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番号 区分
薬価基準収載
医薬品コード

薬効分類 成分名／一般名* 規格* 品名 メーカー名* 先発医薬品名

1 外用薬 2615705Q1064 アルコール製剤 消毒用ｴﾀﾉ‐ﾙ 500ML 消毒用ｴﾀﾌﾟﾛｺ-ﾙ 丸石製薬

2 外用薬 1319720Q3086 その他の眼科用剤 ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 0.1%   5MLX10 ｱｲｹｱ点眼液0.1% (ｶｹﾝ) 科研製薬 ﾋｱﾚｲﾝ点眼液0.1%

3 内用薬 2260700F1021 含嗽剤 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 4%   5MLX10 ｱｽﾞﾉ-ﾙうがい液4% 日本新薬

4 外用薬 2669701N1079 その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） 尿素 10%   20GX10 ｱｾﾁﾛ-ﾙ ｸﾘ-ﾑ 10% ポーラファルマ ｳﾚﾊﾟ‐ﾙｸﾘ‐ﾑ10%

5 内用薬 2189015F2011 その他の高脂血症用剤 ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物 PTP   10MG    100T ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10MG ｢日医工｣ 日医工 ﾘﾋﾟﾄ‐ﾙ錠10mg

6 内用薬 2171022F4230 冠血管拡張剤 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 PTP    5MG    500T ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ OD錠5MG ｢明治｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠5mg

7 外用薬 2699801V1017 他に分類されない外皮用薬 精製/ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖ‐ﾄﾞ ﾁｭ-ﾌﾞ         100G ｲｿｼﾞﾝ ｼｭｶﾞ- ﾊﾟｽﾀ軟膏 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ｿｱﾅ‐ｽ軟膏

8 外用薬 2699801V1017 他に分類されない外皮用薬 精製/ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖ‐ﾄﾞ ﾎﾞﾄﾙ          100G ｲｿｼﾞﾝ ｼｭｶﾞ- ﾊﾟｽﾀ軟膏 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ｿｱﾅ‐ｽ軟膏

9 内用薬 2339114F1034 その他の健胃消化剤 ｻﾅｸﾀ‐ｾﾞM/ﾒｲﾗ‐ｾﾞ PTP          1200T ｴｸｾﾗ-ｾﾞ配合錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ

10 注射薬 4291410A2106 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 100MG 20MLX1V ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液100MG ｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注液100mg

11 注射薬 4291410A1100 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 50MG 10MLX1V ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液50MG｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注液50mg

12 注射薬 2499403A2050 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む｡) ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩 100μG  1MLX10A ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ皮下注100μG｢ｱｽｶ｣ 武田薬品工業 ｻﾝﾄﾞｽﾀﾁﾝ皮下注用100㎍

13 注射薬 2329403D1068 その他の消化性潰瘍用剤 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞ‐ﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20MG     10V ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞ-ﾙ注射用20MG ｢ﾆﾁｲｺｳ｣ 日医工 ｵﾒﾌﾟﾗ‐ﾙ注用20

14 内用薬 4490025F4073 その他の抗アレルギー用薬 ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩  ﾊﾞﾗ   5MG   100T ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩OD錠5MG ｢ﾒｲｼﾞ｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ｱﾚﾛｯｸOD錠5mg

15 内用薬 4490025F4073 その他の抗アレルギー用薬 ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩 PTP   5MG   500T ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩OD錠5MG ｢ﾒｲｼﾞ｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ｱﾚﾛｯｸOD錠5mg

16 内用薬 1179042F1194 その他の精神神経用剤 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝﾌﾏﾙ酸塩 PTP   25MG    100T ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25MG ｢明治｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ｾﾛｸｴﾙ100錠

17 注射薬 2391400G1113 鎮吐剤 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ塩酸塩 ｢ﾆﾁｲｺｳ｣  100MLX10ﾌｸﾛ ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注液3MG ﾊﾞｯｸﾞ 日医工 ｶｲﾄﾘﾙ注3mg

18 注射薬 4291401A1119 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ 10MG 20MLX1V ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注10MG ｢ﾏﾙｺ｣ ヤクルト本社 ﾗﾝﾀﾞ注10mg/ﾌﾞﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注10mg

19 注射薬 4291401A3111 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ 50MG 100MLX1V ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注50MG ｢ﾏﾙｺ｣ ヤクルト本社 ﾗﾝﾀﾞ注10mg/ﾌﾞﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注10mg

20 注射薬 6241400A3092 ピリドンカルボン酸系製剤 ｼﾌﾟﾛﾌﾘｷｻｼﾝ ML ｢ﾒｲｼﾞ｣      10ﾌｸﾛ ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注300MG/150 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ注300mg

21 注射薬 3999422D1054 他に分類されない代謝性医薬品 ｼﾍﾞﾚｽﾀｯﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ｢ﾆﾌﾟﾛ｣  100MG    10V ｼﾍﾞﾚｽﾀｯﾄ NA点滴静注用100MG ニプロ医薬 注射用ｴﾗｽﾎﾟ‐ﾙ

22 注射薬 6139504F2088 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用 ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ (1.5G)     10V ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5G Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ﾕﾅｼﾝ‐S静注1.5g

23 注射薬 6139504F3033 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用 ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ (3G)     10V ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用3G Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ﾕﾅｼﾝ‐S静注3g

24 内用薬 1179046F1192 その他の精神神経用剤 塩酸ｾﾙﾄﾗﾘﾝ PTP   25MG    100T ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠25MG ｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ニプロ医薬 ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠25mg

25 注射薬 3999423A1109 他に分類されない代謝性医薬品 ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ水和物 4MG  5MLX1V ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸点滴静注4MG/5ML ｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ニプロ医薬 ｼﾞﾒﾀ点滴静注4mg/5mL

26 注射薬 6139505G1049 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用 ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ/ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ水和物 4.5 ｢ﾆﾌﾟﾛ｣     10ﾌｸﾛ ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ ニプロ医薬 ｿﾞｼﾝ静注4.5

27 内用薬 2590008F1093 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩 PTP 0.1MG 14TX10 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠0.1MG ｢ﾒｲｼﾞ｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ﾊﾙﾅ‐ﾙD錠0.1mg

28 内用薬 2590008F2014 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩 PTP 0.2MG 14TX10 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠0.2MG ｢ﾒｲｼﾞ｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ﾊﾙﾅ‐ﾙD錠0.2mg

29 内用薬 6241010C1059 ピリドンカルボン酸系製剤 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩水和物 ｢ﾒｲｼﾞ｣  15%      50G ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩小児用細粒15% Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ｵｾﾞｯｸｽ細粒小児用15%

30 注射薬 4240405A3099 抗腫瘍性植物成分製剤 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ 20MG  1MLX1V ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注20MG/1ML｢EE｣ エルメッドエーザイ ﾜﾝﾀｷｿﾃ‐ﾙ点滴静注20mg/1mL

31 注射薬 4240405A4095 抗腫瘍性植物成分製剤 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ 80MG  4MLX1V ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注80MG/4ML｢EE｣ エルメッドエーザイ ﾜﾝﾀｷｿﾃ‐ﾙ点滴静注80mg/4mL

32 内用薬 1190012F3215 その他の中枢神経系用薬 ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩 PTP  3MG   14TX2 ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩OD錠3MG｢ﾆﾁｲｺｳ｣ 日医工 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠3mg

33 内用薬 1190012F4211 その他の中枢神経系用薬 ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩 PTP  5MG   14TX4 ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩OD錠5MG｢ﾆﾁｲｺｳ｣ 日医工 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠5mg

34 外用薬 1319717Q1251 その他の眼科用剤 ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100MG  5MLX10 ﾉｽﾗﾝ点眼液2% 科研製薬 ｲﾝﾀ‐ﾙ点眼液2%

35 注射薬 6113400A1189 バンコマイシン製剤 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩 ｢MEEK｣   0.5G    10V ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用0.5G Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ点滴静注用0.5g

36 注射薬 6113400A2053 バンコマイシン製剤 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩 ｢MEEK｣   1G      10V ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用1.0G Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ点滴静注用1.0g

37 内用薬 4291009F2043 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ PTP   80MG    100T ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ OD錠80MG ｢NK｣ 日本化薬 ｶｿﾃﾞｯｸｽOD錠80mg

38 注射薬 6250401A1069 抗ウイルス剤 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 250MG      5A ﾋﾞｸﾛｯｸｽ点滴静注250MG Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ

39 外用薬 6250700M1120 抗ウイルス剤 ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ 3%     5GX5 ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ軟膏3% ｢MEEK｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ｱﾗｾﾅ‐A軟膏3%

40 内用薬 3969004F4097 その他の糖尿病用剤 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞ‐ｽ PTP  0.3MG    500T ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞ-ｽ OD錠0.3MG ｢MEEK｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ﾍﾞｲｽﾝOD錠0.3mg

41 注射薬 3112401A3053 合成ビタミンＤ製剤 ﾏｷｻｶﾙｼﾄ‐ﾙ ｢ﾆﾌﾟﾛ｣           10A ﾏｷｻｶﾙｼﾄ-ﾙ静注透析用10μG ニプロ医薬 ｵｷｻﾛ‐ﾙ注10㎍

42 注射薬 3112401A1050 合成ビタミンＤ製剤 ﾏｷｻｶﾙｼﾄ‐ﾙ ｢ﾆﾌﾟﾛ｣           10A ﾏｷｻｶﾙｼﾄ-ﾙ静注透析用2.5μG ニプロ医薬 ｵｷｻﾛ‐ﾙ注2.5㎍

43 注射薬 3112401A2057 合成ビタミンＤ製剤 ﾏｷｻｶﾙｼﾄ‐ﾙ ｢ﾆﾌﾟﾛ｣           10A ﾏｷｻｶﾙｼﾄ-ﾙ静注透析用5μG ニプロ医薬 ｵｷｻﾛ‐ﾙ注5㎍

44 注射薬 6139400D1068 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用 ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ水和物 250MG     10V ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用0.25G ｢NP｣ ニプロ医薬 ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴用ﾊﾞｲｱﾙ0.25g

45 注射薬 6139400D3028 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用 ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ水和物 1G      10V ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用1G ｢NP｣ ニプロ医薬 ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴用ﾊﾞｲｱﾙ1g

46 注射薬 6139400G1048 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用 ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ水和物 ｢NP｣           10ｷｯﾄ ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ 0.5G ニプロ医薬 ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴用ｷｯﾄ0.5g

47 内用薬 2329023F1098 その他の消化性潰瘍用剤 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞ‐ﾙ PTP   15MG    500T ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞ-ﾙOD錠15MG｢日医工｣ 日医工 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15mg

48 内用薬 1179038F1040 その他の精神神経用剤 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ PTP    1MG    100T ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1 ｢MEEK｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ﾘｽﾊﾟﾀﾞ‐ﾙ錠1mg

49 内用薬 1179038S1080 その他の精神神経用剤 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.1% 0.5MLX50 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1MG/ML ｢MEEK｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ﾘｽﾊﾟﾀﾞ‐ﾙ内用液1mg/mL

50 内用薬 4291015F1042 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾚﾄﾛｿﾞ‐ﾙ PTP  2.5MG    100T ﾚﾄﾛｿﾞ-ﾙ錠2.5MG ｢EE｣ エルメッドエーザイ ﾌｪﾏ‐ﾗ錠2.5mg

51 内用薬 2329021F1242 その他の消化性潰瘍用剤 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ PTP  100MG    500T ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100MG ｢明治｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ﾑｺｽﾀ錠100mg

52 内用薬 2329021F1242 その他の消化性潰瘍用剤 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ ﾊﾞﾗ  100MG    500T ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100MG ｢明治｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ﾑｺｽﾀ錠100mg

53 内用薬 6241013F3302 ピリドンカルボン酸系製剤 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 PTP  500MG    100T ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500MG ｢明治｣ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg

54 外用薬 2649735S3136 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物 10CMX14CM  7ﾏｲX100 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNAﾃ-ﾌﾟ100MG ｢科研｣ 科研製薬 ﾛｷｿﾆﾝﾃ‐ﾌﾟ100mg

56 内用薬 3229005F1099 その他の無機質製剤　　　　　　　　　　　 Ｌ－アスパラギン酸カリウム錠　　　　　　 ３００ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　アスケート錠３００ｍｇ 共和薬品　　　　 アスパラカリウム錠３００ｍｇ

57 内用薬 2329009F1152 その他の消化性潰瘍用剤　　　　　　　　　 スルピリド錠　　　　　　　　　　　　　　 ５０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品　　　　 ドグマチール錠５０ｍｇ

58 内用薬 1124008F2012 ベンゾジアゼピン系製剤　　　　　　　　　 フルニトラゼパム錠　　　　　　　　　　　 ２ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品　　　　 サイレース錠２ｍｇ

59 外用薬 1319706Q3035 その他の眼科用剤　　　　　　　　　　　　 ピレノキシン液　　　　　　　　　　　　　 ０．００５％５ｍＬ１瓶　　　　　　　　　カリーユニ点眼液０．００５％ 参天製薬　　 カタリンＫ点眼用０．００５％

60 外用薬 1319724Q1154 その他の眼科用剤　　　　　　　　　　　　 プラノプロフェン液　　　　　　　　　　　 ０．１％１ｍＬ　　　　　　　　　　　　　プロラノン点眼液０．１％ 参天製薬　　 ニフラン点眼液０．１％

61 外用薬 1319703Q2124 その他の眼科用剤　　　　　　　　　　　　 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物液　　０．０２％５ｍＬ１瓶　　　　　　　　　　ＡＺ点眼液０．０２％ ゼリア　　　 非該当商品

ジェネリック医薬品（後発医医薬品）採用品目リスト
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62 内用薬 3943001F1420 アロプリノール製剤　　　　　　　　　　　 アロプリノール錠　　　　　　　　　　　　 １００ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　サロベール錠１００ｍｇ 大日本住友　 ザイロリック錠１００

63 内用薬 2349101D1253 配合剤　　　　　　　　　　　　　　　　　 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウ１ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーロックス懸濁用配合顆粒 サノフィ　　 非該当商品

64 内用薬 2239001R1110 その他の去たん剤　　　　　　　　　　　　 アンブロキソール塩酸塩シロップ用　　　　 １．５％１ｇ　　　　　　　　　　　　　　ムコサールドライシロップ１．５％ サノフィ　　 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％

65 内用薬 3112001F1012 合成ビタミンＤ製剤　　　　　　　　　　　 アルファカルシドール錠　　　　　　　　　 ０．２５μｇ１錠　　　　　　　　　　　　カルフィーナ錠０．２５μｇ マルホ　　　 ワンアルファ錠０．２５μｇ

66 内用薬 3112001F3015 合成ビタミンＤ製剤　　　　　　　　　　　 アルファカルシドール錠　　　　　　　　　 １μｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　カルフィーナ錠１．０μｇ マルホ　　　 ワンアルファ錠１．０μｇ

67 内用薬 3222012Q1030 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）　　　　 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ　　　　　　 １ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　インクレミンシロップ５％ アルフレッサ 非該当商品

68 外用薬 2559808M1039 その他の痔疾用剤　　　　　　　　　　　　 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏　　　　 １ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ 強力ポステリザン（軟膏）

69 内用薬 6132013M2114 セフェム系抗生物質製剤　　　　　　　　　 セフジニルカプセル　　　　　　　　　　　 １００ｍｇ１カプセル　　　　　　　　　　セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」 日医工　　　 セフゾンカプセル１００ｍｇ

70 内用薬 2399010B1050 その他の消化器官用薬　　　　　　　　　　 モサプリドクエン酸塩水和物散　　　　　　 １％１ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 日医工　　　 ガスモチン散１％

71 内用薬 2399010F2245 その他の消化器官用薬　　　　　　　　　　 モサプリドクエン酸塩水和物錠　　　　　　 ５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工　　　 ガスモチン錠５ｍｇ

72 内用薬 6132016F2089 セフェム系抗生物質製剤　　　　　　　　　 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物錠　　１００ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工　　　 フロモックス錠１００ｍｇ

73 内用薬 2362001F2173 胆汁酸製剤　　　　　　　　　　　　　　　 ウルソデオキシコール酸錠　　　　　　　　 １００ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」 日医工　　　 ウルソ錠１００ｍｇ

74 内用薬 3969006F1062 その他の糖尿病用剤　　　　　　　　　　　 ナテグリニド錠　　　　　　　　　　　　　 ３０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 日医工　　　 スターシス錠３０ｍｇ

75 内用薬 2189016F1257 その他の高脂血症用剤　　　　　　　　　　 ピタバスタチンカルシウム錠　　　　　　　 １ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「日医工」 日医工　　　 リバロ錠１ｍｇ

76 内用薬 3133001F3163 パントテン酸系製剤　　　　　　　　　　　 パンテチン錠　　　　　　　　　　　　　　 １００ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 日医工　　　 パントシン錠１００

77 内用薬 1190014F2030 その他の中枢神経系用薬　　　　　　　　　 タルチレリン水和物口腔内崩壊錠　　　　　５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工　　　 セレジストＯＤ錠５ｍｇ

78 注射薬 2149400A1124 その他の血圧降下剤　　　　　　　　　　　 ニカルジピン塩酸塩注射液　　　　　　　　 ２ｍｇ２ｍＬ１管　　　　　　　　　　　　ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日医工」 日医工　　　 ペルジピン注射液２ｍｇ

79 注射薬 3122401A4145 ビタミンＢ１誘導体製剤　　　　　　　　　 フルスルチアミン塩酸塩注射液　　　　　　 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管　　　　　　　　　　フルスルチアミン静注液５０ｍｇ「日医工」 日医工　　　 アリナミンＦ５０注

80 注射薬 2149400A3011 その他の血圧降下剤　　　　　　　　　　　 ニカルジピン塩酸塩注射液　　　　　　　　 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管　　　　　　　　　　ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「日医工」 日医工　　　 ペルジピン注射液２５ｍｇ

81 内用薬 2359005S1283 その他の下剤、浣腸剤　　　　　　　　　　 ピコスルファートナトリウム水和物液　　　 ０．７５％１ｍＬ　　　　　　　　　　　　ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」 日医工　　　 ラキソベロン内用液０．７５％

82 内用薬 3399003F1111 その他の血液・体液用薬　　　　　　　　　 リマプロスト　アルファデクス錠　　　　　 ５μｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医工」 日医工　　　 オパルモン錠５μｇ

83 内用薬 2329012M1331 その他の消化性潰瘍用剤　　　　　　　　　 テプレノンカプセル　　　　　　　　　　　 ５０ｍｇ１カプセル　　　　　　　　　　　テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工　　　 セルベックスカプセル５０ｍｇ

84 内用薬 1190004F1013 その他の中枢神経系用薬　　　　　　　　　 チアプリド塩酸塩錠　　　　　　　　　　　 ２５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　チアプリド錠２５ｍｇ「日医工」 日医工　　　 グラマリール錠２５ｍｇ

85 内用薬 6152005M2090 テトラサイクリン系抗生物質製剤　　　　　 ミノサイクリン塩酸塩カプセル　　　　　　 １００ｍｇ１カプセル　　　　　　　　　　ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」 日医工　　　 ミノマイシンカプセル１００ｍｇ

86 内用薬 2399006F1536 その他の消化器官用薬　　　　　　　　　　 トリメブチンマレイン酸塩錠　　　　　　　 １００ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工　　　 セレキノン錠１００ｍｇ

87 外用薬 1147700J2231 フェニル酢酸系製剤　　　　　　　　　　　 ジクロフェナクナトリウム坐剤　　　　　　 ２５ｍｇ１個　　　　　　　　　　　　　　ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医工」 日医工　　　 ボルタレンサポ２５ｍｇ

88 外用薬 1147700J3254 フェニル酢酸系製剤　　　　　　　　　　　 ジクロフェナクナトリウム坐剤　　　　　　 ５０ｍｇ１個　　　　　　　　　　　　　　ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」 日医工　　　 ボルタレンサポ５０ｍｇ

89 内用薬 3399002F4043 その他の血液・体液用薬　　　　　　　　　 シロスタゾール口腔内崩壊錠　　　　　　　 １００ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「タカタ」 日医工　　　 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ

90 注射薬 3321401A4246 カルバゾクロム系製剤　　　　　　　　　　 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物０．５％２０ｍＬ１管　　　　　　　　　　カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１００ｍｇ「日医工」 日医工　　　 アドナ注（静脈用）１００ｍｇ

91 内用薬 1339002F1500 その他の鎮暈剤　　　　　　　　　　　　　 ジフェニドール塩酸塩錠　　　　　　　　　 ２５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 日医工　　　 セファドール錠２５ｍｇ

92 注射薬 6152401F1014 テトラサイクリン系抗生物質製剤　　　　　 ミノサイクリン塩酸塩静注用　　　　　　　 １００ｍｇ１瓶　　　　　　　　　　　　　ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 日医工　　　 ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ

93 内用薬 1124029F1085 ベンゾジアゼピン系製剤　　　　　　　　　 ロフラゼプ酸エチル錠　　　　　　　　　　 １ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　ジメトックス錠１ 日医工　　　 メイラックス錠１ｍｇ

94 内用薬 3321002F2404 カルバゾクロム系製剤　　　　　　　　　　 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物３０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」 日医工　　　 アドナ錠３０ｍｇ

95 注射薬 2139401A2196 その他の利尿剤　　　　　　　　　　　　　 フロセミド注射液　　　　　　　　　　　　 ２０ｍｇ１管　　　　　　　　　　　　　　フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 日医工　　　 ラシックス注２０ｍｇ

96 外用薬 2357701K8045 グリセリン製剤　　　　　　　　　　　　　 グリセリン浣腸　　　　　　　　　　　　　 ５０％１２０ｍＬ１個　　　　　　　　　　グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ 日医工　　　 非該当商品

97 外用薬 2357701K6050 グリセリン製剤　　　　　　　　　　　　　 グリセリン浣腸　　　　　　　　　　　　　 ５０％６０ｍＬ１個　　　　　　　　　　　グリセリン浣腸「オヲタ」６０ 日医工　　　 非該当商品

98 外用薬 2357701K3043 グリセリン製剤　　　　　　　　　　　　　 グリセリン浣腸　　　　　　　　　　　　　 ５０％３０ｍＬ１個　　　　　　　　　　　グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ 日医工　　　 非該当商品

99 外用薬 2260701F1352 その他の含嗽剤　　　　　　　　　　　　　 ポビドンヨード含嗽剤　　　　　　　　　　 ７％１ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 日医工　　　 イソジンガーグル液７％

100 注射薬 2456400D1059 プレドニゾロン系製剤　　　　　　　　　　 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナト４０ｍｇ１瓶（溶解液付）　　　　　　　　注射用ソル・メルコート４０ 富士製薬　　 ソル・メドロール静注用４０ｍｇ

101 注射薬 2456400D2071 プレドニゾロン系製剤　　　　　　　　　　 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナト１２５ｍｇ１瓶（溶解液付）　　　　　　　注射用ソル・メルコート１２５ 富士製薬　　 ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ

102 注射薬 2456400D3078 プレドニゾロン系製剤　　　　　　　　　　 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナト５００ｍｇ１瓶（溶解液付）　　　　　　　注射用ソル・メルコート５００ 富士製薬　　 ソル・メドロール静注用５００ｍｇ

103 内用薬 6164001M1186 リファンピシン製剤　　　　　　　　　　　 リファンピシンカプセル　　　　　　　　　 １５０ｍｇ１カプセル　　　　　　　　　　リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 サンド　　　 リファジンカプセル１５０ｍｇ

104 内用薬 2319001F1010 その他の止しゃ剤、整腸剤　　　　　　　　 塩酸ロペラミド錠　　　　　　　　　　　　 １ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ　 ロペミンカプセル１ｍｇ

105 内用薬 1139004C2070 その他の抗てんかん剤　　　　　　　　　　 バルプロ酸ナトリウム細粒　　　　　　　　 ４０％１ｇ　　　　　　　　　　　　　　　バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ　 デパケン細粒４０％

106 内用薬 2139008F1064 その他の利尿剤　　　　　　　　　　　　　 アゾセミド錠　　　　　　　　　　　　　　 ６０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック ダイアート錠６０ｍｇ

107 内用薬 2171010F2642 冠血管拡張剤　　　　　　　　　　　　　　 ジピリダモール錠　　　　　　　　　　　　 ２５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　ジピリダモール錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック ペルサンチン錠２５ｍｇ

108 注射薬 3133401A2049 パントテン酸系製剤　　　　　　　　　　　 パンテノール注射液　　　　　　　　　　　 ２５０ｍｇ１管　　　　　　　　　　　　　パンテニール注２５０ｍｇ 日本ジェネリック パントール注射液２５０ｍｇ

109 内用薬 4291003F2100 その他の抗悪性腫瘍用剤　　　　　　　　　 タモキシフェンクエン酸塩錠　　　　　　　 ２０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＭＹＬ」 マイランＥＰＤ ノルバデックス錠２０ｍｇ

110 内用薬 3214001F1047 代謝性医薬品 滋養強壮薬 カルシウム剤 有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グル… Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物錠 １錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 アスパラ－ＣＡ錠２００

111 内用薬 1124023F1118 神経系及び感覚器官用医薬品 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 アルプラゾラム錠 ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 コンスタン０．４ｍｇ錠

112 内用薬 3999018F2176 代謝性医薬品 その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 ｉその他　Ｊ配合剤 アレンドロン酸ナトリウム水和物錠 ３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ボナロン錠３５ｍｇ

113 内用薬 2171023F2127 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 一硝酸イソソルビド錠 ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 アイトロール錠２０ｍｇ

114 内用薬 2144008F1145 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 イミダプリル塩酸塩錠 ２．５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 タナトリル錠２．５

115 内用薬 2144008F2141 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 イミダプリル塩酸塩錠 ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 タナトリル錠５

116 内用薬 3222012Q1030 代謝性医薬品 滋養強壮薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ １ｍＬ インクレミンシロップ５％ アルフレッ

117 内用薬 3949101F1081 代謝性医薬品 その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 ｉその他　Ｊ配合剤 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠１錠 ウリンメット配合錠 日本薬工　 ウラリット配合錠

118 内用薬 6141002F2078 病原生物に対する医薬品 抗生物質製剤 主としてグラム陽性，マイコプラズマに作用するもの エリスロマイシン製剤エリスロマイシン腸溶錠 ２００ｍｇ１錠 エリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢　井　　

119 内用薬 2318001F1195 個々の器官系用医薬品 消化器官用薬 止しゃ剤，整腸剤 ジメチコン製剤 ジメチコン錠 ４０ｍｇ１錠 ガステール錠４０ｍｇ 扶桑　　　 ガスコン錠４０ｍｇ

120 内用薬 2149032F1099 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 血圧降下剤 ｉその他　Ｋラウオル…　Ｔその他の配合剤 カルベジロール錠 １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 アーチスト錠１０ｍｇ

121 内用薬 2149032F4039 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 血圧降下剤 ｉその他　Ｋラウオル…　Ｔその他の配合剤 カルベジロール錠 ２．５ｍｇ１錠 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 アーチスト錠２．５ｍｇ
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122 内用薬 2233002F1301 個々の器官系用医薬品 呼吸器官用薬 去たん剤 システイン系製剤 Ｌ－カルボシステイン錠 ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 ニプロＥＳ ムコダイン錠２５０ｍｇ

123 内用薬 2233002F1301 個々の器官系用医薬品 呼吸器官用薬 去たん剤 システイン系製剤 Ｌ－カルボシステイン錠 ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 ニプロＥＳ ムコダイン錠２５０ｍｇ

124 内用薬 1141007C1075 神経系及び感覚器官用医薬品 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤 アセトアミノフェン細粒 ２０％１ｇ カロナール細粒２０％ あゆみ　　

125 内用薬 3222013F1157 代謝性医薬品 滋養強壮薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） クエン酸第一鉄ナトリウム錠 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 フェロミア錠５０ｍｇ

126 内用薬 1179012F1169 神経系及び感覚器官用医薬品 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他　Ｊ配合剤 クロチアゼパム錠 ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 リーゼ錠５ｍｇ

127 内用薬 2344009F2074 個々の器官系用医薬品 消化器官用薬 制酸剤 無機塩製剤 酸化マグネシウム錠 ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイラン」 ファイザー

128 内用薬 1124017F2046 神経系及び感覚器官用医薬品 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ジアゼパム錠 ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２「サワイ」 沢　井　　 ２ｍｇセルシン錠

129 内用薬 2129002M1167 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 不整脈用剤 ｉその他 ジソピラミドカプセル ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー リスモダンカプセル５０ｍｇ

130 内用薬 2129007F1055 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 不整脈用剤 ｉその他 シベンゾリンコハク酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ シベノール錠５０ｍｇ

131 内用薬 2171006N1148 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル １００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ

132 内用薬 2149037F2055 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 血圧降下剤 ｉその他　Ｋラウオル…　Ｔその他の配合剤 シルニジピン錠 １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 アテレック錠１０

133 内用薬 2189011F1262 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 高脂血症用剤 ｉその他 シンバスタチン錠 ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 持　田　　 リポバス錠５

134 内用薬 2354003F2413 個々の器官系用医薬品 消化器官用薬 下剤，浣腸剤 植物性製剤 センノシド錠 １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー プルゼニド錠１２ｍｇ

135 内用薬 1129007F1123 神経系及び感覚器官用医薬品 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤，抗不安剤 ｉその他 ゾピクロン錠 ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 アモバン錠７．５

136 内用薬 2251001F2166 個々の器官系用医薬品 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 キサンチン系製剤 テオフィリン徐放錠 １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 テオドール錠１００ｍｇ

137 内用薬 2251001R1123 個々の器官系用医薬品 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 キサンチン系製剤 テオフィリン徐放シロップ用 ２０％１ｇ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％「サワイ」 沢　井　　 テオドールドライシロップ２０％

138 内用薬 3949002F2149 代謝性医薬品 その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 ｉその他　Ｊ配合剤 ベンズブロマロン錠 ５０ｍｇ１錠 ナーカリシン錠５０ｍｇ ファイザー ユリノーム錠５０ｍｇ

139 内用薬 2171017F2148 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ニコランジル錠 ５ｍｇ１錠 ニコランマート錠５ｍｇ ニプロＥＳ シグマート錠５ｍｇ

140 内用薬 2149041F3252 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 血圧降下剤 ｉその他　Ｋラウオル…　Ｔその他の配合剤 バルサルタン錠 ８０ｍｇ１錠 バルサルタン錠８０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ ディオバン錠８０ｍｇ

141 内用薬 2339189B1065 個々の器官系用医薬品 消化器官用薬 健胃消化剤 ｉその他　他にＫ・Ｌ・Ｎ・Ｐ　Ｔその他の配合剤 ジアスターゼ・生薬配合剤散 １ｇ ピーマーゲン配合散 あゆみ　　

142 内用薬 4291009F2043 組織細胞機能用医薬品 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ビカルタミド口腔内崩壊錠 ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬　

143 内用薬 2123016F3061 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ビソプロロールフマル酸塩錠 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 メインテート錠０．６２５ｍｇ

144 内用薬 2123016F1115 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ビソプロロールフマル酸塩錠 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 メインテート錠２．５ｍｇ

145 内用薬 2189010F1330 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 高脂血症用剤 ｉその他 プラバスタチンナトリウム錠 ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 メバロチン錠５

146 内用薬 2590007F1226 個々の器官系用医薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ｉその他　Ｊ配合剤プロピベリン塩酸塩錠 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ バップフォー錠１０

147 内用薬 2234001F1363 個々の器官系用医薬品 呼吸器官用薬 去たん剤 ブロムヘキシン製剤 ブロムヘキシン塩酸塩錠 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 ビソルボン錠４ｍｇ

148 内用薬 2171021F2209 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ベニジピン塩酸塩錠 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ コニール錠４

149 内用薬 3399005F1200 代謝性医薬品 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他　Ｊ配合剤 ベラプロストナトリウム錠 ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 沢　井　　 プロサイリン錠２０

150 内用薬 2329027F1037 個々の器官系用医薬品 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 ｉその他　他にＡ・Ｊ・Ｋ・Ｌ・Ｍ　Ｔその他の配合剤 ポラプレジンク口腔内崩壊錠 ７５ｍｇ１錠 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 プロマックＤ錠７５

151 内用薬 3999002F2051 代謝性医薬品 その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 ｉその他　Ｊ配合剤 ミゾリビン錠 ５０ｍｇ１錠 ミゾリビン錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ブレディニン錠５０

152 内用薬 4490026F2067 組織細胞機能用医薬品 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 モンテルカストナトリウム錠 １０ｍｇ１錠 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 杏　林　　 キプレス錠１０ｍｇ

153 内用薬 2325006F2083 個々の器官系用医薬品 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤 ラフチジン錠 １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 プロテカジン錠１０

154 内用薬 2149039F1279 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 血圧降下剤 ｉその他　Ｋラウオル…　Ｔその他の配合剤 ロサルタンカリウム錠 ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 ニューロタン錠２５ｍｇ

155 内用薬 1124022F1083 神経系及び感覚器官用医薬品 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ロラゼパム錠 ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 ワイパックス錠０．５

156 内用薬 4490027F1146 組織細胞機能用医薬品 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ロラタジン錠 １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 クラリチン錠１０ｍｇ

157 注射薬 3319402G4024 代謝性医薬品 血液・体液用薬 血液代用剤 ｉその他　他にＪ・Ｋ・Ｌ・Ｍ　Ｔその他の配合剤 塩化カリウム注射液キット １モル２０ｍＬ１キット ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ　　

158 注射薬 2391402A1047 個々の器官系用医薬品 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤 アザセトロン塩酸塩注射液 １０ｍｇ２ｍＬ１管 アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ「ＳＮ」 テルモ　　 セロトーン静注液１０ｍｇ

159 注射薬 3229401G1021 代謝性医薬品 滋養強壮薬 無機質製剤 ｉその他　他にＪ・Ｋ　Ｔその他の配合剤 Ｌ－アスパラギン酸カリウムキット １７．１２％１０ｍＬ１キット アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ　　

160 注射薬 2451402G1040 個々の器官系用医薬品 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 エピネフリン製剤 アドレナリンキット ０．１％１ｍＬ１筒 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 テルモ　　

161 注射薬 1242406G1035 神経系及び感覚器官用医薬品 末梢神経系用薬 鎮けい剤 アトロピン系製剤 アトロピン硫酸塩水和物キット ０．０５％１ｍＬ１筒 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 テルモ　　

162 注射薬 4240404A2101 組織細胞機能用医薬品 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ホスピーラ」 持　田　　 カンプト点滴静注１００ｍｇ

163 注射薬 4240404A1105 組織細胞機能用医薬品 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ホスピーラ」 持　田　　 カンプト点滴静注４０ｍｇ

164 注射薬 2492420G1024 個々の器官系用医薬品 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）キット３００単位１キット インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 リリー　　

165 注射薬 3229501G1070 代謝性医薬品 滋養強壮薬 無機質製剤 ｉその他　他にＪ・Ｋ　Ｔその他の配合剤 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤キット２ｍＬ１筒 エレジェクト注シリンジ テルモ　　 エレメンミック注キット

166 注射薬 2119402P1062 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 強心剤 ｉその他　Ｂクラテグスエキス剤 ドパミン塩酸塩キット ０．１％２００ｍＬ１袋 塩酸ドパミン注キット２００ 持　田　　

167 注射薬 2119402P2069 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 強心剤 ｉその他　Ｂクラテグスエキス剤 ドパミン塩酸塩キット ０．３％２００ｍＬ１袋 塩酸ドパミン注キット６００ 持　田　　

168 注射薬 3999411G5074 代謝性医薬品 その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 ｉその他　Ｊ配合剤 オザグレルナトリウムキット ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「テルモ」 テルモ　　

169 注射薬 3999403D1280 代謝性医薬品 その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 ｉその他　Ｊ配合剤 ガベキサートメシル酸塩注射用 １００ｍｇ１瓶 ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 注射用エフオーワイ１００

170 注射薬 2190501A4114 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 ｉその他　Ｊ配合剤 濃グリセリン・果糖注射液 ２００ｍＬ１袋 グリセレブ配合点滴静注 テルモ　　 グリセオール注

171 注射薬 6112401A1135 病原生物に対する医薬品 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌に作用するもの リンコマイシン系抗生物質製剤クリンダマイシンリン酸エステル注射液 ３００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注射液３００ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 ダラシンＳ注射液３００ｍｇ

172 注射薬 6112401A2158 病原生物に対する医薬品 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌に作用するもの リンコマイシン系抗生物質製剤クリンダマイシンリン酸エステル注射液 ６００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 ダラシンＳ注射液６００ｍｇ

173 注射薬 2171405D5065 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ジルチアゼム塩酸塩注射用 ５０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 沢　井　　 ヘルベッサー注射用５０

174 注射薬 3311402G5049 代謝性医薬品 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 生理食塩液キット １００ｍＬ１キット 生食注キット「フソー」 扶桑　　　

175 注射薬 6132419F2158 病原生物に対する医薬品 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤セフトリアキソンナトリウム水和物静注用 １ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「ファイザー」 ファイザー ロセフィン静注用１ｇ

176 注射薬 6132419G1050 病原生物に対する医薬品 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤セフトリアキソンナトリウム水和物キット １ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付）セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ファイザー」 ファイザー ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ

177 注射薬 3319557A2036 代謝性医薬品 血液・体液用薬 血液代用剤 ｉその他　他にＪ・Ｋ・Ｌ・Ｍ　Ｔその他の配合剤 酢酸リンゲル液 ５００ｍＬ１袋 ソルアセトＦ輸液 テルモ　　

178 注射薬 3319500A5060 代謝性医薬品 血液・体液用薬 血液代用剤 ｉその他　他にＪ・Ｋ・Ｌ・Ｍ　Ｔその他の配合剤 開始液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 テルモ　　 ソリタ－Ｔ１号輸液

179 注射薬 3319500A3067 代謝性医薬品 血液・体液用薬 血液代用剤 ｉその他　他にＪ・Ｋ・Ｌ・Ｍ　Ｔその他の配合剤 開始液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 テルモ　　 ソリタ－Ｔ１号輸液

180 注射薬 3319511A4037 代謝性医薬品 血液・体液用薬 血液代用剤 ｉその他　他にＪ・Ｋ・Ｌ・Ｍ　Ｔその他の配合剤 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 テルモ　　 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液

181 注射薬 3319510A5098 代謝性医薬品 血液・体液用薬 血液代用剤 ｉその他　他にＪ・Ｋ・Ｌ・Ｍ　Ｔその他の配合剤 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ　　 ソリタ－Ｔ３号輸液
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182 注射薬 3319510A4083 代謝性医薬品 血液・体液用薬 血液代用剤 ｉその他　他にＪ・Ｋ・Ｌ・Ｍ　Ｔその他の配合剤 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ　　

183 注射薬 3253404A4060 代謝性医薬品 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 混合アミノ酸製剤 肝不全用アミノ酸製剤注射液 ５００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 テルモ　　 アミノレバン点滴静注

184 注射薬 4240406A2097 組織細胞機能用医薬品 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 パクリタキセル注射液 １００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶 パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ホスピーラ」 持　田　　 タキソール注射液１００ｍｇ

185 注射薬 4240406A1090 組織細胞機能用医薬品 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 パクリタキセル注射液 ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／５ｍＬ「ホスピーラ」 持　田　　 タキソール注射液３０ｍｇ

186 注射薬 3919502G1034 代謝性医薬品 その他の代謝性医薬品 肝臓疾患用剤 ｉその他　Ａ動物製剤　他にＫ・Ｌ　Ｔその他の配合剤 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤キット２０ｍＬ１筒 ミノフィット注２０ｍＬシリンジ テルモ　　 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ２０ｍＬ

187 注射薬 2129409G1036 個々の器官系用医薬品 循環器官用薬 不整脈用剤 ｉその他 リドカインキット ２％５ｍＬ１筒 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 テルモ　　

188 外用薬 1319703Q2124 神経系及び感覚器官用医薬品 感覚器官用薬 眼科用剤 その他　Ｊ配合剤 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物液 ０．０２％５ｍＬ１瓶 ＡＺ点眼液０．０２％ ゼリア　　

189 外用薬 2619702Q3240 個々の器官系用医薬品 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 ｉその他　Ｊ配合剤 クロルヘキシジングルコン酸塩液 ５％１０ｍＬ グルコン酸クロルヘキシジン消毒用液５Ｗ／Ｖ％「ファイザー」 ファイザー ５％ヒビテン液

190 外用薬 2259701G1071 個々の器官系用医薬品 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 ｉその他　Ｊ配合剤　Ｔその他の配合剤 クロモグリク酸ナトリウム吸入剤 １％２ｍＬ１管 クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 沢　井　　 インタール吸入液１％

191 外用薬 1119702G1054 神経系及び感覚器官用医薬品 中枢神経系用薬 全身麻酔剤 ｉその他 セボフルラン吸入剤 １ｍＬ セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 ファイザー セボフレン吸入麻酔液

192 外用薬 3339950N1043 代謝性医薬品 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 動物製剤 ヘパリン類似物質クリーム １ｇ ビーソフテンクリーム０．３％ 持　田　　 ヒルドイドクリーム０．３％

193 外用薬 3339950Q1082 代謝性医薬品 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 動物製剤 ヘパリン類似物質液 １ｇ ビーソフテンローション０．３％ 持　田　　 ヒルドイドローション０．３％

194 外用薬 3339950M1188 代謝性医薬品 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 動物製剤 ヘパリン類似物質軟膏 １ｇ ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 持　田　　 ヒルドイドソフト軟膏０．３％

195 外用薬 1319742Q1250 神経系及び感覚器官用医薬品 感覚器官用薬 眼科用剤 その他　Ｊ配合剤 レボフロキサシン水和物液 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ファイザー」 ファイザー クラビット点眼液０．５％

196 内服薬 2190016Q2026 他の循環器官用薬 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑｾﾞﾘｰ 25g*105 ｱ-ｶﾞﾒｲﾄ20%ｾﾞﾘ- ｱｽﾃﾗｽ

197 内服薬 1249009F1023 鎮けい剤 ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠 50mg/錠　PTP 500T ｱﾁﾈｽ錠 50mg あすか製薬 ﾐｵﾅｰﾙ錠 50mg

198 内服薬 4291010F1090 その他の腫瘍用薬 ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ錠 1mg/錠  PTP 10T ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ錠1mg｢NK｣ 日本化薬 ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ錠 1mg

199 内服薬 2190005F2027 他の循環器官用薬 ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ酒石酸塩錠 20mg/錠　10T*10 ｱﾎﾟﾉ-ﾙ錠 20㎎ あすか製薬 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠 20mg

200 内服薬 2129010F1065 不整脈用剤 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠 100mg/錠　PTP 100T ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠100mg｢TE｣ ｱｽﾃﾗｽ ｱﾝｶﾛﾝ錠 100mg

201 内服薬 3949101F1081 痛風治療剤 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ･ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠 PTP 100T ｳﾘﾝﾒｯﾄ配合錠 日本薬品工業 ｳﾗﾘｯﾄ配合錠

202 内服薬 2241003S1020 鎮咳去たん剤 桜皮ｴｷｽ液 500ml ｻﾘﾊﾟﾗ液 丸石製薬

203 内服薬 2133001F1611 利尿剤 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠 25mg/錠　PTP 100T ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾃﾊﾞ｣ 武田ﾃﾊﾞ ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠 25mg

204 内服薬 1249010F1298 鎮けい剤 ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ塩酸塩錠 1mg/錠　PTP 100T ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠1mg｢ﾃﾊﾞ｣ 武田ﾃﾊﾞ ﾃﾙﾈﾘﾝ錠 1mg

205 内服薬 2399004F1170 その他の消化器官用薬 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ錠 5mg/錠　10T*10 ﾃﾙﾍﾟﾗﾝ錠 5 あすか製薬 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠 5mg

206 内服薬 3949002F2149 痛風治療剤 ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ錠 50mg/錠　PTP 100T ﾅ-ｶﾘｼﾝ錠 50mg 武田ﾃﾊﾞ ﾕﾘﾉｰﾑ錠 50mg

207 内服薬 2171018K1039 血管拡張剤 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ錠 0.3mg/錠　PTP 100T ﾆﾄﾛﾍﾟﾝ舌下錠 0.3mg 日本化薬

208 内服薬 2316004F1020 止しゃ剤，整腸剤 耐性乳酸菌製剤錠 10T*10 ﾋﾞｵﾌｴﾙﾐﾝ R 錠 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ

209 内服薬 4291009F1071 その他の腫瘍用薬 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠 80mg/錠　PTP 100T ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢NK｣ 日本化薬 ｶｿﾃﾞｯｸｽ錠 80mg

210 内服薬 2119006F1020 強心剤 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠 1.25mg/錠　PTP 100T ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠1.25mg｢TE｣ ﾄｰｱｴｲﾖｰ ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ 1.25mg

211 内服薬 2171008F1088 血管拡張剤 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠 40mg/錠　PTP 100T ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢ﾀｲﾖｰ｣ 武田ﾃﾊﾞ ﾜｿﾗﾝ錠 40mg

212 内服薬 3969004F4097 糖尿病用剤 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ口腔内崩壊錠 0.3mg/錠　PTP 500T ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢MEEK｣ 小林化工 ﾍﾞｲｽﾝOD錠 0.3mg

213 内服薬 2149010F1190 血圧降下剤 ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ酒石酸塩錠 20mg/錠　PTP 100T ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ酒石酸塩錠20mg｢ﾃﾊﾞ｣ 武田ﾃﾊﾞ ｾﾛｹﾝ錠 20mg

214 注射薬 1119402A1030 全身麻酔剤 ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注射液 1% 20ml*5A 1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣ 丸石製薬 1% ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注

215 注射薬 1119402A2037 全身麻酔剤 ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注射液 1% 50ml 1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣ 丸石製薬 1% ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注

216 注射薬 3299505A4045 その他滋養強壮薬 ﾀﾞｲｽﾞ油注射液 20% 100ml*10袋 ｲﾝﾄﾗﾘﾎﾟｽ輸液 20% (S-BAG) 大塚製薬

217 注射薬 4235404D1063 抗腫瘍性抗生剤 注射用ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 10mg 5V ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用10mg｢NK｣ 日本化薬 ﾌｧﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝ注射用 10mg

218 注射薬 4235404D2060 抗腫瘍性抗生剤 注射用ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 50mg 1V ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用50mg｢NK｣ 日本化薬 ﾌｧﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝ注射用 50mg

219 注射薬 1214406G2029 局所麻酔剤 ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩注射液 1% 10ml*10 塩酸ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ 1% ｢NP｣ 丸石製薬 ｶﾙﾎﾞｶｲﾝ注

220 注射薬 4291403A2092 その他の腫瘍用薬 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 150mg/15ml  15ml*1V ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液150mg｢NK｣ 日本化薬 ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 150mg

221 注射薬 4291403A3099 その他の腫瘍用薬 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 450mg/45ml  45ml*1V ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液450mg｢NK｣ 日本化薬 ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 450mg

222 注射薬 4291403A1096 その他の腫瘍用薬 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 50mg/5ml  5ml*1V ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液50mg｢NK｣ 日本化薬 ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 50mg

223 注射薬 4224403A2030 代謝拮抗剤 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ塩酸塩注射液 1g/25mL  1V ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注液 1g/25mL ｢NK｣ 日本化薬 ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ注射用 1g

224 注射薬 4224403A1034 代謝拮抗剤 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ塩酸塩注射液 200mg/5mL  1V ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注液 200mg/5mL ｢NK｣ 日本化薬 ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ注射用 200mg

225 注射薬 2452400D1092 副腎ホルモン剤 注射用ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 100mg/1V  5V ｻｸｼｿﾞﾝ注射用 100mg 武田ﾃﾊﾞ ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用100ｍｇ

226 注射薬 2399401A1113 その他の消化器官用薬 塩酸ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ注射液 10mg/2mL  2*50 ﾃﾙﾍﾟﾗﾝ注射液 10mg あすか製薬 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注射液 10mg

227 注射薬 2219403A1035 呼吸促進剤 ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ注射液 0.5mg/5mL  5ml*5A ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ注射液0.5mg｢F｣ 丸石製薬 ｱﾈｷｾ-ﾄ注射液 0.5mg

228 注射薬 2234400A1054 去たん剤 ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩注射液 4mg/1A  50A ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩注射液4MG ｢ﾀｲﾖｰ｣ 武田ﾃﾊﾞ ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ注射液 4mg

229 注射薬 2171403A7038 血管拡張剤 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ注射液 50mg/100mL  100ml*3袋 ﾐｵｺｰﾙ点滴静注 50mg ｱｽﾃﾗｽ ﾐﾘｽﾛｰﾙ注 50mg/100ml

230 注射薬 2531401A1142 子宮収縮剤 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩注射液 0.2mg/1mL  1ml*10A ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ注 0.2mg ｢ｱｽｶ｣ あすか製薬

231 注射薬 3929407D2035 解毒剤 注射用ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 100mg*5V ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用100mg｢NK｣ 日本化薬 ｱｲｿﾎﾞﾘﾝ点滴静注用 100mg

232 注射薬 3929407D1063 解毒剤 注射用ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 25mg*5V ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用25mg｢NK｣ 日本化薬 ｱｲｿﾎﾞﾘﾝ点滴静注用 25mg

233 注射薬 1229405A2040 骨格筋弛緩剤 ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物注射液 50mg/5.0mL  10V ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物静注液 50mg/5.0mL ｢ﾏﾙｲｼ｣ 丸石製薬 ｴｽﾗｯｸｽ静注 50mg

234 外用薬 2649843S1039 鎮痛鎮痒收斂消炎 ﾊﾟｯﾌﾟ剤(4-12)(ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ･dl-ｶﾝﾌﾙ･ﾄｳｶﾞﾗｼｴｷｽ)貼付剤(20g・5枚*10袋)  1㎏ MS温ｼｯﾌﾟ｢ﾀｲﾎｳ｣(20G*5*10) 日本化薬

235 外用薬 1214701R1050 局所麻酔剤 ﾘﾄﾞｶｲﾝ噴霧剤 8%  80g ｷｼﾛｶｲﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚ- 8% ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ

236 外用薬 1319710Q2094 眼科用剤 ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ液 0.02% 5mL  5ml*10 ｿﾌﾃｨｱ点眼液 0.02% 千寿製薬 ｻﾝｺﾊﾞ点眼液 0.02%

237 外用薬 2399706M1109 その他の消化器官用薬 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ軟膏 5mg/5g  5g*10 ﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ口腔用軟膏1mg/g 日本化薬 ｱﾌﾀｿﾞﾛﾝ口腔用軟膏 0.1%

238 外用薬 2619716Q1177 外皮用殺菌消毒剤 ｱﾙｷﾙｼﾞｱﾐﾉｴﾁﾙｸﾞﾘｼﾝ塩酸塩液 10% 500ml ﾊｲｼﾞ-ﾙ消毒用液 10% 丸石製薬

239 外用薬 2619819X1149 外皮用殺菌消毒剤 ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物･ｴﾀﾉｰﾙ液 2% 500ml ﾊｲﾎﾟｴﾀﾉｰﾙ液2%｢ﾆｯｺｰ｣ 丸石製薬

240 外用薬 6250700M1120 抗ウイルス剤 ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ軟膏 3%  5g*5 ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ軟膏3%｢MEEK｣ 小林化工 ｱﾗｾﾅｰA軟膏 3%

241 外用薬 2612701Q3407 外皮用殺菌消毒剤 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ液 10%  250ml ﾎﾟﾋﾟﾗ-ﾙ消毒液 10% 丸石製薬 ｲｿｼﾞﾝ液 10%
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242 外用薬 2619702Q2040 外皮用殺菌消毒剤 ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩液 500ml ﾏｽｷﾝR ｴﾀﾉ-ﾙ液 丸石製薬

243 外用薬 1214701S1086 局所麻酔剤 ﾘﾄﾞｶｲﾝ貼付剤 18mg/枚　50枚入り ﾘﾄﾞｶｲﾝﾃｰﾌﾟ 18mg ｢YP｣ ﾒﾃﾞｨｷｯﾄ ﾍﾟﾝﾚｽﾃｰﾌﾟ 18mg

244 内用薬 2233002F1298 気道粘液調整・粘膜正常化剤 L-カルボシステイン PTP 1000T カルボシステイン錠250mg「トーワ」 東和薬品 ムコダイン錠250mg  

245 内用薬 1179041F1254 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 パロキセチン塩酸塩水和物 PTP 100T パロキセチン錠10mg「トーワ」 東和薬品 パキシル錠10mg 

246 内用薬 2329122C1052 その他の消化性潰瘍用剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン細粒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 なし

247 内用薬 1179025F1182 その他の精神神経用剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 エチゾラム錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 デパス錠0.5mg

248 内用薬 3999013F1061 その他代謝性医薬品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 エパルレスタット錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エパルレスタット錠５０「ＥＫ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 キネダック錠50mg

249 内用薬 8119002N2020 その他のあへんアルカロイド系麻薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 オキシコドン塩酸塩水和物徐放カプセル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０ｍｇ１カプセル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テルモ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テルモ　　　　　　　 オキノーム散２．５ｍｇ

250 内用薬 8119002N1023 その他のあへんアルカロイド系麻薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 オキシコドン塩酸塩水和物徐放カプセル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５ｍｇ１カプセル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テルモ　　　　　　　 オキノーム散２．５ｍｇ

251 内用薬 8119002N1023 その他のあへんアルカロイド系麻薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 オキシコドン塩酸塩水和物徐放カプセル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５ｍｇ１カプセル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テルモ　　　　　　　 オキノーム散２．５ｍｇ

252 内用薬 2318001F1195 ジメチコン製剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジメチコン錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガステール錠４０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扶桑薬品　　　　　　 ガスコン錠40mg

253 内用薬 2190016B1035 その他の循環器官用薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ポリスチレンスルホン酸カルシウム散　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９６．７％１ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カリエードプラス散（分包）９６．７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小野薬品　　　　　　 なし

254 内用薬 3961008F6030 スルフォニル尿素系製剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 グリメピリド口腔内崩壊錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 アマリール１ｍｇ錠

255 内用薬 3961008F4038 スルフォニル尿素系製剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 グリメピリド口腔内崩壊錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 アマリール１ｍｇ錠

256 内用薬 3399008F1114 その他の血液・体液用薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 クロピドグレル硫酸塩錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日医工　　　　　　　 プラビックス錠２５ｍｇ

257 内用薬 3399008F2110 その他の血液・体液用薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 クロピドグレル硫酸塩錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日医工　　　　　　　 プラビックス錠２５ｍｇ

258 内用薬 3399008F2110 その他の血液・体液用薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 クロピドグレル硫酸塩錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日医工　　　　　　　 プラビックス錠２５ｍｇ

259 内用薬 1129009F4024 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 マイスリー錠５ｍｇ

260 内用薬 2149026F2251 その他の血圧降下剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ドキサゾシンメシル酸塩錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 カルデナリン錠０．５ｍｇ

261 内用薬 1124007F2190 ベンゾジアゼピン系製剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 トリアゾラム錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 ハルシオン０．１２５ｍｇ錠

262 内用薬 2399005F2260 その他の消化器官用薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ドンペリドン錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 ナウゼリン細粒１％

263 内用薬 3399007H1021 その他の血液・体液用薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アスピリン腸溶錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バイアスピリン錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バイエル　　　　　　 なし

264 内用薬 1139004C2070 その他の抗てんかん剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 バルプロ酸ナトリウム細粒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０％１ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 デパケン細粒40％

265 内用薬 3969007F1210 その他の糖尿病用剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ピオグリタゾン塩酸塩錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＥＥ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 アクトス錠15mg

266 内用薬 2325003F3175 Ｈ２遮断剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ファモチジン口腔内崩壊錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 ガスター散１０％

267 内用薬 2325003F4198 Ｈ２遮断剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ファモチジン口腔内崩壊錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 ガスター散１０％

268 内用薬 4490023F1032 その他のアレルギー用薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フェキソフェナジン塩酸塩錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 アレグラ錠６０ｍｇ

269 内用薬 4490017F1029 その他のアレルギー用薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 プランルカスト水和物錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１２．５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 オノンカプセル（剤型違い）

270 内用薬 1124009F1185 ベンゾジアゼピン系製剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブロチゾラム錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブロチゾラムＭ錠０．２５「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 レンドルミン錠0.25mg

271 内用薬 2239001F1017 その他の去たん剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アンブロキソール塩酸塩錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムコブリン錠１５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 ムコソルバン錠15mg

272 内用薬 3136004F1050 ビタミンＢ１２剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メコバラミン錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２５ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メチコバール錠２５０μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エーザイ　　　　　　 なし

273 内用薬 1149019F1480 その他の解熱鎮痛消炎剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ロキソプロフェンナトリウム水和物錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 ロキソニン錠60mg

274 内用薬 2319001F1010 その他の止しゃ剤、整腸剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塩酸ロペラミド錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍｇ１錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 ロペミンカプセル（剤型違い）

275 注射薬 8219400A1055 その他の合成麻薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フェンタニルクエン酸塩注射液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００５％２ｍＬ１管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤンセンファーマ　　 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

276 注射薬 8219401D1030 その他の合成麻薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 レミフェンタニル塩酸塩注射用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ１瓶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一三共　　　　　　 アルチバ静注用２ｍｇ

277 注射薬 3311402G5049 生理食塩液類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生理食塩液キット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００ｍＬ１キット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生食注キット「フソー」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扶桑薬品　　　　　　 大塚生食注TN100mg

278 注射薬 3311402G9036 生理食塩液類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生理食塩液キット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００ｍＬ１キット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大塚生食注２ポート１００ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大塚製薬　　　　　　 大塚生食注TN100mg

279 外用薬 8219700S8033 その他の合成麻薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フェンタニル貼付剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２．６ｍｇ１枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「ＨＭＴ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久光製薬　　　　　　 デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ

280 外用薬 8219700S9030 その他の合成麻薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フェンタニル貼付剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６．８ｍｇ１枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「ＨＭＴ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久光製薬　　　　　　 デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ

281 外用薬 8219700S5034 その他の合成麻薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フェンタニル貼付剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．１ｍｇ１枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「ＨＭＴ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久光製薬　　　　　　 デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ

282 外用薬 8219700S6030 その他の合成麻薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フェンタニル貼付剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．２ｍｇ１枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「ＨＭＴ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久光製薬　　　　　　 デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ

283 外用薬 8219700S7037 その他の合成麻薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フェンタニル貼付剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．４ｍｇ１枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「ＨＭＴ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久光製薬　　　　　　 デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ

284 外用薬 2171700S1133 冠血管拡張剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 硝酸イソソルビド貼付剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０ｍｇ１枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルメッドエーザイ　 ニトロールスプレー１．２５ｍｇ

285 内用薬 6250002D1202 ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ感染症治療剤 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 40% ﾊﾞﾗ 100g ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ顆粒40%｢ﾀｶﾀ｣ 高田製薬 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ顆粒40%

286 内用薬 6149004C1080 15員環系 ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ ｢ﾀｶﾀ｣ ﾊﾞﾗ 100g ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ小児用細粒10% 高田製薬 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ細粒小児用10%

287 内用薬 6131001M2343 広域ﾍﾟﾆｼﾘﾝ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物 250mg PTP  100CAP ｱﾓｷｼｼﾘﾝ ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢NP｣ ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250

288 内用薬 2239001G1047 気道潤滑去痰剤 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩 錠45MGﾆﾌﾟﾛ PTP100T ｱﾝﾌﾞﾛｷｿ-ﾙ塩酸塩徐放OD ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠15mg

289 内用薬 2233002Q1108 気道粘液修復去痰剤 L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 5% 500ML ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ ｼﾛｯﾌﾟ5%｢ﾀｶﾀ｣ 高田製薬 ﾑｺﾀﾞｲﾝｼﾛｯﾌﾟ5%

290 内用薬 2233002R2037 気道粘液修復去痰剤 L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 50% 1gX300包 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝDS50%｢ﾀｶﾀ｣ 高田製薬 ﾑｺﾀﾞｲﾝDS50%

291 内用薬 2233002R2037 気道粘液修復去痰剤 L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 50% 100g ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝDS50%｢ﾀｶﾀ｣ 高田製薬 ﾑｺﾀﾞｲﾝDS50%

292 内用薬 6149003R1062 14員環系 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 10% ﾊﾞﾗ 100g ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝDS小児用10%ﾀｶﾀ 高田製薬 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ･ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10%小児用

293 内用薬 6149003F2135 14員環系 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg PTP  500T ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀｶﾀ｣ 高田製薬 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg

294 内用薬 1141007F1071 非ﾋﾟﾘﾝ系単味 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg PTP 1000T ｺｶ-ﾙ錠200mg 三和化学

295 内用薬 1124029F1085 超長時間作用型(BZ誘導体) ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg PTP  100T ｼﾞﾒﾄｯｸｽ錠1 日医工 ﾒｲﾗｯｸｽ錠1mg

296 内用薬 2223001F2137 中枢性非麻薬性鎮咳剤 ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩水和物 塩錠15MG PTP 1000T ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸 ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg

297 内用薬 2190006M1202 ﾆｺﾁﾝ酸製剤 ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ 100MG｢NP｣ PTP1000CAP ﾄｺﾌｪﾛ-ﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ﾕﾍﾞﾗNｶﾌﾟｾﾙ100mg

298 内用薬 3327002F1169 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg PTP  100T ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ 陽進堂 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg

299 内用薬 2190021F1011 脳循環改善作用を有する薬剤 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg PTP  100T ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢NP｣ 三和化学 ｻｱﾐｵﾝ錠5mg

300 内用薬 2171014G3081 第一世代 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放 10mg PTP  100T ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠10mg｢NP｣ ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠10mg

301 内用薬 2171014G4088 第一世代 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放 20mg PTP  100T ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg｢NP｣ ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠20mg
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302 内用薬 6250019F1233 ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ感染症治療剤 ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩 500mg PTP   42T ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井製薬 ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500

303 内用薬 2318001Q1102 その他 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 2% 300ML ﾊﾞﾛｽ消泡内用液2% 堀井薬品工業 ｶﾞｽｺﾝﾄﾞﾛｯﾌﾟ内用液2%

304 内用薬 3133001F3163 ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸製剤(B5) ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg PTP  100T ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠100mg｢YD｣ 陽進堂 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠100

305 内用薬 2129008F2030 Ⅰc群 ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩水和物 ｢三和｣ PTP  100T ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩錠50mg 三和化学 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg

306 内用薬 2139005F1060 ﾙｰﾌﾟ利尿薬 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ﾊﾞﾗ  500T ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg｢NP｣ ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ﾗｼｯｸｽ錠20mg

307 内用薬 2139005F1060 ﾙｰﾌﾟ利尿薬 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg PTP  500T ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg｢NP｣ ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ﾗｼｯｸｽ錠20mg

308 内用薬 2139005F2385 ﾙｰﾌﾟ利尿薬 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg PTP  500T ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢NP｣ ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ﾗｼｯｸｽ錠40mg

309 内用薬 1179023F1035 その他 ﾍﾟﾓﾘﾝ 10mg PTP  100T ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠10mg 三和化学

310 内用薬 2239001R1110 気道潤滑去痰剤 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩 1.5% ﾊﾞﾗ  100g ﾑｺｻ-ﾙ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1.5% 日本ﾍﾞｰﾘﾝ 小児用ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝDS1.5%

311 内用薬 2129003F2053 Ⅰb群 ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩 100mg PTP  100T ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩錠100MG KCC 三和化学 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg

312 内用薬 2129003F1057 Ⅰb群 ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩 50mg PTP  100T ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩錠50MG｢KCC｣ 三和化学 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg

313 内用薬 1149035F2051 ｵｷｼｶﾑ系 ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg PTP  100T ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢NP｣ ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10mg

314 内用薬 2190024F1040 高ﾘﾝ血症用剤 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ ｢三和｣ PTP  100T 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ錠500MG 三和化学 ｶﾙﾀﾝ錠500

315 注射薬 2190406G1082 抗血小板薬 ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ ｢F｣ 1MLX5筒 ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ注5μgｼﾘﾝｼﾞ 富士製薬 ﾊﾟﾙｸｽ注5μg

316 注射薬 3999427G3021 ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ及び類薬 ｴﾎﾟｴﾁﾝα(遺伝子組換え) JCR 3000IU 2MLX10 ｴﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧBS注3000ｼﾘﾝｼﾞ ｷｯｾｲ薬品

317 注射薬 3999427G1029 ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ及び類薬 ｴﾎﾟｴﾁﾝα(遺伝子組換え) JCR 750IU 0.5MLX10 ｴﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧBS注750ｼﾘﾝｼﾞ ｷｯｾｲ薬品

318 注射薬 7219412A7060 非ｲｵﾝ性ﾓﾉﾏｰ型 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 30.62% 50MLX5V ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ150注50ML 富士製薬 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注150

319 注射薬 7219412A3080 非ｲｵﾝ性ﾓﾉﾏｰ型 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 61.24% 100MLX5V ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注100ML 富士製薬 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300

320 注射薬 7219412A9070 非ｲｵﾝ性ﾓﾉﾏｰ型 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 61.24% 20MLX5V ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注20ML 富士製薬 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300

321 注射薬 7219412A2076 非ｲｵﾝ性ﾓﾉﾏｰ型 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 61.24% 50MLX5V ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注50ML 富士製薬 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300

322 注射薬 7219412G1048 非ｲｵﾝ性ﾓﾉﾏｰ型 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 61.24% 100MLX5筒 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ100ML 富士製薬 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ

323 注射薬 7219412A6080 非ｲｵﾝ性ﾓﾉﾏｰ型 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 75.52% 100MLX5V ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注100ML 富士製薬 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370

324 注射薬 7219412A5075 非ｲｵﾝ性ﾓﾉﾏｰ型 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 75.52% 50MLX5V ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注50ML 富士製薬 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370

325 注射薬 7219412G7046 非ｲｵﾝ性ﾓﾉﾏｰ型 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 75.52% 100MLX5筒 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ100ML 富士製薬 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ

326 注射薬 7219412G9057 非ｲｵﾝ性ﾓﾉﾏｰ型 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 75.52% 80MLX5筒 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ80ML 富士製薬 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ

327 注射薬 3999411G8022 血小板凝集能抑制薬 ｵｻﾞｸﾞﾚﾙﾅﾄﾘｳﾑ 100MLﾊﾞｯｸﾞIP100MLX10 ｵｻﾞｸﾞﾚﾙNａ点滴静注80MG/ 共和ｸﾘﾃｨ ｷｻﾝﾎﾞﾝ/ｶﾀｸﾛｯﾄ点滴静注(剤型違い)

328 注射薬 1214404A2027 Ⅰb群 ﾘﾄﾞｶｲﾝ 10mg/ML 200MLX10 ｵﾘﾍﾞｽ点滴用1% 高田製薬

329 注射薬 7290405A8061 MRI用剤 ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ 37.14%ｼﾘﾝｼﾞ 15MLX5 ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ静注 富士製薬 ﾏｸﾞﾈﾋﾞｽﾄ静注ｼﾘﾝｼﾞ

330 注射薬 7290405A7065 MRI用剤 ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ 37.14%ｼﾘﾝｼﾞ 10MLX5 ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ静注 富士製薬 ﾏｸﾞﾈﾋﾞｽﾄ静注ｼﾘﾝｼﾞ

331 注射薬 7290405G1060 MRI用剤 ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ 37.14%ｼﾘﾝｼﾞ 5MLX1 ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ静注 富士製薬 ﾏｸﾞﾈﾋﾞｽﾄ静注ｼﾘﾝｼﾞ

332 注射薬 3999407D3095 蛋白分解酵素阻害薬 ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩 100mg 10V ｺｱﾋﾋﾞﾀ-注射用100mg 陽進堂

333 注射薬 3999407D1190 蛋白分解酵素阻害薬 ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩 10mg 10V ｺｱﾋﾋﾞﾀ-注射用10mg 陽進堂 注射用ﾌｻﾝ10

334 注射薬 3999407D4024 蛋白分解酵素阻害薬 ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩 150mg 10V ｺｱﾋﾋﾞﾀ-注射用150mg 陽進堂 注射用ﾌｻﾝ50

335 注射薬 3999407D2200 蛋白分解酵素阻害薬 ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩 50mg 10V ｺｱﾋﾋﾞﾀ-注射用50mg 陽進堂

336 注射薬 6132401G3087 第一世代 ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ﾊﾞｯｸﾞ｢NP｣1gｷｯﾄX10 ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNａ点滴静注用1G ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ｾﾌｧﾒｼﾞﾝα点滴用ｷｯﾄ1g

337 注射薬 6132400G3058 第二世代 ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩 1Gﾊﾞｯｸﾞ｢NP｣ 1GｷｯﾄX10 ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩点滴静注用 ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ静注用1gﾊﾞｯｸﾞS

338 注射薬 2454405H1032 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ類 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 1.65mg 0.5MLX10A ﾃﾞｷｻ-ﾄ注射液1.65mg 富士製薬 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液1.65mg

339 注射薬 2454405H5038 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ類 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 6.6mg 2MLX50V ﾃﾞｷｻ-ﾄ注射液6.6mg 富士製薬 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液6.6mg

340 注射薬 3327401A4266 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 10% 10MLX50A ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸注1g｢NP｣ ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ﾄﾗﾝｻﾐﾝ注10%

341 注射薬 3919502G1085 肝機能改善薬 ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ･ｸﾞﾘｼﾝ･ｼｽﾃｲﾝ配合剤 ｼﾘﾝｼﾞ 横口 20MLX10 ﾋｼﾌｧ-ｹﾞﾝ配合静注20ML ﾆﾌﾟﾛ 強力ﾈｵﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝｼｰ静注ｼﾘﾝｼﾞ20mL

342 注射薬 6139500G1089 合剤 ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ･ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ ﾊﾞｯｸﾞ 1gｷｯﾄX10 ﾜｲｽﾀ-ﾙ配合点滴静注用1G ﾆﾌﾟﾛﾌｧﾏ ｽﾙﾍﾟﾗｿﾞﾝｷｯﾄ静注用1g

343 注射薬 2456400D2071 ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ類 ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 125mg 5V 注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺ-ﾄ125 富士製薬 ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用125mg

344 注射薬 2456400D1059 ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ類 ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 40mg 5V 注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺ-ﾄ40 富士製薬 ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用40mg

345 注射薬 2456400D3078 ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ類 ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 5V 注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺ-ﾄ500 富士製薬 ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用500mg

346 外用薬 2260700F1021 口腔含嗽用剤 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 4% 5MLX10本 ｱｽﾞﾉ-ﾙうがい液4% 日本新薬

347 外用薬 2521701H1041 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ製剤 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 100mg PTP   60T ﾊｲｾﾁﾝ腟錠100mg 富士製薬 ｸﾛﾏｲ腟錠100mg

348 外用薬 1214701S1086 ｱﾐﾄﾞ型 ﾘﾄﾞｶｲﾝ 30.5X50mm 50枚 ﾘﾄﾞｶｲﾝﾃｰﾌﾟﾟ18mg｢YP｣ ﾒﾃﾞｨｷｯﾄ ﾍﾟﾝﾚｽﾃｰﾌﾟ18mg


