
薬効分類 薬品名称
Ｘ線造影剤 ウログラフイン注６０％
Ｘ線造影剤 オムニパーク２４０注１０ｍＬ
Ｘ線造影剤 オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ
Ｘ線造影剤 オムニパーク３００注シリンジ１２５ｍＬ
Ｘ線造影剤 オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ
Ｘ線造影剤 オムニパーク３５０注１００ｍＬ
Ｘ線造影剤 オムニパーク３５０注２０ｍＬ
Ｘ線造影剤 オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ
Ｘ線造影剤 コロンフォート内用懸濁液２５％
Ｘ線造影剤 バロス発泡顆粒
Ｘ線造影剤 ビリスコピン点滴静注５０
Ｘ線造影剤 マグコロール散６８％分包５０ｇ
Ｘ線造影剤 リピオドール４８０注１０ｍＬ
Ｘ線造影剤 硫酸バリウム散９８．８％「ホリイ」
あへんアルカロイド系麻薬 オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 オキノーム散１０ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 オキノーム散２．５ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 オキノーム散２０ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 オキノーム散５ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 オキファスト注１０ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 オキファスト注５０ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 オプソ内服液５ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 ナルサス錠２ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 ナルサス錠６ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 ナルベイン注２ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 ナルラピド錠１ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 ナルラピド錠４ｍｇ
あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「タケダ」
アルキル化剤 エンドキサン錠５０ｍｇ
アルキル化剤 トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ
アルキル化剤 注射用エンドキサン１００ｍｇ
アルキル化剤 注射用エンドキサン５００ｍｇ
カルシウム剤 カルチコール注射液８．５％５ｍＬ
サルファ剤 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ
その他のアレルギー用薬 アレグラ錠３０ｍｇ
その他のアレルギー用薬 アレジオンドライシロップ１％
その他のアレルギー用薬 アレジオン錠２０
その他のアレルギー用薬 アレロックＯＤ錠５
その他のアレルギー用薬 アレロック顆粒０．５％
その他のアレルギー用薬 キプレスチュアブル錠５ｍｇ
その他のアレルギー用薬 キプレス錠１０ｍｇ
その他のアレルギー用薬 シダキュアスギ花粉舌下錠２０００ＪＡＵ
その他のアレルギー用薬 シダキュアスギ花粉舌下錠５０００ＪＡＵ
その他のアレルギー用薬 タリオン錠１０ｍｇ
その他のアレルギー用薬 デザレックス錠５ｍｇ
その他のアレルギー用薬 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン
その他のアレルギー用薬 ビラノア錠２０ｍｇ
その他のアレルギー用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
その他のアレルギー用薬 ミティキュアダニ舌下錠１００００ＪＡＵ
その他のアレルギー用薬 ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ
その他のアレルギー用薬 ルパフィン錠１０ｍｇ
その他のアレルギー用薬 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト１：１０
その他のアレルギー用薬 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト１：１００
その他のアレルギー用薬 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉２００ＪＡＵ／ｍＬ
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） カルナクリン錠５０
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） サムスカＯＤ錠３０ｍｇ
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） トレシーバ注フレックスタッチ
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） ノボラピッド注フレックスタッチ
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） ノボリンＲ注１００単位／ｍＬ
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） ビクトーザ皮下注１８ｍｇ
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） ヒューマログ注ミリオペン
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） ライゾデグ配合注フレックスタッチ
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ
その他の化学療法剤 イトリゾール内用液１％
その他の化学療法剤 クレナフィン爪外用液１０％
その他の化学療法剤 サムチレール内用懸濁液１５％
その他の化学療法剤 バクタ配合錠
その他の化学療法剤 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」
その他の化学療法剤 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「日医工」
その他の外皮用薬 イソジンシュガーパスタ軟膏
その他の外皮用薬 オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ
その他の外皮用薬 フィブラストスプレー２５０
その他の外皮用薬 プロスタンディン軟膏０．００３％
その他の外皮用薬 プロトピック軟膏０．０３％小児用
その他の外皮用薬 プロトピック軟膏０．１％
その他の外皮用薬 ボンアルファクリーム２μｇ／ｇ
その他の外皮用薬 ボンアルファローション２μｇ／ｇ
その他の血液・体液用薬 アルスロマチック関節手術用灌流液
その他の血液・体液用薬 アンプラーグ錠１００ｍｇ
その他の血液・体液用薬 エパデールカプセル３００
その他の血液・体液用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
その他の血液・体液用薬 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ
その他の血液・体液用薬 ドルナー錠２０μｇ
その他の血液・体液用薬 バイアスピリン錠１００ｍｇ
その他の血液・体液用薬 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「Ｆ」
その他の血液・体液用薬 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ
その他の血液・体液用薬 プレタール散２０％
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その他の血液・体液用薬 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」
その他の個々の器官系用医薬品 セファランチン錠１ｍｇ
その他の呼吸器官用薬 シムビコートタービュヘイラー６０吸入
その他の呼吸器官用薬 ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ
その他の呼吸器官用薬 ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ
その他の呼吸器官用薬 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用
その他の呼吸器官用薬 レルベア１００エリプタ３０吸入用
その他の呼吸器官用薬 レルベア２００エリプタ３０吸入用
その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。） ボノサップパック４００
その他の滋養強壮薬 イントラリポス輸液２０％
その他の腫瘍用薬 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ
その他の腫瘍用薬 イストダックス点滴静注用１０ｍｇ
その他の腫瘍用薬 エルプラット点滴静注液１００ｍｇ
その他の腫瘍用薬 エルプラット点滴静注液５０ｍｇ
その他の腫瘍用薬 オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ
その他の腫瘍用薬 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」
その他の腫瘍用薬 キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ
その他の腫瘍用薬 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ
その他の腫瘍用薬 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ
その他の腫瘍用薬 ジオトリフ錠２０ｍｇ
その他の腫瘍用薬 シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」
その他の腫瘍用薬 シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」
その他の腫瘍用薬 スプリセル錠５０ｍｇ
その他の腫瘍用薬 ゾスパタ錠４０ｍｇ
その他の腫瘍用薬 タグリッソ錠４０ｍｇ
その他の腫瘍用薬 タシグナカプセル２００ｍｇ
その他の腫瘍用薬 テセントリク点滴静注１２００ｍｇ
その他の腫瘍用薬 ビカルタミド錠８０ｍｇ「トーワ」
その他の腫瘍用薬 ビダーザ注射用１００ｍｇ
その他の腫瘍用薬 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ
その他の腫瘍用薬 ベネクレクスタ錠１００ｍｇ
その他の腫瘍用薬 ベルケイド注射用３ｍｇ
その他の腫瘍用薬 ポマリストカプセル３ｍｇ
その他の腫瘍用薬 ミリプラ動注用７０ｍｇ
その他の腫瘍用薬 リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」
その他の腫瘍用薬 リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」
その他の腫瘍用薬 レブラミドカプセル５ｍｇ
その他の循環器官用薬 エンレスト錠１００ｍｇ
その他の循環器官用薬 エンレスト錠２００ｍｇ
その他の循環器官用薬 エンレスト錠５０ｍｇ
その他の循環器官用薬 カデュエット配合錠３番
その他の循環器官用薬 カリメート経口液２０％
その他の循環器官用薬 カリメート散
その他の循環器官用薬 グリセオール注
その他の循環器官用薬 サアミオン錠５ｍｇ
その他の循環器官用薬 パルクス注ディスポ１０μｇ
その他の循環器官用薬 ピートル顆粒分包２５０ｍｇ
その他の循環器官用薬 フォスブロック錠２５０ｍｇ
その他の循環器官用薬 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ
その他の循環器官用薬 ミグシス錠５ｍｇ
その他の循環器官用薬 ユベラＮカプセル１００ｍｇ
その他の循環器官用薬 ロケルマ懸濁用散分包５ｇ
その他の消化器官用薬 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」
その他の消化器官用薬 アコファイド錠１００ｍｇ
その他の消化器官用薬 アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ
その他の消化器官用薬 イメンドカプセル１２５ｍｇ
その他の消化器官用薬 イメンドカプセル８０ｍｇ
その他の消化器官用薬 イリボーＯＤ錠２．５μｇ
その他の消化器官用薬 エボザックカプセル３０ｍｇ
その他の消化器官用薬 エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ
その他の消化器官用薬 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＨＫ」
その他の消化器官用薬 サリベートエアゾール
その他の消化器官用薬 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」
その他の消化器官用薬 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」
その他の消化器官用薬 ナウゼリン坐剤３０
その他の消化器官用薬 ペンタサ坐剤１ｇ
その他の消化器官用薬 ペンタサ顆粒９４％
その他の消化器官用薬 ポリフル錠５００ｍｇ
その他の消化器官用薬 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」
その他の消化器官用薬 リアルダ錠１２００ｍｇ
その他の消化器官用薬 リンゼス錠０．２５ｍｇ
その他の消化器官用薬 レミケード点滴静注用１００
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） アレルゲンディスク「トリイ」ハウスダスト
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） ソナゾイド注射用１６μＬ
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） フルオレサイト静注５００ｍｇ
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） ボースデル内用液１０
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） マグネスコープ静注３８％シリンジ１１ｍＬ
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） リゾビスト注
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
その他の生物学的製剤 アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ
その他の生物学的製剤 アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ
その他の生物学的製剤 アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター
その他の生物学的製剤 ヒスタグロビン皮下注用
その他の生物学的製剤 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用
その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品 ヨクイニンエキス錠「コタロー」
その他の中枢神経系用薬 アジョビ皮下注２２５ｍｇシリンジ
その他の中枢神経系用薬 アリセプトＤ錠１０ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 イクセロンパッチ１８ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 イクセロンパッチ９ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」
その他の中枢神経系用薬 エムガルティ皮下注１２０ｍｇオートインジェクター
その他の中枢神経系用薬 グラマリール錠５０ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 タリージェ錠５ｍｇ



その他の中枢神経系用薬 デエビゴ錠５ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 ベルソムラ錠１５ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 ベルソムラ錠２０ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 メマリーＯＤ錠５ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 リリカＯＤ錠２５ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 リリカＯＤ錠７５ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 レグナイト錠３００ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 レミッチＯＤ錠２．５μｇ
その他の中枢神経系用薬 レミニールＯＤ錠８ｍｇ
その他の中枢神経系用薬 ロゼレム錠８ｍｇ
その他の調剤用薬 塩化ナトリウム「オーツカ」
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ウロカルン錠２２５ｍｇ
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 エビプロスタット配合錠ＤＢ
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ザルティア錠５ｍｇ
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ＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ネオキシテープ７３．５ｍｇ
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ベオーバ錠５０ｍｇ
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ベタニス錠５０ｍｇ
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ユリーフ錠４ｍｇ
たん白アミノ酸製剤 アミノレバンＥＮ配合散
たん白アミノ酸製剤 アミパレン輸液
たん白アミノ酸製剤 エネーボ配合経腸用液
たん白アミノ酸製剤 エルネオパＮＦ１号輸液
たん白アミノ酸製剤 エルネオパＮＦ１号輸液
たん白アミノ酸製剤 エルネオパＮＦ２号輸液
たん白アミノ酸製剤 エルネオパＮＦ２号輸液
たん白アミノ酸製剤 エレンタール配合内用剤
たん白アミノ酸製剤 キドミン輸液
たん白アミノ酸製剤 ビーフリード輸液
たん白アミノ酸製剤 モリヘパミン点滴静注
たん白アミノ酸製剤 ラエンネック
たん白アミノ酸製剤 ラコールＮＦ配合経腸用液
たん白アミノ酸製剤 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤
たん白アミノ酸製剤 リーバクト配合顆粒
ビタミンＡ及びＤ剤 エディロールカプセル０．７５μｇ
ビタミンＡ及びＤ剤 オキサロール注２．５μｇ
ビタミンＡ及びＤ剤 オキサロール注５μｇ
ビタミンＡ及びＤ剤 チガソンカプセル１０
ビタミンＡ及びＤ剤 ワンアルファ錠０．５μｇ
ビタミンＡ及びＤ剤 ワンアルファ錠１．０μｇ
ビタミンＢ１剤 アリナミン注射液１０ｍｇ
ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。） ピドキサール錠１０ｍｇ
ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。） フォリアミン錠
ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。） メチコバール錠５００μｇ
ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。） メチコバール注射液５００μｇ
ビタミンＫ剤 ケイツーＮ静注１０ｍｇ
ワクチン類 アクトヒブ
ワクチン類 エイムゲン
ワクチン類 エンセバック皮下注用
ワクチン類 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ
ワクチン類 ジェービックＶ
ワクチン類 ニューモバックスＮＰシリンジ
ワクチン類 ビームゲン注０．２５ｍＬ
ワクチン類 プレベナー１３水性懸濁注
ワクチン類 ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．２５ｍＬ
ワクチン類 ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ
ワクチン類 メナクトラ筋注
ワクチン類 ロタテック内用液
ワクチン類 ロタリックス内用液
ワクチン類 乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用）
ワクチン類 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」
ワクチン類 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
下剤，浣腸剤 アミティーザカプセル２４μｇ
下剤，浣腸剤 グリセリン浣腸「オヲタ」１２０
下剤，浣腸剤 グリセリン浣腸「オヲタ」６０
下剤，浣腸剤 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０
下剤，浣腸剤 スインプロイク錠０．２ｍｇ
下剤，浣腸剤 セチロ配合錠
下剤，浣腸剤 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」
下剤，浣腸剤 ラキソベロン内用液０．７５％
下剤，浣腸剤 新レシカルボン坐剤
化膿性疾患用剤 アクアチムクリーム１％
化膿性疾患用剤 アクアチムローション１％
化膿性疾患用剤 アクロマイシン軟膏３％
化膿性疾患用剤 クロマイ－Ｐ軟膏
化膿性疾患用剤 ゲーベンクリーム１％
化膿性疾患用剤 ダラシンＴゲル１％
化膿性疾患用剤 フシジンレオ軟膏２％
解毒剤 クレメジン速崩錠５００ｍｇ
解毒剤 デトキソール静注液２ｇ
解毒剤 ノベルジン錠２５ｍｇ
解毒剤 パム静注５００ｍｇ
解毒剤 ブリディオン静注２００ｍｇ
解毒剤 メイロン静注７％
解毒剤 ユーゼル錠２５ｍｇ
解毒剤 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「トーワ」
解熱鎮痛消炎剤 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ
解熱鎮痛消炎剤 アルピニー坐剤５０
解熱鎮痛消炎剤 アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ



解熱鎮痛消炎剤 インフリーカプセル１００ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 カロナール細粒２０％
解熱鎮痛消炎剤 カロナール錠３００
解熱鎮痛消炎剤 セレコックス錠１００ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 ソセゴン注射液１５ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 ソランタール錠１００ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ
解熱鎮痛消炎剤 ノイロトロピン注射液３．６単位
解熱鎮痛消炎剤 ノルスパンテープ１０ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 ノルスパンテープ２０ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 ノルスパンテープ５ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 ハイペン錠２００ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 ブルフェン錠２００
解熱鎮痛消炎剤 ボルタレンサポ２５ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 ボルタレンサポ５０ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 ボルタレン錠２５ｍｇ
解熱鎮痛消炎剤 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
解熱鎮痛消炎剤 ワントラム錠１００ｍｇ
外皮用殺菌消毒剤 ポビドンヨード外用液１０％「イワキ」
漢方製剤 クラシエ白虎加人参湯エキス細粒
漢方製剤 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）
漢方製剤 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
肝臓疾患用剤 グリチロン配合錠
肝臓疾患用剤 グリファーゲン静注２０ｍＬ
肝臓疾患用剤 チオラ錠１００
含嗽剤 アズレン含嗽用散０．４％「トーワ」
含嗽剤 ポビドンヨードガーグル液７％「明治」
眼科用剤 アイファガン点眼液０．１％
眼科用剤 アイベータ配合点眼液
眼科用剤 アイラミド配合懸濁性点眼液
眼科用剤 アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ
眼科用剤 アゾルガ配合懸濁性点眼液
眼科用剤 エイゾプト懸濁性点眼液１％
眼科用剤 エイベリス点眼液０．００２％
眼科用剤 オフミック点眼液
眼科用剤 オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」
眼科用剤 オペガン１．１眼粘弾剤１％
眼科用剤 キサラタン点眼液０．００５％
眼科用剤 グラナテック点眼液０．４％
眼科用剤 コソプト配合点眼液
眼科用剤 サイプレジン１％点眼液
眼科用剤 ザラカム配合点眼液
眼科用剤 シアノコバラミン点眼液０．０２％「センジュ」
眼科用剤 シェルガン０．５眼粘弾剤
眼科用剤 ゾビラックス眼軟膏３％
眼科用剤 タプロス点眼液０．００１５％
眼科用剤 チモプトールＸＥ点眼液０．５％
眼科用剤 デュオトラバ配合点眼液
眼科用剤 トラバタンズ点眼液０．００４％
眼科用剤 トルソプト点眼液１％
眼科用剤 ネオシネジンコーワ５％点眼液
眼科用剤 ネオメドロールＥＥ軟膏
眼科用剤 パタノール点眼液０．１％
眼科用剤 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「コーワ」
眼科用剤 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「センジュ」
眼科用剤 ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％
眼科用剤 ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ
眼科用剤 ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８５ｍＬ
眼科用剤 ビスダイン静注用１５ｍｇ
眼科用剤 ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」
眼科用剤 フルオロメトロン点眼液０．０２％「センジュ」
眼科用剤 フルオロメトロン点眼液０．１％「センジュ」
眼科用剤 プレドニン眼軟膏
眼科用剤 ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ
眼科用剤 ベノキシール点眼液０．４％
眼科用剤 ミケランＬＡ点眼液２％



眼科用剤 ミケルナ配合点眼液
眼科用剤 ムコスタ点眼液ＵＤ２％
眼科用剤 ラクリミン点眼液０．０５％
眼科用剤 ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ
眼科用剤 日点アトロピン点眼液１％
寄生性皮ふ疾患用剤 １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊
寄生性皮ふ疾患用剤 アトラント軟膏１％
寄生性皮ふ疾患用剤 ケトコナゾールクリーム２％「ＮＲ」
寄生性皮ふ疾患用剤 ラミシールクリーム１％
寄生性皮ふ疾患用剤 ルリコンクリーム１％
寄生性皮ふ疾患用剤 ルリコン液１％
機能検査用試薬 インジゴカルミン注射液
機能検査用試薬 グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ
機能検査用試薬 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ
気管支拡張剤 スピオルトレスピマット６０吸入
気管支拡張剤 スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入
気管支拡張剤 スピロペント錠１０μｇ
気管支拡張剤 ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」
気管支拡張剤 テオロング錠１００ｍｇ
気管支拡張剤 ベネトリン吸入液０．５％
気管支拡張剤 ホクナリンテープ１ｍｇ
気管支拡張剤 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回
気管支拡張剤 メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ
去たん剤 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」
去たん剤 カルボシステインＤＳ５０％「トーワ」
去たん剤 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」
去たん剤 ビソルボン吸入液０．２％
去たん剤 ムコダインシロップ５％
去たん剤 ムコフィリン吸入液２０％
強心剤 イノバン注０．３％シリンジ
強心剤 エホチール注１０ｍｇ
強心剤 カコージンＤ注０．３％
強心剤 ジゴシン注０．２５ｍｇ
強心剤 ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇバッグ「ニチヤク」
強心剤 ドブトレックス注射液１００ｍｇ
強心剤 ネオフィリン注２５０ｍｇ
強心剤 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５
強心剤 プロタノールＬ注０．２ｍｇ
矯味，矯臭，着色剤 単シロップ
局所麻酔剤 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ
局所麻酔剤 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ
局所麻酔剤 キシロカインゼリー２％
局所麻酔剤 キシロカインビスカス２％
局所麻酔剤 キシロカインポンプスプレー８％
局所麻酔剤 キシロカイン液「４％」
局所麻酔剤 キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有
局所麻酔剤 キシロカイン点眼液４％
局所麻酔剤 テトカイン注用２０ｍｇ「杏林」
局所麻酔剤 ポプスカイン０．２５％注２５ｍｇ／１０ｍＬ
局所麻酔剤 ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ
局所麻酔剤 ポプスカイン０．７５％注７５ｍｇ／１０ｍＬ
局所麻酔剤 マーカイン注脊麻用０．５％高比重
局所麻酔剤 マーカイン注脊麻用０．５％等比重
局所麻酔剤 リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」
局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩注１％「日新」
局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩注２％「日新」
局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩注２％「日新」
局所麻酔剤 ロカイン注１％
局所麻酔剤 ロカイン注１％
局所麻酔剤 静注用キシロカイン２％
駆虫剤 ビルトリシド錠６００ｍｇ
血圧降下剤 アーチスト錠１０ｍｇ
血圧降下剤 アーチスト錠２．５ｍｇ
血圧降下剤 アイミクス配合錠ＨＤ
血圧降下剤 アイミクス配合錠ＬＤ
血圧降下剤 アジルバ錠２０ｍｇ
血圧降下剤 アテレック錠１０
血圧降下剤 アバプロ錠１００ｍｇ
血圧降下剤 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」
血圧降下剤 エブランチルカプセル１５ｍｇ
血圧降下剤 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ
血圧降下剤 カルデナリンＯＤ錠１ｍｇ
血圧降下剤 カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ
血圧降下剤 カルブロック錠１６ｍｇ
血圧降下剤 ザクラス配合錠ＨＤ
血圧降下剤 タナトリル錠５
血圧降下剤 ナトリックス錠１
血圧降下剤 ニューロタン錠２５ｍｇ
血圧降下剤 ビソノテープ２ｍｇ
血圧降下剤 ビソノテープ４ｍｇ
血圧降下剤 プレミネント配合錠ＬＤ
血圧降下剤 ペルジピン注射液１０ｍｇ
血圧降下剤 ペルジピン注射液２ｍｇ
血圧降下剤 ミカムロ配合錠ＡＰ
血圧降下剤 ミカルディス錠２０ｍｇ
血圧降下剤 ミカルディス錠４０ｍｇ
血圧降下剤 ミネブロ錠２．５ｍｇ
血圧降下剤 レザルタス配合錠ＨＤ
血液凝固阻止剤 イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ
血液凝固阻止剤 イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ
血液凝固阻止剤 パルナパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フソー」
血液凝固阻止剤 ヒルドイドソフト軟膏０．３％
血液凝固阻止剤 ヒルドイドローション０．３％
血液凝固阻止剤 プラザキサカプセル１１０ｍｇ
血液凝固阻止剤 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍＬ



血液凝固阻止剤 ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」
血液凝固阻止剤 ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フソー」
血液凝固阻止剤 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ
血液凝固阻止剤 リコモジュリン点滴静注用１２８００
血液凝固阻止剤 ワーファリン錠１ｍｇ
血液製剤類 ケイセントラ静注用１０００
血液製剤類 ケイセントラ静注用５００
血液製剤類 テタノブリン筋注用２５０単位
血液製剤類 ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位
血液製剤類 ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用
血液製剤類 ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用
血液製剤類 献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ「ニチヤク」
血液代用剤 ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」
血液代用剤 ソリューゲンＦ注
血液代用剤 ソルデム３輸液
血液代用剤 ソルデム３輸液
血液代用剤 トリフリード輸液
血液代用剤 ビカネイト輸液
血液代用剤 フィジオ１４０輸液
血液代用剤 ボルベン輸液６％
血液代用剤 リプラス１号輸液
血液代用剤 リプラス１号輸液
血液代用剤 リン酸２カリウム注２０ｍＥｑキット「テルモ」
血液代用剤 生食注キット「フソー」
血液代用剤 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ
血液代用剤 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ
血液代用剤 生理食塩液ＰＬ「フソー」
血液代用剤 生理食塩液ＰＬ「フソー」
血液代用剤 生理食塩液バッグ「フソー」
血液代用剤 生理食塩液バッグ「フソー」
血液代用剤 生理食塩液バッグ「フソー」
血液代用剤 大塚生食注
血液代用剤 大塚生食注
血液代用剤 大塚生食注
血管拡張剤 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」
血管拡張剤 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」
血管拡張剤 コニール錠４
血管拡張剤 シグマート錠５ｍｇ
血管拡張剤 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」
血管拡張剤 ニトロールＲカプセル２０ｍｇ
血管拡張剤 ニトロール注５ｍｇ
血管拡張剤 ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ
血管拡張剤 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ
血管拡張剤 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」
血管拡張剤 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「トーワ」
血管拡張剤 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「トーワ」
血管拡張剤 ハンプ注射用１０００
血管拡張剤 ペルサンチン錠２５ｍｇ
血管拡張剤 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ
血管拡張剤 ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ
血管拡張剤 ワソラン錠４０ｍｇ
血管収縮剤 イミグラン錠５０
血管収縮剤 イミグラン注３
血管収縮剤 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ
血管収縮剤 メトリジンＤ錠２ｍｇ
血管収縮剤 レルパックス錠２０ｍｇ
健胃消化剤 タフマックＥ配合カプセル
健胃消化剤 リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包
呼吸促進剤 フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」
抗ウイルス剤 アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」
抗ウイルス剤 シナジス筋注液１００ｍｇ
抗ウイルス剤 シナジス筋注液５０ｍｇ
抗ウイルス剤 ゾビラックス点滴静注用２５０
抗ウイルス剤 タミフルカプセル７５
抗ウイルス剤 タミフルドライシロップ３％
抗ウイルス剤 バラクルード錠０．５ｍｇ
抗ウイルス剤 バルトレックス錠５００
抗ウイルス剤 バルトレックス顆粒５０％
抗ウイルス剤 ファムビル錠２５０ｍｇ
抗ウイルス剤 ベムリディ錠２５ｍｇ
抗ウイルス剤 マヴィレット配合錠
抗ウイルス剤 ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ
抗ウイルス剤 リレンザ
抗てんかん剤 イーケプラ錠２５０ｍｇ
抗てんかん剤 テグレトール錠２００ｍｇ
抗てんかん剤 デパケンＲ錠１００ｍｇ
抗てんかん剤 ホストイン静注７５０ｍｇ
抗てんかん剤 リボトリール錠０．５ｍｇ
抗パーキンソン剤 アーテン錠（２ｍｇ）
抗パーキンソン剤 アキネトン錠１ｍｇ
抗パーキンソン剤 アキネトン注射液５ｍｇ
抗パーキンソン剤 アジレクト錠１ｍｇ
抗パーキンソン剤 イーシー・ドパール配合錠
抗パーキンソン剤 シンメトレル錠５０ｍｇ
抗パーキンソン剤 ドパストン静注５０ｍｇ
抗パーキンソン剤 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ
抗パーキンソン剤 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ
抗パーキンソン剤 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ
抗ヒスタミン剤 ニポラジン錠３ｍｇ
抗ヒスタミン剤 ポララミン錠２ｍｇ
抗ヒスタミン剤 ポララミン注５ｍｇ
抗結核剤 エサンブトール錠２５０ｍｇ
抗結核剤 ネオイスコチン錠１００ｍｇ
抗原虫剤 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ
抗腫瘍性抗生物質製剤 アクラシノン注射用２０ｍｇ



抗腫瘍性抗生物質製剤 ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」
抗腫瘍性植物成分製剤 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ
抗腫瘍性植物成分製剤 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＳＵＮ」
抗腫瘍性植物成分製剤 オンコビン注射用１ｍｇ
抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」
抗腫瘍性植物成分製剤 ハイカムチン注射用１．１ｍｇ
抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」
抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」
抗腫瘍性植物成分製剤 ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ
抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類 乾燥まむしウマ抗毒素
甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 チラーヂンＳ錠２５μｇ
甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 チラーヂンＳ錠５０μｇ
甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター
甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 テリボン皮下注用５６．５μｇ
甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 フォルテオ皮下注キット６００μｇ
甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 メルカゾール錠５ｍｇ
酵素製剤 ウロナーゼ静注用６万単位
酵素製剤 グルトパ注６００万
酵素製剤 リプレガル点滴静注用３．５ｍｇ
高脂血症用剤 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ
高脂血症用剤 ゼチーア錠１０ｍｇ
高脂血症用剤 パルモディア錠０．１ｍｇ
高脂血症用剤 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ
高脂血症用剤 メバロチン錠１０
高脂血症用剤 リバロＯＤ錠２ｍｇ
高脂血症用剤 リピトール錠１０ｍｇ
高脂血症用剤 リピトール錠５ｍｇ
高脂血症用剤 レパーサ皮下注１４０ｍｇペン
高脂血症用剤 レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー
高脂血症用剤 ロトリガ粒状カプセル２ｇ
合成抗菌剤 アベロックス錠４００ｍｇ
合成抗菌剤 オゼックス錠１５０
合成抗菌剤 ジェニナック錠２００ｍｇ
合成抗菌剤 シプロフロキサシン点滴静注４００ｍｇ／２００ｍＬ「明治」
合成抗菌剤 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
合成抗菌剤 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」
合成麻薬 アブストラル舌下錠１００μｇ
合成麻薬 アルチバ静注用２ｍｇ
合成麻薬 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」
合成麻薬 フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「第一三共」
合成麻薬 フェントステープ０．５ｍｇ
合成麻薬 フェントステープ１ｍｇ
合成麻薬 フェントステープ２ｍｇ
合成麻薬 フェントステープ６ｍｇ
骨格筋弛緩剤 ダントリウム静注用２０ｍｇ
骨格筋弛緩剤 ボトックス注用５０単位
骨格筋弛緩剤 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「Ｆ」
混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。） オーツカＭＶ注
混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。） ジアイナ配合静注液
混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。） ビタメジン配合カプセルＢ２５
混合生物学的製剤 ＤＴビック
混合生物学的製剤 ミールビック
混合生物学的製剤 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
催眠鎮静剤，抗不安剤 ２ｍｇセルシン錠
催眠鎮静剤，抗不安剤 エスクレ坐剤「２５０」
催眠鎮静剤，抗不安剤 グランダキシン錠５０
催眠鎮静剤，抗不安剤 サイレース錠１ｍｇ
催眠鎮静剤，抗不安剤 サイレース静注２ｍｇ
催眠鎮静剤，抗不安剤 セルシン注射液１０ｍｇ
催眠鎮静剤，抗不安剤 ソラナックス０．４ｍｇ錠
催眠鎮静剤，抗不安剤 ダイアップ坐剤４
催眠鎮静剤，抗不安剤 ハルシオン０．２５ｍｇ錠
催眠鎮静剤，抗不安剤 プレセデックス静注液２００μｇ「ファイザー」
催眠鎮静剤，抗不安剤 マイスリー錠１０ｍｇ
催眠鎮静剤，抗不安剤 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」
催眠鎮静剤，抗不安剤 メイラックス錠１ｍｇ
催眠鎮静剤，抗不安剤 ユーロジン２ｍｇ錠
催眠鎮静剤，抗不安剤 ルネスタ錠１ｍｇ
催眠鎮静剤，抗不安剤 レキソタン錠５
催眠鎮静剤，抗不安剤 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ
催眠鎮静剤，抗不安剤 ワイパックス錠０．５
刺激療法剤 リマチル錠１００ｍｇ
止しゃ剤，整腸剤 ジメチコン内用液２％「ホリイ」
止しゃ剤，整腸剤 タンニン酸アルブミン「ＮｉｋＰ」
止しゃ剤，整腸剤 ミヤＢＭ錠
止しゃ剤，整腸剤 ロペミンカプセル１ｍｇ
止しゃ剤，整腸剤 薬用炭「日医工」
止血剤 アドナ注（静脈用）５０ｍｇ
止血剤 アルト原末
止血剤 トランサミン散５０％
止血剤 トランサミン注５％
止血剤 トロンビン液モチダソフトボトル１万
止血剤 プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」
痔疾用剤 ジオン注無痛化剤付
痔疾用剤 ヘモナーゼ配合錠
痔疾用剤 強力ポステリザン（軟膏）
耳鼻科用剤 アラミスト点鼻液２７．５μｇ１２０噴霧用
耳鼻科用剤 コールタイジン点鼻液
耳鼻科用剤 タリビッド耳科用液０．３％
耳鼻科用剤 プリビナ液０．０５％
耳鼻科用剤 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ「ＤＳＰ」５６噴霧用
耳鼻科用剤 ベストロン耳鼻科用１％
耳鼻科用剤 リティンパ耳科用２５０μｇセット
自律神経剤 ウブレチド錠５ｍｇ
自律神経剤 オビソート注射用０．１ｇ



自律神経剤 チアトンカプセル１０ｍｇ
自律神経剤 トランコロン錠７．５ｍｇ
自律神経剤 ベサコリン散５％
自律神経剤 ワゴスチグミン注０．５ｍｇ
主としてカビに作用するもの ファンガード点滴用５０ｍｇ
主としてカビに作用するもの ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ
主としてグラム陰性菌に作用するもの アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「日医工」
主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」
主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの ミノマイシン錠５０ｍｇ
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの Ｌ－ケフレックス小児用顆粒
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの Ｌ－ケフレックス顆粒
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの オーグメンチン配合錠１２５ＳＳ
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの スルペラゾン静注用１ｇ
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇバッグ「ＮＰ」
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医工」
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの タゾピペ配合静注用４．５「明治」
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ビクシリン注射用２ｇ
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ピシリバクタ静注用１．５ｇ
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ２ｇ「ＮＰ」
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ロセフィン静注用１ｇ
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ワイドシリン細粒２０％
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 注射用マキシピーム１ｇ
主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの エリスロシン錠１００ｍｇ
主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの クラリスドライシロップ１０％小児用
主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」
主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「トーワ」
主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの ルリッド錠１５０
主としてグラム陽性菌に作用するもの ダラシンＳ注射液６００ｍｇ
主としてグラム陽性菌に作用するもの バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」
主としてグラム陽性菌に作用するもの バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「日医工」
主としてグラム陽性菌に作用するもの 注射用タゴシッド２００ｍｇ
主としてグラム陽性菌に作用するもの 注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位
主として抗酸菌に作用するもの リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」
消化性潰瘍用剤 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」
消化性潰瘍用剤 ガスター注射液２０ｍｇ
消化性潰瘍用剤 ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ
消化性潰瘍用剤 スクラルファート内用液１０％「日医工」
消化性潰瘍用剤 タケキャブ錠１０ｍｇ
消化性潰瘍用剤 タケキャブ錠２０ｍｇ
消化性潰瘍用剤 ドグマチール錠５０ｍｇ
消化性潰瘍用剤 ネキシウムカプセル２０ｍｇ
消化性潰瘍用剤 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」
消化性潰瘍用剤 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」
消化性潰瘍用剤 プロマックＤ錠７５
消化性潰瘍用剤 マーズレンＳ配合顆粒
消化性潰瘍用剤 レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」
人工腎臓透析用剤 キンダリー透析剤４Ｅ
人工腎臓透析用剤 キンダリー透析剤ＡＦ２号
人工腎臓透析用剤 キンダリー透析剤ＡＦ４号
制酸剤 マグミット錠２５０ｍｇ
制酸剤 マグミット錠３３０ｍｇ
制酸剤 酸化マグネシウム原末「マルイシ」
制酸剤 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」
制酸剤 炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ファイザー」
生薬 ウチダのシテイＭ
生薬 トチモトのダイオウ末
精神神経用剤 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ）
精神神経用剤 アナフラニール錠１０ｍｇ
精神神経用剤 アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ
精神神経用剤 アモキサンカプセル２５ｍｇ
精神神経用剤 インヴェガ錠３ｍｇ
精神神経用剤 エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇシリンジ
精神神経用剤 エビリファイ錠３ｍｇ
精神神経用剤 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「明治」
精神神経用剤 コントミン糖衣錠５０ｍｇ
精神神経用剤 サインバルタカプセル２０ｍｇ
精神神経用剤 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ
精神神経用剤 シクレスト舌下錠５ｍｇ
精神神経用剤 ジプレキサ錠２．５ｍｇ
精神神経用剤 セレネース錠０．７５ｍｇ
精神神経用剤 セレネース注５ｍｇ
精神神経用剤 セロクエル２５ｍｇ錠
精神神経用剤 デジレル錠２５
精神神経用剤 デパス錠０．５ｍｇ
精神神経用剤 デプロメール錠２５
精神神経用剤 トフラニール錠１０ｍｇ
精神神経用剤 トリプタノール錠１０
精神神経用剤 トレドミン錠２５ｍｇ
精神神経用剤 ノバミン筋注５ｍｇ
精神神経用剤 ノバミン錠５ｍｇ
精神神経用剤 パキシル錠２０ｍｇ
精神神経用剤 ハロペリドール錠３ｍｇ「ヨシトミ」
精神神経用剤 ハロマンス注５０ｍｇ
精神神経用剤 ヒルナミン錠（５ｍｇ）
精神神経用剤 リーゼ錠５ｍｇ
精神神経用剤 リーマス錠２００
精神神経用剤 リスパダール コンスタ筋注用２５ｍｇ
精神神経用剤 リスパダールＯＤ錠１ｍｇ
精神神経用剤 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ
精神神経用剤 リフレックス錠１５ｍｇ
精神神経用剤 ルジオミール錠１０ｍｇ



精神神経用剤 レクサプロ錠１０ｍｇ
精神神経用剤 レボトミン錠２５ｍｇ
精神神経用剤 ロドピン錠５０ｍｇ
全身麻酔剤 １％ディプリバン注－キット
全身麻酔剤 イソゾール注射用０．５ｇ
全身麻酔剤 スープレン吸入麻酔液
全身麻酔剤 ドロレプタン注射液２５ｍｇ
全身麻酔剤 プロポフォール静注１％１００ｍＬ「マルイシ」
全身麻酔剤 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」
総合感冒剤 ＰＬ配合顆粒
他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ニフレック配合内用剤
他に分類されない治療を主目的としない医薬品 プロナーゼＭＳ
他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ
他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ミンクリア内用散布液０．８％
他に分類されない治療を主目的としない医薬品 モビプレップ配合内用剤
他に分類されない代謝性医薬品 アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ
他に分類されない代謝性医薬品 アデホスコーワ顆粒１０％
他に分類されない代謝性医薬品 イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ
他に分類されない代謝性医薬品 イムセラカプセル０．５ｍｇ
他に分類されない代謝性医薬品 イムラン錠５０ｍｇ
他に分類されない代謝性医薬品 エポジン注シリンジ３０００
他に分類されない代謝性医薬品 エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ
他に分類されない代謝性医薬品 エルシトニン注２０Ｓディスポ
他に分類されない代謝性医薬品 エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ
他に分類されない代謝性医薬品 エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ
他に分類されない代謝性医薬品 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＦＹ」
他に分類されない代謝性医薬品 オルケディア錠１ｍｇ
他に分類されない代謝性医薬品 オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ
他に分類されない代謝性医薬品 オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ
他に分類されない代謝性医薬品 ガベキサートメシル酸塩静注用１００ｍｇ「日医工」
他に分類されない代謝性医薬品 ガベキサートメシル酸塩静注用５００ｍｇ「日医工」
他に分類されない代謝性医薬品 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」
他に分類されない代謝性医薬品 ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター
他に分類されない代謝性医薬品 コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン
他に分類されない代謝性医薬品 シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス
他に分類されない代謝性医薬品 シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター
他に分類されない代謝性医薬品 スキリージ皮下注７５ｍｇシリンジ０．８３ｍＬ
他に分類されない代謝性医薬品 ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ
他に分類されない代謝性医薬品 ダーブロック錠２ｍｇ
他に分類されない代謝性医薬品 ダーブロック錠４ｍｇ
他に分類されない代謝性医薬品 ダルベポエチン アルファ注１０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
他に分類されない代謝性医薬品 ダルベポエチン アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
他に分類されない代謝性医薬品 ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
他に分類されない代謝性医薬品 ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
他に分類されない代謝性医薬品 トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ
他に分類されない代謝性医薬品 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「日医工」
他に分類されない代謝性医薬品 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「日医工」
他に分類されない代謝性医薬品 ネオーラル２５ｍｇカプセル
他に分類されない代謝性医薬品 ネオーラル５０ｍｇカプセル
他に分類されない代謝性医薬品 ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ
他に分類されない代謝性医薬品 パーサビブ静注透析用シリンジ５ｍｇ
他に分類されない代謝性医薬品 バフセオ錠１５０ｍｇ
他に分類されない代謝性医薬品 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ
他に分類されない代謝性医薬品 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ
他に分類されない代謝性医薬品 ブレディニン錠５０
他に分類されない代謝性医薬品 ベネット錠２．５ｍｇ
他に分類されない代謝性医薬品 ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ
他に分類されない代謝性医薬品 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ
他に分類されない代謝性医薬品 ミルセラ注シリンジ１００μｇ
他に分類されない代謝性医薬品 ミルセラ注シリンジ１２．５μｇ
他に分類されない代謝性医薬品 ミルセラ注シリンジ５０μｇ
他に分類されない代謝性医薬品 ミルセラ注シリンジ７５μｇ
他に分類されない代謝性医薬品 ラクツロースシロップ６５％「タカタ」
他に分類されない代謝性医薬品 ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ
他に分類されない代謝性医薬品 リウマトレックスカプセル２ｍｇ
他に分類されない代謝性医薬品 ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ
他に分類されない代謝性医薬品 ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用
代謝拮抗剤 ５－ＦＵ注２５０ｍｇ
代謝拮抗剤 キロサイドＮ注１ｇ
代謝拮抗剤 キロサイド注１００ｍｇ
代謝拮抗剤 キロサイド注２０ｍｇ
代謝拮抗剤 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」
代謝拮抗剤 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」
代謝拮抗剤 ジフォルタ注射液２０ｍｇ
代謝拮抗剤 ゼローダ錠３００
代謝拮抗剤 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０
代謝拮抗剤 ハイドレアカプセル５００ｍｇ
代謝拮抗剤 ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」
代謝拮抗剤 メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ
代謝拮抗剤 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００
男性ホルモン剤 エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ
男性ホルモン剤 エナルモンデポー筋注２５０ｍｇ
鎮けい剤 アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「フソー」
鎮けい剤 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」
鎮けい剤 テルネリン錠１ｍｇ
鎮けい剤 ブスコパン錠１０ｍｇ
鎮けい剤 ブスコパン注２０ｍｇ
鎮けい剤 静注用マグネゾール２０ｍＬ
鎮咳去たん剤 アスベリンドライシロップ２％
鎮咳去たん剤 アスベリン錠２０
鎮咳去たん剤 セキコデ配合シロップ
鎮咳去たん剤 リン酸コデイン散１％「イワキ」
鎮咳剤 カフコデＮ配合錠
鎮咳剤 メジコン錠１５ｍｇ
鎮咳剤 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ



鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 アルメタ軟膏
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 アンテベートクリーム０．０５％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 オイラックスクリーム１０％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 グリメサゾン軟膏
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 クロベタゾン酪酸エステルクリーム０．０５％「イワキ」
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ジフルプレドナートローション０．０５％「イワキ」
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 セルタッチパップ１４０
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ダイアコート軟膏０．０５％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 デルモベート軟膏０．０５％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 トプシムクリーム０．０５％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ナパゲルンローション３％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ネリゾナ軟膏０．１％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 パンデル軟膏０．１％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 フルメタ軟膏
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ボアラクリーム０．１２％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ボアラ軟膏０．１２％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 マイザー軟膏０．０５％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 モーラステープ２０ｍｇ
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ラクティオンパップ７０ｍｇ
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 リドメックスコーワ軟膏０．３％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 リンデロン－Ｖローション
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 レダコート軟膏０．１％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ロキソニンゲル１％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ロキソニンテープ１００ｍｇ
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ロキソニンパップ１００ｍｇ
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ロコアテープ
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ロコイド軟膏０．１％
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 次没食子酸ビスマス「ケンエー」
鎮暈剤 イソメニールカプセル７．５ｍｇ
鎮暈剤 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」
鎮暈剤 トラベルミン配合錠
痛風治療剤 ウラリット配合錠
痛風治療剤 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」
痛風治療剤 フェブリク錠１０ｍｇ
痛風治療剤 フェブリク錠２０ｍｇ
痛風治療剤 ユリノーム錠５０ｍｇ
糖尿病用剤 アクトス錠１５
糖尿病用剤 イニシンク配合錠
糖尿病用剤 エクア錠５０ｍｇ
糖尿病用剤 エクメット配合錠ＬＤ
糖尿病用剤 カナグル錠１００ｍｇ
糖尿病用剤 グラクティブ錠５０ｍｇ
糖尿病用剤 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「トーワ」
糖尿病用剤 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日医工」
糖尿病用剤 グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」
糖尿病用剤 ジャディアンス錠１０ｍｇ
糖尿病用剤 スーグラ錠５０ｍｇ
糖尿病用剤 テネリア錠２０ｍｇ
糖尿病用剤 デベルザ錠２０ｍｇ
糖尿病用剤 トラゼンタ錠５ｍｇ
糖尿病用剤 ネシーナ錠２５ｍｇ
糖尿病用剤 フォシーガ錠５ｍｇ
糖尿病用剤 ベイスンＯＤ錠０．３
糖尿病用剤 メトグルコ錠２５０ｍｇ
糖類剤 テルモ糖注５％
糖類剤 ハイカリックＲＦ輸液
糖類剤 ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」
糖類剤 ブドウ糖注５％バッグ「フソー」
糖類剤 大塚糖液５％ＴＮ
毒素及びトキソイド類 沈降破傷風トキソイド
軟膏基剤 オリブ油＊（丸石）
軟膏基剤 プロペト
泌尿器官用剤 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％
皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） ケラチナミンコーワクリーム２０％
皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） スピール膏Ｍ
不整脈用剤 アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」
不整脈用剤 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」
不整脈用剤 アミサリン注１００ｍｇ
不整脈用剤 アンカロン錠１００
不整脈用剤 インデラル錠１０ｍｇ
不整脈用剤 オノアクト点滴静注用５０ｍｇ
不整脈用剤 サンリズムカプセル５０ｍｇ
不整脈用剤 シベノール錠１００ｍｇ
不整脈用剤 ピメノールカプセル５０ｍｇ
不整脈用剤 メインテート錠２．５ｍｇ
不整脈用剤 メインテート錠５ｍｇ
不整脈用剤 メキシチールカプセル１００ｍｇ
不整脈用剤 リスモダンＰ静注５０ｍｇ
不整脈用剤 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ
不整脈用剤 ワソラン静注５ｍｇ
賦形剤 乳糖「ホエイ」
副腎ホルモン剤 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」
副腎ホルモン剤 オルガドロン注射液１９ｍｇ
副腎ホルモン剤 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ
副腎ホルモン剤 ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬ
副腎ホルモン剤 セレスタミン配合錠
副腎ホルモン剤 ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ
副腎ホルモン剤 ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ
副腎ホルモン剤 ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ
副腎ホルモン剤 ソル・メドロール静注用４０ｍｇ



副腎ホルモン剤 ソル・メドロール静注用５００ｍｇ
副腎ホルモン剤 デカドロン錠０．５ｍｇ
副腎ホルモン剤 デカドロン錠４ｍｇ
副腎ホルモン剤 デカドロン注射液１．６５ｍｇ
副腎ホルモン剤 デキサート注射液６．６ｍｇ
副腎ホルモン剤 ノルアドリナリン注１ｍｇ
副腎ホルモン剤 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）
副腎ホルモン剤 プレドニン錠５ｍｇ
副腎ホルモン剤 フロリネフ錠０．１ｍｇ
副腎ホルモン剤 ボスミン外用液０．１％
副腎ホルモン剤 ボスミン注１ｍｇ
副腎ホルモン剤 リンデロン注４ｍｇ（０．４％）
副腎ホルモン剤 水溶性プレドニン１０ｍｇ
腹膜透析用剤 エクストラニール腹膜透析液
腹膜透析用剤 エクストラニール腹膜透析液
腹膜透析用剤 エクストラニール腹膜透析液
腹膜透析用剤 エクストラニール腹膜透析液
腹膜透析用剤 ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液
腹膜透析用剤 ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液
腹膜透析用剤 ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液
腹膜透析用剤 ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液
腹膜透析用剤 レギュニール ＨＣａ ２．５腹膜透析液
腹膜透析用剤 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液
腹膜透析用剤 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液
腹膜透析用剤 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液
腹膜透析用剤 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液
腹膜透析用剤 レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液
腹膜透析用剤 レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液
腹膜透析用剤 レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液
無機質製剤 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」
無機質製剤 シザナリンＮ注
無機質製剤 フェジン静注４０ｍｇ
無機質製剤 ホスリボン配合顆粒
毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤） フロジン外用液５％
溶解剤 大塚蒸留水
溶解剤 大塚蒸留水
卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 プロスタール錠２５
利胆剤 ウルソ錠１００ｍｇ
利尿剤 イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ
利尿剤 サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ
利尿剤 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」
利尿剤 ソルダクトン静注用１００ｍｇ
利尿剤 ダイアート錠６０ｍｇ
利尿剤 フルイトラン錠２ｍｇ
利尿剤 フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」
利尿剤 ルプラック錠４ｍｇ


