャッコカニンジントウ）

［69］ツムラ茯苓飲エキス顆粒

茯苓飲（ブクリョウイン）

[116］ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒

茯苓飲合半夏厚朴湯（ブクリョウインゴウハンゲコウボクトウ）

[79］ツムラ平胃散エキス顆粒

平胃散（ヘイイサン）

［20］ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒

防已黄耆湯（ボウイオウギトウ）
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［62］ツムラ防風通聖散エキス顆粒

防風通聖散（ボウフウツウショウサン）

［27］ツムラ麻黄湯エキス顆粒

麻黄湯（マオウトウ）

［127］ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒

麻黄附子細辛湯（マオウブシサイシントウ）

［55］ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒

麻杏甘石湯（マキョウカンセキトウ）

[78］ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒

麻杏よく甘湯（マキョウヨクカントウ）

[36］ツムラ木防已湯エキス顆粒

木防已湯（モクボウイトウ）

［72］ヨクイニンエキス錠「コタロー」

ヨクイニン

[52］ツムラよく苡仁湯エキス顆粒

よく苡仁湯（ヨクイニントウ）

［83］ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒

抑肝散加陳皮半夏（ヨクカンサンカチンピハンゲ）

[76]ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒

竜胆瀉肝湯（リュウタンシャカントウ）

[119］ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒

苓甘姜味辛夏仁湯（リョウカンキョウミシンゲニントウ）

[118］ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒

苓姜朮甘湯（リョウキョウジュツカントウ）

［39］ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒

苓桂朮甘湯（リョウケイジュツカントウ）

［87］ツムラ六味丸エキス顆粒

六味丸（ロクミガン）
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90 医療材料ほか

90 医療材料ほか

その他材料

ハチミツ

日本薬局方ハチミツ
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