
◆採用品目一覧(H27.4時点)
No. 剤形名 品名 販売ﾒｰｶ名 先発／後発 薬効 薬効名

1 内服 ＰＬ配合顆粒 塩野義製薬 先発品 11800 総合感冒剤

2 内服 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ アステラス製薬 後発品 21900 その他の循環器官用薬

3 内服 アーチスト錠１０ｍｇ 第一三共 先発品 21490 その他の血圧降下剤

4 内服 アーチスト錠２．５ｍｇ 第一三共 先発品 21490 その他の血圧降下剤

5 内服 アーテン錠（２ｍｇ） ファイザー 先発品 11690 その他の抗パーキンソン剤

6 内服 アイトロール錠２０ｍｇ アステラス製薬 先発品 21710 冠血管拡張剤

7 内服 アキネトン錠１ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 11620 ビペリデン製剤

8 内服 アサコール錠４００ｍｇ ゼリア新薬工業 先発品 23990 他に分類されない消化器官用薬

9 内服 アジルバ錠２０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 21490 その他の血圧降下剤

10 内服 アストリックドライシロップ８０％ 日本化薬 後発品 62500 抗ウイルス剤

11 内服 アスパラカリウム錠３００ｍｇ 田辺製薬販売 先発品 32290 その他の無機質製剤

12 内服 アスピリン「ヨシダ」 吉田製薬 先発品 11430 サリチル酸系製剤

13 内服 アスペノンカプセル２０ バイエル薬品 先発品 21290 その他の不整脈用剤

14 内服 アスベリンシロップ０．５％ 田辺製薬販売 先発品 22490 その他の鎮咳去たん剤

15 内服 アスベリン散１０％ 田辺製薬販売 先発品 22490 その他の鎮咳去たん剤

16 内服 アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ 後発品 23290 その他の消化性潰瘍用剤

17 内服 アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ファイザー 先発品 11790 その他の精神神経用剤

18 内服 アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 21230 β －遮断剤

19 内服 アデホスコーワ腸溶錠６０ 興和創薬 先発品 39920 アデノシン製剤

20 内服 アテレック錠１０ 持田製薬 先発品 21490 その他の血圧降下剤

21 内服 アドソルビン原末 第一三共 先発品 23430 アルミニウム化合物製剤

22 内服 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 21890 その他の高脂血症用剤

23 内服 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 21890 その他の高脂血症用剤

24 内服 アネトカインビスカス２％ 小林化工 後発品 12140 キシリジン系製剤

25 内服 アバプロ錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 21490 その他の血圧降下剤

26 内服 アフィニトール錠５ｍｇ ノバルティスファーマ 先発品 42910 その他の抗悪性腫瘍用剤

27 内服 アポノール錠２０ 武田薬品工業 後発品 21900 その他の循環器官用薬

28 内服 アボルブカプセル０．５ｍｇ グラクソ・スミスクライン 先発品 24990 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

29 内服 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 11610 アマンタジン製剤

30 内服 アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ｢ＴＥ｣ アステラス製薬 後発品 21290 その他の不整脈用剤

31 内服 アミノレバンＥＮ配合散 大塚製薬 先発品 32590 その他の蛋白アミノ酸製剤

32 内服 アミユー配合顆粒 陽進堂 先発品 32530 混合アミノ酸製剤

33 内服 アムロジピン錠２．５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 後発品 21710 冠血管拡張剤

34 内服 アムロジピン錠５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 後発品 21710 冠血管拡張剤

35 内服 アモキサンカプセル２５ｍｇ ファイザー 先発品 11790 その他の精神神経用剤

36 内服 アルケラン錠２ｍｇ グラクソ・スミスクライン 先発品 42190 その他のアルキル化剤

37 内服 アルサルミン内用液１０％ 中外製薬 先発品 23290 その他の消化性潰瘍用剤

38 内服 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ０．２５μ ｇ「日医工」 日医工 後発品 31120 合成ビタミンＤ製剤

39 内服 アルファロール内用液０．５μ ｇ／ｍＬ 中外製薬 先発品 31120 合成ビタミンＤ製剤

40 内服 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11240 ベンゾジアゼピン系製剤

41 内服 アルロイドＧ内用液５％ カイゲンファーマ 先発品 23290 その他の消化性潰瘍用剤

42 内服 アレジオンドライシロップ１％ 日本ベーリンガーインゲルハイム 先発品 44900 その他のアレルギー用薬

43 内服 アレビアチン散１０％ 大日本住友製薬 先発品 11320 ヒダントイン系製剤

44 内服 アレビアチン錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 11320 ヒダントイン系製剤

45 内服 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 39990 その他の他に分類されない代謝性医薬品

46 内服 アローゼン顆粒 ポーラファルマ 先発品 23590 その他の下剤、浣腸剤

47 内服 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 21230 β －遮断剤

48 内服 アロプリノール錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 39430 アロプリノール製剤

49 内服 アンブロキソール塩酸塩Ｌｶﾌﾟｾﾙ４５mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬 後発品 22390 その他の去たん剤

50 内服 イーケプラ錠５００ｍｇ 大塚製薬 先発品 11390 その他の抗てんかん剤

51 内服 イーフェンバッカル錠１００μ ｇ 大鵬薬品工業 先発品 82190 その他の合成麻薬

52 内服 イーフェンバッカル錠５０μ ｇ 大鵬薬品工業 先発品 82190 その他の合成麻薬

53 内服 イスコチン錠１００ｍｇ 第一三共 先発品 62220 イソニアジド系製剤



No. 剤形名 品名 販売ﾒｰｶ名 先発／後発 薬効 薬効名

54 内服 イソソルビド内用液７０％分包30mL｢ＣＥＯ｣ 武田薬品工業 先発品 21390 その他の利尿剤

55 内服 イトリゾール内用液１％ ヤンセンファーマ 先発品 62900 その他の化学療法剤

56 内服 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイヨー」 テバ製薬 後発品 11490 その他の解熱鎮痛消炎剤

57 内服 イムラン錠５０ｍｇ グラクソ・スミスクライン 先発品 39990 その他の他に分類されない代謝性医薬品

58 内服 イメンドカプセル１２５ｍｇ 小野薬品工業 先発品 23910 鎮吐剤

59 内服 イメンドカプセル８０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 23910 鎮吐剤

60 内服 イレッサ錠２５０ アストラゼネカ 先発品 42910 その他の抗悪性腫瘍用剤

61 内服 インクレミンシロップ５％ アルフレッサファーマ 後発品 32220 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

62 内服 インライタ錠１ｍｇ ファイザー 先発品 42910 その他の抗悪性腫瘍用剤

63 内服 ウテメリン錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 25900 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

64 内服 ウブレチド錠５ｍｇ 鳥居薬品 先発品 12310 四級アンモニウム塩製剤

65 内服 ウリンメット配合散 沢井製薬 後発品 39490 その他の痛風治療剤

66 内服 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ｢ＺＥ｣ 日医工 後発品 23620 胆汁酸製剤

67 内服 エカベトＮａ顆粒６６．７％「マイラン」 ファイザー 後発品 23290 その他の消化性潰瘍用剤

68 内服 エクセグラン錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 11390 その他の抗てんかん剤

69 内服 エクセラーゼ配合カプセル ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 後発品 23390 その他の健胃消化剤

70 内服 エサンブトール錠２５０ｍｇ サンド 先発品 62250 エタンブトール製剤

71 内服 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ 後発品 11790 その他の精神神経用剤

72 内服 エディロールカプセル０.７５μ g 中外製薬 先発品 31120 合成ビタミンＤ製剤

73 内服 エナラプリル錠２．５ＭＥＥＫ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 後発品 21440 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

74 内服 エネーボ配合経腸用液 アボットジャパン 先発品 32590 その他の蛋白アミノ酸製剤

75 内服 エパデールＳ６００ 持田製薬 先発品 33990 他に分類されない血液・体液用薬

76 内服 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 39990 その他の他に分類されない代謝性医薬品

77 内服 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ｢ファイザー｣ ファイザー 後発品 44900 その他のアレルギー用薬

78 内服 エビプロスタット配合錠ＤＢ 日本新薬 先発品 25900 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

79 内服 エビリファイ錠６ｍｇ 大塚製薬 先発品 11790 その他の精神神経用剤

80 内服 エフィエント錠３．７５ｍｇ 第一三共 先発品 33990 他に分類されない血液・体液用薬

81 内服 エフィエント錠５ｍｇ 第一三共 先発品 33990 他に分類されない血液・体液用薬

82 内服 エブランチルカプセル１５ｍｇ 科研製薬 先発品 21490 その他の血圧降下剤

83 内服 エリキュース錠２．５ｍｇ ファイザー 先発品 33390 その他の血液凝固阻止剤

84 内服 エリスロシンドライシロップＷ２０％ アボットジャパン 先発品 61410 エリスロマイシン製剤

85 内服 エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 味の素製薬 先発品 32590 その他の蛋白アミノ酸製剤

86 内服 エレンタール配合内用剤 味の素製薬 先発品 32590 その他の蛋白アミノ酸製剤

87 内服 エンシュア・Ｈ アボットジャパン 先発品 32590 その他の蛋白アミノ酸製剤

88 内服 エンドキサン錠５０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 42110 クロルエチルアミン系製剤

89 内服 オイグルコン錠１．２５ｍｇ 中外製薬 先発品 39610 スルフォニル尿素系製剤

90 内服 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ グラクソ・スミスクライン 先発品 61390 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

91 内服 オースギ半夏瀉心湯エキスＧ 大杉製薬 先発品 52000 漢方製剤

92 内服 オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ｢テルモ｣ テルモ 後発品 81190 その他のあへんアルカロイド系麻薬

93 内服 オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ｢テルモ｣ テルモ 後発品 81190 その他のあへんアルカロイド系麻薬

94 内服 オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ｢テルモ｣ テルモ 後発品 81190 その他のあへんアルカロイド系麻薬

95 内服 オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 テルモ 後発品 81190 その他のあへんアルカロイド系麻薬

96 内服 オキノーム散１０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 81190 その他のあへんアルカロイド系麻薬

97 内服 オキノーム散２．５ｍｇ 塩野義製薬 先発品 81190 その他のあへんアルカロイド系麻薬

98 内服 オキノーム散５ｍｇ 塩野義製薬 先発品 81190 その他のあへんアルカロイド系麻薬

99 内服 オタノールカプセル０．２５ 旭化成ファーマ 後発品 31120 合成ビタミンＤ製剤

100 内服 オプソ内服液１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 81140 モルヒネ系製剤

101 内服 オプソ内服液５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 81140 モルヒネ系製剤

102 内服 オルメテック錠２０ｍｇ 第一三共 先発品 21490 その他の血圧降下剤

103 内服 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 44900 その他のアレルギー用薬

104 内服 ガスコン錠４０ｍｇ キッセイ薬品工業 先発品 23180 ジメチコン製剤

105 内服 ガストログラフイン経口・注腸用 バイエル薬品 先発品 72110 ヨウ素化合物製剤

106 内服 ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ 日本新薬 先発品 23290 その他の消化性潰瘍用剤

107 内服 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 先発品 61230 アミノ糖系抗生物質製剤



No. 剤形名 品名 販売ﾒｰｶ名 先発／後発 薬効 薬効名

108 内服 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 21440 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

109 内服 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ｢ＪＧ｣ 日本ジェネリック 後発品 39990 その他の他に分類されない代謝性医薬品

110 内服 カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」 日医工 後発品 24910 循環ホルモン剤

111 内服 カルデナリン錠２ｍｇ ファイザー 先発品 21490 その他の血圧降下剤

112 内服 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 33210 カルバゾクロム系製剤

113 内服 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11390 その他の抗てんかん剤

114 内服 カルブロック錠８ｍｇ 第一三共 先発品 21490 その他の血圧降下剤

115 内服 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 22330 システイン系製剤

116 内服 カロナール原末 昭和薬品化工 先発品 11410 アニリン系製剤

117 内服 カロナール細粒５０％ 昭和薬品化工 後発品 11410 アニリン系製剤

118 内服 カロナール錠２００ 昭和薬品化工 後発品 11410 アニリン系製剤

119 内服 カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」 武田薬品工業 後発品 21490 その他の血圧降下剤

120 内服 キックリンカプセル２５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 21900 その他の循環器官用薬

121 内服 クアゼパム錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11240 ベンゾジアゼピン系製剤

122 内服 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 32220 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

123 内服 クラバモックス小児用配合ドライシロップ グラクソ・スミスクライン 先発品 61390 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

124 内服 クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％｢ﾀｶﾀ｣ 高田製薬 後発品 61490 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

125 内服 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 61490 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

126 内服 クリアナール内用液８％ 田辺三菱製薬 先発品 22330 システイン系製剤

127 内服 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 39610 スルフォニル尿素系製剤

128 内服 グリメピリド錠１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 39610 スルフォニル尿素系製剤

129 内服 グリメピリド錠３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 39610 スルフォニル尿素系製剤

130 内服 グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ 科研製薬 先発品 32290 その他の無機質製剤

131 内服 クレストール錠２．５ｍｇ 塩野義製薬 先発品 21890 その他の高脂血症用剤

132 内服 クレストール錠５ｍｇ 塩野義製薬 先発品 21890 その他の高脂血症用剤

133 内服 クレメジン細粒分包２ｇ 田辺三菱製薬 先発品 39290 その他の解毒剤

134 内服 クロルマジノン酢酸エステル錠25ｍｇ｢ﾀｲﾖｰ｣ テバ製薬 後発品 24780 合成黄体ホルモン製剤

135 内服 ケイキサレート散 鳥居薬品 先発品 21900 その他の循環器官用薬

136 内服 ケイツーシロップ０．２％ エーザイ 先発品 31600 ビタミンＫ剤

137 内服 ケタスカプセル１０ｍｇ 杏林製薬 先発品 44900 その他のアレルギー用薬

138 内服 コートリル錠１０ｍｇ ファイザー 先発品 24520 コルチゾン系製剤

139 内服 コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「タケダ」 武田薬品工業 先発品 81150 コデイン系製剤

140 内服 コニール錠４ 協和発酵キリン 先発品 21710 冠血管拡張剤

141 内服 コバシル錠４ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 21440 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

142 内服 コペガス錠２００ｍｇ 中外製薬 先発品 62500 抗ウイルス剤

143 内服 コレバインミニ８３％ 田辺三菱製薬 先発品 21890 その他の高脂血症用剤

144 内服 コントミン糖衣錠２５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 11710 クロルプロマジン製剤

145 内服 ザイボックス錠６００ｍｇ ファイザー 先発品 62490 その他の合成抗菌剤

146 内服 サインバルタカプセル２０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 11790 その他の精神神経用剤

147 内服 サムスカ錠７．５ｍｇ 大塚製薬 先発品 21390 その他の利尿剤

148 内服 サラゾピリン錠５００ｍｇ ファイザー 先発品 62190 その他のサルファ剤

149 内服 サルポグレラート塩酸塩錠１００mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー 後発品 33990 他に分類されない血液・体液用薬

150 内服 サワシリンカプセル２５０ アステラス製薬 先発品 61310 ペニシリン系抗生物質製剤

151 内服 サワシリン細粒１０％ アステラス製薬 先発品 61310 ペニシリン系抗生物質製剤

152 内服 サンバゾン錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 12490 その他の鎮けい剤

153 内服 サンリズムカプセル２５ｍｇ 第一三共 先発品 21290 その他の不整脈用剤

154 内服 ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11240 ベンゾジアゼピン系製剤

155 内服 ジェイゾロフト錠５０ｍｇ ファイザー 先発品 11790 その他の精神神経用剤

156 内服 ジェニナック錠２００ｍｇ アステラス製薬 先発品 62410 ピリドンカルボン酸系製剤

157 内服 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 11470 フェニル酢酸系製剤

158 内服 ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ ファイザー 先発品 61490 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

159 内服 ジスロマック細粒小児用１０％ ファイザー 先発品 61490 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

160 内服 シナール配合錠 塩野義製薬 先発品 31790 その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

161 内服 ジピリダモール錠２５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 後発品 21710 冠血管拡張剤
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162 内服 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ｢タイヨー｣ テバ製薬 後発品 13390 その他の鎮暈剤

163 内服 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ 日本イーライリリー 先発品 11790 その他の精神神経用剤

164 内服 ジプレキサ細粒１％ 日本イーライリリー 先発品 11790 その他の精神神経用剤

165 内服 シプロキサン錠２００ｍｇ バイエル薬品 先発品 62410 ピリドンカルボン酸系製剤

166 内服 シベノール錠５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 21290 その他の不整脈用剤

167 内服 ジャヌビア錠５０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 39690 その他の糖尿病用剤

168 内服 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 21710 冠血管拡張剤

169 内服 ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル100ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬 後発品 21710 冠血管拡張剤

170 内服 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 21710 冠血管拡張剤

171 内服 シングレア錠１０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 44900 その他のアレルギー用薬

172 内服 スーテントカプセル１２．５ｍｇ ファイザー 先発品 42910 その他の抗悪性腫瘍用剤

173 内服 ストロカイン錠５ｍｇ エーザイ 先発品 12190 その他の局所麻酔剤

174 内服 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 21330 抗アルドステロン製剤

175 内服 スマトリプタン錠５０ｍｇ「マイラン」 ファイザー 後発品 21600 血管収縮剤

176 内服 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 23290 その他の消化性潰瘍用剤

177 内服 セイブル錠５０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 39690 その他の糖尿病用剤

178 内服 ゼチーア錠１０ｍｇ バイエル薬品 先発品 21890 その他の高脂血症用剤

179 内服 セパミット細粒１％ ＭＳＤ 後発品 21710 冠血管拡張剤

180 内服 セファランチン末１％ 化研生薬 先発品 29000 その他の個々の器官系用医薬品

181 内服 セファレキシンカプセル２５０ｍｇ「ﾄｰﾜ」 東和薬品 後発品 61320 セフェム系抗生物質製剤

182 内服 セフゾン細粒小児用１０％ アステラス製薬 先発品 61320 セフェム系抗生物質製剤

183 内服 セララ錠２５ｍｇ ファイザー 先発品 21490 その他の血圧降下剤

184 内服 セルシンシロップ０．１％ 武田薬品工業 先発品 11240 ベンゾジアゼピン系製剤

185 内服 セレコックス錠１００ｍｇ アステラス製薬 先発品 11490 その他の解熱鎮痛消炎剤

186 内服 セレコックス錠２００ｍｇ アステラス製薬 先発品 11490 その他の解熱鎮痛消炎剤

187 内服 セレニカＲ顆粒４０％ 興和創薬 先発品 11390 その他の抗てんかん剤

188 内服 ゼローダ錠３００ 中外製薬 先発品 42230 フルオロウラシル系製剤

189 内服 セロクエル２５ｍｇ錠 アステラス製薬 先発品 11790 その他の精神神経用剤

190 内服 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 23540 植物性製剤

191 内服 ゾフランザイディス４ グラクソ・スミスクライン 先発品 23910 鎮吐剤

192 内服 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 11290 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

193 内服 ダイアート錠６０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 21390 その他の利尿剤

194 内服 ダイアモックス錠２５０ｍｇ 三和化学研究所 先発品 21340 炭酸脱水酵素阻害剤

195 内服 タウリン散９８％「大正」 大正富山医薬品 先発品 39190 その他の肝臓疾患用剤

196 内服 タケキャブ錠１０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 23290 その他の消化性潰瘍用剤

197 内服 タケキャブ錠２０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 23290 その他の消化性潰瘍用剤

198 内服 タナトリル錠５ 田辺三菱製薬 先発品 21440 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

199 内服 タペンタ錠１００ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 82190 その他の合成麻薬

200 内服 タペンタ錠２５ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 82190 その他の合成麻薬

201 内服 タペンタ錠５０ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 82190 その他の合成麻薬

202 内服 タミフルカプセル７５ 中外製薬 先発品 62500 抗ウイルス剤

203 内服 タミフルドライシロップ３％ 中外製薬 先発品 62500 抗ウイルス剤

204 内服 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー 後発品 25900 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

205 内服 ダラシンカプセル１５０ｍｇ ファイザー 先発品 61120 リンコマイシン系抗生物質製剤

206 内服 タリオン錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 44900 その他のアレルギー用薬

207 内服 ダントリウムカプセル２５ｍｇ アステラス製薬 先発品 12290 その他の骨格筋弛緩剤

208 内服 タンニン酸アルブミン「ＮｉｋＰ」 岩城製薬 先発品 23120 タンニン酸系製剤

209 内服 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11900 その他の中枢神経系用薬

210 内服 チラーヂンＳ錠５０μ ｇ 武田薬品工業 先発品 24310 甲状腺ホルモン製剤

211 内服 つくしＡ・Ｍ配合散 大正富山医薬品 先発品 23390 その他の健胃消化剤

212 内服 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 先発品 52000 漢方製剤

213 内服 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） ツムラ 先発品 52000 漢方製剤

214 内服 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） ツムラ 先発品 52000 漢方製剤

215 内服 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 先発品 52000 漢方製剤
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216 内服 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 先発品 52000 漢方製剤

217 内服 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 先発品 52000 漢方製剤

218 内服 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） ツムラ 先発品 52000 漢方製剤

219 内服 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 先発品 52000 漢方製剤

220 内服 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） ツムラ 先発品 52000 漢方製剤

221 内服 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 先発品 52000 漢方製剤

222 内服 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） ツムラ 先発品 52000 漢方製剤

223 内服 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 大鵬薬品工業 先発品 42290 その他の代謝拮抗剤

224 内服 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 大鵬薬品工業 先発品 42290 その他の代謝拮抗剤

225 内服 テオドールドライシロップ２０％ 田辺三菱製薬 先発品 22510 キサンチン系製剤

226 内服 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 22510 キサンチン系製剤

227 内服 デカドロン錠０．５ｍｇ 日医工 先発品 24540 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

228 内服 ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠１５ｍｇ｢ＮＰ｣ ニプロ 後発品 22230 デキストロメトルファン製剤

229 内服 テトラミド錠１０ｍｇ 第一三共 先発品 11790 その他の精神神経用剤

230 内服 デパケンＲ錠１００ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 11390 その他の抗てんかん剤

231 内服 デパケンシロップ５％ 協和発酵キリン 先発品 11390 その他の抗てんかん剤

232 内服 テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 23290 その他の消化性潰瘍用剤

233 内服 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 21440 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

234 内服 ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ２００ｍｇ｢サワイ｣ 沢井製薬 後発品 21900 その他の循環器官用薬

235 内服 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共 後発品 11900 その他の中枢神経系用薬

236 内服 トビエース錠４ｍｇ ファイザー 先発品 25900 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

237 内服 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 11690 その他の抗パーキンソン剤

238 内服 トラニラストカプセル１００ｍｇ｢タイヨー｣ テバ製薬 後発品 44900 その他のアレルギー用薬

239 内服 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ｢トーワ｣ 東和薬品 後発品 33270 抗プラスミン剤

240 内服 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ 日本新薬 先発品 11490 その他の解熱鎮痛消炎剤

241 内服 トラムセット配合錠 ヤンセンファーマ 先発品 11490 その他の解熱鎮痛消炎剤

242 内服 トリクロリールシロップ１０％ アルフレッサファーマ 先発品 11290 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

243 内服 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「タイヨー」 テバ製薬 後発品 21320 チアジド系製剤

244 内服 トリプタノール錠１０ 日医工 先発品 11790 その他の精神神経用剤

245 内服 トレーランＧ液５０ｇ 陽進堂 先発品 72900 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

246 内服 トレーランＧ液７５ｇ 陽進堂 先発品 72900 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

247 内服 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 テバ製薬 後発品 23990 他に分類されない消化器官用薬

248 内服 ナイキサン錠１００ｍｇ 田辺製薬販売 先発品 11490 その他の解熱鎮痛消炎剤

249 内服 ナテグリニド錠３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 39690 その他の糖尿病用剤

250 内服 ナテグリニド錠９０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 39690 その他の糖尿病用剤

251 内服 ナトリックス錠１ 大日本住友製薬 先発品 21490 その他の血圧降下剤

252 内服 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 21710 冠血管拡張剤

253 内服 ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 21900 その他の循環器官用薬

254 内服 ニトロールＲカプセル２０ｍｇ エーザイ 先発品 21710 冠血管拡張剤

255 内服 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 日本化薬 後発品 21710 冠血管拡張剤

256 内服 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 21710 冠血管拡張剤

257 内服 ニューロタン錠２５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 21490 その他の血圧降下剤

258 内服 ネオーラル２５ｍｇカプセル ノバルティスファーマ 先発品 39990 その他の他に分類されない代謝性医薬品

259 内服 ネオダルムゾル カイゲンファーマ 先発品 72120 バリウム塩製剤

260 内服 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 第一三共 先発品 11690 その他の抗パーキンソン剤

261 内服 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ テバ製薬 後発品 44190 その他の抗ヒスタミン剤

262 内服 ネクサバール錠２００ｍｇ バイエル薬品 先発品 42910 その他の抗悪性腫瘍用剤

263 内服 ネシーナ錠１２．５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 39690 その他の糖尿病用剤

264 内服 ノイロトロピン錠４単位 日本臓器製薬 先発品 11490 その他の解熱鎮痛消炎剤

265 内服 ノバミン錠５ｍｇ 塩野義製薬 先発品 11720 フェノチアジン系製剤

266 内服 ノルレボ錠０．７５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 25490 その他の避妊剤

267 内服 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ アステラス製薬 先発品 21130 ジギタリス製剤

268 内服 バイアスピリン錠１００ｍｇ バイエル薬品 後発品 33990 他に分類されない血液・体液用薬

269 内服 バクタ配合錠 塩野義製薬 先発品 62900 その他の化学療法剤
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270 内服 バクタ配合顆粒 塩野義製薬 先発品 62900 その他の化学療法剤

271 内服 バラクルード錠０．５ｍｇ ブリストル・マイヤーズ 先発品 62500 抗ウイルス剤

272 内服 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ 後発品 62500 抗ウイルス剤

273 内服 パリエット錠１０ｍｇ エーザイ 先発品 23290 その他の消化性潰瘍用剤

274 内服 バリキサ錠４５０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 62500 抗ウイルス剤

275 内服 バリトゲンＨＤ 伏見製薬 先発品 72120 バリウム塩製剤

276 内服 ハルシオン０．２５ｍｇ錠 ファイザー 先発品 11240 ベンゾジアゼピン系製剤

277 内服 パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ 持田製薬 先発品 25310 バッカク類製剤

278 内服 パロキセチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 11790 その他の精神神経用剤

279 内服 バロス消泡内用液２％ 堀井薬品工業 後発品 23180 ジメチコン製剤

280 内服 バロス発泡顆粒－Ｓ 堀井薬品工業 後発品 72130 造影補助剤

281 内服 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 11790 その他の精神神経用剤

282 内服 パントシン散２０％ 第一三共 先発品 31330 パントテン酸系製剤

283 内服 ピーガード錠２０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 81140 モルヒネ系製剤

284 内服 ピーガード錠３０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 81140 モルヒネ系製剤

285 内服 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 39690 その他の糖尿病用剤

286 内服 ビオチン散０．２％「ホエイ」 ファイザー 先発品 31900 その他のビタミン剤

287 内服 ビオフェルミン配合散 武田薬品工業 先発品 23160 活性生菌製剤

288 内服 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 42910 その他の抗悪性腫瘍用剤

289 内服 ビクロックス錠２００ 小林化工 後発品 62500 抗ウイルス剤

290 内服 ピコスルファートﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75％｢ＪＧ｣ 日本ジェネリック 後発品 23590 その他の下剤、浣腸剤

291 内服 ビジクリア配合錠 ゼリア新薬工業 先発品 79900 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

292 内服 ビタメジン配合カプセルＢ２５ 第一三共 先発品 31790 その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

293 内服 ピドキサール錠１０ｍｇ 中外製薬 先発品 31340 ビタミンＢ６剤

294 内服 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 アステラス製薬 後発品 21190 その他の強心剤

295 内服 ピラマイド原末 第一三共 先発品 62230 ピラジナミド製剤

296 内服 ヒルナミン錠（５ｍｇ） 塩野義製薬 先発品 11720 フェノチアジン系製剤

297 内服 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 23250 Ｈ２遮断剤

298 内服 ファモチジン細粒２％「サワイ」 沢井製薬 後発品 23250 Ｈ２遮断剤

299 内服 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ ブリストル・マイヤーズ 先発品 61730 アムホテリシンＢ製剤

300 内服 ブイフェンド錠２００ｍｇ ファイザー 先発品 61790 その他の主としてカビに作用するもの

301 内服 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０mg｢SANIK｣ 日医工 後発品 44900 その他のアレルギー用薬

302 内服 フェノバール散１０％ 第一三共 先発品 11250 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

303 内服 フェブリク錠２０ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 39490 その他の痛風治療剤

304 内服 フォリアミン錠 武田薬品工業 先発品 31350 葉酸製剤

305 内服 ブスコパン錠１０ｍｇ 日本ベーリンガーインゲルハイム 先発品 12420 アトロピン系製剤

306 内服 フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 22290 その他の鎮咳剤

307 内服 プラザキサカプセル１１０ｍｇ 日本ベーリンガーインゲルハイム 先発品 33390 その他の血液凝固阻止剤

308 内服 プラザキサカプセル７５ｍｇ 日本ベーリンガーインゲルハイム 先発品 33390 その他の血液凝固阻止剤

309 内服 フラジール内服錠２５０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 64190 その他の抗原虫剤

310 内服 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「ＫＨ」 ファイザー 後発品 21890 その他の高脂血症用剤

311 内服 フラビタン錠５ｍｇ アステラス製薬 先発品 31310 ビタミンＢ２剤

312 内服 プラビックス錠２５ｍｇ サノフィ 先発品 33990 他に分類されない血液・体液用薬

313 内服 プラビックス錠７５ｍｇ サノフィ 先発品 33990 他に分類されない血液・体液用薬

314 内服 プランルカストＤＳ１０％「ＥＫ」 エルメッドエーザイ 後発品 44900 その他のアレルギー用薬

315 内服 プランルカスト錠２２５「ＥＫ」 エルメッドエーザイ 後発品 44900 その他のアレルギー用薬

316 内服 フリバス錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 25900 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

317 内服 プリンペラン錠５ アステラス製薬 先発品 23990 他に分類されない消化器官用薬

318 内服 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ｢サワイ｣ 沢井製薬 後発品 62900 その他の化学療法剤

319 内服 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 後発品 11240 ベンゾジアゼピン系製剤

320 内服 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 大塚製薬 先発品 33990 他に分類されない血液・体液用薬

321 内服 プレドニゾロン散「タケダ」１％ 武田薬品工業 先発品 24560 プレドニゾロン系製剤

322 内服 プレドニン錠５ｍｇ 塩野義製薬 先発品 24560 プレドニゾロン系製剤

323 内服 プレミネント配合錠ＬＤ ＭＳＤ 先発品 21490 その他の血圧降下剤
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324 内服 フロセミド錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 21390 その他の利尿剤

325 内服 フロセミド錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 21390 その他の利尿剤

326 内服 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 後発品 11240 ベンゾジアゼピン系製剤

327 内服 フロベン顆粒８％ 科研製薬 先発品 11490 その他の解熱鎮痛消炎剤

328 内服 プロマックＤ錠７５ ゼリア新薬工業 先発品 23290 その他の消化性潰瘍用剤

329 内服 フロモックス小児用細粒１００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 61320 セフェム系抗生物質製剤

330 内服 フロモックス錠１００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 61320 セフェム系抗生物質製剤

331 内服 フロリードゲル経口用２％ 持田製薬 先発品 62900 その他の化学療法剤

332 内服 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ｢日医工｣ 日医工 後発品 21830 クロフィブラート系製剤

333 内服 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ アステラス製薬 先発品 25900 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

334 内服 ベタニス錠５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 25900 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

335 内服 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 24540 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

336 内服 ヘパンＥＤ配合内用剤 味の素製薬 先発品 32590 その他の蛋白アミノ酸製剤

337 内服 ベプリコール錠１００ｍｇ 第一三共 先発品 21290 その他の不整脈用剤

338 内服 ベラプロストＮａ錠２０μ ｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 33990 他に分類されない血液・体液用薬

339 内服 ペリアクチンシロップ０．０４％ 日医工 先発品 44190 その他の抗ヒスタミン剤

340 内服 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 39490 その他の痛風治療剤

341 内服 ペンタサ錠５００ｍｇ 杏林製薬 先発品 23990 他に分類されない消化器官用薬

342 内服 ボースデル内用液１０ 協和発酵キリン 先発品 72900 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

343 内服 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 39690 その他の糖尿病用剤

344 内服 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 39690 その他の糖尿病用剤

345 内服 ホスホマイシンｶﾙｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ500ｍｇ｢日医工｣ 日医工 後発品 61350 ホスホマイシン製剤

346 内服 ホスミシンドライシロップ４００ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 先発品 61350 ホスホマイシン製剤

347 内服 ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ バイエル薬品 先発品 21900 その他の循環器官用薬

348 内服 ポンタールシロップ３．２５％ 第一三共 先発品 11410 アニリン系製剤

349 内服 マグコロールＰ 堀井薬品工業 先発品 72130 造影補助剤

350 内服 マドパー配合錠 中外製薬 先発品 11690 その他の抗パーキンソン剤

351 内服 ミカルディス錠４０ｍｇ アステラス製薬 先発品 21490 その他の血圧降下剤

352 内服 ミノマイシン顆粒２％ ファイザー 先発品 61520 テトラサイクリン系抗生物質製剤

353 内服 ミヤＢＭ細粒 ミヤリサン製薬 先発品 23160 活性生菌製剤

354 内服 ミヤＢＭ錠 ミヤリサン製薬 先発品 23160 活性生菌製剤

355 内服 ムコサールドライシロップ１．５％ 日本ベーリンガーインゲルハイム 後発品 22390 その他の去たん剤

356 内服 ムコダインＤＳ５０％ 杏林製薬 先発品 22330 システイン系製剤

357 内服 ムコダインシロップ５％ 杏林製薬 先発品 22330 システイン系製剤

358 内服 メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 先発品 61320 セフェム系抗生物質製剤

359 内服 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 先発品 61320 セフェム系抗生物質製剤

360 内服 メインテート錠２．５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 21230 β －遮断剤

361 内服 メキシチールカプセル５０ｍｇ 日本ベーリンガーインゲルハイム 先発品 21290 その他の不整脈用剤

362 内服 メチコバール錠５００μ ｇ エーザイ 後発品 31360 ビタミンＢ１２剤

363 内服 メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ「タイヨー」 テバ製薬 後発品 21130 ジギタリス製剤

364 内服 メトグルコ錠２５０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 39620 ビグアナイド系製剤

365 内服 メトトレキサートカプセル２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 39990 その他の他に分類されない代謝性医薬品

366 内服 メドロール錠４ｍｇ ファイザー 先発品 24560 プレドニゾロン系製剤

367 内服 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＫＴＢ」 持田製薬 後発品 31600 ビタミンＫ剤

368 内服 メプチンドライシロップ０．００５％ 大塚製薬 先発品 22590 その他の気管支拡張剤

369 内服 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ 第一三共 先発品 11900 その他の中枢神経系用薬

370 内服 メリスロン錠６ｍｇ エーザイ 先発品 13390 その他の鎮暈剤

371 内服 メルカゾール錠５ｍｇ 中外製薬 先発品 24320 抗甲状腺ホルモン製剤

372 内服 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ｢ファイザー｣ ファイザー 後発品 23990 他に分類されない消化器官用薬

373 内服 モニラック・シロップ６５％ 中外製薬 先発品 39990 その他の他に分類されない代謝性医薬品

374 内服 モビプレップ配合内用剤 味の素製薬 先発品 79900 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

375 内服 ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 大鵬薬品工業 先発品 42290 その他の代謝拮抗剤

376 内服 ユービット錠１００ｍｇ 大塚製薬 先発品 72900 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

377 内服 ユベ－Ｅ顆粒２０％ 鶴原製薬 後発品 31500 ビタミンＥ剤
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378 内服 ユリーフ錠４ｍｇ 第一三共 先発品 25900 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

379 内服 ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 23250 Ｈ２遮断剤

380 内服 ランドセン錠０．５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 11390 その他の抗てんかん剤

381 内服 リーバクト配合顆粒 味の素製薬 先発品 32530 混合アミノ酸製剤

382 内服 リクシアナ錠３０ｍｇ 第一三共 先発品 33390 その他の血液凝固阻止剤

383 内服 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 11790 その他の精神神経用剤

384 内服 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「タカタ」 高田製薬 後発品 11790 その他の精神神経用剤

385 内服 リスミー錠１ｍｇ 塩野義製薬 先発品 11290 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

386 内服 リズミック錠１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 21900 その他の循環器官用薬

387 内服 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ サノフィ 先発品 21290 その他の不整脈用剤

388 内服 リスモダンカプセル５０ｍｇ サノフィ 先発品 21290 その他の不整脈用剤

389 内服 リバロＯＤ錠２ｍｇ 興和創薬 先発品 21890 その他の高脂血症用剤

390 内服 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ｢サンド｣ サンド 後発品 61640 リファンピシン製剤

391 内服 リフレックス錠１５ｍｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 先発品 11790 その他の精神神経用剤

392 内服 リマプロストアルファデクス錠５μ ｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 33990 他に分類されない血液・体液用薬

393 内服 リリカカプセル２５ｍｇ ファイザー 先発品 11900 その他の中枢神経系用薬

394 内服 リリカカプセル７５ｍｇ ファイザー 先発品 11900 その他の中枢神経系用薬

395 内服 ルーラン錠８ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 11790 その他の精神神経用剤

396 内服 ルボックス錠２５ アッヴィ 先発品 11790 その他の精神神経用剤

397 内服 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 興和創薬 先発品 44110 ジフェンヒドラミン系製剤

398 内服 レスリン錠２５ ＭＳＤ 先発品 11790 その他の精神神経用剤

399 内服 レナジェル錠２５０ｍｇ 中外製薬 先発品 21900 その他の循環器官用薬

400 内服 レナデックス錠４ｍｇ セルジーン 先発品 24540 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

401 内服 レバミピド錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 後発品 23290 その他の消化性潰瘍用剤

402 内服 レブラミドカプセル５ｍｇ セルジーン 先発品 42910 その他の抗悪性腫瘍用剤

403 内服 レベトールカプセル２００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 62500 抗ウイルス剤

404 内服 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共 後発品 62410 ピリドンカルボン酸系製剤

405 内服 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ 後発品 11490 その他の解熱鎮痛消炎剤

406 内服 ロゼレム錠８ｍｇ 武田薬品工業 先発品 11900 その他の中枢神経系用薬

407 内服 ロタリックス内用液 第一三共 先発品 63130 ウイルスワクチン類

408 内服 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 11240 ベンゾジアゼピン系製剤

409 内服 ロプレソール錠２０ｍｇ ノバルティスファーマ 先発品 21490 その他の血圧降下剤

410 内服 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ｢タイヨー｣ テバ製薬 後発品 23190 その他の止しゃ剤、整腸剤

411 内服 ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05％「ﾀｲﾖｰ」 テバ製薬 後発品 23190 その他の止しゃ剤、整腸剤

412 内服 ロンサーフ配合錠Ｔ１５ 大鵬薬品工業 先発品 42990 他に分類されない腫瘍用薬

413 内服 ロンサーフ配合錠Ｔ２０ 大鵬薬品工業 先発品 42990 他に分類されない腫瘍用薬

414 内服 ワーファリン錠１ｍｇ エーザイ 先発品 33320 ジクマロール系製剤

415 内服 ワイパックス錠０．５ ファイザー 先発品 11240 ベンゾジアゼピン系製剤

416 内服 ワソラン錠４０ｍｇ エーザイ 先発品 21710 冠血管拡張剤

417 内服 ワルファリンＫ細粒０．２％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 後発品 33320 ジクマロール系製剤

418 内服 塩酸バンコマイシン散０．５「ＭＥＥＫ」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 後発品 61130 バンコマイシン製剤

419 内服 塩酸ミノサイクリンカプセル１００｢日医工｣ 日医工 後発品 61520 テトラサイクリン系抗生物質製剤

420 内服 経口用トロンビン細粒１万単位「サワイ」 沢井製薬 後発品 33230 臓器性止血製剤

421 内服 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「モチダ」 持田製薬 後発品 23440 無機塩製剤

422 内服 重曹「ホエイ」 ファイザー 先発品 23440 無機塩製剤

423 内服 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ 帝人ファーマ 先発品 22390 その他の去たん剤

424 内服 調剤用パンビタン末 武田薬品工業 先発品 31790 その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

425 内服 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 後発品 21900 その他の循環器官用薬

426 内服 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」　（Ｇ） 吉田製薬 先発品 32110 乳酸カルシウム製剤

427 内服 濃厚ブロチンコデイン配合シロップ 第一三共 先発品 22490 その他の鎮咳去たん剤

428 歯科 ネオステリングリーンうがい液０．２％ 日本歯科薬品 先発品 27900 その他の歯科用口腔用薬

429 外用 ０．０２Ｗ／Ｖ％マスキン水 丸石製薬 後発品 26190 その他の外皮用殺菌消毒剤

430 外用 ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 丸石製薬 後発品 26190 その他の外皮用殺菌消毒剤

431 外用 ０．５％ヘキザックアルコール液 吉田製薬 後発品 26190 その他の外皮用殺菌消毒剤
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432 外用 ＡＺ点眼液０．０２％ ゼリア新薬工業 後発品 13190 その他の眼科用剤

433 外用 ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 日本点眼薬研究所 先発品 13190 その他の眼科用剤

434 外用 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 後発品 23990 他に分類されない消化器官用薬

435 外用 アイファガン点眼液０．１％ 武田薬品工業 先発品 13190 その他の眼科用剤

436 外用 アクアチムクリーム１％ 大塚製薬 先発品 26390 その他の化膿性疾患用剤

437 外用 アクトシン軟膏３％ マルホ 先発品 26990 他に分類されない外皮用薬

438 外用 アクリノール消毒液０．１％「タイセイ」 大成薬品工業 後発品 26190 その他の外皮用殺菌消毒剤

439 外用 アズノールうがい液４％ 日本新薬 後発品 22600 含嗽剤

440 外用 アズノール軟膏０．０３３％ 日本新薬 先発品 26490 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

441 外用 アスプール液（０．５％） アルフレッサファーマ 先発品 22520 イソプレナリン系製剤

442 外用 アセトアミノフェン坐剤小児用100ｍｇ｢TYK｣ テバ製薬 先発品 11410 アニリン系製剤

443 外用 アセトアミノフェン坐剤小児用200ｍｇ｢TYK｣ テバ製薬 後発品 11410 アニリン系製剤

444 外用 アドエア２５０ディスカス６０吸入用 グラクソ・スミスクライン 先発品 22900 その他の呼吸器官用薬

445 外用 アドエア５００ディスカス６０吸入用 グラクソ・スミスクライン 先発品 22900 その他の呼吸器官用薬

446 外用 アネトカインゼリー２％ 小林化工 後発品 12140 キシリジン系製剤

447 外用 アルスロマチック関節手術用灌流液 バクスター 先発品 33990 他に分類されない血液・体液用薬

448 外用 アルト原末 カイゲンファーマ 先発品 33260 アルギン酸系製剤

449 外用 アルメタ軟膏 塩野義製薬 先発品 26460 副腎皮質ホルモン製剤

450 外用 アンテベート軟膏０．０５％ 鳥居薬品 先発品 26460 副腎皮質ホルモン製剤

451 外用 アンペック坐剤１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 81140 モルヒネ系製剤

452 外用 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ 第一三共 先発品 62500 抗ウイルス剤

453 外用 イムノブラダー膀注用４０ｍｇ 日本化薬 先発品 63910 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤

454 外用 インドメタシン外用液１％「日医工」 日医工 後発品 26490 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

455 外用 ウレパールクリーム１０％ 大塚製薬 先発品 26690 その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

456 外用 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ バクスター 先発品 25190 その他の泌尿器官用剤

457 外用 エイゾプト懸濁性点眼液１％ 日本アルコン 先発品 13190 その他の眼科用剤

458 外用 エキザルベ マルホ 先発品 26490 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

459 外用 エスクレ坐剤「２５０」 久光製薬 先発品 11230 抱水クロラール系製剤

460 外用 エスクレ坐剤「５００」 久光製薬 先発品 11230 抱水クロラール系製剤

461 外用 エストリオール腟錠０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 25290 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

462 外用 オイラックスＨクリーム ノバルティスファーマ 先発品 26490 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

463 外用 オイラックスクリーム１０％ ノバルティスファーマ 先発品 26490 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

464 外用 オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ｢Ｆ｣ 富士製薬工業 後発品 25290 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

465 外用 オキシドール消毒用液「マルイシ」 丸石製薬 先発品 26140 過酸化物製剤

466 外用 オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％ 参天製薬 先発品 13190 その他の眼科用剤

467 外用 ガチフロ点眼液０．３％ 武田薬品工業 先発品 13190 その他の眼科用剤

468 外用 カチリ「ホエイ」 ファイザー 先発品 26490 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

469 外用 カデックス軟膏０．９％ ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ ｳﾝﾄﾞ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 先発品 26990 他に分類されない外皮用薬

470 外用 カリーユニ点眼液０．００５％ 参天製薬 後発品 13190 その他の眼科用剤

471 外用 キサラタン点眼液０．００５％ ファイザー 先発品 13190 その他の眼科用剤

472 外用 キシロカインポンプスプレー８％ アストラゼネカ 後発品 12140 キシリジン系製剤

473 外用 キシロカイン液「４％」 アストラゼネカ 先発品 12140 キシリジン系製剤

474 外用 キシロカイン点眼液４％ アストラゼネカ 先発品 12140 キシリジン系製剤

475 外用 キンダベート軟膏０．０５％ グラクソ・スミスクライン 先発品 26460 副腎皮質ホルモン製剤

476 外用 クラビット点眼液１．５％ 参天製薬 先発品 13190 その他の眼科用剤

477 外用 クロマイ腟錠１００ｍｇ 第一三共 先発品 25210 生殖器官用抗生物質製剤

478 外用 ゲーベンクリーム１％ 田辺三菱製薬 先発品 26330 外用サルファ製剤

479 外用 ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 26550 イミダゾール系製剤

480 外用 ケラチナミンコーワクリーム２０％ 興和創薬 先発品 26690 その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

481 外用 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 後発品 23570 グリセリン製剤

482 外用 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 後発品 23570 グリセリン製剤

483 外用 ケンエーＧ浣腸液５０％ 健栄製薬 後発品 23570 グリセリン製剤

484 外用 ケンエー消毒用イソプロピルアルコール７０ 健栄製薬 後発品 26150 アルコール製剤

485 外用 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「ﾀｲﾖｰ」 テバ製薬 後発品 26340 外用抗生物質製剤
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486 外用 コソプト配合点眼液 参天製薬 先発品 13190 その他の眼科用剤

487 外用 コバラム点眼液０．０２％ 日本点眼薬研究所 後発品 13190 その他の眼科用剤

488 外用 ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ ﾆｭｰﾆｯﾄ15.2X22.9 ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ 後発品 33250 セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。）

489 外用 ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ 綿型Ⅱ5.1X2.5 ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ 後発品 33250 セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。）

490 外用 サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 22190 その他の呼吸促進剤

491 外用 ザジテン点眼液０．０５％ 日本アルコン 先発品 13190 その他の眼科用剤

492 外用 サトウザルベ軟膏１０％ 佐藤製薬 後発品 26490 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

493 外用 サンテゾーン０．０５％眼軟膏 参天製薬 後発品 13150 眼科用コルチゾン製剤

494 外用 サンピロ点眼液３％ 参天製薬 先発品 13120 縮瞳剤

495 外用 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5ｍｇ｢JG｣ 日本ジェネリック 後発品 11470 フェニル酢酸系製剤

496 外用 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ｢JG｣ 日本ジェネリック 後発品 11470 フェニル酢酸系製剤

497 外用 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ｢JG｣ 日本ジェネリック 後発品 11470 フェニル酢酸系製剤

498 外用 シムビコートタービュヘイラー６０吸入 アステラス製薬 先発品 22900 その他の呼吸器官用薬

499 外用 スピリーバ２．５μ ｇレスピマット６０吸入 日本ベーリンガーインゲルハイム 先発品 22590 その他の気管支拡張剤

500 外用 スポンゼル アステラス製薬 先発品 33220 ゼラチン製剤

501 外用 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 ファイザー 後発品 11190 その他の全身麻酔剤

502 外用 ゾビラックス眼軟膏３％ 参天製薬 先発品 13190 その他の眼科用剤

503 外用 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ サノフィ 先発品 26340 外用抗生物質製剤

504 外用 ダイアップ坐剤６ 高田製薬 先発品 11240 ベンゾジアゼピン系製剤

505 外用 タコシール組織接着用シート ＣＳＬベーリング 先発品 79900 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

506 外用 タコシール組織接着用シート ＣＳＬベーリング 先発品 79900 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

507 外用 タコシール組織接着用シート ＣＳＬベーリング 先発品 79900 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

508 外用 タリビッド眼軟膏０．３％ 参天製薬 先発品 13190 その他の眼科用剤

509 外用 タリビッド耳科用液０．３％ 第一三共 先発品 13290 その他の耳鼻科用剤

510 外用 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 後発品 22590 その他の気管支拡張剤

511 外用 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 後発品 22590 その他の気管支拡張剤

512 外用 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」 久光製薬 後発品 22590 その他の気管支拡張剤

513 外用 テーカイン原末 ファイザー 先発品 12110 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤

514 外用 デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ 日本化薬 後発品 23990 他に分類されない消化器官用薬

515 外用 デスモプレシン・スプレー２．５協和 協和発酵キリン 先発品 24190 その他の脳下垂体ホルモン剤

516 外用 テルビナフィン塩酸塩外用液１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 26590 その他の寄生性皮ふ疾患用剤

517 外用 デルモベート軟膏０．０５％ グラクソ・スミスクライン 先発品 26460 副腎皮質ホルモン製剤

518 外用 テレミンソフト坐薬１０ｍｇ 味の素製薬 先発品 23590 その他の下剤、浣腸剤

519 外用 トラバタンズ点眼液０．００４％ 日本アルコン 先発品 13190 その他の眼科用剤

520 外用 トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」 アルフレッサファーマ 先発品 13240 耳鼻科用血管収縮剤

521 外用 トロンビン液モチダ　ソフトボトル５千 持田製薬 先発品 33230 臓器性止血製剤

522 外用 ナイスピー点鼻液５０μ ｇ 大日本住友製薬 後発品 13290 その他の耳鼻科用剤

523 外用 ナウゼリン坐剤１０ 協和発酵キリン 先発品 23990 他に分類されない消化器官用薬

524 外用 ナウゼリン坐剤３０ 協和発酵キリン 先発品 23990 他に分類されない消化器官用薬

525 外用 ネオシネジンコーワ５％点眼液 興和創薬 先発品 13110 散瞳剤

526 外用 ネリコルト坐剤 テバ製薬 後発品 25590 その他の痔疾用剤

527 外用 ネリゾナ軟膏０．１％ バイエル薬品 先発品 26460 副腎皮質ホルモン製剤

528 外用 ハイアミン液１０％ 第一三共 先発品 26160 石鹸類製剤

529 外用 ハイポエタノール外用液２％「アトル」 アトル 後発品 26190 その他の外皮用殺菌消毒剤

530 外用 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ グラクソ・スミスクライン 先発品 61190 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

531 外用 バロジェクトゾル１００ 堀井薬品工業 後発品 72120 バリウム塩製剤

532 外用 ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%｢日点｣ 日本点眼薬研究所 後発品 13190 その他の眼科用剤

533 外用 ヒアレインミニ点眼液０．３％ 参天製薬 先発品 13190 その他の眼科用剤

534 外用 ビーエスエスプラス５００眼灌流液0.0184％ 日本アルコン 先発品 13190 その他の眼科用剤

535 外用 ビーソフテンクリーム０．３％ 持田製薬 後発品 33390 その他の血液凝固阻止剤

536 外用 ヒーロン０．８５眼粘弾剤１％ エイエムオー・ジャパン 先発品 13190 その他の眼科用剤

537 外用 ヒーロンＶ０．６眼粘弾剤２．３％ エイエムオー・ジャパン 先発品 13190 その他の眼科用剤

538 外用 ビスコート０．５眼粘弾剤 日本アルコン 後発品 13190 その他の眼科用剤

539 外用 ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 後発品 62500 抗ウイルス剤
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540 外用 フィブラストスプレー５００ 科研製薬 先発品 26990 他に分類されない外皮用薬

541 外用 フエナゾール軟膏５％ アボットジャパン 先発品 26490 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

542 外用 フェントステープ１ｍｇ 久光製薬 先発品 82190 その他の合成麻薬

543 外用 フェントステープ２ｍｇ 久光製薬 先発品 82190 その他の合成麻薬

544 外用 フェントステープ６ｍｇ 久光製薬 先発品 82190 その他の合成麻薬

545 外用 フォーレン吸入麻酔液 アッヴィ 先発品 11190 その他の全身麻酔剤

546 外用 フラジール腟錠２５０ｍｇ 富士製薬工業 先発品 25290 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

547 外用 フランドルテープ４０ｍｇ アステラス製薬 先発品 21710 冠血管拡張剤

548 外用 フルオメソロン０．０２％点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 13150 眼科用コルチゾン製剤

549 外用 フルオメソロン０．１％点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 13150 眼科用コルチゾン製剤

550 外用 フルタイド５０μ ｇエアゾール１２０吸入用 グラクソ・スミスクライン 先発品 22900 その他の呼吸器官用薬

551 外用 プロスタンディン軟膏０．００３％ 小野薬品工業 先発品 26990 他に分類されない外皮用薬

552 外用 ブロナック点眼液０．１％ 武田薬品工業 先発品 13190 その他の眼科用剤

553 外用 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％「ﾀｲﾖｰ｣ テバ製薬 後発品 22340 ブロムヘキシン製剤

554 外用 フロリードＤクリーム１％ 持田製薬 先発品 26550 イミダゾール系製剤

555 外用 ベストロン耳鼻科用１％ 武田薬品工業 先発品 13250 耳鼻科用抗生物質製剤

556 外用 ベストロン点眼用０．５％ 武田薬品工業 先発品 13170 眼科用抗生物質製剤

557 外用 ベゼトン液０．０２５ 健栄製薬 先発品 26160 石鹸類製剤

558 外用 ベゼトン液０．１ 健栄製薬 先発品 26160 石鹸類製剤

559 外用 ベネトリン吸入液０．５％ グラクソ・スミスクライン 先発品 22540 サルブタモール製剤

560 外用 ベノキシール点眼液０．４％ 参天製薬 先発品 13130 眼科用局所麻酔剤

561 外用 ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用 ＣＳＬベーリング 先発品 79900 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

562 外用 ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用 ＣＳＬベーリング 先発品 79900 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

563 外用 ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用 ＣＳＬベーリング 先発品 79900 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

564 外用 ホスミシンＳ耳科用３％ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 先発品 13250 耳鼻科用抗生物質製剤

565 外用 ボスミン外用液０．１％ 第一三共 先発品 24510 エピネフリン製剤

566 外用 ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 日医工 後発品 22600 含嗽剤

567 外用 ポピヨドンゲル１０％ 吉田製薬 後発品 26120 ヨウ素化合物

568 外用 ポピヨドン液１０％ 吉田製薬 後発品 26120 ヨウ素化合物

569 外用 ボルタレンゲル１％ ノバルティスファーマ 先発品 26490 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

570 外用 ボルヒール組織接着用 アステラス製薬 先発品 79900 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

571 外用 マイザー軟膏０．０５％ 田辺三菱製薬 先発品 26460 副腎皮質ホルモン製剤

572 外用 マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 丸石製薬 後発品 26190 その他の外皮用殺菌消毒剤

573 外用 ミオコールスプレー０．３ｍｇ アステラス製薬 先発品 21710 冠血管拡張剤

574 外用 ミケランＬＡ点眼液２％ 大塚製薬 先発品 13190 その他の眼科用剤

575 外用 ミドリンＰ点眼液 参天製薬 先発品 13190 その他の眼科用剤

576 外用 ミリステープ５ｍｇ 日本化薬 先発品 21710 冠血管拡張剤

577 外用 ムコフィリン吸入液２０％ エーザイ 先発品 22330 システイン系製剤

578 外用 メプチンスイングヘラー10μ ｇ吸入１００回 大塚製薬 先発品 22590 その他の気管支拡張剤

579 外用 メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ 大塚製薬 先発品 22590 その他の気管支拡張剤

580 外用 モーラステープ２０ｍｇ 久光製薬 先発品 26490 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

581 外用 モーラスパップ３０ｍｇ 久光製薬 先発品 26490 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

582 外用 ユーパッチテープ１８ｍｇ メディキット 後発品 12140 キシリジン系製剤

583 外用 リンデロン－ＶＧローション 塩野義製薬 先発品 26470 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

584 外用 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ 塩野義製薬 先発品 26470 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

585 外用 リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ 塩野義製薬 先発品 26460 副腎皮質ホルモン製剤

586 外用 リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ 塩野義製薬 先発品 13150 眼科用コルチゾン製剤

587 外用 リンベタＰＦ眼耳鼻科用液０．１％ 日本点眼薬研究所 後発品 13150 眼科用コルチゾン製剤

588 外用 ルミガン点眼液０．０３％ 武田薬品工業 先発品 13190 その他の眼科用剤

589 外用 レスタミンコーワクリーム１％ 興和創薬 先発品 26420 外用抗ヒスタミン製剤

590 外用 レペタン坐剤０．２ｍｇ 大塚製薬 先発品 11490 その他の解熱鎮痛消炎剤

591 外用 レボフロキサシン点眼液０．５％「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー 後発品 13190 その他の眼科用剤

592 外用 ロキソニンテープ１００ｍｇ 第一三共 先発品 26490 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

593 外用 ロコイドクリーム０．１％ 鳥居薬品 先発品 26460 副腎皮質ホルモン製剤



No. 剤形名 品名 販売ﾒｰｶ名 先発／後発 薬効 薬効名

594 外用 ワコビタール坐剤５０ 高田製薬 先発品 11250 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

595 外用 亜硝酸アミル「第一三共」 第一三共 先発品 21790 その他の血管拡張剤

596 外用 塩化ナトリウム「オーツカ」 大塚製薬 先発品 71900 その他の調剤用薬

597 外用 塩酸テルビナフィンクリーム１％｢ＭＥＥＫ｣ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 後発品 26590 その他の寄生性皮ふ疾患用剤

598 外用 強力ポステリザン（軟膏） マルホ 先発品 25590 その他の痔疾用剤

599 外用 献血トロンビン経口・外用剤１万 武田薬品工業 先発品 33230 臓器性止血製剤

600 外用 日点アトロピン点眼液１％ 日本点眼薬研究所 後発品 13110 散瞳剤

601 外用 白色ワセリン 岩城製薬 先発品 71210 油脂性基剤

602 外用 無水エタノール「マルイシ」 健栄製薬 先発品 26150 アルコール製剤

603 その他 ユーロコリンズ液「アイロム」 共和クリティケア 先発品 99990 不明

604 注射 イノレット３０Ｒ注　（注射針分離製品） ノボノルディスクファーマ 先発品 24920 すい臓ホルモン剤

605 注射 トレシーバ注フレックスタッチ ノボノルディスクファーマ 先発品 24920 すい臓ホルモン剤

606 注射 ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン ノボノルディスクファーマ 先発品 24920 すい臓ホルモン剤

607 注射 ノボラピッド注フレックスタッチ ノボノルディスクファーマ 先発品 24920 すい臓ホルモン剤

608 注射 ノボリン３０Ｒ注フレックスペン ノボノルディスクファーマ 先発品 24920 すい臓ホルモン剤

609 注射 ノボリンＮ注フレックスペン ノボノルディスクファーマ 先発品 24920 すい臓ホルモン剤

610 注射 ノボリンＲ注フレックスペン ノボノルディスクファーマ 先発品 24920 すい臓ホルモン剤

611 注射 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 日本イーライリリー 先発品 24920 すい臓ホルモン剤

612 注射 ヒューマログ注ミリオペン 日本イーライリリー 先発品 24920 すい臓ホルモン剤

613 注射 ランタス注ソロスター サノフィ 先発品 24920 すい臓ホルモン剤

614 注射 レベミル注イノレット ノボノルディスクファーマ 先発品 24920 すい臓ホルモン剤


