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2．院外限定薬
NO. 薬品名 成分名 分類

1 アイピーディカプセル (100mg) トシル酸スプラタスト 内服
2 アキネトン細粒1% ビペリデン塩酸塩 内服
3 アクアチムクリーム1% (10g) ナジフロキサシン 外用
4 アクトス錠15 (15mg) 糖尿病薬 ピオグリタゾン塩酸塩 内服
5 アクトス錠30 (30mg) 糖尿病薬 ピオグリタゾン塩酸塩 内服
6 アクトネル錠17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 内服
7 アクトネル錠75mg リセドロン酸ナトリウム水和物 内服
8 アコニンサン錠 (3錠/包） 加工ブシマツ 内服
9 アザルフィジンEN錠500mg サラゾスルファピリジン 内服

10 アシノン錠150mg ニザチジン 内服
11 アスペノンカプセル20 (20mg) アプリンジン塩酸塩 内服
12 アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 モメタゾンフランカルボン酸エステル 外用
13 アゼプチン錠1mg アゼラスチン塩酸塩 内服
14 アダラートCR錠20mg ニフェジピン 内服
15 アタラックス-Pカプセル25mg ヒドロキシジンパモ酸塩 内服
16 アテレック錠10 (10mg) シルニジピン 内服
17 アテレック錠２0 (20mg) シルニジピン 内服
18 アドエア 125 エアゾール120吸入用 外用
19 アドナ錠30mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 内服
20 アバプロ錠100mg イルベサルタン 内服
21 アバプロ錠50mg イルベサルタン 内服
22 アフタゾロン口腔用軟膏0.1% (3g) デキサメタゾン 外用
23 アプレース錠100mg トロキシピド 内服
24 アマリール錠 0.5mg 糖尿病薬 グリメピリド 内服
25 アマリール錠1mg 糖尿病薬 グリメピリド 内服
26 アモバン錠１０ (10mg) ゾピクロン 内服
27 アラセナ-A軟膏3% (5g) ビダラビン 外用
28 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 外用
29 アリナミンF糖衣錠25mg フルスルチアミン 内服
30 アリミデックス錠1mg アナストロゾール 内服
31 アルサルミン細粒90% (1g) スクラルファート 内服
32 アルサルミン内用液10% スクラルファート 内服
33 アルタットカプセル75 (75mg) ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 内服
34 アルファロールカプセル1μg アルファカルシドール 内服
35 アレグラ錠60mg フェキソフェナジン塩酸塩 内服
36 アレジオンドライシロップ1% エピナスチン塩酸塩 内服
37 アレジオン錠20 (20mg) エピナスチン塩酸塩 内服
38 アレロックOD錠5 (5mg) オロパタジン塩酸塩 内服
39 アレロック顆粒0.5% (0.5g) オロパタジン塩酸塩 内服
40 アンカロン錠100 (100mg) アミオダロン塩酸塩 内服
41 アンテベートクリーム0.05% (5g) ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 外用
42 アンテベートローション0.05% (10g) ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 外用
43 アンテベート軟膏0.05% (5g) ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 外用
44 アンヒバ坐剤小児用 ２00mg アセトアミノフェン 外用
45 アンヒバ坐剤小児用100mg アセトアミノフェン 外用
46 アンプラーグ錠100mg サルポグレラート塩酸塩 内服
47 イソジンガーグル液7% (30mL) ポビドンヨード 外用
48 イソジンゲル10% (90g) ポビドンヨード 外用
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49 イトリゾールカプセル (50mg) イトラコナゾール 内服
50 イミグラン錠 (50mg) スマトリプタンコハク酸塩 内服
51 イメンドカプセル125mg アプレピタント 内服
52 イメンドカプセル80mg アプレピタント 内服
53 イルベタン錠 100mg イルベサルタン 内服
54 イルベタン錠２00mg イルベサルタン 内服
55 イレッサ錠250 (250mg） ゲフィチニブ 内服
56 インサイドパップ70mg (10X14cmX5枚) インドメタシン 外用
57 インスリン グラルギンBS注カート インスリン グラルギン (遺伝子組換え) 注射
58 インテバンクリーム1% (25g) インドメタシン 外用
59 インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩 内服
60 ウチダの八味丸M （20丸/包） 内服
61 ウテメリン錠5mg リトドリン塩酸塩 内服
62 ウラリット配合錠 内服
63 ウルソ錠100mg ウルソデオキシコール酸 内服
64 ウレパールクリーム10% (20g) 尿素 外用
65 エースコール錠2mg テモカプリル塩酸塩 内服
66 エカード配合錠HD カンデサルタンシレキセチル/ヒドロクロロチアジド 内服
67 エスカゾール錠200mg アルベンダゾール 内服
68 エストラーナテープ0.36mg エストラジオール 外用
69 エックスフォージ配合 OD 錠 バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩 内服
70 エバステルOD錠10mg エバスチン 内服
71 エビリファイ内用液0.1% (1mL) アリピプラゾール 内服
72 エプクルーサ配合錠 ソホスブビル/ベルパタスビル 内服
73 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 デキサメタゾンシペシル酸エステル 外用
74 エンペシドクリーム1% (10g) クロトリマゾール 外用
75 エンペシド腟錠100mg クロトリマゾール 外用
76 オイグルコン錠2.5mg 糖尿病薬 グリベンクラミド 内服
77 オキナゾール膣錠600mg 硝酸オキシコナゾール 外用
78 オゼックス錠小児用60mg トスフロキサシントシル酸水和物 内服
79 オゼンピック皮下注 0.5mg SD セマグルチド(遺伝子組換え) 注射
80 オゼンピック皮下注 1.0mg SD セマグルチド(遺伝子組換え) 注射
81 オドリック錠1mg トランドラプリル 内服
82 オルメテックOD錠 10mg オルメサルタン メドキソミル 内服
83 オルメテックOD錠 20mg オルメサルタン メドキソミル 内服
84 オルメテックOD錠 40mg オルメサルタン メドキソミル 内服
85 オングリザ錠 5mg 糖尿病薬 サキサグリプチン水和物 内服
86 ガスコンドロップ内用液2% ジメチコン 内服
87 ガスコン錠40mg ジメチコン 内服
88 ガスターD錠 20mg ファモチジン 内服
89 ガスターD錠10mg ファモチジン 内服
90 ガスロンN･OD錠2mg イルソグラジンマレイン酸塩 内服
91 カソデックスOD錠80mg ビカルタミド 内服
92 カタリンK点眼用0.005% (15mL) ピレノキシン 外用
93 カトレップテープ35mg (7X10cmX7枚) インドメタシン 外用
94 ガナトン錠50mg イトプリド塩酸塩 内服
95 カバサール錠1.0mg カベルゴリン 内服
96 カプトリル錠12.5mg カプトプリル 内服
97 ガラフォルドカプセル123mg ミガーラスタット塩酸塩 内服
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98 カルスロット錠 (20mg) 塩酸マニジピン 内服
99 カルデナリン錠2mg ドキサゾシンメシル酸塩 内服

100 カルナクリンカプセル (25単位) カリジノゲナーゼ 内服
101 カルブロック錠16mg アゼルニジピン 内服
102 キサラタン点眼液0.005% (2.5mL) ラタノプロスト 外用
103 キネダック錠50mg エパルレスタット 内服
104 キプレス OD 錠10mg モンテルカストナトリウム 内服
105 きゅう帰調血飲(2.0g) 内服
106 キュウ帰膠ガイ湯エキス顆粒 (3.0g) 内服
107 キンダベート軟膏0.05% (5g) 酪酸クロベタゾン 外用
108 グラクティブ錠50mg 糖尿病薬 シタグリプチンリン酸塩水和物 内服
109 グラケーカプセル15mg メナテトレノン 内服
110 クラビット錠 250mg レボフロキサシン水和物 内服
111 クラビット錠500mg レボフロキサシン水和物 内服
112 クラビット点眼液 1.5% (5mL) レボフロキサシン水和物 外用
113 クラビット点眼液0.5% (5mL) レボフロキサシン 外用
114 グラマリール錠25mg チアプリド塩酸塩 内服
115 クラリチン錠10mg ロラタジン 内服
116 グランダキシン錠50 (50mg) トフィソパム 内服
117 グリセリン浣腸液50% 30mL (Sタイプ) グリセリン 外用
118 グリミクロン HA 錠 20mg 糖尿病薬 グリクラジド 内服
119 グリミクロン錠40mg 糖尿病薬 グリクラジド 内服
120 グルコバイ錠100mg 糖尿病薬 アカルボース 内服
121 クレストール OD 錠2.5mg ロスバスタチンカルシウム 内服
122 クレストール OD 錠5mg ロスバスタチンカルシウム 内服
123 クレメジン細粒分包2g 球形吸着炭 内服
124 クレメジン速崩錠500mg 球形吸着炭 内服
125 クロマイ腟錠100mg クロラムフェニコール 外用
126 ケイキサレート散 (5g) ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 内服
127 ケルロング錠10mg ベタキソロール塩酸塩 内服
128 ゲンタシン軟膏0.1% (10g) ゲンタマイシン硫酸塩 外用
129 コディオ配合錠EX バルサルタン/ヒドロクロロチアジド 内服
130 コニール錠 (4mg) 塩酸ベニジピン 内服
131 コバシル錠4mg ペリンドプリルエルブミン 内服
132 コメリアンコーワ錠 (50mg) ジラゼプ塩酸塩水和物 内服
133 コランチル顆粒 内服
134 コロネル細粒83.3% (1.2g) ポリカルボフィルカルシウム 内服
135 コンスタン錠0.4mg アルプラゾラム 内服
136 サーティカン錠0.75mg エベロリムス 内服
137 サアミオン錠5mg ニセルゴリン 内服
138 サイレース錠1mg フルニトラゼパム 内服
139 ザイロリック錠 50 (50mg) アロプリノール 内服
140 ザジテンカプセル1mg ケトチフェンフマル酸塩 内服
141 ザジテンドライシロップ0.1% ケトチフェンフマル酸塩 内服
142 ザジテン点眼液0.05% (5mL) ケトチフェンフマル酸塩 外用
143 ザジテン点鼻液0.05% (8mL) ケトチフェンフマル酸塩 外用
144 サワシリンカプセル250 (250mg) アモキシシリン 内服
145 サワシリン細粒10% アモキシシリン 内服
146 サンコバ点眼液0.02% (5mL) シアノコバラミン 外用
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147 サンピロ点眼液 (1% 5mL) 塩酸ピロカルピン 外用
148 サンリズムカプセル25mg ピルジカイニド塩酸塩水和物 内服
149 ジェイゾロフト OD 錠25mg 塩酸セルトラリン 内服
150 ジェイゾロフト錠25mg 塩酸セルトラリン 内服
151 ジェイゾロフト錠50mg 塩酸セルトラリン 内服
152 シグマート錠5mg ニコランジル 内服
153 ジスロマック細粒小児用10% アジスロマイシン水和物 内服
154 ジプレキサ ザイディス錠 5mg オランザピン 内服
155 ジプレキサ ザイディス錠 10mg オランザピン 内服
156 ジプレキサ ザイディス錠 2.5mg オランザピン 内服
157 ジプレキサ錠 2.5mg オランザピン 内服
158 ジプレキサ錠10mg オランザピン 内服
159 シプロキサン錠200mg 塩酸シプロフロキサシン 内服
160 シベノール錠50mg シベンゾリンコハク酸塩 内服
161 ジャディアンス錠25mg 糖尿病薬 エンパグリフロジン 内服
162 ジルテックドライシロップ1.25% セチリジン塩酸塩 内服
163 ジルテック錠 (10mg) 塩酸セチリジン 内服
164 シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩 内服
165 スージャヌ配合錠 糖尿病薬 シタグリプチン/イプラグリフロジン 内服
166 スターシス錠 30mg 糖尿病薬 ナテグリニド 内服
167 スターシス錠 90mg 糖尿病薬 ナテグリニド 内服
168 ステロネマ注腸 1.5mg (50mL) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 外用
169 スピロペント錠 10μg クレンブテロール塩酸塩 内服
170 セディール錠10mg タンドスピロンクエン酸塩 内服
171 セファドール錠25mg ジフェニドール塩酸塩 内服
172 セフカペン ピボキシル塩酸塩小児用細粒10% セフカペン ピボキシル塩酸塩 内服
173 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 内服
174 セフジトレン ピボキシル錠100mg セフジトレン ピボキシル 内服
175 セフジニルカプセル100mg セフジニル 内服
176 セフジニル細粒10%小児用 セフジニル 内服
177 セフゾンカプセル100mg セフジニル 内服
178 セフゾン細粒小児用10% セフジニル 内服
179 セルシン錠2mg ジアゼパム 内服
180 セルシン錠5mg ジアゼパム 内服
181 セルタッチテープ70 (10X14cmX7) フェルビナク 外用
182 セルタッチパップ70 (10X14cmX6枚) フェルビナク 外用
183 セルベックス細粒10% テプレノン 内服
184 セレキノン錠100mg トリメブチンマレイン酸塩 内服
185 セレクトール錠200mg セリプロロール塩酸塩 内服
186 セレジストOD錠5mg タルチレリン水和物 内服
187 セレネース細粒1% ハロペリドール 内服
188 セレネース錠1mg ハロペリドール 内服
189 セレネース錠3mg ハロペリドール 内服
190 セロクエル細粒50% クエチアピンフマル酸塩 内服
191 セロクエル錠100mg クエチアピンフマル酸塩 内服
192 セロクエル錠200mg クエチアピンフマル酸塩 内服
193 セロクエル錠25mg クエチアピンフマル酸塩 内服
194 セロクラール錠20mg イフェンプロジル酒石酸塩 内服
195 セロケン錠 20mg メトプロロール酒石酸塩 内服
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196 ゾーミッグRM錠2.5mg ゾルミトリプタン 内服
197 ゾビラックス 眼 軟膏3% (5g) アシクロビル 外用
198 ゾビラックス錠 (200mg) アシクロビル 内服
199 ゾビラックス軟膏5% (5g) アシクロビル 外用
200 ソラナックス錠0.8mg アルプラゾラム 内服
201 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 注射
202 ダイアート錠 30mg アゾセミド 内服
203 ダイアート錠 60mg アゾセミド 内服
204 ダイアコート軟膏0.05% (5g) ジフロラゾン酢酸エステル 外用
205 タガメット錠200mg シメチジン 内服
206 タチオン錠100mg グルタチオン 内服
207 タナトリル錠5 (5mg) イミダプリル塩酸塩 内服
208 タベジール錠1mg クレマスチンフマル酸塩 内服
209 ダラシンTゲル1% (10g) クリンダマイシンリン酸エステル 外用
210 タリオン錠10mg ベポタスチンベシル酸塩 内服
211 タリビッド眼軟膏0.3% (3.5g) オフロキサシン 外用
212 チモプトールXE点眼液0.5% (2.5mL) チモロールマレイン酸塩 外用
213 チモプトール点眼液0.5% (5mL) チモロールマレイン酸塩 外用
214 ディオバン錠 160mg バルサルタン 内服
215 ディオバン錠 80mg バルサルタン 内服
216 テオドール錠 100mg テオフィリン 内服
217 テオドール錠 200mg テオフィリン 内服
218 デカドロンエリキシル0.01% デキサメタゾン 内服
219 テシプール錠1mg (1mg) セチプチリンマレイン酸塩 内服
220 テノーミン錠25 (25mg) アテノロール 内服
221 テノーミン錠50 (50mg) アテノロール 内服
222 デパケンシロップ5% バルプロ酸ナトリウム 内服
223 デパス錠0.5mg エチゾラム 内服
224 デプロメール錠25 (25mg) フルボキサミンマレイン酸塩 内服
225 デプロメール錠50 (50mg) フルボキサミンマレイン酸塩 内服
226 デプロメール錠75 (75mg) フルボキサミンマレイン酸塩 内服
227 テモダールカプセル100mg テモゾロミド 内服
228 テモダールカプセル20mg テモゾロミド 内服
229 テルネリン錠1mg チザニジン塩酸塩 内服
230 デルモベートスカルプローション0.05% (10g) クロベタゾールプロピオン酸エステル 外用
231 ドグマチールカプセル50mg スルピリド 内服
232 ドラール錠15 (15mg) クアゼパム 内服
233 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 内服
234 ドルナー錠20μg ベラプロストナトリウム 内服
235 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) 注射
236 トロンビン細粒｢経口用｣(10000単位1g) トロンビン 内服
237 ナウゼリンOD錠10 (10mg) ドンペリドン 内服
238 ナウゼリン坐剤 (10mg) ドンペリドン 外用
239 ナパゲルンローション3% (50mL) フェルビナク 外用
240 ニコチネルTTS10 (17.5mg) ニコチン 外用
241 ニコチネルTTS20 (35mg) ニコチン 外用
242 ニコチネルTTS30 (52.5mg) ニコチン 外用
243 ニゾラールローション2% (10g) ケトコナゾール 外用
244 ニゾラールクリーム2% (10g) ケトコナゾール 外用
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245 ニバジール錠 2mg ニルバジピン 内服
246 ニバジール錠4mg ニルバジピン 内服
247 ニフラン点眼液0.1% (5mL) プラノプロフェン 外用
248 ニューロタン錠 25mg ロサルタンカリウム 内服
249 ニューロタン錠50mg ロサルタンカリウム 内服
250 ネオーラル カプセル10mg シクロスポリン 内服
251 ネオーラル カプセル25mg シクロスポリン 内服
252 ネオーラル カプセル50mg シクロスポリン 内服
253 ネリゾナクリーム0.1% (5g) ジフルコルトロン吉草酸エステル 外用
254 ネリプロクト坐剤 外用
255 ネリプロクト軟膏 (2g) 外用
256 ノイキノン錠10mg ユビデカレノン 内服
257 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) 注射
258 ノリトレン錠10mg ノルトリプチリン塩酸塩 内服
259 ノルバスクOD錠5mg アムロジピンベシル酸塩 内服
260 ノルバデックス錠20mg タモキシフェンクエン酸塩 内服
261 パーロデル錠2.5mg ブロモクリプチンメシル酸塩 内服
262 ハイペン錠200mg エトドラク 内服
263 ハイボン細粒10% リボフラビン酪酸エステル 内服
264 パキシル錠 10mg パロキセチン塩酸塩水和物 内服
265 パキシル錠 5mg パロキセチン塩酸塩水和物 内服
266 パキシル錠20mg パロキセチン塩酸塩水和物 内服
267 バクタ配合錠 スルファメトキサゾール/トリメトプリム 内服
268 バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール/トリメトプリム 内服
269 バップフォー錠10 (10mg) プロピベリン塩酸塩 内服
270 パナルジン細粒10% チクロピジン塩酸塩 内服
271 パナルジン錠100mg チクロピジン塩酸塩 内服
272 バナンドライシロップ 5% セフポドキシムプロキセチル 内服
273 バナン錠100mg セフポドキシムプロキセチル 内服
274 バラクルード錠0.5mg エンテカビル水和物 内服
275 バルトレックス錠 (500mg) バラシクロビル塩酸 内服
276 バルトレックス顆粒50% バラシクロビル塩酸塩 内服
277 ハルナールD錠0.2mg タムスロシン塩酸塩 内服
278 パントシン散20% パンテチン 内服
279 PL配合顆粒 (1g) 内服
280 ビ･シフロール錠 0.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 内服
281 ビ･シフロール錠0.125mg プラミペキソール塩酸塩水和物 内服
282 ヒアレイン点眼液0.1% (5mL) ヒアルロン酸ナトリウム 外用
283 ビソルボン吸入液0.2% ブロムヘキシン塩酸塩 外用
284 ビソルボン錠4mg ブロムヘキシン塩酸塩 内服
285 ビタメジン配合カプセルB25 ビタミン 内服
286 ピドキサール錠20mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 内服
287 ヒドロクロロチアジド錠25mg ヒドロクロロチアジド 内服
288 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） 注射
289 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) 注射
290 ビラフトビカプセル50mg エンコラフェニブ 内服
291 フィアスプ注100単位/mL (10mL) インスリン アスパルト(遺伝子組換え) 注射
292 フェアストン錠40 (40mg) トレミフェンクエン酸塩 内服
293 フェマーラ錠2.5mg レトロゾール 内服
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294 フェロベリン配合錠 内服
295 フェロミア錠50mg クエン酸第一鉄ナトリウム 内服
296 フオイパン錠100mg カモスタットメシル酸塩 内服
297 フォサマック錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 内服
298 フォサマック錠5 (5mg) アレンドロン酸ナトリウム水和物 内服
299 フォルテオ皮下注キット600μg (2.4mL) テリパラチド(遺伝子組換え) 注射
300 ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物 内服
301 ブラダロン錠200mg フラボキサート塩酸塩 内服
302 プラビックス錠２５mg クロピドグレル硫酸塩 内服
303 プラビックス錠75mg クロピドグレル硫酸塩 内服
304 フランドルテープ40mg (63.5X63.5mm) 硝酸イソソルビド 外用
305 フリバス OD 錠 ２５mg ナフトピジル 内服
306 フリバス OD 錠75mg ナフトピジル 内服
307 プリンペラン錠5 (5mg) メトクロプラミド 内服
308 フルイトラン錠 1mg トリクロルメチアジド 内服
309 フルイトラン錠2mg トリクロルメチアジド 内服
310 プルゼニド錠12mg センノシドA･B 内服
311 フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 (8mL) フルチカゾンプロピオン酸エステル 外用
312 フルメタ軟膏 (0.1% 5g) モメタゾンフランカルボン酸エステル 外用
313 フルメトロン点眼液0.02% (5mL) フルオロメトロン 外用
314 フルメトロン点眼液0.1% (5mL) フルオロメトロン 外用
315 プレタールOD錠 50mg シロスタゾール 内服
316 プレタールOD錠100mg シロスタゾール 内服
317 プレドニン眼軟膏 (0.25% 5g) 酢酸プレドニゾロン 外用
318 プレミネント配合錠LD ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド 内服
319 プロクトセディル軟膏 (2g) 外用
320 ブロナック点眼液0.1% (5mL) ブロムフェナックナトリウム 外用
321 プロノン錠150mg プロパフェノン塩酸塩 内服
322 プロマックD錠75 (75mg) ポラプレジンク 内服
323 フロモックス小児用細粒 (10%) セフカペン ピボキシル塩酸塩 内服
324 フロモックス錠100mg セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 内服
325 プロレナール錠5μg リマプロストアルファデクス 内服
326 ベイスンOD錠0.3 (0.3mg) 糖尿病薬 ボグリボース 内服
327 ベイスン錠0.2 (0.2mg) 糖尿病薬 ボグリボース 内服
328 ベザトールSR錠200mg ベザフィブラート 内服
329 ベシケアOD錠 2.5mg コハク酸ソリフェナシン 内服
330 ベタナミン錠50mg ペモリン 内服
331 ベネット錠17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 内服
332 ベネット錠2.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 内服
333 ベネット錠75mg リセドロン酸ナトリウム水和物 内服
334 ベノキシール点眼液0.4% (10mL) オキシブプロカイン塩酸塩 外用
335 ペリアクチンシロップ0.04% シプロヘプタジン塩酸塩水和物 内服
336 ペルサンチン錠100mg ジピリダモール 内服
337 ペルサンチン錠12.5mg ジピリダモール 内服
338 ペルサンチン錠25mg ジピリダモール 内服
339 ペルジピンLAカプセル40mg ニカルジピン塩酸塩 内服
340 ペルジピン錠20mg ニカルジピン塩酸塩 内服
341 ヘルベッサーRカプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 内服
342 ヘルベッサー錠 (30mg) 塩酸ジルチアゼム 内服
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343 ベンザリン錠 (5mg) ニトラゼパム 内服
344 ホクナリンテープ1mg ツロブテロール 外用
345 ホクナリンテープ2mg ツロブテロール 外用
346 ホクナリンテ-プ 0.5mg ツロブテロール 外用
347 ホスミシンドライシロップ (40%) ホスホマイシンカルシウム 内服
348 ホスミシン錠 (500mg) ホスホマイシンカルシウム 内服
349 ボナロン錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 内服
350 ポラキス錠 (3mg) 塩酸オキシブチニン 内服
351 ボルタレンSRカプセル37.5mg ジクロフェナクナトリウム 内服
352 ボルタレンゲル1% (25g) ジクロフェナクナトリウム 外用
353 ボルタレンテープ15mg (7X10cmX7枚) ジクロフェナクナトリウム 外用
354 ボルタレン坐剤 12.5mg ジクロフェナクナトリウム 外用
355 ボルタレン坐剤 25mg ジクロフェナクナトリウム 外用
356 ボルタレン坐剤50mg ジクロフェナクナトリウム 外用
357 ボルタレン錠25mg ジクロフェナクナトリウム 内服
358 マイコスポールクリーム1% (10g) ビホナゾール 外用
359 マイザー軟膏0.05% (5g) ジフルプレドナート 外用
360 マイスリー錠 10mg ゾルピデム酒石酸塩 内服
361 マイスリー錠5mg ゾルピデム酒石酸塩 内服
362 ミオナール錠50mg エペリゾン塩酸塩 内服
363 ミカムロ配合錠AP 内服
364 ミカムロ配合錠Ｂ P テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩 内服
365 ミカルディス錠40mg テルミサルタン 内服
366 ミケランLA点眼液2% (2.5mL) カルテオロール塩酸塩 外用
367 ミコブティンカプセル150mg リファブチン 内服
368 ミコンビ配合錠AP 内服
369 ミドリンM点眼液0.4% (5mL) トロピカミド 外用
370 ミドリンP点眼液 (10mL) 外用
371 ミノマイシンカプセル100mg ミノサイクリン塩酸 内服
372 ミノマイシン顆粒2% ミノサイクリン塩酸塩 内服
373 ミルタックスパップ30mg (14X10cmX7枚) ケトプロフェン 外用
374 ムコスタ錠100mg レバミピド 内服
375 ムコスタ顆粒 20% (100mg 0.5g包) レバミピド 内服
376 ムコソルバンL錠45ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 内服
377 ムコソルバン錠15mg アンブロキソール塩酸塩 内服
378 ムコダインシロップ 5% L-カルボシステイン 内服
379 ムコダイン錠500mg L-カルボシステイン 内服
380 メイアクトMS錠100mg セフジトレン ピボキシル 内服
381 メイラックス錠1mg ロフラゼプ酸エチル 内服
382 メキシチールカプセル50mg メキシレチン塩酸塩 内服
383 メクトビ錠15mg ビニメチニブ 内服
384 メサデルムクリーム0.1% (5g) デキサメタゾンプロピオン酸エステル 外用
385 メジコン散10% デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 内服
386 メトアナ配合錠HD 糖尿病薬 アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩 内服
387 メトアナ配合錠LD 糖尿病薬 アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩 内服
388 メトグルコ錠500mg 糖尿病薬 メトホルミン塩酸塩 内服
389 メトリジン錠2mg ミドドリン塩酸塩 内服
390 メバロチン錠 (10mg) プラバスタチンナトリウム 内服
391 メプチンシロップ5μg/mL プロカテロール塩酸塩水和物 内服
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392 メリスロン錠6mg ベタヒスチンメシル酸塩 内服
393 モービック錠10mg メロキシカム 内服
394 モーラス パップ 30mg (7枚) ケトプロフェン 外用
395 モーラス パップ 60mg (7枚） ケトプロフェン 外用
396 モーラス パップ XR 120mg (7枚) ケトプロフェン 外用
397 モーラステープ20mg (7枚) ケトプロフェン 外用
398 モニラック･シロップ65% (10mL) ラクツロース(INN) 内服
399 ヤクバン テープ60mg (15X14cmX7枚) フルルビプロフェン 外用
400 ユーパスタコーワ軟膏 外用
401 ユーロジン錠2mg エスタゾラム 内服
402 ユニシア配合錠HD 内服
403 ユニフィルLA錠200mg テオフィリン 内服
404 ユベラNカプセル100mg トコフェロールニコチン酸エステル 内服
405 ユリーフ錠4mg シロドシン 内服
406 ユリノーム錠50mg ベンズブロマロン 内服
407 よく苡仁湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
408 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 内服
409 ラキソベロン内用液0.75% (10mL) ピコスルファートナトリウム 内服
410 ラクツロース･シロップ60% ラクツロース 内服
411 ラシックス錠 20mg フロセミド 内服
412 ラシックス錠40mg フロセミド 内服
413 ラパリムスゲル0.2% (10g) シロリムス 外用
414 ラミシールクリーム1% (10g) テルビナフィン塩酸塩 外用
415 ラミシール外用液1% (10g) テルビナフィン塩酸塩 外用
416 ラミシール錠125mg テルビナフィン塩酸塩 内服
417 ランタス注ソロスター インスリン グラルギン 注射
418 リーゼ錠5mg クロチアゼパム 内服
419 リーバクト配合顆粒 (4.15g) 内服
420 リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート 内服
421 リザベンカプセル100mg トラニラスト 内服
422 リザベン点眼液0.5% (5mL) トラニラスト 外用
423 リスパダール錠1mg リスペリドン 内服
424 リスパダール錠2mg リスペリドン 内服
425 リスパダール内用液1mg/mL (0.5mL) リスペリドン 内服
426 リスパダール内用液1mg/mL (1mL) リスペリドン 内服
427 リスパダール内用液1mg/mL (2mL) リスペリドン 内服
428 リズミック錠10mg アメジニウムメチル硫酸塩 内服
429 リスモダンR錠150mg ジソピラミドリン酸塩 内服
430 リスモダンカプセル100mg ジソピラミド 内服
431 リドメックスコーワローション0.3% (10g) プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 外用
432 リバロOD錠2mg ピタバスタチンカルシウム 内服
433 リピトール錠10mg アトルバスタチンカルシウム水和物 内服
434 リファジンカプセル150mg リファンピシン 内服
435 リフレックス錠15mg ミルタザピン 内服
436 リボスチン点眼液0.025% (5mL) 塩酸レボカバスチン 外用
437 リポバス錠 (5mg) シンバスタチン 内服
438 リマチル錠100mg ブシラミン 内服
439 リルテック錠50 (50mg) リルゾール 内服
440 リンデロン-DP軟膏 (5g) ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 外用
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441 リンデロン-VGクリーム0.12% (10g) 硫酸ゲンタマイシン軟膏(日抗基) 外用
442 リンデロン-VGローション (0.12% 10mL) 硫酸ゲンタマイシン外用液(日抗基) 外用
443 リンデロン-Vクリーム0.12% (10g) ベタメタゾン吉草酸エステル 外用
444 リンデロン-Vローション (0.12% 10mL) ベタメタゾン吉草酸エステル 外用
445 リンデロン-V軟膏0.12% (5g) ベタメタゾン吉草酸エステル 外用
446 リンデロン錠0.5mg ベタメタゾン 内服
447 リンデロン点眼･点耳･点鼻液0.1%(5mL) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 外用
448 ルジオミール錠25mg マプロチリン塩酸塩 内服
449 ルジオミール錠10mg マプロチリン塩酸塩 内服
450 ルムジェブ注100単位/mL インスリンリスプ(遺伝子組換え) 注射
451 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) 注射
452 ルリッド錠150 (150mg) ロキシスロマイシン 内服
453 レキソタン錠5 (5mg) ブロマゼパム 内服
454 レキップ錠1mg ロピニロール塩酸塩 内服
455 レスキュラ点眼液0.12% (5mL) イソプロピル ウノプロストン 外用
456 レスリン錠25 (25mg) トラゾドン塩酸塩 内服
457 レニベース錠 (5mg) マレイン酸エナラプリル 内服
458 レベミル 注 ペンフィル インスリン デテミル（遺伝子組換え） 注射
459 レメロン錠15mg ミルタザピン 内服
460 レメロン錠30mg ミルタザピン 内服
461 レンドルミンD錠0.25mg ブロチゾラム 内服
462 ローコール錠30mg フルバスタチンナトリウム 内服
463 ロカルトロールカプセル (0.25μg) カルシトリオール 内服
464 ロキソニン テープ 100mg (7枚) ロキソプロフェンナトリウム水和物 外用
465 ロキソニン テープ 50mg (7枚) ロキソプロフェンナトリウム水和物 外用
466 ロキソニン パップ 100mg (7枚) ロキソプロフェンナトリウム 外用
467 ロキソニンゲル1% (25g) ロキソプロフェンナトリウム水和物 外用
468 ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 内服
469 ロドピン錠25mg ゾテピン 内服
470 ロドピン錠50mg ゾテピン 内服
471 ロプレソール錠40mg メトプロロール酒石酸塩 内服
472 ロペミンカプセル1mg ロペラミド塩酸塩 内服
473 ロペミン小児用細粒0.05% ロペラミド塩酸塩 内服
474 ロンゲス錠10mg リシノプリル 内服
475 ワイパックス錠 (0.5mg) ロラゼパム 内服
476 ワソラン錠40mg ベラパミル塩酸塩 内服
477 ワンアルファ錠0.5μg アルファカルシドール 内服
478 安中散エキス顆粒 (2.5g) 内服
479 越婢加朮湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
480 塩酸バンコマイシン散0.5g バンコマイシン塩酸塩 内服
481 黄連解毒湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
482 黄耆建中湯エキス顆粒 (3g) 内服
483 温経湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
484 温清飲エキス顆粒 (2.5g) 内服
485 加味帰脾湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
486 葛根湯エキス錠T (3錠/包) 内服
487 葛根湯加川きゅう辛夷 (2.5g) 内服
488 甘麦大棗湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
489 帰脾湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
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490 強力ポステリザン軟膏 (2g) 外用
491 九味檳ろう湯エキス細粒 コタロー(2g) 内服
492 啓脾湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
493 桂枝加竜骨牡蛎湯 (2.5g) 内服
494 桂枝加朮附湯エキス顆粒(2.5g) 内服
495 桂枝加芍薬大黄湯 (2.5g) 内服
496 桂枝加芍薬湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
497 桂枝人参湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
498 桂枝湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
499 桂枝茯苓丸加よく苡仁 ツムラ (2.5g) 内服
500 桂枝茯苓丸料エキス錠 (3錠/包) 内服
501 荊芥連翹湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
502 五積散エキス顆粒 (2.5g) 内服
503 五淋散エキス顆粒 (2.5g) 内服
504 五苓散料エキス錠 (3錠/包) 内服
505 呉茱萸湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
506 三黄瀉心湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
507 参蘇飲エキス顆粒 (2.5g) 内服
508 四逆散エキス顆粒 (2.5g) 内服
509 四物湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
510 滋陰降火湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
511 滋陰至宝湯エキス顆粒 (3g) 内服
512 治頭瘡一方エキス顆粒 (2.5g) 内服
513 柴胡加竜骨牡蛎湯 (2.5g) 内服
514 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒ツムラ(2.5g) 内服
515 柴胡桂枝湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
516 柴胡清肝湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
517 柴朴湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
518 十味敗毒湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
519 潤腸湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
520 女神散エキス顆粒 (2.5g) 内服
521 小建中湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
522 小柴胡湯加桔梗石膏 (2.5g) 内服
523 小青竜湯エキス錠 (3錠/包) 内服
524 小半夏加茯苓湯エキス顆粒ツムラ(2.5g) 内服
525 消風散エキス顆粒 (2.5g) 内服
526 真武湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
527 神秘湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
528 親水クリーム 親水クリーム 外用
529 辛夷清肺湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
530 人参湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
531 清暑益気湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
532 清上防風湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
533 清心蓮子飲エキス顆粒 (2.5g) 内服
534 清肺湯エキス顆粒 (3g) 内服
535 疎経活血湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
536 大黄牡丹皮湯エキス顆粒(2.5g) 内服
537 大黄甘草湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
538 大柴胡湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
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539 大承気湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
540 竹じょ温胆湯エキス顆粒(2.5g) 内服
541 猪苓湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
542 調胃承気湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
543 通導散エキス顆粒 (2.5g) 内服
544 釣藤散エキス顆粒 (2.5g) 内服
545 桃核承気湯エキス錠 (3錠/包) 内服
546 桃核承気湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
547 当帰飲子エキス顆粒 (2.5g) 内服
548 当帰建中湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
549 当帰四逆加呉茱萸生姜湯ツムラ(2.5g) 内服
550 当帰湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
551 二朮湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
552 白虎加人参湯エキス顆粒 (3g) 内服
553 八味地黄丸料エキス錠 (3錠/包) 内服
554 半夏厚朴湯エキス錠 (4錠/包) 内服
555 半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
556 平胃散エキス顆粒 (2.5g) 内服
557 防已黄耆湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
558 麻杏ヨク甘湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
559 麻杏甘石湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
560 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (2.5g) 内服
561 立効散エキス顆粒 (2.5g) 内服
562 苓甘姜味辛夏仁湯 (2.5g) 内服
563 苓桂朮甘湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
564 苓姜朮甘湯エキス顆粒 (2.5g) 内服
565 六味丸エキス顆粒 (2.5g) 内服
566 炙甘草湯エキス顆粒 (3.0g) 内服
567 茯苓飲エキス顆粒 (2.5g) 内服


