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薬品名

【般】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ
【般】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２ｍｇ
【般】ＦＡＤ錠１０ｍｇ
【般】Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ
【般】アカルボース錠１００ｍｇ
【般】アカルボース錠５０ｍｇ
【般】アシクロビルシロップ８％
【般】アシクロビル錠２００ｍｇ
【般】アシクロビル軟膏５％
【般】アジスロマイシン錠２５０ｍｇ
【般】アスコルビン酸･パントテン酸Ca配合顆粒
【般】アスピリン３３０ｍｇ･ダイアルミネート合錠
【般】アスピリン腸溶錠１００ｍｇ
【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%【５ml】
【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用散０．４％
【般】アズレンスルホン酸ナトリウム・Ｌ－グルタミン配合顆粒
【般】アセトアミノフェンシロップ２％
【般】アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ
【般】アセトアミノフェン細粒２０％
【般】アセトアミノフェン錠２００ｍｇ
【般】アセトアミノフェン錠３００ｍｇ
【般】アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ
【般】アゼルニジピン錠１６ｍｇ
【般】アゼルニジピン錠８ｍｇ
【般】アゾセミド錠３０ｍｇ
【般】アゾセミド錠６０ｍｇ
【般】アダパレンゲル０．１％【15g】
【般】アテノロール錠２５ｍｇ
【般】アテノロール錠５０ｍｇ
【般】アトモキセチンカプセル１０ｍｇ
【般】アトモキセチンカプセル２５ｍｇ
【般】アトモキセチンカプセル４０ｍｇ
【般】アトモキセチンカプセル５ｍｇ
【般】アトモキセチン経口液０．４％
【般】アトルバスタチン錠１０ｍｇ
【般】アトルバスタチン錠５ｍｇ
【般】アナストロゾール１ｍｇ錠
【般】アプリンジン塩酸塩２０ｍｇカプセル
【般】アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】アミオダロン塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】アムロジピン５ｍｇ・アトルバスタチン１０ｍｇ
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】アムロジピン錠５ｍｇ
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
【般】アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ
【般】アモキシシリン細粒２０％
【般】アリピプラゾール錠３ｍｇ
【般】アルギン酸Ｎａ経口液５％
【般】アルクロキサ軟膏2%20g
【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％
【般】アルジオキサ錠１００ｍｇ
【般】アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
【般】アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
【般】アルファカルシドール錠０．５μｇ
【般】アルファカルシドール錠１μｇ



【般】アルファタカシルクリーム２μｇ／ｇ
【般】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ
【般】アレンドロン酸錠３５ｍｇ
【般】アレンドロン酸錠５ｍｇ
【般】アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】アロプリノール錠１００ｍｇ
【般】アロプリノール錠５０ｍｇ
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用１．５％
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用３％
【般】アンブロキソール塩酸塩徐放錠４５ｍｇ
【般】アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
【般】イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ
【般】イソジンシュガーパスタ
【般】イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
【般】イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ
【般】イブジラスト徐放カプセル１０ｍｇ
【般】イブプロフェン錠１００ｍｇ
【般】イブプロフェン錠２００ｍｇ
【般】イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ
【般】イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ
【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠2mg
【般】イルベサルタン・アムロジピン１０ｍｇ配合錠
【般】イルベサルタン・アムロジピン５ｍｇ配合錠
【般】イルベサルタン錠１００ｍｇ
【般】イルベサルタン錠５０ｍｇ
【般】ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ
【般】ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ
【般】エカベトＮａ顆粒６６．７％
【般】エスタゾラム錠１ｍｇ
【般】エスタゾラム錠２ｍｇ
【般】エチゾラム錠０．５ｍｇ
【般】エチゾラム錠１ｍｇ
【般】エトドラク錠１００ｍｇ
【般】エトドラク錠２００ｍｇ
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
【般】エバスチン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】エバスチン口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】エパルレスタット錠５０ｍｇ
【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用１％
【般】エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ
【般】エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】エレトリプタン錠２０ｍｇ
【般】エンタカポン錠１００ｍｇ
【般】エンテカビル錠０．５ｍｇ
【般】オオウメガサソウエキス１．０ｍｇ・ハコヤナギエキス配合錠
【般】オキサトミド３０ｍｇ錠
【般】オキシコドン徐放錠１０ｍｇ(乱用防止製剤)
【般】オキシコドン徐放錠２０ｍｇ(乱用防止製剤)
【般】オキシコドン徐放錠５ｍｇ
【般】オキシコドン徐放錠５ｍｇ(乱用防止製剤)
【般】オセルタミビルカプセル７５ｍｇ
【般】オセルタミビルシロップ用３％
【般】オフロキサシン眼軟膏０．３％



【般】オフロキサシン耳科用液０．３％
【般】オメプラゾール錠１０ｍｇ
【般】オメプラゾール錠２０ｍｇ
【般】オランザピン口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】オランザピン錠２．５ｍｇ
【般】オランザピン錠５ｍｇ
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠２０ｍｇ
【般】オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
【般】オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％
【般】カプトプリル錠２５ｍｇ
【般】カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ
【般】カリジノゲナーゼ錠２５単位
【般】カリジノゲナーゼ錠５０単位
【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
【般】カルバマゼピン錠１００ｍｇ
【般】カルバマゼピン錠２００ｍｇ
【般】カルプロニウム塩化物外用液５％
【般】カルベジロール錠１．２５ｍｇ
【般】カルベジロール錠１０ｍｇ
【般】カルベジロール錠２．５ｍｇ
【般】カルベジロール錠２０ｍｇ
【般】カルボシステインシロップ５％
【般】カルボシステインシロップ用５０％
【般】カルボシステイン細粒５０％
【般】カルボシステイン錠２５０ｍｇ
【般】カルボシステイン錠５００ｍｇ
【般】カンデサルタン・アムロジピン５ｍｇ配合錠
【般】カンデサルタン８ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠
【般】カンデサルタン錠１２ｍｇ
【般】カンデサルタン錠２ｍｇ
【般】カンデサルタン錠４ｍｇ
【般】カンデサルタン錠８ｍｇ
【般】クアゼパム１５ｍｇ錠
【般】クエチアピン細粒５０％
【般】クエチアピン錠１２．５ｍｇ
【般】クエチアピン錠２５ｍｇ
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠
【般】クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％
【般】クラリスロマイシンシロップ用１０％
【般】クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
【般】クラリスロマイシン錠５０ｍｇ
【般】グリクラジド錠２０ｍｇ
【般】グリクラジド錠４０ｍｇ
【般】グリセリン浣腸液５０％１２０ｍL
【般】グリセリン浣腸液50％30mL
【般】グリセリン浣腸液５０％６０ｍＬ
【般】グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ
【般】グリベンクラミド錠２．５ｍｇ
【般】グリメピリド錠０．５ｍｇ
【般】グリメピリド錠１ｍｇ
【般】グリメピリド錠３ｍｇ
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％
【般】グルタチオン錠１００ｍｇ
【般】クレマスチンドライシロップ０．１％
【般】クレンブテロール塩酸塩錠１０μｇ
【般】クロチアゼパム錠５ｍｇ
【般】クロピドグレル錠２５ｍｇ



【般】クロピドグレル錠７５ｍｇ
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル０．０５％クリーム
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル０．０５％液
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％
【般】クロベタゾン酪酸エステル０．０５％軟膏
【般】クロベタゾン酪酸エステルクリーム０．０５％
【般】クロベタゾン酪酸エステル外用液０．０５％
【般】クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％
【般】クロモグリク酸Ｎａ細粒１０％
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ
【般】ケトコナゾールクリーム２％
【般】ケトコナゾールローション２％
【般】ケトチフェンカプセル１ｍｇ
【般】ケトチフェンシロップ用０．１％
【般】ケトプロフェン（１２０ｍｇ）１０ｃｍ×１４ｃｍ貼付剤
【般】ケトプロフェンテープ２０ｍｇ
【般】ケトプロフェンテープ４０ｍｇ
【般】ケトプロフェンパップ３０ｍｇ
【般】ケトプロフェンパップ６０ｍｇ
【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％
【般】コデインリン酸塩散１％
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
【般】サリチル酸軟膏10%
【般】サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】ジアゼパム錠２ｍｇ
【般】シアノコバラミン点眼液０．０２％
【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液５％
【般】シクロスポリンカプセル２５ｍｇ
【般】シクロスポリンカプセル５０ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａゲル１％
【般】ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ外用液１％
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ
【般】ジピリダモール錠２５ｍｇ
【般】ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤
【般】ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム0.1
【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏0.1%
【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%
【般】ジフルプレドナート外用液０．０５％【１０ｇ】
【般】ジフルプレドナート軟膏０．０５％
【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ０．０４％
【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．０５％
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ
【般】ジメチコン錠４０ｍｇ
【般】シメチジン細粒２０％
【般】シメチジン錠４００ｍｇ
【般】ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ
【般】シルニジピン錠１０ｍｇ
【般】シルニジピン錠５ｍｇ
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠１００ｍｇ



【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠５０ｍｇ
【般】シロドシン４ｍｇ口腔内崩壊錠
【般】シロドシン口腔内崩壊錠２ｍｇ
【般】シロドシン錠２ｍｇ
【般】シロドシン錠４ｍｇ
【般】シンバスタチン錠５ｍｇ
【般】スクラルファート経口液１０％
【般】スピロノラクトン錠２５ｍｇ
【般】スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
【般】スマトリプタン錠５０ｍｇ
【般】スルピリド錠５０ｍｇ
【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用１．２５％
【般】セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ
【般】セファクロルカプセル２５０ｍｇ
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒１０％
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】セフジトレンピボキシル細粒１００ｍｇ
【般】セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ
【般】セフジニルカプセル１００ｍｇ
【般】セフジニル細粒１０％
【般】セルトラリン錠２５ｍｇ
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠２．５ｍｇ
【般】センナエキス錠８０ｍｇ
【般】センノシド錠１２ｍｇ
【般】センノシド顆粒８％
【般】ゾテピン錠２５ｍｇ
【般】ゾニサミド散２０％
【般】ゾニサミド錠１００ｍｇ
【般】ゾピクロン錠１０ｍｇ
【般】ゾピクロン錠７．５ｍｇ
【般】ゾルピデム酒石酸塩１０ｍｇ口腔内崩壊錠
【般】ゾルピデム酒石酸塩５ｍｇ口腔内崩壊錠
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ
【般】タクロリムスカプセル０．５ｍｇ
【般】タクロリムスカプセル１ｍｇ
【般】タクロリムス軟膏０．１％
【般】タダラフィル錠２．５ｍｇ:ＺＡ
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．２ｍｇ
【般】タモキシフェン錠２０ｍｇ
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ
【般】チアプリド塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】チアプリド錠２５ｍｇ
【般】チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ
【般】チキジウム臭化物顆粒２％
【般】チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】チザニジン錠１ｍｇ
【般】チモロール点眼液０．５％
【般】ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
【般】ツロブテロールテープ１ｍｇ
【般】ツロブテロールテープ２ｍｇ
【般】ツロブテロール塩酸塩０．１％シロップ用
【般】ツロブテロール塩酸塩１ｍｇ錠
【般】ティーエスワンOD錠２０ｍｇ



【般】ティーエスワンOD錠２５ｍｇ
【般】テオフィリン徐放錠１００ｍｇ(12～24時間)
【般】テオフィリン徐放錠２００ｍｇ（１２～２４時間）
【般】テオフィリン徐放錠２００ｍｇ（２４時間持続）
【般】デキサメタゾンエリキシル０．０１％
【般】デキサメタゾン軟膏口腔用０．１％
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ
【般】テプレノンカプセル５０ｍｇ
【般】テプレノン細粒１０％
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム１％
【般】テルビナフィン塩酸塩外用液１％
【般】テルビナフィン塩酸塩錠１２５
【般】テルミサルタン40mg・アムロジピンベシル酸塩錠
【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド
【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠
【般】テルミサルタン錠２０ｍｇ
【般】テルミサルタン錠４０ｍｇ
【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠１ｍｇ
【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠２ｍｇ
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠１ｍｇ
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠２ｍｇ
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ
【般】トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠３ｍｇ
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】トフィソパム細粒１０％
【般】トフィソパム錠５０ｍｇ
【般】トラセミド錠４ｍｇ
【般】トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ
【般】トラニラストカプセル１００ｍｇ
【般】トラニラスト点眼液０．５％
【般】トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ
【般】トラネキサム酸散５０％
【般】トラネキサム酸錠２５０ｍｇ
【般】トラピジル錠１００ｍｇ
【般】トラボプロスト点眼液０．００４％
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠
【般】トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ
【般】トリアゾラム錠０．２５ｍｇ
【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏０．１％
【般】トリクロルメチアジド錠１ｍｇ
【般】トリクロルメチアジド錠２ｍｇ
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ
【般】ドルゾラミド･チモロール配合点眼液
【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠１００ｍｇ
【般】ドンペリドン１０ｍｇ錠
【般】ドンペリドンシロップ用1%
【般】ドンペリドン坐剤１０ｍｇ
【般】ドンペリドン坐剤３０ｍｇ
【般】ドンペリドン錠５ｍｇ
【般】ナジフロキサシンクリーム１％
【般】ナジフロキサシン外用液１％
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠５０ｍｇ
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠７５ｍｇ
【般】ナフトピジル錠２５ｍｇ



【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠２．５μｇ
【般】ニコランジル錠５ｍｇ
【般】ニザチジン錠１５０ｍｇ
【般】ニセルゴリン錠５ｍｇ
【般】ニトラゼパム錠１０mg
【般】ニトログリセリン舌下錠０．３ｍｇ
【般】ニフェジピン徐放錠１０ｍｇ（２４時間持続）
【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（１２時間持続）
【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（２４時間持続）
【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ(24時間持続)
【般】ニフェジピン除放錠１０ｍｇ(１２時間持続)
【般】バラシクロビル錠５００ｍｇ
【般】バラシクロビル顆粒５０％
【般】バルサルタン･アムロジピン配合口腔内崩壊錠
【般】バルサルタン･アムロジピン配合錠
【般】バルサルタン･ヒドロクロロチアジド12.5mg
【般】バルサルタン錠１６０ｍｇ
【般】バルサルタン錠４０ｍｇ
【般】バルサルタン錠８０ｍｇ
【般】バルプロ酸Ｎａシロップ５％
【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠１００ｍｇ
【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠２００ｍｇ
【般】バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％
【般】バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ
【般】パロキセチン塩酸塩１０ｍｇ錠
【般】パロキセチン錠２０ｍｇ
【般】ハロペリドール１％細粒
【般】ハロペリドール錠０．７５ｍｇ
【般】ハロペリドール錠３ｍｇ
【般】パンテチン錠１００ｍｇ
【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％
【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％０．４ｍＬ
【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％５ｍＬ
【般】ピオグリタゾン錠１５ｍｇ
【般】ピオグリタゾン錠３０ｍｇ
【般】ビカルタミド錠８０ｍｇ
【般】ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ
【般】ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ
【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠２ｍｇ
【般】ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ
【般】ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ
【般】ピタバスタチン口腔内崩壊錠１ｍｇ
【般】ビダラビン軟膏３％
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル２５ｍｇ
【般】ヒドロコルチゾン･フラジオマイシン等配合軟膏
【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏
【般】ビフィズス菌錠１２ｍｇ
【般】ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ
【般】ビマトプロスト点眼液０．０３％
【般】ピモベンダンカプセル１．２５ｍｇ
【般】ピリドキサールリン酸エステル錠１０ｍｇ
【般】ピリドキサールリン酸エステル錠２０ｍｇ
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ
【般】ピレノキシン点眼液０．００５％５ｍＬ
【般】ファムシクロビル錠２５０ｍｇ
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ



【般】ファモチジン口腔内崩壊錠２０ｍｇ
【般】フィナステリド錠１ｍｇ
【般】フィナステリド錠１ｍｇ　自費
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
【般】フェノフィブラート錠５３．３ｍｇ
【般】フェノフィブラート錠８０ｍｇ
【般】フェルビナク外用液３％
【般】フェルビナク軟膏３％
【般】ブシラミン錠１００ｍｇ
【般】ブシラミン錠５０ｍｇ
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ
【般】ブデソニド･ホルモテロール配合吸入粉末剤60
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム１％
【般】プラノプロフェン点眼液０．１％
【般】プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
【般】プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ
【般】プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ
【般】フランカルボン酸モメタゾン軟膏０．１％
【般】プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ
【般】プランルカストシロップ用１０％
【般】フルオシノニドクリーム０．０５％
【般】フルオロメトロン点眼液０．０２％
【般】フルオロメトロン点眼液０．１％
【般】フルスルチアミン錠２５ｍｇ
【般】フルチカゾン点鼻液５０μｇ２８噴霧用
【般】フルニトラゼパム錠１ｍｇ
【般】フルニトラゼパム錠２ｍｇ
【般】フルバスタチンＮａ錠２０ｍｇ
【般】フルバスタチンＮａ錠３０ｍｇ
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ
【般】フルルビプロフェンテープ２０ｍｇ
【般】フルルビプロフェンパップ４０ｍｇ
【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル０．３％外用ローション
【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏０．３％
【般】プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ
【般】フロセミド４０ｍｇ錠
【般】フロセミド錠２０ｍｇ
【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ
【般】プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】プロブコール錠２５０ｍｇ
【般】プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】ブロマゼパム錠２ｍｇ
【般】ブロマゼパム錠５ｍｇ
【般】ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ
【般】ブロムペリドール錠３ｍｇ
【般】プロメタジン1.35％等配合非ピリン系感冒剤
【般】ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ
【般】ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠
【般】ベタメタゾン･ゲンタマイシン配合外用液
【般】ベタメタゾン・フラジオマイシン配合点眼点鼻液
【般】ベタメタゾンリン酸エステルＮａ点眼点耳点鼻液
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム０．１２％
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液０．１２％
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％



【般】ベタメタゾン錠０．５ｍｇ
【般】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム０．０５％
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液０．０５％
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%
【般】ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ
【般】ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ
【般】ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ
【般】ヘパリン類似物質ローション０．３％
【般】ヘパリン類似物質軟膏０．３％
【般】ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ
【般】ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ
【般】ベラプロストＮａ錠２０μｇ
【般】ベルベリン･ゲンノショウコエキス配合錠
【般】ベンズブロマロン錠２５ｍｇ
【般】ベンズブロマロン錠５０ｍｇ
【般】ベンフォチアミン２５ｍｇ(Ｂ１)・Ｂ６・Ｂ１２配合カプセル
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．２ｍｇ
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．３ｍｇ
【般】ポビドンヨード含嗽用液７％
【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠７５ｍｇ
【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル２５０ｍｇ
【般】ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％
【般】ボリコナゾール錠５０ｍｇ
【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%
【般】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口液２０％
【般】マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ
【般】マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ
【般】ミグリトール錠５０ｍｇ
【般】ミゾリビン錠５０ｍｇ
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠２ｍｇ
【般】ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００ｍｇ
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ
【般】ミノドロン酸錠５０ｍｇ
【般】ミルタザピン錠１５ｍｇ
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ
【般】メキタジン小児用細粒０．６％
【般】メキタジン錠３ｍｇ
【般】メコバラミン錠０．２５ｍｇ
【般】メコバラミン錠０．５ｍｇ
【般】メサラジン錠５００ｍｇ
【般】メサラジン注腸１ｇ
【般】メサラジン腸溶錠４００ｍｇ
【般】メトクロプラミド錠５ｍｇ
【般】メトトレキサートカプセル２ｍｇ
【般】メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
【般】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ
【般】メナテトレノンカプセル１５ｍｇ
【般】メフェナム酸カプセル２５０ｍｇ
【般】メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ
【般】メロキシカム錠１０ｍｇ
【般】モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
【般】モメタゾン点鼻液５０μｇ １０ｇ
【般】モメタゾン点鼻液５０μｇ　１８ｇ
【般】モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
【般】モンテルカスト細粒４ｍｇ
【般】モンテルカスト錠１０ｍｇ
【般】ラクツロースシロップ６５％



【般】ラタノプロスト点眼液０．００５％
【般】ラノコナゾールクリーム１％
【般】ラノコナゾール外用液１％
【般】ラフチジン錠１０ｍｇ
【般】ラフチジン錠５ｍｇ
【般】ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ
【般】ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ
【般】ラモトリギン錠２５ｍｇ
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５ｍｇ
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠３０ｍｇ
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠１０ｍｇ
【般】リスペリドン経口液０．１％
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠０．５ｍｇ
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠１ｍｇ
【般】リスペリドン細粒１％
【般】リスペリドン錠１ｍｇ
【般】リセドロン酸Ｎａ塩錠１７．５ｍｇ
【般】リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ
【般】リファンピシンカプセル１５０ｍｇ
【般】リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ
【般】リマプロストアルファデクス錠５μｇ
【般】リルゾール錠５０ｍｇ
【般】レバミピド錠１００ｍｇ
【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠
【般】レボフロキサシン錠２５０ｍｇ
【般】レボフロキサシン錠５００mg
【般】レボフロキサシン点眼液０．５％
【般】ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ
【般】ロキソプロフェンＮａゲル１％
【般】ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ（１０×１４ｃｍ）
【般】ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ(7×10)
【般】ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ
【般】ロキソプロフェンNa細粒１０％
【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ
【般】ロサルタン50mg･ヒドロクロロチアジド配合錠
【般】ロサルタンＫ錠５０ｍｇ
【般】ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠５ｍｇ
【般】ロスバスタチン錠２．５ｍｇ
【般】ロスバスタチン錠５ｍｇ
【般】ロピニロール徐放錠２ｍｇ
【般】ロピニロール錠１ｍｇ
【般】ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ
【般】ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ
【般】ロペラミド塩酸塩細粒０．０５％
【般】ロラゼパム錠０．５ｍｇ
【般】ロラタジンシロップ用１％
【般】ロラタジン錠１０ｍｇ
【般】ロルノキシカム錠４ｍｇ
【般】亜鉛華単軟膏１０％
【般】一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ
【般】塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ
【般】酸化マグネシウム錠２００ｍｇ
【般】酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ
【般】酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ
【般】酸化マグネシウム錠５００ｍｇ



【般】硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ
【般】酢酸プレドニゾロン０．２５％眼軟膏
【般】耐性乳酸菌散0.6%
【般】耐性乳酸菌錠６ｍｇ
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠２５０ｍｇ
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠５００ｍｇ
【般】炭酸リチウム錠２００ｍｇ
【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠２５０ｍｇ
【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠５００ｍｇ
【般】尿素クリーム１０％
【般】尿素クリーム２０％
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ５％
【般】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0.1%


