国⽴病院機構 和歌⼭病院 院内採用医薬品リスト【内用薬】2017.1月末現在
商品名
ｱｰｶﾞﾒｲﾄ20%ｾﾞﾘｰ

規格・容量

薬効分類

20%25g その他の循環器官用薬

製造販売
アステラス製薬

ｱｼﾉﾝ錠75mg

75mg Ｈ２遮断剤

ｱｼﾞﾙﾊﾞ錠20mg

20mg その他の⾎圧降下剤

武田薬品工業

ｱｽﾄﾐﾝ錠10mg

10mg その他の鎮咳剤

ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ

ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑ錠300mg
ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑ散50%
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸Ca錠200mg｢ｻﾜｲ｣

300mg その他の無機質製剤
50%

田辺製薬販売
田辺製薬販売

200mg 有機酸ｶﾙｼｳﾑ製剤;果糖ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ

沢井製薬

ﾊﾞﾗ サリチル酸系製剤;アスピリン等

丸石製薬

ｱｽﾋﾟﾘﾝ原末｢ﾏﾙｲｼ｣
ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10

10mg その他の不整脈用剤

ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ錠
ｱﾀﾗｯｸｽ-P散10%

ﾊﾞﾗ その他の無機質製剤

ゼリア新薬工業

1mg その他のアレルギー用薬
10%

バイエル薬品
エーザイ

ﾊﾞﾗ その他の精神神経用剤

ファイザー

10mg その他の精神神経用剤

ファイザー

ｱｰﾁｽﾄ錠

10mg その他の⾎圧降下剤

第一三共

ｱｰﾁｽﾄ錠

2.5mg その他の⾎圧降下剤

ｱﾀﾗｯｸｽ錠（10mg）

ｱﾁﾈｽ錠50

50mg 鎮けい剤

第一三共
武田薬品工業

ｱﾃﾚｯｸ錠10

10mg その他の⾎圧降下剤

持田製薬

ｱｰﾃﾝ散1%

1%1g その他の抗パーキンソン剤

ファイザー

ｱﾄﾞｿﾙﾋﾞﾝ原末

ｱﾙﾐﾆｳﾑ化合物製剤;水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ,ｹｲ酸ｱﾙﾐﾆ

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢EE｣

5mg その他の高脂⾎症用剤

第一三共
エルメッドエーザイ

ｱﾌﾞｽﾄﾗﾙ舌下錠100μg

100μg その他の合成麻薬

ｱﾎﾟﾉｰﾙ錠20

20mg その他の循環器官用薬

武田薬品工業

ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠50mg｢日医工｣

50mg アマンタジン製剤

日医工

ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩細粒10%｢ｻﾜｲ｣
ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠100mg

10%1gﾊﾞﾗ アマンタジン製剤

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢EMEC｣

アステラス製薬

50mg その他の不整脈用剤

アステラス製薬

2.5mg PTP 冠⾎管拡張剤

エルメッドエーザイ

5mg PTP 冠⾎管拡張剤

エルメッドエーザイ

25MGｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠

25mg ビタミンＢ１誘導体製剤

ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA細粒10%

10% 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等

ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg｢ｻﾜｲ｣
ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ内用液
ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ散10%

沢井製薬

100mg その他の不整脈用剤

ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠50mg
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢EMEC｣

久光製薬

0.4mg ベンゾジアゼピン系製剤
0.5ug/ml 10ml 合成ビタミンＤ製剤
10% 500g/瓶 ヒダントイン系製剤

武田薬品工業
ファイザー
沢井製薬
中外製薬
大日本住友製薬

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩Lｶﾌﾟｾﾙ45mg｢ｻﾜｲ｣

45mg その他の去たん剤

沢井製薬

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg

10mg その他の⾎液凝固阻止剤

バイエル薬品

ｲｰｹﾌﾟﾗﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50%
ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ900mg｢日医工｣
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg

50%1g その他の抗てんかん剤

大塚製薬

900mg 他に分類されない⾎液・体液用薬

日医工

100mg PTP イソニアジド系製剤

第一三共

ﾊﾞﾗ イソニアジド系製剤

第一三共

ｲｽｺﾁﾝ原末
一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠20mg｢ｻﾜｲ｣
ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠100「MEEK」

20mg 冠⾎管拡張剤
100mg その他の化学療法剤

ｲﾐｸﾞﾗﾝ錠50
ｲﾑﾗﾝ錠50mg

50MG ⾎管収縮剤
50mg PTP 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ80mg

沢井製薬
⼩林化工
ＧＳＫ
ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ

80mg 鎮吐剤

⼩野薬品工業

ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg

125mg 鎮吐剤

⼩野薬品工業

ｲﾚｯｻ錠250

250mg その他の抗悪性腫瘍用剤

アストラゼネカ

ｲﾝｸﾚﾐﾝｼﾛｯﾌﾟ5%
ｲﾝﾀｰﾙ細粒10%
ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠5mg
ｳﾘﾝﾒｯﾄ配合散
ｳﾙｸﾞｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg
ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠50mg「ﾃﾊﾞ」
ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠
ｴｸｾｸﾞﾗﾝ散20%
ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg｢EMEC｣
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK

5% 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）
10%

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

0.5g その他のアレルギー用薬

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ

5mg 四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩製剤;ﾒﾀﾝﾃﾘﾝﾌﾞﾛﾐﾄﾞ等

鳥居薬品

分包1g その他の痛風治療剤
その他の消化性潰瘍用剤
50mg 胆汁酸製剤
100MG その他の抗てんかん剤
200mg/g その他の抗てんかん剤
0.5mg その他の精神神経用剤
5mg アンジオテンシン変換酵素阻害剤

日本薬品工業
塩野義製薬
テバ製薬
大日本住友製薬
大日本住友製薬
エルメッドエーザイ
明治製菓

商品名

規格・容量

ｴﾈｰﾎﾞ配合経腸用液 250mL

薬効分類
250mL その他のたん白アミノ酸製剤

製造販売
アボットジャパン

ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」

50mg 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ファイザー

ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠20mg｢ｹﾐﾌｧ｣

20mg その他のアレルギー用薬

日本ケミファ

ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠SG

その他の泌尿⽣殖器官及び肛門用薬

日本新薬

ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠

250mg エタンブトール製剤

科研製薬

ｴﾌﾋﾟｰOD錠2.5

2.5mg その他の抗パーキンソン剤

エフピー

MSｺﾝﾁﾝ錠10mg

10mg モルヒネ系製剤

MSｺﾝﾁﾝ錠30mg
ｴﾘｽﾛｼﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟW20%

30mg モルヒネ系製剤
20% ﾊﾞﾗ エリスロマイシン製剤

ｴﾘｰﾃﾝ錠5mg

5mg 他に分類されない消化器官用薬

ｴﾙｶﾙﾁﾝFF錠100mg

100mg 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｴﾚﾝﾀｰﾙ配合内用剤
ｴﾝｼｭｱﾘｷｯﾄﾞH

80g その他のたん白アミノ酸製剤

塩野義製薬
ﾏｲﾗﾝEPD
高田製薬
大塚製薬
味の素ファルマ

250ml その他のたん白アミノ酸製剤

アボットジャパン

ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠

20mg その他のあへんアルカロイド系麻薬

塩野義製薬

ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠

40mg その他のあへんアルカロイド系麻薬

塩野義製薬

ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠

5mg その他のあへんアルカロイド系麻薬

塩野義製薬

10mg/包 1g その他のあへんアルカロイド系麻薬

塩野義製薬

2.5mg/包 0.5g その他のあへんアルカロイド系麻薬

塩野義製薬

ｵｷﾉｰﾑ散10mg
ｵｷﾉｰﾑ散2.5mg
ｵｷﾉｰﾑ散5mg
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS
ｵｾﾞｯｸｽ錠
ｵｾﾞｯｸｽ細粒⼩児用15%
ｵﾀﾞｲﾝ錠

ﾒﾛﾝ

塩野義製薬

5mg/包 1g その他のあへんアルカロイド系麻薬
(375mg)

PTP その他の主としてｸﾞﾗﾑ陽性・陰性菌に作用

150mg ピリドンカルボン酸系製剤
150mg1g ピリドンカルボン酸系製剤
125mg 抗腫瘍性植物成分製剤

ｵﾌﾟｿ内服液

10mg/5ml モルヒネ系製剤

ｵﾌﾟｿ内服液

5mg/2.5ml モルヒネ系製剤

ｵﾗﾍﾟﾈﾑ⼩児用細粒10%

100mg/g その他の主としてｸﾞﾗﾑ陽性・陰性菌に作用

塩野義製薬
ＧＳＫ
大正富⼭医薬品
大正富⼭医薬品
日本化薬
大日本住友製薬
大日本住友製薬
明治製菓

ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg

20mg その他の⾎圧降下剤

第一三共

ｶﾞｽｺﾝ錠

40mg ジメチコン製剤

キッセイ薬品工業

ｶﾞｽｺﾝ散10%
ｶﾞｽｺﾝﾄﾞﾛｯﾌﾟ内用液2%
ｶﾞｽﾄﾛｰﾑ顆粒66.7%
ｶﾁ-ﾌN散10mg/g
ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠200mg
酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ｢NP｣原末
重ｶﾏ「ﾖｼﾀﾞ」(細粒状）
酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ｢NP｣原末

10% ジメチコン製剤

キッセイ薬品工業

2% ジメチコン製剤

キッセイ薬品工業

667mg/g 1.5g/包 その他の消化性潰瘍用剤

田辺三菱製薬

10mg/g ビタミンＫ剤

武田薬品工業

200mg その他の抗てんかん剤
0.33g 分包 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
0.5g 分包 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等

ファイザー
ファイザー
吉田製薬

0.67g 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

重ｶﾏ｢ﾖｼﾀﾞ」

1.0g 分包 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等

吉田製薬

重ｶﾏ｢ﾖｼﾀﾞ｣

ﾊﾞﾗ（細粒） 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等

吉田製薬

ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100mg｢日医工」
ｶﾘﾒｰﾄ散
ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝOD錠2mg

100mg 他に分類されないその他の代謝性医薬品
5g×126包 その他の循環器官用薬
2mg その他の⾎圧降下剤

日医工
興和創薬
ファイザー

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒﾙ｣

200mg その他の抗てんかん剤

共和薬品工業

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ細粒50%｢ｱﾒﾙ｣

50% その他の抗てんかん剤

共和薬品工業

ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ酸ﾅﾄﾘｳﾑ散10%｢日医工｣
ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠

10% ﾊﾞﾗ カルバゾクロム系製剤
8mg その他の⾎圧降下剤

日医工
第一三共

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣

500mg システイン系製剤

東和薬品

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝDS50%｢ﾀｶﾀ｣

50%1g システイン系製剤

高田製薬

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg「ﾃﾊﾞ」
ｶﾚﾄﾗ配合錠
ｶﾛﾅｰﾙ細粒
ｶﾛﾅｰﾙ錠300

500mg システイン系製剤
ﾊﾞﾗ 120T 抗ウイルス剤
20% ｱﾆﾘﾝ系製剤;ﾒﾌｪﾅﾑ酸,ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸等
300mg ｱﾆﾘﾝ系製剤;ﾒﾌｪﾅﾑ酸,ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸等

テバ製薬
ｱｯｳﾞｨ
あゆみ製薬
あゆみ製薬

ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠4mg｢あすか｣

4mg その他の⾎圧降下剤

武田薬品工業

ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠8mg｢あすか｣

8mg その他の⾎圧降下剤

武田薬品工業

ｷｼﾛｶｲﾝﾋﾞｽｶｽ2%
ｷﾞﾎﾞﾝｽﾞ錠
ｷｮｳﾆﾝ水
ｸｴﾝ酸第一鉄Na錠50mg｢ｻﾜｲ｣

100ML キシリジン系製剤
1mg その他の鎮けい剤
植物性製剤
50mg 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

アストラゼネカ
旭化成ﾌｧｰﾏ
丸石製薬
沢井製薬

商品名
ｸﾞｯﾄﾞﾐﾝ錠

規格・容量

0.25mg ベンゾジアゼピン系製剤

ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠50mg

50mg その他の糖尿病用剤

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢MEEK｣
ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ･ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10%⼩児用

薬効分類

200mg その他の主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌,ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏに
10% 100mg/g その他の主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌,ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏに

ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ錠40mg｢NP｣

40mg スルフォニル尿素系製剤

ｸﾞﾘﾁﾛﾝ配合錠

その他の肝臓疾患用剤

ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣

2.5mg スルフォニル尿素系製剤

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢EMEC｣

1mg スルフォニル尿素系製剤

ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg

2.5mg その他の高脂⾎症用剤

ｸﾚﾒｼﾞﾝ細粒分包2g

2g その他の解毒剤

製造販売
田辺三菱製薬
⼩野薬品工業
明治製菓
ﾏｲﾗﾝEPD
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
味の素ファルマ
東和薬品
エルメッドエーザイ
塩野義製薬
田辺三菱製薬

ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg「ﾄｰﾜ」

5mg その他の精神神経用剤

東和薬品

ｺﾆｰﾙ錠

4mg 冠⾎管拡張剤

協和発酵キリン

ｺﾑﾀﾝ錠100mg

100mg その他の抗パーキンソン剤

ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠
ｺﾗﾝﾁﾙ配合顆粒

50mg 冠⾎管拡張剤
SP 1g/包 その他の消化性潰瘍用剤

ノバルティスファーマ
興和
塩野義製薬

ｺﾝﾄｰﾙ散

10％ ベンゾジアゼピン系製剤

武田薬品工業

ｻｱﾐｵﾝ錠5mg

5mg その他の循環器官用薬

田辺三菱製薬

ｻﾑｽｶ錠15mg

15mg その他の利尿剤

大塚製薬

ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠100mg｢ｹﾐﾌｧ｣

100mg 他に分類されない⾎液・体液用薬

日本ケミファ

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250

250mg ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗⽣物質製剤;合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ

アステラス製薬

ｻﾜｼﾘﾝ細粒10%

100mg ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗⽣物質製剤;合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ

アステラス製薬

ｻﾝﾒｰﾙ内用液5%

600ml その他の消化性潰瘍用剤

サンド

ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg

25mg その他の不整脈用剤

第一三共

ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ原末｢ﾏﾙｲｼ｣

ﾊﾞﾗ 消化酵素製剤

ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣
ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ散1%｢ｱﾒﾙ｣
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg

共和薬品工業

1% ベンゾジアゼピン系製剤

共和薬品工業

200mg ピリドンカルボン酸系製剤

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa錠25mg「ﾄｰﾜ」

丸石製薬

2mg ベンゾジアゼピン系製剤

25mg フェニル酢酸系製剤

アステラス製薬
東和薬品

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa徐放ｶﾌﾟｾﾙ37.5mg｢ﾄｰﾜ｣

37.5mg フェニル酢酸系製剤

東和薬品

ｼﾞｺﾞｼﾝ錠

0.25mg ジギタリス製剤

中外製薬

ｼﾞｺﾞｼﾝ散0.1%
ｼﾞｽﾛﾏｯｸSR成人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ2g

0.1% ジギタリス製剤
ﾊﾞﾗ

ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐放錠150mg｢日医工｣

150mg その他の不整脈用剤

ﾄﾁﾓﾄのｼﾃｲ
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠5mg

2g その他の主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌,ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏに
⽣薬

5mg ﾌﾞﾘｽﾀｰ その他の精神神経用剤

ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠50mg

中外製薬
ファイザー
日医工
栃本天海堂
日本イーライリリー

50mg その他の不整脈用剤

アステラス製薬

100mg その他の不整脈用剤

アステラス製薬

ｼﾞﾚﾆｱｶﾌﾟｾﾙ0.5mg

0.5mg 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ノバルティスファーマ

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙOD錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

100mg 他に分類されない⾎液・体液用薬

ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg

ｼﾝｸﾞﾚｱ錠10mg

10mg その他のアレルギー用薬

ｼﾝﾗｯｸ錠2.5
ｼﾝﾗｯｸ内用液0.75%
ｼﾝﾗｯｸ錠2.5mgﾊﾞﾗ
ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ顆粒90%｢ﾄｰﾜ｣

ファイザー
MSD

2.5mg その他の下剤,浣腸剤

岩城製薬

10ml その他の下剤,浣腸剤

岩城製薬

2.5mg ﾊﾞﾗ その他の下剤,浣腸剤

岩城製薬

0.75%

1g その他の消化性潰瘍用剤

東和薬品

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣

25mg 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等

東和薬品

ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣

50mg その他の消化性潰瘍用剤

共和薬品工業

ｽﾛ-ｹ-錠600mg

600mg その他の無機質製剤

ノバルティスファーマ

ｾｲﾌﾞﾙ錠

50mg その他の糖尿病用剤

三和化学研究所

ｾﾞﾁｰｱ錠10mg

10mg その他の高脂⾎症用剤

MSD

ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩OD錠10mg｢ｻﾜｲ｣

10mg その他のアレルギー用薬

沢井製薬

ｾﾆﾗﾝ錠2mg

2mg ベンゾジアゼピン系製剤

サンド

ｾﾆﾗﾝ細粒1%

1% ベンゾジアゼピン系製剤

サンド

ｾﾊﾟﾐｯﾄR細粒2%
ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠25mg
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ細粒10%｢ﾄｰﾜ｣
ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
ｾﾌｼﾞﾆﾙ細粒10%⼩児用｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

2%1g SP 0.5g/包 冠⾎管拡張剤
25mg その他の鎮暈剤
10% セフェム系抗⽣物質製剤

MSD
日本新薬
東和薬品

100mg セフェム系抗⽣物質製剤

ファイザー

10% セフェム系抗⽣物質製剤

ファイザー

商品名
ｾﾌｿﾞﾝ細粒⼩児用10%

規格・容量

薬効分類

100mg/g セフェム系抗⽣物質製剤

ｾﾙﾆﾙﾄﾝ錠
ｾﾚｷﾉﾝ錠100mg
ｾﾚﾆｶR顆粒40%

その他の泌尿⽣殖器官及び肛門用薬
100mg 他に分類されない消化器官用薬
40%

ﾊﾞﾗ その他の抗てんかん剤

ｾﾛｸｴﾙ25mg錠

25mg その他の精神神経用剤

ｾﾛｹﾝ錠

20mg その他の⾎圧降下剤

ｾﾞﾛｰﾀﾞ錠300
ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg「ｻﾜｲ」

300mg フルオロウラシル系製剤
12mgPTP 植物性製剤;センナ等

ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ顆粒8%「EMEC」
ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg

8% 植物性製剤;センナ等
100mg 塩基性消炎鎮痛剤

ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩OD錠5mg「EE」
ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠250mg

5mg その他の催眠鎮静剤,抗不安剤

製造販売
アステラス製薬
扶桑薬品工業
田辺三菱製薬
田辺三菱製薬
アステラス製薬
アストラゼネカ
中外製薬
沢井製薬
エルメッドエーザイ
アステラス製薬
エルメッドエーザイ

250mg 炭酸脱水酵素阻害剤

三和化学研究所

炭酸脱水酵素阻害剤

三和化学研究所

ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ末
ﾀｼﾞﾝ錠30

30mg カルバゾクロム系製剤

ﾀﾅﾄﾘﾙ錠

5mg アンジオテンシン変換酵素阻害剤

ﾀﾅﾄﾞｰﾊﾟ顆粒75%

1g その他の強心剤

ﾀﾌﾏｯｸE配合ｶﾌﾟｾﾙ

その他の健胃消化剤

ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75

75mg 抗ウイルス剤

武田薬品工業
田辺三菱製薬
田辺三菱製薬
⼩野薬品工業
中外製薬

ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠0.2mg｢明治｣

0.2mg その他の泌尿⽣殖器官及び肛門用薬

明治製菓

ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ

150mg リンコマイシン系抗⽣物質製剤

ファイザー

ﾀﾙｾﾊﾞ錠150mg

150mg その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾀﾙﾁﾚﾘﾝOD錠5mg

5mg その他の中枢神経系用薬

炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ

ﾊﾞﾗ 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等

単ｼﾛｯﾌﾟ

シロップ製剤;単シロッブ等

中外製薬
日医工
扶桑薬品工業
丸石製薬

ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg

25mg その他の骨格筋弛緩剤

ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ錠25mg｢ｻﾜｲ｣

25mg その他の中枢神経系用薬

沢井製薬

ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」

100mg 他に分類されない⾎液・体液用薬

ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50μg
ﾂｲﾝﾗｲﾝNF配合経腸用液

50μg 甲状腺ホルモン製剤
400mL(A200mLB200mL） その他のたん白アミノ酸製剤

⻩連解毒湯

2.5g 漢方製剤

⼋味地⻩丸

沢井製薬
武田薬品工業
大塚製薬
ツムラ

2.5ｇ 漢方製剤

ツムラ

葛根湯

2.5g 漢方製剤

ツムラ

大建中湯

2.5g 漢方製剤

ツムラ

⽜⾞腎気丸

2.5g 漢方製剤

ツムラ

半夏潟心湯

2.5g 漢方製剤

ツムラ

五苓散

2.5g 漢方製剤

ツムラ

3g 漢方製剤

ツムラ

⼩⻘⻯湯
⻨門冬湯

3g 漢方製剤

ツムラ

猪苓湯

2.5g 漢方製剤

ツムラ

補中益気湯

2.5g 漢方製剤

ツムラ

六君⼦湯

2.5g 漢方製剤

ツムラ

十全大補湯

2.5g 漢方製剤

ツムラ

潤腸湯

2.5g 漢方製剤

ツムラ

抑肝散

2.5g 漢方製剤

ツムラ

温清飲

2.5g 漢方製剤

ツムラ

十味敗毒湯

2.5g 漢方製剤

ツムラ

芍薬甘草湯

2.5g 漢方製剤

ツムラ

ﾂﾙﾊﾞﾀﾞ配合錠
ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩DS⼩児用0.1%｢ﾀｶﾀ
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT20
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT25
ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠100mg｢ｻﾜｲ｣
ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放DS⼩児用20%｢ｻﾜｲ｣
ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg

ﾊﾞﾗ

30T 抗ウイルス剤

0.1%1g その他の気管支拡張剤
20mg その他の代謝拮抗剤
25mg その他の代謝拮抗剤

鳥居薬品
高田製薬
大鵬薬品工業
大鵬薬品工業

100mg キサンチン系製剤

沢井製薬

20% キサンチン系製剤

沢井製薬

0.5mg フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

日医工

ﾃﾉｰﾐﾝ錠25mg

25mg β－遮断剤

アストラゼネカ

ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜｲ｣

50mg その他の消化性潰瘍用剤

沢井製薬

0.5g その他の消化性潰瘍用剤

沢井製薬

ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ細粒10%｢ｻﾜｲ｣

商品名
ﾃﾙｷﾞﾝGﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ0.1%
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｶﾌﾟｾﾙ100mg「NP」

規格・容量

薬効分類

0.1% ﾊﾞﾗ その他の抗ヒスタミン剤
100mg その他の循環器官用薬

ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩OD錠3mg｢ﾄｰﾜ｣
ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩OD錠5mg｢ﾄｰﾜ｣
ﾄﾞﾌﾟｽOD錠100mg
ﾄﾐﾛﾝ細粒⼩児用10%
ﾄﾗｸﾘｱ錠62.5mg
ﾄﾗﾏｰﾙOD錠25mg
ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg
ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠7.5mg
ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢日医工｣

ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10
ﾄﾚﾘｰﾌOD錠25mg
ﾄﾛｷｼﾝ錠100mg
ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢EMEC｣
ﾅｲｷｻﾝ錠
ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ錠90mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

5mg その他の中枢神経系用薬

東和薬品

62.5mg その他の循環器官用薬
その他の鎮暈剤
25mg その他の解熱鎮痛消炎剤
250mg 抗プラスミン剤
7.5mg 四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩製剤;ﾒﾀﾝﾃﾘﾝﾌﾞﾛﾐﾄﾞ等
0.25mg ベンゾジアゼピン系製剤
2mg チアジド系製剤

ﾄﾘｸﾛﾘｰﾙｼﾛｯﾌﾟ10%

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
東和薬品

100mg/g ﾊﾞﾗ セフェム系抗⽣物質製剤

ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣

高田製薬

3mg その他の中枢神経系用薬
100mg その他の抗パーキンソン剤

ﾄﾗﾍﾞﾙﾐﾝ配合錠

製造販売

10% その他の催眠鎮静剤,抗不安剤

大日本住友製薬
大正富⼭医薬品
アクテリオン
エーザイ
日本新薬
第一三共
アステラス製薬
日医工
テバ製薬
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

10mg その他の精神神経用剤

日医工

25mg その他の抗パーキンソン剤

大日本住友製薬

100mg その他の消化性潰瘍用剤
10mg 他に分類されない消化器官用薬
100mg その他の解熱鎮痛消炎剤
90mg その他の糖尿病用剤

ファイザー
エルメッドエーザイ
田辺製薬販売
マイラン製薬

ﾆｺﾗﾝﾏｰﾄ錠5mg

5mg 冠⾎管拡張剤

田辺製薬販売

ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣

5mg その他の循環器官用薬

東和薬品

ﾆﾄﾛﾍﾟﾝ舌下錠0.3mg

0.3mg 100T 冠⾎管拡張剤

日本化薬

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg｢ﾄｰﾜ｣

20mg 冠⾎管拡張剤

東和薬品

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL錠20mg｢ｻﾜｲ｣

20mg 冠⾎管拡張剤

乳糖｢ﾎｴｲ｣

500g1袋(EFC) 乳糖類

乳酸ｶﾙｼｳﾑ水和物「ﾖｼﾀﾞ」G

ﾊﾞﾗ 乳酸カルシウム製剤

沢井製薬
ファイザー
吉田製薬

ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50mg

50mg その他の⾎圧降下剤

MSD

ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

20mg その他の消化性潰瘍用剤

第一三共

ﾈｼｰﾅ錠25mg

25mg その他の糖尿病用剤

武田薬品工業

ﾉｲｷﾉﾝ顆粒1%

10mg/g ﾊﾞﾗ その他の強心剤

ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠
ﾉｳﾘｱｽﾄ錠20mg

その他の混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤(ﾋﾞﾀﾐﾝA･D混合製剤を
20mg その他の抗パーキンソン剤

ﾉﾊﾞﾐﾝ錠5mg
ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠

5mg フェノチアジン系製剤
100mg 他に分類されない⾎液・体液用薬

ﾊｲｼｰ顆粒25%
ﾊﾟｷｼﾙ錠

25% ビタミンＣ剤
10mg その他の精神神経用剤

ﾊﾞｸﾀ配合顆粒
ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠0.5mg
ﾊｰﾌｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠

ﾊﾞﾗ その他の化学療法剤
0.5mg その他の⾎圧降下剤
0.125mg ジギタリス製剤

ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg

10mg その他の消化性潰瘍用剤

ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝOD錠80mg「ﾄｰﾜ」

80mg その他の⾎圧降下剤

ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na錠200mg｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ細粒40%｢EMEC｣

500mg 抗ウイルス剤
200mg その他の抗てんかん剤
40%1gﾊﾞﾗ その他の抗てんかん剤

エーザイ
アステラス製薬
協和発酵キリン
塩野義製薬
バイエル薬品
武田薬品工業
ＧＳＫ
塩野義製薬
田辺三菱製薬
アステラス製薬
味の素ファルマ
東和薬品
ＧＳＫ
第一三共
エルメッドエーザイ

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Naｼﾛｯﾌﾟ5%｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣

5% その他の抗てんかん剤

第一三共

ﾊﾞﾚｲｼｮﾃﾞﾝﾌﾟﾝ原末｢ﾏﾙｲｼ｣

ﾊﾞﾗ デンプン類

丸石製薬

ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝOD錠10mg｢ﾄｰﾜ｣

10mg その他の精神神経用剤

東和薬品

ﾊﾞﾛｽ消泡内用液2%

300ml ジメチコン製剤

堀井薬品工業

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩散0.5g「ﾌｧｲｻﾞｰ」

0.5g バンコマイシン製剤

ﾊﾟﾝﾄｼﾝ散20%

20% パントテン酸系製剤

調剤用ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末
PL配合顆粒
ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝOD錠15mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝR散

その他の混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤(ﾋﾞﾀﾐﾝA･D混合製剤を
SP 1g/包 総合感冒剤
15mg その他の糖尿病用剤

第一三共
武田薬品工業
塩野義製薬
ファイザー

1g/包 分包 活性⽣菌製剤

武田薬品工業

1g 活性⽣菌製剤

武田薬品工業

ﾊﾞﾗ その他の下剤,浣腸剤

エルメッドエーザイ

ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ配合散
ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄDS1%｢EMEC｣

ファイザー

1%

商品名
ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠2.5mg｢ﾄｰﾜ」

規格・容量

薬効分類

製造販売

2.5mg β－遮断剤

東和薬品

ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠5mg｢ﾄｰﾜ｣

5mg β－遮断剤

東和薬品

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa･OD錠2mg｢ﾄｰﾜ｣

2mg その他の高脂⾎症用剤

東和薬品

ﾋﾞﾀﾌｧﾝﾄF錠25
ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠25mgﾊﾞﾗ
ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠10mg
ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠1.25mg｢TE｣

25mg ビタミンＢ１誘導体製剤

第一三共

10mg ビタミンＢ６剤

中外製薬

1.25mg その他の強心剤

ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末

ピラジナミド製剤

ﾋﾙﾅﾐﾝ錠
ﾋﾙﾅﾐﾝ細粒10%
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢EMEC｣

東和薬品

25mg ﾊﾞﾗ ヒダントイン系製剤

アステラス製薬
第一三共

5mg フェノチアジン系製剤

塩野義製薬

フェノチアジン系製剤

塩野義製薬

20mg Ｈ２遮断剤

エルメッドエーザイ

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ散10%｢日医工｣

10%1g Ｈ２遮断剤

日医工

ﾌｧﾛﾑ錠200mg

200mg その他の主としてｸﾞﾗﾑ陽性・陰性菌に作用

マルホ

ﾌｧﾛﾑﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ⼩児用10%
ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ100mg/ml
ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg
ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠200mg
ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩OD錠60mg｢NP｣
ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠

100mg その他の主としてｸﾞﾗﾑ陽性・陰性菌に作用
100mg/ml 24ml アムホテリシンＢ製剤
50mg 主としてカビに作用するもの

ファイザー

200mg 主としてカビに作用するもの

ファイザー

60mg その他のアレルギー用薬

第一三共

10% ﾊﾞﾙﾋﾞﾂｰﾙ酸系及びﾁｵﾊﾞﾙﾋﾞﾂｰﾙ酸系製剤

第一三共

20mg その他の痛風治療剤

ﾌｪﾛﾐｱ錠

ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯﾄ錠105mg
ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠
ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠
ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250MG

帝人ﾌｧｰﾏ

鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

エーザイ

ﾊﾞﾗ 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

エーザイ

50mg 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

エーザイ

ﾌｪﾛﾐｱ顆粒8.3%
ﾌｪﾛﾐｱ錠50mgﾊﾞﾗ

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

30mg ﾊﾞﾗ ﾊﾞﾙﾋﾞﾂｰﾙ酸系及びﾁｵﾊﾞﾙﾋﾞﾂｰﾙ酸系製剤

ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ散10%
ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠20mg

マルホ
ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ

105mg 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）
5mg ﾊﾞﾗ 葉酸製剤
10mg アトロピン系製剤
250mg その他の抗原虫剤

ﾏｲﾗﾝEPD
武田薬品工業
日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
塩野義製薬

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg｢NP｣

10mg その他の高脂⾎症用剤

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ錠

20mg 冠⾎管拡張剤

アステラス製薬

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄDS10%「EK」
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg｢日医工｣
ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg｢日医工｣
ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ細粒2%

10% その他のアレルギー用薬
112.5mg その他のアレルギー用薬
250mgﾊﾞﾗ プリミドン系製剤
2%

ﾌﾙｲﾄﾗﾝ錠
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜｲ｣

100mg その他の化学療法剤

ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠200
ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg「ﾃﾊﾞ」

ﾊﾞﾗ 他に分類されない消化器官用薬
2mg チアジド系製剤

エルメッドエーザイ
日医工
日医工
アステラス製薬
塩野義製薬
沢井製薬

1mg ベンゾジアゼピン系製剤

共和薬品工業

5mg プレドニゾロン系製剤

塩野義製薬

200mg 合成⻩体ホルモン製剤

富士製薬工業

20mg その他の利尿剤

テバ製薬

ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg「ﾃﾊﾞ」

40mg その他の利尿剤

テバ製薬

ﾌﾛｾﾐﾄﾞ細粒4%｢EMEC｣

40mg/g その他の利尿剤

ﾌﾞﾛﾁﾝｼﾛｯﾌﾟ3.3%

植物性製剤

エルメッドエーザイ
第一三共

ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠

5ug 他に分類されない⾎液・体液用薬

大日本住友製薬

ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ-B配合錠

PTP その他の精神神経用剤

塩野義製薬

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢日医工｣

200mg クロフィブラート系製剤

ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩錠6mg｢ﾄｰﾜ｣
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣

6mg その他の鎮暈剤
0.5mg フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

日医工
東和薬品
沢井製薬

ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢OME｣

4mg 冠⾎管拡張剤

エルメッドエーザイ

ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄNa錠20μg｢ﾃﾊﾞ｣

20μg 他に分類されない⾎液・体液用薬

テバ製薬

ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ散1%
ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg
ﾍﾞﾘﾁｰﾑ配合顆粒
ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙ錠4mg｢日医工｣
ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠25mg

1%

ﾊﾞﾗ その他の抗ヒスタミン剤

日医工

4mg その他の抗ヒスタミン剤

日医工

1g 分包 その他の健胃消化剤
4mg アンジオテンシン変換酵素阻害剤

塩野義製薬
日医工

25mg 冠⾎管拡張剤

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ

ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠100mg

100mg 冠⾎管拡張剤

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ

ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ

100mg 冠⾎管拡張剤

田辺三菱製薬

商品名
ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ錠30

規格・容量

薬効分類
30mg 冠⾎管拡張剤

ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠
ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ細粒1%
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
ﾎｽﾐｼﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ400
ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ顆粒15%｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

田辺三菱製薬

5mg ベンゾジアゼピン系製剤

塩野義製薬

1% ベンゾジアゼピン系製剤

塩野義製薬

0.2mg その他の糖尿病用剤
400mg/g ホスホマイシン製剤

ﾎﾟﾗｷｽ錠

製造販売

3mg その他の泌尿⽣殖器官及び肛門用薬
15% 1g 分包0.5g その他の消化性潰瘍用剤

ファイザー
明治製菓
ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ
ファイザー

ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ錠2mg

2mg その他の抗ヒスタミン剤

高田製薬

ﾎﾘｿﾞﾝ錠5mg

5mg ベンゾジアゼピン系製剤

丸石製薬

83.3% 0.6g 他に分類されない消化器官用薬

ﾏｲﾗﾝEPD

ﾎﾟﾘﾌﾙ細粒83.3%
ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ3.25%

3.25% ｱﾆﾘﾝ系製剤;ﾒﾌｪﾅﾑ酸,ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸等

ﾏｲｽﾀﾝ細粒1%
ﾏｲｽﾀﾝ錠10mg

1% 抗てんかん剤
10mg その他の抗てんかん剤
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大日本住友製薬
大日本住友製薬

ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠

330mg 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等

ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠250mg

250mg 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等

日本新薬

その他の抗パーキンソン剤

中外製薬

ﾏﾄﾞﾊﾟｰ配合錠
ﾐｵﾅｰﾙ顆粒10%
ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠40mg
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩顆粒2%「ｻﾜｲ」
ﾐﾗﾍﾟｯｸｽLA錠0.375mg
ﾐﾗﾍﾟｯｸｽLA錠1.5mg
ﾑｺｻｰﾙ錠15mg
ﾑｺｻｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1.5%
ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg
ﾒｲﾗｯｸｽ細粒１％
ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣

10% その他の鎮けい剤
40mg その他の⾎圧降下剤

日本新薬

エーザイ
アステラス製薬

100mg テトラサイクリン系抗⽣物質製剤

沢井製薬

20mg/g テトラサイクリン系抗⽣物質製剤

沢井製薬

0.375mg その他の抗パーキンソン剤

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ

1.5mg その他の抗パーキンソン剤

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ

15mg その他の去たん剤

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ

1.5% ﾊﾞﾗ その他の去たん剤

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ

100mg セフェム系抗⽣物質製剤
1%

ﾊﾞﾗ ベンゾジアゼピン系製剤

明治製菓
明治製菓

100mg その他の不整脈用剤

日医工

ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg｢日医工｣

50mg その他の不整脈用剤

日医工

ﾒｷﾀｼﾞﾝ細粒0.6%｢ﾀｲﾖｰ｣

0.6% フェノチアジン系製剤

テバ製薬

ﾒｻﾌｨﾘﾝ配合散

1g/包 その他の消化性潰瘍用剤

エーザイ

ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg

15mg デキストロメトルファン製剤

塩野義製薬

その他の鎮咳去たん剤

塩野義製薬

ﾒｼﾞｺﾝ配合ｼﾛｯﾌﾟ
ﾒｽﾁﾉﾝ錠60mg
ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠
ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg
ﾒﾄﾘｼﾞﾝ錠
ﾒﾈｼｯﾄ配合錠100
ﾒﾌﾟﾁﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ0.005%

60mg その他の⾃律神経剤

共和薬品工業

500ug ビタミンＢ１２剤

エーザイ

250mg ビグアナイド系製剤
2mg ⾎管収縮剤
100mg その他の抗パーキンソン剤
ﾊﾞﾗ その他の気管支拡張剤

大日本住友製薬
大正富⼭医薬品
MSD
大塚製薬

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg

5mg 抗甲状腺ホルモン剤

武田薬品工業

ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢日医工｣

5mg 他に分類されない消化器官用薬

日医工

1% 他に分類されない消化器官用薬

日医工

ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩散1%｢日医工｣
ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10mg
薬用炭｢日医工｣
ﾕﾅｼﾝ細粒⼩児用10%
ﾕﾆﾌｨﾙLA錠
ﾕﾘﾉｰﾑ錠
ﾗｺｰﾙNF配合経腸用液
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠⼩児用5mg
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠100mg

10mg その他の解熱鎮痛消炎剤
バラ その他の止しゃ剤,整腸剤
100mg/g ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗⽣物質製剤;合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ
200mg キサンチン系製剤
50mg その他の痛風治療剤
200ml(ﾐﾙｸﾌﾚｰﾊﾞｰ) その他のたん白アミノ酸製剤

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
日医工
ファイザー
大塚製薬
鳥居薬品
大塚製薬

25mg その他の抗てんかん剤

ＧＳＫ

5mg その他の抗てんかん剤

ＧＳＫ

100mg その他の抗てんかん剤

ＧＳＫ

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg

15mg その他の消化性潰瘍用剤

ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20mg

20mg その他の⾎圧降下剤

ﾘｵﾚｻｰﾙ錠5mg

5mg その他の鎮けい剤

田辺三菱製薬

10% その他のアレルギー用薬

キッセイ薬品工業

ﾘｻﾍﾞﾝ細粒10%
ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠10mg｢日医工｣
ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ細粒1%｢MEEK」
ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸Na錠17.5mg｢ｻﾜｲ｣

10mg アンジオテンシン変換酵素阻害剤
1% ﾊﾞﾗ その他の精神神経用剤
17.5mg 他に分類されないその他の代謝性医薬品

東和薬品
ゼリア新薬工業

日医工
明治製菓
沢井製薬

商品名
ﾘｰﾊﾞｸﾄ配合顆粒
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｻﾝﾄﾞ」
ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠1mg

規格・容量

薬効分類
4.15g 混合アミノ酸製剤
150mg リファンピシン製剤

1mg ﾊﾞﾗ その他の抗てんかん剤

製造販売
味の素ファルマ
サンド
中外製薬

ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ細粒

0.1% その他の抗てんかん剤

中外製薬

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg

75mg その他の中枢神経系用薬

ファイザー

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg

25mg その他の中枢神経系用薬

ファイザー

ﾘﾙｿﾞｰﾙ錠50mg｢AA｣

50mg その他の中枢神経系用薬

武田薬品工業

塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠2｢MEEK｣
ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩散1%｢ﾀｹﾀﾞ｣

2mg その他の催眠鎮静剤,抗不安剤
1% ﾊﾞﾗ コデイン系製剤（家庭麻薬）

ﾘﾝﾄﾝ錠（0.75mg)

0.75mg その他の精神神経用剤

ﾘﾝﾄﾝ細粒1%

10mg/g その他の精神神経用剤

ﾙﾌﾟﾗｯｸ錠
ﾙﾎﾞｯｸｽ錠25
ﾚｷｯﾌﾟCR錠2mg

8mg その他の利尿剤
25mg その他の精神神経用剤
2mg その他の抗パーキンソン剤

明治製菓
武田薬品工業
田辺三菱製薬
田辺三菱製薬
富⼭化学工業
ｱｯｳﾞｨ
ＧＳＫ

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞOD錠100mg「明治」

100mg その他の消化性潰瘍用剤

明治製菓

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ[錠]500mg｢DSEP｣

500mg ピリドンカルボン酸系製剤

第一三共

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ[細粒]10%｢DSEP｣

100g ピリドンカルボン酸系製剤

第一三共

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣

60mg その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾛｻﾙﾀﾝK錠50mg｢ﾄｰﾜ｣

50mg その他の⾎圧降下剤

ﾛｾﾞﾚﾑ錠8mg
ﾛﾄﾘｶﾞ粒状ｶﾌﾟｾﾙ2g

8mg その他の中枢神経系用薬
2g その他の高脂⾎症用剤

エルメッドエーザイ
東和薬品
武田薬品工業
武田薬品工業

ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲﾖｰ｣

1mg その他の止しゃ剤,整腸剤

テバ製薬

ﾛﾍﾗﾐﾄﾞ塩酸塩細粒⼩児用｢ﾀｲﾖｰ｣

0.05% ﾊﾞﾗ その他の止しゃ剤,整腸剤

テバ製薬

ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5mg「ｻﾜｲ」
ﾜｿﾗﾝ錠40mg
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠0.5mg
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠
ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.25ug
ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠1ug

0.5mg ベンゾジアゼピン系製剤
40mg 冠⾎管拡張剤

沢井製薬
エーザイ

0.5mg PTP ジクマロール系製剤

エーザイ

1mg PTP ジクマロール系製剤

エーザイ

0.25ug 合成ビタミンＤ製剤

帝人ﾌｧｰﾏ

1ug 合成ビタミンＤ製剤

帝人ﾌｧｰﾏ

