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医薬品名 一般名 薬効分類 薬品コード
１％カルボカイン注 メピバカイン塩酸塩 キシリジン系製剤 1214402A2028
１％ディプリバン注－キット／５００ｍｇ５０ｍＬ１筒 プロポフォール その他の全身麻酔剤 1119402G2021
１％プロポフォール注「マルイシ」／１ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール その他の全身麻酔剤 1119402A3025
１％プロポフォール注「マルイシ」／２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール その他の全身麻酔剤 1119402A1030
１％プロポフォール注「マルイシ」／５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プロポフォール その他の全身麻酔剤 1119402A2037
１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸、白色ワセリン 外用サリチル酸系製剤 2652701M2021
２０％マンニットール注射液「ＹＤ」／３００ｍＬ１瓶 Ｄ－マンニトール その他の循環器官用薬 2190400A3077
２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 フルスルチアミン塩酸塩 ビタミンＢ１誘導体製剤 3122007F2039
５－ＦＵ注１０００ｍｇ フルオロウラシル フルオロウラシル系製剤 4223401A3022
５－ＦＵ注２５０ｍｇ フルオロウラシル フルオロウラシル系製剤 4223401A4029
５ｍｇコントール錠 クロルジアゼポキシド ベンゾジアゼピン系製剤 1124028F1030
７０％イソプロピルアルコール イソプロパノール アルコール製剤 2615701Q2127
ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 アデノシン製剤 3992001F1343
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ０．０４％「トーワｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 その他の抗ヒスタミン剤 4419002Q1125
Ｄ－ソルビトール経口液７５％「コーワ」 Ｄ－ソルビトール 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990001S3054
ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ／１８．１４３％１０ｍＬ１筒 ガドキセト酸ナトリウム その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290415G2027
ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ／１８．１４３％５ｍＬ１筒 ガドキセト酸ナトリウム その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290415G1020
ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ ポリエンホスファチジルコリン その他の肝臓疾患用剤、その他の高脂血症用剤 2189006M1058
ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 性腺刺激ホルモン製剤 2413400D4093
ＨＭＧ注テイゾー１５０ ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 性腺刺激ホルモン製剤 2413400D4077
ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 塩化カリウム その他の血液代用剤 3319402G4024
ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 ゴナドレリン酢酸塩 内分泌機能検査用試薬 7223400A1037
ＭＳコンチン錠１０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 モルヒネ系製剤 8114004G1027
ＭＳコンチン錠３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 モルヒネ系製剤 8114004G2023
ＭＳ温シップ「タイホウ」 ｄｌ－カンフル、カプサイシン、サリチル酸メチル その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649843S1039
ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコール、ヨウ素 その他の眼科用剤 1319715Q1031
Ｓ・Ｍ配合散 ウイキョウ末、オウレン末、カンゾウ末、ケイヒ末、サンその他の健胃消化剤 2339177B1038
ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 デカリニウム塩化物 その他の消化器官用薬 2399710E1046
ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 プロチレリン 内分泌機能検査用試薬 7223402A1036
アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ ポリスチレンスルホン酸カルシウム その他の循環器官用薬 2190016Q2026
アーチスト錠１０ｍｇ カルベジロール その他の血圧降下剤 2149032F1021
アーチスト錠２．５ｍｇ カルベジロール その他の血圧降下剤 2149032F4020
アーテン錠（２ｍｇ） トリヘキシフェニジル塩酸塩 その他の抗パーキンソン剤 1169001F1024
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アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 その他の血液・体液用薬 3399500G1025
アービタックス注射液１００ｍｇ セツキシマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291415A1021
アイオピジンＵＤ点眼液１％ アプラクロニジン塩酸塩 その他の眼科用剤 1319737Q1038
アイセントレス錠４００ｍｇ ラルテグラビルカリウム 抗ウイルス剤 6250032F1026
アイピーディカプセル１００ スプラタストトシル酸塩 その他のアレルギー用薬 4490016M2020
アイファガン点眼液0.1％ ブリモニジン酒石酸塩 その他の眼科用剤 1319761Q1023
アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ アフリベルセプト（遺伝子組換え） その他の眼科用剤 1319405A1027
アカルボース錠１００ｍｇ「ファイザー」 アカルボース その他の糖尿病用剤 3969003F2111
アキネトン細粒１％ ビペリデン塩酸塩 ビペリデン製剤 1162001C1043
アキネトン錠１ｍｇ ビペリデン塩酸塩 ビペリデン製剤 1162001F1066
アキネトン注射液５ｍｇ 乳酸ビペリデン ビペリデン製剤 1162400A1059
アクアチムクリーム１％ ナジフロキサシン その他の化膿性疾患用剤 2639700N1032
アクチット輸液（500mLバッグ） アセテート維持液 その他の血液代用剤 3319550A5092
アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ トシリズマブ（遺伝子組換え） 他に分類されない生物学的製剤 6399421A1020
アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ トシリズマブ（遺伝子組換え） 他に分類されない生物学的製剤 6399421A2026
アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター トシリズマブ（遺伝子組換え） 他に分類されない生物学的製剤 6399421G2029
アクトシン軟膏３％ ブクラデシンナトリウム 他に分類されない外皮用薬 2699703M1039
アクトス錠１５ ピオグリタゾン塩酸塩 その他の糖尿病用剤 3969007F1024
アクトス錠３０ ピオグリタゾン塩酸塩 その他の糖尿病用剤 3969007F2020
アクトネル錠７５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999019F3029
アクトヒブ 乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチン 細菌ワクチン類 631140CD1029
アクプラ静注用１００ｍｇ ネダプラチン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291405F3028
アクプラ静注用１０ｍｇ ネダプラチン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291405F1025
アコアラン静注用1800 アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子組換え） 血漿分画製剤 6343444D2028
アコアラン静注用600 アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子組換え） 血漿分画製剤 6343444D1021
アコファイド錠１００ｍｇ アコチアミド塩酸塩水和物 他に分類されない消化器官用薬 2399015F1020
アザクタム注射用１ｇ アズトレオナム モノバクタム系抗生物質製剤 6122400D2024
アサコール錠４００ｍｇ メサラジン 他に分類されない消化器官用薬 2399009F3028
アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン その他のサルファ剤 6219001H1056
アシクロビル錠２００ｍｇ「ファイザー」 アシクロビル 抗ウイルス剤 6250002F1289
アシテアダニ舌下錠100単位（IR） ヤケヒョウヒダニエキス原末、コナヒョウヒダニエキス原その他のアレルギー用薬 4490030F1024
アシテアダニ舌下錠300単位（IR） ヤケヒョウヒダニエキス原末、コナヒョウヒダニエキス原その他のアレルギー用薬 4490030F2020
アシノン錠１５０ｍｇ ニザチジン Ｈ２遮断剤 2325005F1031
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アジルバ錠２０ｍｇ アジルサルタン その他の血圧降下剤 2149048F1022
アストミン錠１０ｍｇ ジメモルファンリン酸塩 その他の鎮咳剤 2229001F1053
アズノールうがい液４％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 含嗽剤 2260700F1021
アズノール軟膏０．０３３％ ジメチルイソプロピルアズレン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649716M1042
アスパラカリウム錠３００ｍｇ Ｌ－アスパラギン酸カリウム その他の無機質製剤 3229005F1080
アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」(10mL)  L-アスパラギン酸カリウム その他の無機質製剤 3229401G1021
アスピリン原末「マルイシ」 アスピリン サリチル酸系製剤；アスピリン等、他に分類されない血 1143001X1236
アスプール液（０．５％） ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 イソプレナリン系製剤 2252700G1025
アスベリンシロップ０．５％ チペピジンヒベンズ酸塩 その他の鎮咳去たん剤 2249003Q1048
アスベリン散１０％ チペピジンヒベンズ酸塩 その他の鎮咳去たん剤 2249003B1037
アスベリン錠１０ チペピジンヒベンズ酸塩 その他の鎮咳去たん剤 2249003F1039
アセチルシステイン内用液１７.６％「あゆみ」 アセチルシステイン その他の解毒剤 3929006S1049
アセリオ静注液1000mgバッグ アセトアミノフェン アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 1141400A2020
アゾルガ配合懸濁性点眼液 ブリンゾラミド、チモロールマレイン酸塩 その他の眼科用剤 1319821Q1027
アダプチノール錠５ｍｇ ヘレニエン その他の眼科用剤 1319004F1035
アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ニフェジピン 冠血管拡張剤 2171014G4029
アダラートカプセル１０ｍｇ ニフェジピン 冠血管拡張剤 2171014M2259
アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ヒドロキシジンパモ酸塩 その他の精神神経用剤 1179019M1046
アタラックス－Ｐ散１０％ ヒドロキシジンパモ酸塩 その他の精神神経用剤 1179019B1037
アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） ヒドロキシジン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179401A1026
アデノスキャン注６０ｍｇ アデノシン 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990402A1029
アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 アテノロール β-遮断剤 2123011F1317
アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 アデノシン製剤 3992400A3045
アデホスコーワ顆粒１０％ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 アデノシン製剤 3992001D1059
アテレック錠１０ シルニジピン その他の血圧降下剤 2149037F2039
アデロキザール散７．８％ ピリドキサールリン酸エステル水和物 ビタミンＢ６剤 3134004B3022
アドエア１００ディスカス６０吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオン酸その他の呼吸器官用薬 2290800G4031
アドエア２５０ディスカス６０吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオン酸その他の呼吸器官用薬 2290800G5038
アドエア５０エアゾール１２０吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオン酸その他の呼吸器官用薬 2290800G7030
アドシルカ錠２０ｍｇ タダラフィル その他の循環器官用薬 2190030F1029
アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム アルミニウム化合物製剤；水酸化アルミニウム、ケイ酸 2343002X1058
アドナ錠１０ｍｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 カルバゾクロム系製剤 3321002F1092
アドナ注（静脈用）２５ｍｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 カルバゾクロム系製剤 3321401A2138
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アドナ注（静脈用）５０ｍｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 カルバゾクロム系製剤 3321401A3142
アトニン－Ｏ注５単位 オキシトシン 脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等 2414400A2075
アドベイト静注用２０００ ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え） その他の血液製剤類 6343432D7035
アドリアシン注用１０ ドキソルビシン塩酸塩 アントラサイクリン系抗生物質製剤 4235402D1030
アドリアシン注用５０ ドキソルビシン塩酸塩 アントラサイクリン系抗生物質製剤 4235402D2036
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 その他の高脂血症用剤 2189015F2089
アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 その他の高脂血症用剤 2189015F1082
アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 アドレナリン エピネフリン製剤 2451402G1040
アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 アトロピン硫酸塩水和物 アトロピン系製剤 1242405A1062
アナフラニール錠１０ｍｇ クロミプラミン塩酸塩 イミプラミン系製剤、その他の精神神経用剤 1174002F1029
アナフラニール錠２５ｍｇ クロミプラミン塩酸塩 イミプラミン系製剤、その他の精神神経用剤 1174002F2025
アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ クロミプラミン塩酸塩 イミプラミン系製剤 1174401A1038
アネキセート注射液０．５ｍｇ フルマゼニル その他の呼吸促進剤 2219403A1027
アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ メトロニダゾール 抗原虫剤 6419401A1027
アノーロエリプタ30吸入用 ウメクリジニウム臭化物、ビランテロールトリフェニル酢その他の気管支拡張剤 2259806G2028
アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ ベバシズマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291413A1022
アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ ベバシズマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291413A2029
アピドラ注ソロスター インスリングルリジン（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492418G1027
アフィニトール錠５ｍｇ エベロリムス その他の抗悪性腫瘍用剤 4291023F1020
アブストラル舌下錠100μg フェンタニルクエン酸塩 その他の合成麻薬 8219001F1020
アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ トリアムシノロンアセトニド その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2399707D1030
アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ パクリタキセル 抗腫瘍性植物成分製剤 4240409D1023
アプレゾリン錠１０ｍｇ ヒドララジン塩酸塩 ヒドララジン製剤 2142004F1053
アプレゾリン注射用２０ｍｇ ヒドララジン塩酸塩 ヒドララジン製剤 2142400D1049
アベロックス錠４００ｍｇ モキシフロキサシン塩酸塩 ピリドンカルボン酸系製剤 6241016F1028
アヘンチンキ／武田薬品工業 アヘンチンキ あへんチンキ及びエキス類製剤 8113001S1037
アポカイン皮下注３０ｍｇ アポモルヒネ塩酸塩水和物 その他の抗パーキンソン剤 1169400G1028
アボネックス筋注３０μｇペン インターフェロンベータ－１ａ（遺伝子組換え） 他に分類されない生物学的製剤 6399422G2023
アボルブカプセル０．５ｍｇ デュタステリド その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499011M1027
アマージ錠２．５ｍｇ ナラトリプタン塩酸塩 血管収縮剤 2160007F1020
アマリール１ｍｇ錠 グリメピリド スルフォニル尿素系製剤 3961008F1020
アマリール３ｍｇ錠 グリメピリド スルフォニル尿素系製剤 3961008F2027
アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 アマンタジン塩酸塩 アマンタジン製剤、抗ウイルス剤、精神神経用剤 1161001C1135
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アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 アマンタジン塩酸塩 アマンタジン製剤、抗ウイルス剤、精神神経用剤 1161001F2138
アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 アマンタジン塩酸塩 アマンタジン製剤、抗ウイルス剤、精神神経用剤 1161001F1158
アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 アミオダロン塩酸塩 その他の不整脈用剤 2129010F1065
アミカマイシン注射液１００ｍｇ アミカシン硫酸塩 アミノ糖系抗生物質製剤 6123402A1125
アミサリン錠１２５ｍｇ プロカインアミド塩酸塩 プロカインアミド系製剤 2121001F1025
アミサリン注１００ｍｇ プロカインアミド塩酸塩 プロカインアミド系製剤 2121400A1034
アミティーザカプセル２４μｇ ルビプロストン その他の下剤、浣腸剤 2359006M1025
アミノレバンＥＮ配合散 その他のたん白アミノ酸製剤 3259108B1039
アミノレバン点滴静注／２００ｍＬ１袋 混合アミノ酸製剤 3253404A3055
アミノレバン点滴静注／５００ｍＬ１袋 混合アミノ酸製剤 3253404A4051
アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ アムホテリシンＢ アムホテリシンＢ製剤 6173400D2023
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 アムロジピンベシル酸塩 冠血管拡張剤 2171022F3170
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 アムロジピンベシル酸塩 冠血管拡張剤 2171022F4176
アムロジンＯＤ錠　2.５㎎ アムロジピンベシル酸塩 冠血管拡張剤 2171022F3021
アムロジンＯＤ錠　５㎎ アムロジピンベシル酸塩 冠血管拡張剤 2171022F4028
アメナリーフ錠200mg アメナメビル 抗ウイルス剤 6250046F1028
アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 アモキシシリン水和物 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン 6131001M2327
アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 7290007D1027
アラセナ－Ａ軟膏３％ ビダラビン 抗ウイルス剤 6250700M1189
アラベル内用剤１．５ｇ アミノレブリン酸塩酸塩 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290007X1031
アラベル内用剤1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 7290007X1031
アラミスト点鼻液２７．５μｇ　５６噴霧用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル その他の耳鼻科用剤 1329711Q1021
アリクストラ皮下注１．５ｍｇ フォンダパリヌクスナトリウム その他の血液凝固阻止剤 3339400G1029
アリクストラ皮下注２．５ｍｇ フォンダパリヌクスナトリウム その他の血液凝固阻止剤 3339400G2025
アリクストラ皮下注７．５ｍｇ フォンダパリヌクスナトリウム その他の血液凝固阻止剤 3339400G4028
アリセプト錠１０ｍｇ ドネペジル塩酸塩 その他の中枢神経系用薬 1190012F5021
アリセプト錠３ｍｇ ドネペジル塩酸塩 その他の中枢神経系用薬 1190012F1026
アリセプト錠５ｍｇ ドネペジル塩酸塩 その他の中枢神経系用薬 1190012F2022
アリナミンＦ５０注 フルスルチアミン塩酸塩 ビタミンＢ１誘導体製剤 3122401A4021
アリミデックス錠１ｍｇ アナストロゾール その他の抗悪性腫瘍用剤 4291010F1031
アリムタ注射用１００ｍｇ ペメトレキセドナトリウム水和物 その他の代謝拮抗剤 4229401D2026
アリムタ注射用５００ｍｇ ペメトレキセドナトリウム水和物 その他の代謝拮抗剤 4229401D1020
アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 Ｌ－アルギニン塩酸塩 内分泌機能検査用試薬 7223404A2031
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アルケラン錠２ｍｇ メルファラン その他のアルキル化剤 4219002F1034
アルダクトンＡ細粒１０％ スピロノラクトン 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等 2133001C1097
アルチバ静注用５ｍｇ レミフェンタニル塩酸塩 その他の合成麻薬 8219401D2028
アルツディスポ関節注２５ｍｇ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999408G1247
アルドメット錠２５０ メチルドパ水和物 メチルドパ製剤 2145001F2040
アルト原末／５００ｍｇ アルギン酸ナトリウム アルギン酸系製剤 3326700X1033
アルファカルシドールカプセル0.25μg「EE」 アルファカルシドール 合成ビタミンＤ製剤 3112001M1275
アルファカルシドールカプセル１μｇ「ＥＥ」 アルファカルシドール 合成ビタミンＤ製剤 3112001M3332
アルファロールカプセル０．２５μｇ アルファカルシドール 合成ビタミンＤ製剤 3112001M1046
アルファロールカプセル１μｇ アルファカルシドール 合成ビタミンＤ製剤 3112001M3065
アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ アルファカルシドール 合成ビタミンＤ製剤 3112001S1045
アルブミナー５％静注１２．５g／２５０mL 人血清アルブミン 血漿分画製剤 6343410X2106
アルブミン－ベーリング２０％静注１０．０ｇ／５０ｍＬ 人血清アルブミン 血漿分画製剤 6343410X6144
アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」 アルプラゾラム ベンゾジアゼピン系製剤 1124023F1100
アルプロスタジル注10μgシリンジ「科研」 アルプロスタジル その他の循環器官用薬 2190406G2119
アルロイドＧ内用液５％ アルギン酸ナトリウム その他の消化性潰瘍用剤 2329116S1094
アレグラ錠６０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩 その他のアレルギー用薬 4490023F1024
アレジオンドライシロップ１％ エピナスチン塩酸塩 その他のアレルギー用薬 4490014R1021
アレジオン点眼液０．０５％ エピナスチン塩酸塩 その他の眼科用剤 1319762Q1028
アレセンサカプセル１５０ｍｇ アレクチニブ塩酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291032M3021
アレビアチン散１０％ フェニトイン ヒダントイン系製剤 1132002B1060
アレビアチン錠１００ｍｇ フェニトイン ヒダントイン系製剤 1132002F2041
アレビアチン注２５０ｍｇ フェニトイン ヒダントイン系製剤 1132400A1033
アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」 診断用アレルゲンスクラッチエキス対照液 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 729050BA1037
アレロックＯＤ錠５ オロパタジン塩酸塩 その他のアレルギー用薬 4490025F4022
アレロック顆粒０．５％ オロパタジン塩酸塩 その他のアレルギー用薬 4490025D1022
アロキシ静注０．７５ｍｇ パロノセトロン塩酸塩 鎮吐剤 2391404A1020
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 アロチノロール塩酸塩 β-遮断剤 2123014F2201
アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 アロプリノール アロプリノール製剤 3943001F1586
アロマシン錠２５ｍｇ エキセメスタン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291012F1022
アロンアルフアＡ「三共」 シアノアクリレート 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990700Q1022
アンカロン注１５０ アミオダロン塩酸塩 その他の不整脈用剤 2129410A1028
アンサー皮下注２０μｇ Ｚ－１００原液 他に分類されない血液・体液用薬 3399403A1036



常備薬一覧 2018.6.5

医薬品名 一般名 薬効分類 薬品コード
アンチレクス静注１０ｍｇ エドロホニウム塩化物 その他の機能検査用試薬 7229401A1035
アンテベートローション0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン製剤 2646730Q1026
アンテベート軟膏０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン製剤 2646730M1059
アンプラーグ錠１００ｍｇ サルポグレラート塩酸塩 他に分類されない血液・体液用薬 3399006F2022
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「トーワ」 アンブロキソール塩酸塩 その他の去たん剤 2239001Q1182
アンペック坐剤１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ系製剤 8114700J1023
イーケプラドライシロップ５０％ レベチラセタム その他の抗てんかん剤 1139010R1020
イーケプラ錠２５０ｍｇ レベチラセタム その他の抗てんかん剤 1139010F1024
イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム その他の抗てんかん剤 1139010F2020
イーケプラ点滴静注５００ｍｇ レベチラセタム その他の抗てんかん剤 1139402A1025
イオウ・カンフルローション「東豊」 ｄｌ－カンフル、イオウ その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） 2669700X1040
イオダインＭ消毒液１０％ ポビドンヨード ヨウ素化合物；ヨードチンキ等 2612701Q3342
イオパミロン注３００／６１．２４％１００ｍＬ１瓶 イオパミドール その他のＸ線造影剤 7219412A3072
イオパミロン注３００／６１．２４％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール その他のＸ線造影剤 7219412A9054
イオメロン３００注シリンジ１００ｍＬ イオメプロール その他のＸ線造影剤 7219417G2039
イオメロン３５０注１００ｍＬ イオメプロール その他のＸ線造影剤 7219417A6031
イオメロン３５０注５０ｍＬ イオメプロール その他のＸ線造影剤 7219417A5035
イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ イオメプロール その他のＸ線造影剤 7219417G7030
イグザレルト錠１０ｍｇ リバーロキサバン その他の血液凝固阻止剤 3339003F1024
イグザレルト錠１５ｍｇ リバーロキサバン その他の血液凝固阻止剤 3339003F2020
イクスタンジカプセル４０ｍｇ エンザルタミド その他の抗悪性腫瘍用剤 4291031M1024
イクセロンパッチ１３．５ｍｇ リバスチグミン その他の中枢神経系用薬 1190700S3021
イクセロンパッチ１８ｍｇ リバスチグミン その他の中枢神経系用薬 1190700S4028
イクセロンパッチ４．５ｍｇ リバスチグミン その他の中枢神経系用薬 1190700S1029
イクセロンパッチ９ｍｇ リバスチグミン その他の中枢神経系用薬 1190700S2025
イスコチン錠１００ｍｇ イソニアジド イソニアジド系製剤 6222001F3037
イソジンシュガーパスタ軟膏 ポビドンヨード、精製白糖 その他の外皮用薬 2699801V1114
イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 イソソルビド その他の利尿剤 2139001S1079
イソビスト注３００ イオトロラン その他のＸ線造影剤 7219414A2032
イソフルラン吸入麻酔液「ファイザー」 イソフルラン その他の全身麻酔剤 1119701G1092
イダマイシン静注用５ｍｇ イダルビシン塩酸塩 アントラサイクリン系抗生物質製剤 4235405D1033
イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 イトプリド塩酸塩 他に分類されない消化器官用薬 2399008F1110
イトリゾールカプセル５０ イトラコナゾール その他の化学療法剤 6290004M1029
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イトリゾール内用液１％ イトラコナゾール その他の化学療法剤 6290004S1028
イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 抗ウイルス剤 6250703G1022
イノバン注０．３％シリンジ ドパミン塩酸塩 その他の強心剤 2119402P4037
イノバン注１００ｍｇ ドパミン塩酸塩 その他の強心剤 2119402A1299
イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ ベンラファキシン塩酸塩 精神神経用剤 1179055N1021
イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ ベンラファキシン塩酸塩 精神神経用剤 1179055N2028
イブランスカプセル125mg パルボシクリブ その他の抗悪性腫瘍用剤 4291051M2028
イブランスカプセル25mg パルボシクリブ その他の抗悪性腫瘍用剤 4291051M1021
イミグランキット皮下注３ｍｇ スマトリプタンコハク酸塩 血管収縮剤 2160402G1026
イミグラン注３ スマトリプタンコハク酸塩 血管収縮剤 2160402A1023
イミグラン点鼻液２０ スマトリプタン 血管収縮剤 2160700Q1027
イムセラカプセル０．５ｍｇ フィンゴリモド塩酸塩 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999029M1029
イムノブラダー膀注用４０ｍｇ 乾燥ＢＣＧ（日本株） 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤、他に分類され6391700X3020
イムノブラダー膀注用８０ｍｇ 乾燥ＢＣＧ（日本株） 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤、他に分類され6391700X4026
イムラン錠５０ｍｇ アザチオプリン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999005F1059
イメンドカプセル１２５ｍｇ アプレピタント 鎮吐剤 2391008M2028
イメンドカプセル８０ｍｇ アプレピタント 鎮吐剤 2391008M1021
イモバックスポリオ皮下注 不活化ポリオワクチン ウイルスワクチン類 631340UG1024
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイホウ」 イリノテカン塩酸塩水和物 抗腫瘍性植物成分製剤 4240404A2080
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「タイホウ」 イリノテカン塩酸塩水和物 抗腫瘍性植物成分製剤 4240404A1083
イリボーＯＤ錠２．５μｇ ラモセトロン塩酸塩 他に分類されない消化器官用薬 2399014F3029
イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」 イルソグラジンマレイン酸塩 その他の消化性潰瘍用剤 2329020F1124
イルベサルタン錠100mg「DSPB」 イルベサルタン その他の血圧降下剤 2149046F2046
イルベタン錠１００ｍｇ イルベサルタン その他の血圧降下剤 2149046F2038
イレッサ錠２５０ ゲフィチニブ その他の抗悪性腫瘍用剤 4291013F1027
インヴェガ錠３ｍｇ パリペリドン その他の精神神経用剤 1179053G1023
インクレミンシロップ５％ 溶性ピロリン酸第二鉄 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。） 3222012Q1030
インジゴカルミン注２０ｍｇ「第一三共」 インジゴカルミン その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）、腎機7225400A1040
インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 インスリングラルギン（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492420G1024
インダシン静注用１ｍｇ インドメタシンナトリウム その他の循環器官用薬 2190411F1037
インダシン静注用1mg インドメタシンナトリウム その他の循環器官用薬 2190411F1037
インチュニブ錠1mg グアンファシン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179057G1021
インチュニブ錠3mg グアンファシン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179057G2028
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インテバンＳＰ２５ インドメタシン インドメタシン製剤 1145002N1145
インテバンクリーム１％ インドメタシン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649719N1106
インデラル注射液２ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 β-遮断剤 2123402A1020
イントラリポス輸液２０％／１００ｍＬ１袋 精製大豆油 他に分類されない滋養強壮薬 3299505A4045
ヴィーンＤ輸液（500mLバッグ） その他の血液代用剤 3319551A4090
ウインタミン細粒（１０％） クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 クロルプロマジン製剤 1171005C1024
ヴォトリエント錠２００ｍｇ パゾパニブ塩酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291028F1023
ウチダのシテイＭ シテイ 生薬 5100093X1026
ウテメリン錠５ｍｇ リトドリン塩酸塩 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590004F1192
ウテメリン注５０ｍｇ リトドリン塩酸塩 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590402A1156
ウトロゲスタン腟用カプセル２００ｍｇ プロゲステロン プロゲステロン製剤 247770AH2021
ウブレチド錠５ｍｇ ジスチグミン臭化物 四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブロミド等 1231014F1054
ウラリット配合錠 クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム水和物 その他の痛風治療剤 3949101F1073
ウリアデック錠４０ｍｇ トピロキソスタット その他の痛風治療剤 3949004F2024
ウルソ錠１００ｍｇ ウルソデオキシコール酸 胆汁酸製剤 2362001F2149
ウルソ錠５０ｍｇ ウルソデオキシコール酸 胆汁酸製剤 2362001F1088
ウルソ顆粒５％ ウルソデオキシコール酸 胆汁酸製剤 2362001D1060
ウルティブロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩、グリコピロニウム臭化物その他の気管支拡張剤 2259805G1027
ウログラフイン注６０％／６０％１００ｍＬ１瓶 アミドトリゾ酸 配合製剤 7214400A5041
ウログラフイン注６０％／６０％２０ｍＬ１管 アミドトリゾ酸 配合製剤 7214400A2034
ウロナーゼ静注用６万単位 ウロキナーゼ ウロキナーゼ製剤 3954400D4080
ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ Dーソルビトール その他の泌尿器官用剤 2519700Q1030
ウロミテキサン注４００ｍｇ メスナ その他の解毒剤 3929406A2026
エイゾプト懸濁性点眼液１％ ブリンゾラミド その他の眼科用剤 1319748Q1036
エカベトＮａ顆粒６６．７％「サワイ」 エカベトナトリウム水和物 その他の消化性潰瘍用剤 2329026D1090
エキザルベ ヒドロコルチゾン、混合死菌浮遊液 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649852M1020
エクア錠５０ｍｇ ビルダグリプチン その他の糖尿病用剤 3969011F1020
エクザール注射用１０ｍｇ ビンブラスチン硫酸塩 抗腫瘍性植物成分製剤 4240401D2031
エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ デフェラシロクス その他の解毒剤 3929008X1029
エクジェイド懸濁用錠５００ｍｇ デフェラシロクス その他の解毒剤 3929008X2025
エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 1,500mL 腹膜透析用剤 3420432A1038
エクストラニール腹膜透析液／１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付） 腹膜透析用剤 3420432A2034
エクセグラン散２０％ ゾニサミド その他の抗てんかん剤 1139005B1048
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エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド その他の抗てんかん剤 1139005F1023
エクリラ４００μｇジェヌエア６０吸入用 アクリジニウム臭化物 その他の気管支拡張剤 2259713G2020
エスクレ坐剤「２５０」 抱水クロラール 抱水クロラール系製剤 1123700J1020
エスクレ坐剤「５００」 抱水クロラール 抱水クロラール系製剤 1123700J2027
エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 エスタゾラム ベンゾジアゼピン系製剤 1124001F2037
エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 その他のアルキル化剤 4219003M1054
エスポー皮下用２４０００シリンジ エポエチンアルファ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999412G7020
エスラックス静注２５ｍｇ／２．５ｍＬ ロクロニウム臭化物 その他の骨格筋弛緩剤 1229405A1028
エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ ロクロニウム臭化物 その他の骨格筋弛緩剤 1229405A2024
エタノール「ケンエー」 エタノール アルコール製剤 2615702X1430
エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「明治」 エダラボン その他の中枢神経系用薬 1190401G1093
エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エチゾラム その他の精神神経用剤 1179025F1182
エディロールカプセル０．７５μｇ エルデカルシトール 合成ビタミンＤ製剤 3112006M2029
エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 エトドラク その他の解熱鎮痛消炎剤 1149032F2171
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 エナラプリルマレイン酸塩 アンジオテンシン変換酵素阻害剤、その他の血管拡張剤2144002F2330
エナルモンデポー筋注２５０ｍｇ テストステロンエナント酸エステル テストステロン製剤 2461400A2091
エパデールＳ９００ イコサペント酸エチル その他の高脂血症用剤、他に分類されない血液・体液用3399004M4025
エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 エパルレスタット 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999013F1290
エビスタ錠６０ｍｇ ラロキシフェン塩酸塩 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999021F1023
エビプロスタット配合錠ＤＢ オオウメガサソウエキス、スギナエキス、セイヨウオキナその他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590100X2046
エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇ アリピプラゾール水和物 その他の精神神経用剤 1179410E2023
エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール その他の精神神経用剤 1179045F1023
エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール その他の精神神経用剤 1179045F2020
エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 エピルビシン塩酸塩 アントラサイクリン系抗生物質製剤 4235404D1063
エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 エピルビシン塩酸塩 アントラサイクリン系抗生物質製剤 4235404D2060
エフィエント錠３．７５ｍｇ プラスグレル塩酸塩 他に分類されない血液・体液用薬 3399009F1020
エフィエント錠５ｍｇ プラスグレル塩酸塩 他に分類されない血液・体液用薬 3399009F2026
エプジコム配合錠 アバカビル硫酸塩、ラミブジン 抗ウイルス剤 6250102F1031
エブトール２５０ｍｇ錠 エタンブトール塩酸塩 エタンブトール製剤 6225001F2032
エフピーＯＤ錠２．５ セレギリン塩酸塩 その他の抗パーキンソン剤 1169010F2020
エブランチルカプセル１５ｍｇ ウラピジル その他の血圧降下剤、その他の泌尿生殖器官及び肛門用2149020N1031
エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「ＪＣＲ」 エポエチン　カッパ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999427G2025
エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「ＪＣＲ」 エポエチン　カッパ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999427G3021
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エボザックカプセル３０ｍｇ セビメリン塩酸塩水和物 他に分類されない消化器官用薬 2399012M1026
エポジン注シリンジ７５０ エポエチンベータ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999413G1035
エホチール注１０ｍｇ エチレフリン塩酸塩 その他の強心剤 2119401A1057
エムラクリーム プロピトカイン、リドカイン その他の局所麻酔剤 1219800N1023
エリーテン錠５ｍｇ 塩酸メトクロプラミド 他に分類されない消化器官用薬 2399004F1219
エリーテン注１０ｍｇ／２ｍＬ 塩酸メトクロプラミド 他に分類されない消化器官用薬 2399401A1105
エリキュース錠２．５ｍｇ アピキサバン その他の血液凝固阻止剤 3339004F1029
エリキュース錠５ｍｇ アピキサバン その他の血液凝固阻止剤 3339004F2025
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 その他の耳鼻科用剤 1329712R1021
エリスロシンドライシロップ１０％ エリスロマイシンエチルコハク酸エステル エリスロマイシン製剤 6141001R1120
エリスロシン錠１００ｍｇ エリスロマイシンステアリン酸塩 エリスロマイシン製剤 6141004F1038
エリル点滴静注液３０ｍｇ ファスジル塩酸塩水和物 その他の循環器官用薬 2190414A1033
エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ レボカルニチン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999033F2022
エルカルチンFF内用液10％ レボカルニチン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999033S1024
エルカルチンFF内用液10％分包10mL レボカルニチン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999033S3027
エルシトニン注２０Ｓ エルカトニン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999401A3024
エルネオパNF１号輸液（1000mL袋） その他のたん白アミノ酸製剤 3259533G1029
エルネオパNF１号輸液（1500mL袋） その他のたん白アミノ酸製剤 3259533G2025
エルネオパNF２号輸液（1000mL袋） その他のたん白アミノ酸製剤 3259534G1023
エルネオパNF２号輸液（1500mL袋） その他のたん白アミノ酸製剤 3259534G2020
エルプラット点滴静注液１００ｍｇ オキサリプラチン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291410A2025
エルプラット点滴静注液５０ｍｇ オキサリプラチン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291410A1029
エレメンミック注 ヨウ化カリウム、塩化マンガン、塩化第二鉄、硫酸亜鉛水その他の無機質製剤 3229501A1027
エレルサ錠５０ｍｇ エルバスビル 抗ウイルス剤 6250044F1029
エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 その他のたん白アミノ酸製剤 3259107A1039
エレンタール配合内用剤 その他のたん白アミノ酸製剤 3259103B1036
エンシュア・Ｈ その他のたん白アミノ酸製剤 3259114S1026
エンドキサン錠５０ｍｇ シクロホスファミド水和物 クロルエチルアミン系製剤 4211002F1044
エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ エタネルセプト（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999424G1025
エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ エタネルセプト（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999424G3028
オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ イオパミドール その他のＸ線造影剤 7219412G1048
オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ イオパミドール その他のＸ線造影剤 7219412G7046
オイラックスクリーム１０％ クロタミトン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649722N1027
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オーキシス９μｇタービュヘイラー６０吸入 ホルモテロールフマル酸塩水和物 その他の気管支拡張剤 2259711G2020
オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ アモキシシリン水和物、クラブラン酸カリウム その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139100F2044
オキサトミドドライシロップ小児用２％「日医工」 オキサトミド その他のアレルギー用薬 4490005R1421
オキサロール注２．５μｇ マキサカルシトール 合成ビタミンＤ製剤 3112401A1026
オキサロール注５μｇ マキサカルシトール 合成ビタミンＤ製剤 3112401A2022
オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ マキサカルシトール 外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等 2691702M1036
オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「Ｆ」 オキシコナゾール硝酸塩 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） 2529709H2069
オキシコンチンTR錠10mg オキシコドン塩酸塩水和物 その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119002G6026
オキシコンチンTR錠5mg オキシコドン塩酸塩水和物 その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119002G5020
オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．４％「ニットー」 オキシブプロカイン塩酸塩 眼科用局所麻酔剤 1313700Q2097
オキシフル液３％ オキシドール 過酸化物製剤；オキシドール、過マンガン酸カリウム等 2614700X1433
オキノーム散２．５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119002B2023
オキノーム散５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119002B3020
オキファスト注１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119400A1025
オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 オクトレオチド酢酸塩 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499403A2068
オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μg「サンド」 オクトレオチド酢酸塩 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499403A1061
オザペンバッグ注８０ｍｇ オザグレルナトリウム その他の循環器官用薬 3999411G5023
オゼックス細粒小児用１５％ トスフロキサシントシル酸塩水和物 ピリドンカルボン酸系製剤 6241010C1024
オダイン錠１２５ｍｇ フルタミド その他の抗悪性腫瘍用剤 4291005F1057
オテズラ錠10mg アプレミラスト 他に分類されない代謝性医薬品 3999042F1025
オテズラ錠20mg アプレミラスト 他に分類されない代謝性医薬品 3999042F2021
オテズラ錠30mg アプレミラスト 他に分類されない代謝性医薬品 3999042F3028
オノアクト点滴静注用５０ｍｇ ランジオロール塩酸塩 β-遮断剤 2123404D1033
オノンカプセル１１２．５ｍｇ プランルカスト水和物 その他のアレルギー用薬 4490017M1036
オノンドライシロップ１０％ プランルカスト水和物 その他のアレルギー用薬 4490017R1033
オビソート注射用０．１ｇ アセチルコリン塩化物 アセチルコリン系製剤 1232400X1031
オフェブカプセル１００ｍｇ ニンテダニブエタンスルホン酸塩 他に分類されない代謝性医薬品 3999039M1022
オフェブカプセル１５０ｍｇ ニンテダニブエタンスルホン酸塩 他に分類されない代謝性医薬品 3999039M2029
オフサグリーン静注用25ｍｇ インドシアニングリーン その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 7290412F1021
オプジーボ点滴静注100mg ニボルマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291427A2020
オプジーボ点滴静注20mg ニボルマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291427A1024
オプスミット錠１０ｍｇ マシテンタン その他の循環器官用薬 2190035F1021
オプソ内服液１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ系製剤 8114005S2020
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オプソ内服液５ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ系製剤 8114005S1024
オフロキシン眼軟膏０．３％ オフロキサシン その他の眼科用剤 1319722M1048
オペガードネオキット眼灌流液0.0184％ オキシグルタチオン その他の眼科用剤 1319731Q4030
オペガン０．６眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム その他の眼科用剤 1319720Q7111
オペリード０．５眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム その他の眼科用剤 1319720Q2063
オペリードＨＶ０．６眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム その他の眼科用剤 1319720Q7162
オムニスキャン静注３２％シリンジ１５ｍＬ ガドジアミド水和物 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290408G2035
オムニパーク１８０注１０ｍＬ（脳槽・脊髄用） イオヘキソール その他のＸ線造影剤 7219415A3033
オムニパーク２４０注１００ｍＬ（尿路・血管用） イオヘキソール その他のＸ線造影剤 7219415A7039
オムニパーク２４０注シリンジ１００ｍＬ イオヘキソール その他のＸ線造影剤 7219415G1050
オムニパーク３００注１００ｍＬ（尿路・血管用） イオヘキソール その他のＸ線造影剤 7219415H2078
オムニパーク３００注１０ｍＬ（脊髄用） イオヘキソール その他のＸ線造影剤 7219415A8043
オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ（尿路・血管・ＣＴ用）イオヘキソール その他のＸ線造影剤 7219415G3117
オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ（ＣＴ用） イオヘキソール その他のＸ線造影剤 7219415G6035
オムニパーク３５０注１００ｍＬ（血管用） イオヘキソール その他のＸ線造影剤 7219415H5069
オムニパーク３５０注２０ｍＬ（尿路・血管用） イオヘキソール その他のＸ線造影剤 7219415H3066
オムニパーク３５０注シリンジ７０ｍＬ（血管・ＣＴ用） イオヘキソール その他のＸ線造影剤 7219415G8038
オメガシン点滴用０．３ｇ ビアペネム その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139401D1020
オメプラゾール注射用20mg「日医工」 オメプラゾールナトリウム その他の消化性潰瘍用剤 2329403D1068
オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「マイラン」 オメプラゾール その他の消化性潰瘍用剤 2329022H2171
オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ10mL オラネキシジングルコン酸塩 その他の外皮用殺菌消毒剤 2619717Q2020
オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL オラネキシジングルコン酸塩 その他の外皮用殺菌消毒剤 2619717Q3026
オラネジン消毒液1.5% オラネキシジングルコン酸塩 その他の外皮用殺菌消毒剤 2619717Q1023
オラペネム小児用細粒１０％ テビペネムピボキシル その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139002C1026
オランザピン錠10mg「EE」 オランザピン その他の精神神経用剤 1179044F3048
オランザピン錠５mg「EE」 オランザピン その他の精神神経用剤 1179044F2041
オリブ油「ケンエー」（滅菌済） オリブ油 油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等 7121704X1091
オリベス点滴用１％ リドカイン その他の不整脈用剤 1214404A2027
オルガラン静注１２５０単位 ダナパロイドナトリウム その他の血液凝固阻止剤 3339600A1030
オルダミン注射用１ｇ モノエタノールアミンオレイン酸塩 その他の止血剤 3329404D1032
オルベスコ１００μｇインヘラー１１２吸入用 シクレソニド その他の呼吸器官用薬 2290702G2021
オルミエント錠2mg バリシチニブ 他に分類されない代謝性医薬品 3999043F1020
オルミエント錠4mg バリシチニブ 他に分類されない代謝性医薬品 3999043F2026
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オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 オルメサルタン　メドキソミル その他の血圧降下剤 2149044F6034
オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ アバタセプト（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999429D1021
オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ アバタセプト（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999429G2024
オングリザ錠５ｍｇ サキサグリプチン水和物 その他の糖尿病用剤 3969017F2024
オンコビン注射用１ｍｇ ビンクリスチン硫酸塩 抗腫瘍性植物成分製剤 4240400D1030
オンダンセトロン注射液４ｍｇ「Ｆ」 オンダンセトロン塩酸塩水和物 鎮吐剤 2391401A1034
オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ インダカテロールマレイン酸塩 その他の気管支拡張剤 2259710G1020
カーボスター透析剤・Ｌ／９Ｌ１瓶 人工腎臓透析用剤 3410535A2021
カイトリル錠１ｍｇ グラニセトロン塩酸塩 鎮吐剤 2391002F1025
ガスターＤ錠１０ｍｇ ファモチジン Ｈ２遮断剤 2325003F3035
ガスターＤ錠２０ｍｇ ファモチジン Ｈ２遮断剤 2325003F4031
ガステール錠４０ｍｇ ジメチコン ジメチコン製剤 2318001F1195
ガストログラフイン経口・注腸用 アミドトリゾ酸、メグルミン、水酸化ナトリウム ヨウ素化合物製剤 7211001X1030
ガスモチン錠５ｍｇ モサプリドクエン酸塩水和物 他に分類されない消化器官用薬 2399010F2024
ガチフロ点眼液０．３％ ガチフロキサシン水和物 その他の眼科用剤 1319749Q1030
カデチア配合錠ＨＤ「あすか」 カンデサルタン　シレキセチル、ヒドロクロロチアジド その他の血圧降下剤 2149111F2032
カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤、他に分類されない生物学的製4291426D1026
カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤、他に分類されない生物学的製4291426D2022
ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ ガドブトロール その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290416G1025
ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ ガドブトロール その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290416G2021
カナグル錠１００ｍｇ カナグリフロジン水和物 その他の糖尿病用剤 3969022F1029
カバサール錠０．２５ｍｇ カベルゴリン その他の抗パーキンソン剤 1169011F1028
カバサール錠１．０ｍｇ カベルゴリン その他の抗パーキンソン剤 1169011F2024
ガバペン錠２００ｍｇ ガバペンチン その他の抗てんかん剤 1139007F1022
ガバペン錠４００ｍｇ ガバペンチン その他の抗てんかん剤 1139007F3025
カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 カモスタットメシル酸塩 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999003F1335
カリーユニ点眼液０．００５％ ピレノキシン その他の眼科用剤 1319706Q3035
カリクレイン錠１０単位 カリジノゲナーゼ 循環ホルモン剤 2491001F4025
カリセラム－Ｎａ末 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム その他の循環器官用薬 2190009A1030
カリメート経口液２０％ ポリスチレンスルホン酸カルシウム その他の循環器官用薬 2190016S1027
カリ石ケン「ニッコー」 カリ石ケン アルカリ製剤；水酸化カリウム等 2662700X1104
カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「サワイ」 カルシトリオール 合成ビタミンＤ製剤 3112004M1201
カルタン錠５００ 沈降炭酸カルシウム その他の循環器官用薬 2190024F1023
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カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ グルコン酸カルシウム水和物 グルコン酸カルシウム製剤 3213400A3043
カルチコール注射液８．５％５ｍＬ グルコン酸カルシウム水和物 グルコン酸カルシウム製剤 3213400A2047
カルチコール末 グルコン酸カルシウム水和物 グルコン酸カルシウム製剤 3213001X1045
カルデナリン錠１ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 その他の血圧降下剤 2149026F2022
カルデナリン錠２ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 その他の血圧降下剤 2149026F3029
カルナクリン錠５０ カリジノゲナーゼ 循環ホルモン剤 2491001F6060
カルブロック錠１６ｍｇ アゼルニジピン その他の血圧降下剤 2149043F2026
カルベニン点滴用０．５ｇ パニペネム、ベタミプロン その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139503D2023
カルボカインアンプル注１％／１％１０ｍＬ１管 メピバカイン塩酸塩 キシリジン系製剤 1214402H1046
カルボカインアンプル注２％／２％１０ｍＬ１管 メピバカイン塩酸塩 キシリジン系製剤 1214402H5041
カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 Ｌ－カルボシステイン システイン系製剤 2233002R2037
カルボシステインシロップ５％「タカタ」 Ｌ－カルボシステイン システイン系製剤 2233002Q1108
カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 Ｌ－カルボシステイン システイン系製剤 2233002F1280
カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 カルボプラチン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291403A2092
カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 カルボプラチン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291403A3099
カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 カルボプラチン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291403A1096
カレトラ配合錠 リトナビル、ロピナビル 抗ウイルス剤 6250101F1037
カロナール坐剤１００ アセトアミノフェン アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 1141700J2050
カロナール坐剤２００ アセトアミノフェン アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 1141700J3048
カロナール細粒２０％ アセトアミノフェン アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 1141007C1075
カロナール錠２００ アセトアミノフェン アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 1141007F1063
カロナール錠５００ アセトアミノフェン アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 1141007F3023
カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ カスポファンギン酢酸塩 その他の主としてカビに作用するもの 6179402D1020
カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ カスポファンギン酢酸塩 その他の主としてカビに作用するもの 6179402D2026
カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」 カンデサルタン　シレキセチル その他の血圧降下剤、その他の血管拡張剤 2149040F3037
キイトルーダ点滴静注100mg ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) その他の抗悪性腫瘍用剤 4291435A2025
キサラタン点眼液０．００５％ ラタノプロスト その他の眼科用剤 1319739Q1037
キシロカインゼリー２％ リドカイン キシリジン系製剤 1214700P1054
キシロカインビスカス２％ リドカイン塩酸塩 キシリジン系製剤 1214001S1054
キシロカインポンプスプレー８％ リドカイン キシリジン系製剤 1214701R1050
キシロカイン液「４％」 リドカイン キシリジン系製剤 1214700Q1033
キシロカイン注シリンジ１％ リドカイン キシリジン系製剤 1214400G2021
キシロカイン注ポリアンプ０．５％／５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩水和物 キシリジン系製剤 1214400A5052
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キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１０００００ 　アドレナリン、リドカイン キシリジン系製剤 1214400A1022
キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含 　アドレナリン、リドカイン キシリジン系製剤 1214400A2029
キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８００００）含有　アドレナリン、リドカイン キシリジン系製剤 1214400A3025
キシロカイン点眼液４％ リドカイン 眼科用局所麻酔剤 1214700Q1041
キックリンカプセル２５０ｍｇ ビキサロマー その他の循環器官用薬 2190032M1027
キュビシン静注用３５０ｍｇ ダプトマイシン その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの 6119402D1021
キロサイドＮ注１ｇ シタラビン シトシン系製剤 4224401A7025
キロサイド注１００ｍｇ シタラビン シトシン系製剤 4224401A4034
キロサイド注２０ｍｇ シタラビン シトシン系製剤 4224401A1035
キンダベート軟膏０．０５％ クロベタゾン酪酸エステル 副腎皮質ホルモン製剤 2646722M1100
キンダリー透析剤4Ｅ 人工腎臓透析用剤 3410539D2026
クエチアピン錠100mg「明治」 クエチアピンフマル酸塩 その他の精神神経用剤 1179042F2190
クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 クエチアピンフマル酸塩 その他の精神神経用剤 1179042F1194
クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。） 3222013F1157
クモロールＰＦ点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム その他の眼科用剤 1319717Q1170
グラクティブ錠２５ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和物 その他の糖尿病用剤 3969010F1026
グラケーカプセル１５ｍｇ メナテトレノン ビタミンＫ剤 3160002M2028
グラジナ錠５０ｍｇ グラゾプレビル水和物 抗ウイルス剤 6250043F1024
グラセプターカプセル０．５ｍｇ タクロリムス水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999014N1028
グラセプターカプセル１ｍｇ タクロリムス水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999014N2024
グラナテック点眼液０．４％ リパスジル塩酸塩水和物 その他の眼科用剤 1319763Q1022
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＮＫ」 グラニセトロン塩酸塩 鎮吐剤 2391400G4058
クラバモックス小児用配合ドライシロップ アモキシシリン水和物、クラブラン酸カリウム その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139100R1036
クラビット錠５００ｍｇ レボフロキサシン水和物 ピリドンカルボン酸系製剤 6241013F3027
クラビット点眼液１．５％ レボフロキサシン水和物 その他の眼科用剤 1319742Q2027
クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ レボフロキサシン水和物 ピリドンカルボン酸系製剤 6241402G1024
クラフォラン注射用１ｇ セフォタキシムナトリウム セフェム系抗生物質製剤 6132409D2056
クラリシッド錠２００ｍｇ クラリスロマイシン その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 6149003F2020
クラリスロマイシンドライシロップ１０％小児用「マイラン」 クラリスロマイシン その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用6149003R1186
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「マイラン」 クラリスロマイシン その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 6149003F2194
クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「マイラン」 クラリスロマイシン その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 6149003F1180
グランシリンジ７５ フィルグラスチム（遺伝子組換え） 他に分類されない血液・体液用薬 3399405G1020
グランシリンジＭ３００ フィルグラスチム（遺伝子組換え） 他に分類されない血液・体液用薬 3399405G3022
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クリアクター静注用４０万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え） その他の酵素製剤 3959407D1038
グリジールスカルプローション０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン製剤 2646713Q1120
グリセオール注／２００ｍＬ１袋 果糖、濃グリセリン その他の眼科用剤、他に分類されない血液・体液用薬 2190501A4084
グリセリン＜ハチ＞ グリセリン グリセリン製剤 2357700X1191
グリセリンＢＣ液６０％「ケンエー」 グリセリン グリセリン製剤 235770AX1021
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ グリセリン グリセリン製剤 2357701K3043
グリチロン配合錠 ＤＬ－メチオニン、グリシン、グリチルリチン酸一アンモその他のアレルギー用薬、その他の肝臓疾患用剤 3919100F1150
グリベック錠１００ｍｇ イマチニブメシル酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291011F1028
グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「三和」 グリベンクラミド スルフォニル尿素系製剤 3961003F1184
グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「三和」 グリベンクラミド スルフォニル尿素系製剤 3961003F2245
グリミクロン錠４０ｍｇ グリクラジド スルフォニル尿素系製剤 3961007F1115
グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」 グリメピリド スルフォニル尿素系製剤 3961008F1241
グリメピリド錠3mg「タナベ」 グリメピリド スルフォニル尿素系製剤 3961008F2248
グルアセト３５注／５００ｍＬ１瓶 その他の血液代用剤 3319560A3026
グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ グルカゴン（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤、機能検査用試薬 7229402D1036
グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ グルコン酸カリウム その他の無機質製剤 3229007C1032
グルトパ注６００万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え） その他の酵素製剤 3959402D1035
グルファスト錠１０ｍｇ ミチグリニドカルシウム水和物 その他の糖尿病用剤 3969008F2025
グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物 ピリドンカルボン酸系製剤 6241018F1027
クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ エノキサパリンナトリウム その他の血液凝固阻止剤 3334406G1020
クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ロスバスタチン その他の高脂血症用剤 2189017F3025
クレストールＯＤ錠５ｍｇ ロスバスタチン その他の高脂血症用剤 2189017F4021
クレメジン細粒分包２ｇ 球形吸着炭 その他の解毒剤 3929003C1067
グロウジェクト皮下注12mg ソマトロピン（遺伝子組換え） 脳下垂体前葉ホルモン製剤 2412402A5036
クロスエイトＭＣ静注用２０００単位 人血液凝固第ＶＩＩＩ因子 血漿分画製剤 6343406X9023
クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 クロチアゼパム その他の精神神経用剤 1179012F1169
クロマイ腟錠１００ｍｇ クロラムフェニコール 生殖器官用抗生物質製剤 2521701H1050
クロミッド錠５０ｍｇ クロミフェンクエン酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499009F1080
ケアラム錠２５ｍｇ イグラチモド 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999031F1035
ケイセントラ静注用1000 人プロトロンビン複合体 血漿分画製剤 6343449D2020
ケイセントラ静注用500 人プロトロンビン複合体 血漿分画製剤 6343449D1024
ケイツーＮ静注１０ｍｇ メナテトレノン ビタミンＫ剤 3160401A6041
ケイツーカプセル５ｍｇ メナテトレノン ビタミンＫ剤 3160002M1021
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ケイツーシロップ０．２％ メナテトレノン ビタミンＫ剤 3160002Q1040
ケーサプライ錠６００ｍｇ 塩化カリウム その他の無機質製剤 3229002G1074
ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 外用サルファ製剤 2633705N1031
ケタスカプセル１０ｍｇ イブジラスト その他のアレルギー用薬、その他の循環器官用薬 4490010N1021
ケタラール静注用５０ｍｇ ケタミン塩酸塩 その他の全身麻酔剤 1119400A3026
ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ＢＭＤ」 ケトプロフェン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649729S2231
ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ＢＭＤ」 ケトプロフェン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649729S3165
ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ トリアムシノロンアセトニド フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 2454402A3033
ケブザラ皮下注150mgシリンジ サリルマブ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999444G1022
ケブザラ皮下注200mgシリンジ サリルマブ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999444G2029
ケフラール細粒小児用１００ｍｇ セファクロル セフェム系抗生物質製剤 6132005C1053
ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２６．３ｍＬ「ホスピーラ」 ゲムシタビン塩酸塩 シトシン系製剤 4224403A4025
ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５．３ｍＬ「ホスピーラ」 ゲムシタビン塩酸塩 シトシン系製剤 4224403A3029
ケンエーＧ浣腸液５０％／１２０ｍｌ グリセリン グリセリン製剤 2357701K8177
ケンエーＧ浣腸液５０％／６０ｍｌ グリセリン グリセリン製剤 2357701K6212
ゲンタシン注１０ ゲンタマイシン硫酸塩 アミノ糖系抗生物質製剤 6134407A1024
ゲンタシン注６０ ゲンタマイシン硫酸塩 アミノ糖系抗生物質製剤 6134407A3043
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「F」 ゲンタマイシン硫酸塩 外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等 2634710M1093
コアヒビター注射用１０ｍｇ ナファモスタットメシル酸塩 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999407D1190
コアヒビター注射用５０ｍｇ ナファモスタットメシル酸塩 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999407D2200
コアベータ静注用１２．５ｍｇ ランジオロール塩酸塩 β-遮断剤 2123404D2021
コートリル錠１０ｍｇ ヒドロコルチゾン コルチゾン系製剤 2452002F1030
コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ テトラコサクチド酢酸塩 ＡＣＴＨ製剤 2411401A2035
コートロシン注射用０．２５ｍｇ テトラコサクチド酢酸塩 ＡＣＴＨ製剤 2411400D1022
コカイン塩酸塩「タケダ」原末 コカイン塩酸塩 コカイン系製剤 8121700X1047
コセンティクス皮下注150mgペン セクキヌマブ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999439G2028
コソプト配合点眼液 チモロールマレイン酸塩、ドルゾラミド塩酸塩 その他の眼科用剤 1319819Q1020
コデインリン酸塩散１％「第一三共」 コデインリン酸塩水和物 コデイン系製剤（家庭麻薬） 2242001B2289
コデインリン酸塩散１０％「タケダ」 コデインリン酸塩水和物 コデイン系製剤 8115002B2091
ゴナールエフ皮下注ペン900 ホリトロピン　アルファ（遺伝子組換え） 性腺刺激ホルモン製剤 2413404G2028
ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ（専用溶解液添付製品） デガレリクス酢酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499412D4023
ゴナックス皮下注用８０ｍｇ（専用溶解液添付製品） デガレリクス酢酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499412D3027
ゴナトロピン注用５０００単位 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 性腺刺激ホルモン製剤 2413402X4137
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コニール錠４ ベニジピン塩酸塩 その他の血管拡張剤 2171021F2020
コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ グラチラマー酢酸塩 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999440G1024
コバシル錠４ｍｇ ペリンドプリルエルブミン アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2144012F2024
コムクロシャンプー0.05％ クロベタゾールプロピオン酸エステル　 副腎皮質ホルモン製剤 2646713Q2029
コムタン錠１００ｍｇ エンタカポン その他の抗パーキンソン剤 1169014F1021
コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 コルヒチン コルヒチン製剤 3941001F1077
コレバインミニ８３％ コレスチミド その他の高脂血症用剤 2189014D2024
コレバイン錠５００ｍｇ コレスチミド その他の高脂血症用剤 2189014F1029
コロネル錠５００ｍｇ ポリカルボフィルカルシウム 他に分類されない消化器官用薬 2399011F1022
コンサータ錠１８ｍｇ メチルフェニデート塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179009G1022
コンサータ錠２７ｍｇ メチルフェニデート塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179009G2029
コントミン筋注２５ｍｇ クロルプロマジン塩酸塩 クロルプロマジン製剤 1171400A2054
コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ クロルプロマジン塩酸塩 クロルプロマジン製剤 1171001F1073
コントミン糖衣錠２５ｍｇ クロルプロマジン塩酸塩 クロルプロマジン製剤 1171001F2177
コントミン糖衣錠５０ｍｇ クロルプロマジン塩酸塩 クロルプロマジン製剤 1171001F3203
ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ ｶﾞｰｾﾞ型5.1X7.6 酸化セルロース セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。3325700X5023
ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ ﾆｭｰﾆｯﾄ15.2X22.9 酸化セルロース セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。3325700S3023
ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ 綿型Ⅱ5.1X2.5 酸化セルロース セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。3325700X8022
サーバリックス 組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン ウイルスワクチン類 631340QG1022
サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 肺サーファクタント その他の呼吸促進剤 2219700G1039
ザイザル錠５ｍｇ レボセチリジン塩酸塩 その他のアレルギー用薬 4490028F1027
ザイティガ錠２５０ｍｇ アビラテロン酢酸エステル その他の腫瘍用薬 4291033F1024
サイトテック錠２００ ミソプロストール その他の消化性潰瘍用剤 2329024F1025
サイプレジン１％点眼液 シクロペントラート塩酸塩 散瞳剤；ホマトロピン等 1311701Q1031
ザイボックス錠６００ｍｇ リネゾリド その他の合成抗菌剤 6249002F1024
ザイボックス注射液６００ｍｇ リネゾリド その他の合成抗菌剤 6249401A1025
ザイヤフレックス注射用 コラゲナーゼ（クロストリジウム　ヒストリチクム） その他の個々の器官系用医薬品 2900401D1020
サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ ラムシルマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291429A1023
サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ ラムシルマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291429A2020
サイレース静注２ｍｇ フルニトラゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124400A1058
サインバルタカプセル２０ｍｇ デュロキセチン塩酸塩 その他の精神神経用剤、その他の中枢神経系用薬 1179052M1022
サインバルタカプセル３０ｍｇ デュロキセチン塩酸塩 その他の精神神経用剤、その他の中枢神経系用薬 1179052M2029
サクシゾン静注用５００ｍｇ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム コルチゾン系製剤 2452400D6078
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サクシゾン注射用１００ｍｇ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム コルチゾン系製剤 2452400D1092
ザジテン点鼻液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 その他の耳鼻科用剤 1329705Q1298
ザファテック錠１００ｍｇ トレラグリプチンコハク酸塩 その他の糖尿病用剤 3969024F2024
サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ／２０２０ｍＬ１キット その他の血液代用剤 3410538G2028
サムスカ錠７．５ｍｇ トルバプタン その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）、その他2139011F2020
サムチレール内用懸濁液１５％ アトバコン その他の化学療法剤 6290006S1027
ザラカム配合点眼液 チモロールマレイン酸塩、ラタノプロスト その他の眼科用剤 1319817Q1020
サラジェン錠５ｍｇ ピロカルピン塩酸塩 その他の消化器官用薬 2399013F1021
サラゾピリン錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン その他のサルファ剤 6219001F1071
サリベートエアゾール リン酸二カリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物その他の消化器官用薬 2399801E1037
サリンヘス輸液６％ ヒドロキシエチルデンプン７００００ その他の血液代用剤 3319400A2046
ザルコニンＡ液０．１ ベンザルコニウム塩化物 石鹸類製剤 261670GQ2024
ザルコニンA液0.1 ベンザルコニウム塩化物 石鹸類製剤 261670GQ2024
ザルコニンＧ消毒液１０ ベンザルコニウム塩化物 石鹸類製剤 2616707Q4027
ザルコニン液０．１ ベンザルコニウム塩化物 石鹸類製剤 2616700Q6028
サルタノールインヘラー100μg サルブタモール硫酸塩 サルブタモール製剤 2254700G4037
ザルティア錠５ｍｇ タダラフィル その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590016F2027
ザルトラップ点滴静注100mg アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291436A1023
ザルトラップ点滴静注200mg アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291436A2020
サレドカプセル１００ サリドマイド その他の抗悪性腫瘍用剤、その他の治らい剤、その他の4291019M1023
ザロンチンシロップ５％ エトスクシミド その他の抗てんかん剤 1139001Q1042
サンコバ点眼液０．０２％ シアノコバラミン その他の眼科用剤 1319710Q2078
ザンタック注射液５０ｍｇ ラニチジン塩酸塩 Ｈ２遮断剤 2325402A1033
サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ シクロスポリン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999406A1032
サンドールＰ点眼液 トロピカミド、フェニレフリン塩酸塩 その他の眼科用剤 1319810Q1061
サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ オクトレオチド酢酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499403G2028
サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ オクトレオチド酢酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499403G3024
サンピロ点眼液２％ ピロカルピン塩酸塩 縮瞳剤； ピロカルピン等 1312701Q3082
サンリズムカプセル２５ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物 その他の不整脈用剤 2129008M1024
サンリズムカプセル５０ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物 その他の不整脈用剤 2129008M2020
サンリズム注射液５０ ピルシカイニド塩酸塩水和物 その他の不整脈用剤 2129408A1020
ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ インドシアニングリーン その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）、肝機7224400A1034
ジアゼパム錠２「サワイ」 ジアゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124017F2046
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ジアゼパム錠５「トーワ」 ジアゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124017F4065
シアナマイド内用液１％「タナベ」 シアナミド シアナミド製剤 3932001S1041
シーブリ吸入用カプセル５０μｇ グリコピロニウム臭化物 その他の気管支拡張剤 2259712G1029
ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え） 他に分類されない血液・体液用薬 3399410G1020
ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 塩酸セルトラリン その他の精神神経用剤 1179046F1028
ジェイゾロフト錠５０ｍｇ 塩酸セルトラリン その他の精神神経用剤 1179046F2024
ジェービックＶ 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ウイルスワクチン類 631340ND1022
ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物 ピリドンカルボン酸系製剤 6241017F1022
ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） 脳下垂体前葉ホルモン製剤 2412402P5020
ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ カバジタキセル　アセトン付加物 抗腫瘍性植物成分製剤 4240410A1020
ジオトリフ錠２０ｍｇ アファチニブマレイン酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291030F1020
ジオトリフ錠３０ｍｇ アファチニブマレイン酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291030F2027
ジオトリフ錠４０ｍｇ アファチニブマレイン酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291030F3023
ジギラノゲン注０．４ｍｇ デスラノシド ジギタリス系製剤 2113401A1053
ジクアス点眼液３％ ジクアホソルナトリウム その他の眼科用剤 1319758Q1021
シグマート錠２．５ｍｇ ニコランジル 冠血管拡張剤 2171017F1028
シグマート錠５ｍｇ ニコランジル 冠血管拡張剤 2171017F2024
シクレスト舌下錠5mg アセナピンマレイン酸塩 その他の精神神経用剤 1179056F1021
ジクロスターＰＦ点眼液０．１％ ジクロフェナクナトリウム その他の眼科用剤 1319726Q1099
ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」 ジクロフェナクナトリウム フェニル酢酸系製剤 1147002N1190
ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「サワイ」 ジクロフェナクナトリウム フェニル酢酸系製剤 1147002F1650
ジゴシン散０．１％ ジゴキシン ジギタリス系製剤 2113004B1033
ジゴシン錠０．１２５ｍｇ ジゴキシン ジギタリス系製剤 2113003F2045
ジゴシン錠０．２５ｍｇ ジゴキシン ジギタリス系製剤 2113003F1057
ジゴシン注０．２５ｍｇ ジゴキシン ジギタリス系製剤 2113400A1032
シスプラチン点滴静注液１０ｍｇ「ファイザー」 シスプラチン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291401A1127
シスプラチン点滴静注液２５ｍｇ「ファイザー」 シスプラチン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291401A2123
シスプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ファイザー」 シスプラチン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291401A3120
ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ アジスロマイシン水和物 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用6149004R1024
ジスロマック細粒小児用１０％ アジスロマイシン水和物 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 6149004C1030
ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ アジスロマイシン水和物 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 6149400D1021
シダトレンスギ花粉舌下液２，０００ＪＡＵ／ｍＬパック 標準化スギ花粉エキス原液 その他のアレルギー用薬 4490029S2026
シダトレンスギ花粉舌下液２，０００ＪＡＵ／ｍＬボトル 標準化スギ花粉エキス原液 その他のアレルギー用薬 4490029S1038
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シダトレンスギ花粉舌下液２００ＪＡＵ／ｍＬボトル 標準化スギ花粉エキス原液 その他のアレルギー用薬 4490029S1020
シナジス筋注液１００ｍｇ パリビズマブ（遺伝子組換え） 抗ウイルス剤 6250404A2026
シナジス筋注液５０ｍｇ パリビズマブ（遺伝子組換え） 抗ウイルス剤 6250404A1020
ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 ジピリダモール 冠血管拡張剤 2171010F2634
ジフルカンカプセル１００ｍｇ フルコナゾール その他の化学療法剤 6290002M2026
ジプレキサ筋注用１０ｍｇ オランザピン その他の精神神経用剤 1179408E1020
シプロキサン注４００ｍｇ シプロフロキサシン ピリドンカルボン酸系製剤 6241400A6024
シベノール静注７０ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 その他の不整脈用剤 2129405A1035
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 シベンゾリンコハク酸塩 その他の不整脈用剤 2129007F2043
シマロンクリーム０．０５％ フルオシノニド 副腎皮質ホルモン製剤 2646708N1262
シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999437G1022
シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ブデソニド、ホルモテロールフマル酸塩水和物 その他の呼吸器官用薬 2290801G2025
シムレクト静注用２０ｍｇ バシリキシマブ（遺伝子組換え） 他に分類されない生物学的製剤 6399418D1032
ジメトックス錠１ ロフラゼプ酸エチル ベンゾジアゼピン系製剤 1124029F1085
ジャディアンス錠１０ｍｇ エンパグリフロジン その他の糖尿病用剤 3969023F1023
ジャヌビア錠１００ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和物 その他の糖尿病用剤 3969010F3037
ジャヌビア錠５０ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和物 その他の糖尿病用剤 3969010F2030
シュアポスト錠０．５ｍｇ レパグリニド その他の糖尿病用剤 3969013F2026
ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 ジラゼプ塩酸塩水和物 冠血管拡張剤 2171005F1335
ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩 冠血管拡張剤 2171006N1148
シングレアチュアブル錠５ｍｇ モンテルカストナトリウム その他のアレルギー用薬 4490026F1052
シングレア細粒４ｍｇ モンテルカストナトリウム その他のアレルギー用薬 4490026C1030
シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ ゴリムマブ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999433G1024
スイニー錠１００ｍｇ アナグリプチン その他の糖尿病用剤 3969016F1023
スインプロイク錠0.2mg ナルデメジントシル酸塩 その他の下剤、浣腸剤 2359007F1020
スーグラ錠５０ｍｇ イプラグリフロジン　Ｌ－プロリン その他の糖尿病用剤 3969018F2029
スーテントカプセル１２．５ｍｇ スニチニブリンゴ酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291018M1029
スープレン吸入麻酔液 デスフルラン その他の全身麻酔剤 1119703G1024
スキサメトニウム注４０「マルイシ」 スキサメトニウム塩化物水和物 コリン系製剤；コハク酸コリン等 1224400A2050
スクラルファート内用液１０％「日医工」 スクラルファート水和物 その他の消化性潰瘍用剤 2329008S1121
スコピゾル眼科用液 ヒドロキシエチルセルロース、ホウ酸、リン酸水素ナトリその他の眼科用剤 131980AQ1038
スターシス錠９０ｍｇ ナテグリニド その他の糖尿病用剤 3969006F2026
スチバーガ錠４０ｍｇ レゴラフェニブ水和物 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291029F1028
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ステラーラ点滴静注130mg ウステキヌマブ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999431A1022
ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ ウステキヌマブ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999431G1025
ステリ・ネブクロモリン吸入液１％ クロモグリク酸ナトリウム その他のアレルギー用薬、その他の気管支拡張剤 2259701G1047
ステリクロンＷ液０．０５ クロルヘキシジングルコン酸塩 その他の外皮用殺菌消毒剤 2619702X2028
ステロネマ注腸３ｍｇ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 2454701X1033
ストミンＡ配合錠 ニコチン酸アミド、パパベリン塩酸塩 その他の耳鼻科用剤 1329100F1031
ストラテラカプセル１０ｍｇ アトモキセチン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179050M2020
ストラテラカプセル２５ｍｇ アトモキセチン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179050M3026
ストラテラ内用液０．４％ アトモキセチン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179050S1022
スピオルトレスピマット６０吸入 オロダテロール塩酸塩、チオトロピウム臭化物水和物 その他の気管支拡張剤 2259807G2022
スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 チオトロピウム臭化物水和物 その他の気管支拡張剤 2259709G2023
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 スピロノラクトン 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等 2133001F1646
スプリセル錠２０ｍｇ ダサチニブ水和物 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291020F1027
スプリセル錠５０ｍｇ ダサチニブ水和物 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291020F2023
スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ ブセレリン酢酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499405G1039
スプレキュア点鼻液０．１５％ ブセレリン酢酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499701R1052
スベニールディスポ関節注２５ｍｇ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999408G1255
スポンゼル ゼラチン ゼラチン製剤 3322700X2022
スマトリプタン錠50mg「アスペン」 スマトリプタンコハク酸塩 血管収縮剤 2160003F1154
スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ インターフェロンアルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ） 他に分類されない生物学的製剤 6399404A5030
スルバシリン静注用１．５ｇ アンピシリンナトリウム、スルバクタムナトリウム その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139504F2088
スルピリド錠１００ｍｇ「サワイ」 スルピリド その他の精神神経用剤 1179016F1191
スルピリド錠200mg「サワイ」 スルピリド その他の精神神経用剤 1179016F2163
スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 スルピリド その他の消化性潰瘍用剤、その他の精神神経用剤 2329009F1217
スンベプラカプセル１００ｍｇ アスナプレビル 抗ウイルス剤 6250039M1027
セイブル錠５０ｍｇ ミグリトール その他の糖尿病用剤 3969009F2020
ゼチーア錠１０ｍｇ エゼチミブ その他の高脂血症用剤 2189018F1027
セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ「サワイ」 セチプチリンマレイン酸塩 その他の精神神経用剤 1179034F1068
セディール錠１０ｍｇ タンドスピロンクエン酸塩 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 1129008F2035
セニラン錠２ｍｇ ブロマゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124020F2048
セパゾン錠２ クロキサゾラム ベンゾジアゼピン系製剤 1124014F2034
セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」 セファゾリンナトリウム セフェム系抗生物質製剤 6132401G3079
セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 セファゾリンナトリウム セフェム系抗生物質製剤 6132401D3196
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セファドール錠２５ｍｇ ジフェニドール塩酸塩 その他の鎮暈剤 1339002F1438
セファメジンα注射用０．５ｇ セファゾリンナトリウム水和物 セフェム系抗生物質製剤 6132401D2084
セファランチン錠１ｍｇ セファランチン その他の個々の器官系用医薬品 2900001F1029
セファランチン注１０ｍｇ セファランチン その他の個々の器官系用医薬品 2900400A2034
セファランチン末１％ セファランチン その他の個々の器官系用医薬品 2900001A2036
ゼフィックス錠１００ ラミブジン 抗ウイルス剤 6250020F1023
セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 セフジトレン　ピボキシル セフェム系抗生物質製剤 6132015F1088
セフジニルカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 セフジニル セフェム系抗生物質製剤 6132013M2157
セフゾンカプセル１００ｍｇ セフジニル セフェム系抗生物質製剤 6132013M2025
セフゾン細粒小児用１０％ セフジニル セフェム系抗生物質製剤 6132013C1031
セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 セフタジジム水和物 セフェム系抗生物質製剤 6132418F2129
セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 セフトリアキソンナトリウム水和物 セフェム系抗生物質製剤 6132419F2140
ゼフナートクリーム２％ リラナフタート その他の寄生性皮ふ疾患用剤 2659712N1020
セフメタゾン静注用０．５ｇ セフメタゾールナトリウム セフェム系抗生物質製剤 6132408F2028
セフメタゾン静注用１ｇ セフメタゾールナトリウム セフェム系抗生物質製剤 6132408F3059
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン その他の全身麻酔剤 1119702G1070
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 セボフルラン その他の全身麻酔剤 1119702G1054
セララ錠２５ｍｇ エプレレノン その他の血圧降下剤 2149045F1029
セルシンシロップ０．１％ ジアゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124017Q1032
セルセプトカプセル２５０ ミコフェノール酸モフェチル 他に分類されない代謝性医薬品 3999017M1026
セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590003F1023
セルベックスカプセル５０ｍｇ テプレノン その他の消化性潰瘍用剤 2329012M1021
セルベックス細粒１０％ テプレノン その他の消化性潰瘍用剤 2329012C1026
セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149037F1020
セレジスト錠５ｍｇ タルチレリン水和物 その他の中枢神経系用薬 1190014F1033
セレニカＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム その他の抗てんかん剤、その他の精神神経用剤 1139004G2039
セレネース細粒１％ ハロペリドール その他の精神神経用剤 1179020C1191
セレネース錠０．７５ｍｇ ハロペリドール その他の精神神経用剤 1179020F1210
セレネース錠１．５ｍｇ ハロペリドール その他の精神神経用剤 1179020F3255
セレネース錠３ｍｇ ハロペリドール その他の精神神経用剤 1179020F5037
セレネース注５ｍｇ ハロペリドール その他の精神神経用剤 1179404A1070
ゼローダ錠３００ カペシタビン フルオロウラシル系製剤 4223005F1022
セロクエル１００ｍｇ錠 クエチアピンフマル酸塩 その他の精神神経用剤 1179042F2026
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セロクエル２５ｍｇ錠 クエチアピンフマル酸塩 その他の精神神経用剤 1179042F1020
セロクラール錠２０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩 その他の循環器官用薬、その他の鎮暈剤 2190005F2051
ゼンタコートカプセル3mg ブデソニド 他に分類されない消化器官用薬 2399016M1024
センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 植物性製剤；センナ等 2354003F2367
ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ ゾルミトリプタン 血管収縮剤 2160004F2023
ゾシン静注用４．５ タゾバクタム、ピペラシリン水和物 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139505F4026
ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン その他の解熱鎮痛消炎剤 1149401A1027
ソタコール錠４０ｍｇ ソタロール塩酸塩 その他の不整脈用剤 2129013F1026
ソナゾイド注射用１６μＬ ペルフルブタン その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290414D1038
ソバルディ錠４００ｍｇ ソホスブビル 抗ウイルス剤 6250042F1020
ゾピクロン錠１０ｍｇ「トーワ」 ゾピクロン その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 1129007F2073
ゾビラックス眼軟膏３％ アシクロビル その他の眼科用剤 1319719M1046
ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ フラジオマイシン硫酸塩 外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等 2634711S1046
ゾメタ点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬ ゾレドロン酸水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999423A2024
ゾラデックス３．６ｍｇデポ ゴセレリン酢酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499406G1025
ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ ゴセレリン酢酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499406G3028
ソランタール錠１００ｍｇ チアラミド塩酸塩 塩基性消炎鎮痛剤 1148001F2101
ソルアセトＦ輸液／５００ｍＬ１袋 その他の血液代用剤 3319557A2036
ソルコセリル注２ｍＬ 幼牛血液抽出物 その他の消化性潰瘍用剤、他に分類されない細胞賦活用2329604A1054
ソルダクトン静注用２００ｍｇ カンレノ酸カリウム 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等 2133400D2097
ソルデム１輸液／２００ｍＬ１袋 その他の血液代用剤 3319500A5060
ソルデム１輸液／５００ｍＬ１袋 その他の血液代用剤 3319500A3067
ソルデム３ＡＧ輸液／２００ｍＬ１袋 その他の血液代用剤 3319511A5033
ソルデム３ＡＧ輸液／５００ｍＬ１袋 その他の血液代用剤 3319511A4037
ソルデム３Ａ輸液／２００ｍＬ１袋 その他の血液代用剤 3319510A5098
ソルデム３Ａ輸液／５００ｍＬ１袋 その他の血液代用剤 3319510A4083
ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「明治」 ゾルピデム酒石酸塩 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 1129009F2331
ソルベガ軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン製剤 2646713M1144
ダイアート錠６０ｍｇ アゾセミド その他の利尿剤 2139008F1056
ダイアップ坐剤１０ ジアゼパム その他の抗てんかん剤 1124701J3025
ダイアップ坐剤４ ジアゼパム その他の抗てんかん剤 1124701J1022
ダイアップ坐剤６ ジアゼパム その他の抗てんかん剤 1124701J2029
ダイアモックス錠２５０ｍｇ アセタゾラミド 炭酸脱水酵素阻害剤 2134002F1109
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ダイアモックス注射用５００ｍｇ アセタゾラミドナトリウム 炭酸脱水酵素阻害剤 2134400D1039
タイケルブ錠２５０ｍｇ ラパチニブトシル酸塩水和物 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291022F1026
タイサブリ点滴静注３００ｍｇ ナタリズマブ（遺伝子組換え） その他の中枢神経系用薬 1190402A1028
ダイメジンスリービー配合カプセル２５ シアノコバラミン、チアミン塩化物塩酸塩、ピリドキシンその他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除 3179109M1066
タイロゲン筋注用０．９ｍｇ ヒトチロトロピン　アルファ（遺伝子組換え） 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990403E1025
ダウノマイシン静注用２０ｍｇ ダウノルビシン塩酸塩 アントラサイクリン系抗生物質製剤 4235401D1035
タウリン散９８％「大正」 タウリン その他の肝臓疾患用剤、その他の強心剤 3919006B1034
タガメット錠２００ｍｇ シメチジン Ｈ２遮断剤 2325001F1211
ダカルバジン注用１００ ダカルバジン その他のアルキル化剤 4219401D1031
タキソール注射液３０ｍｇ パクリタキセル 抗腫瘍性植物成分製剤 4240406A1031
タグリッソ錠４０ｍｇ オシメルチニブメシル酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291045F1027
タグリッソ錠８０ｍｇ オシメルチニブメシル酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291045F2023
ダクルインザ錠６０ｍｇ ダクラタスビル塩酸塩 抗ウイルス剤 6250040F1020
タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 タクロリムス水和物 他に分類されない外皮用薬 2699709M1060
タケキャブ錠１０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩 その他の消化性潰瘍用剤 2329030F1020
タケキャブ錠２０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩 その他の消化性潰瘍用剤 2329030F2027
タケプロンＯＤ錠１５ ランソプラゾール その他の消化性潰瘍用剤 2329023F1020
タケプロンＯＤ錠３０ ランソプラゾール その他の消化性潰瘍用剤 2329023F2027
タケプロン静注用３０ｍｇ ランソプラゾール その他の消化性潰瘍用剤 2329404F1020
タコシール組織接着用シート　4.8cm×4.8cm（ハーフサイズ） ヒトフィブリノゲン、トロンビン画分 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990713X2020
タシグナカプセル１５０ｍｇ ニロチニブ塩酸塩水和物 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291021M2027
タシグナカプセル２００ｍｇ ニロチニブ塩酸塩水和物 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291021M1020
タナドーパ顆粒７５％ ドカルパミン その他の強心剤 2119007D1031
タナトリル錠５ イミダプリル塩酸塩 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2144008F2028
タプコム配合点眼液 タフルプロスト、チモロールマレイン酸塩 その他の眼科用剤 1319822Q1021
タフマックＥ配合カプセル オノテース、オノプローゼＡ、ジアスターゼ、ジアスメン消化酵素製剤 2339149M1045
タプロス点眼液０．００１５％ タフルプロスト その他の眼科用剤 1319756Q1022
タミフルカプセル７５ オセルタミビルリン酸塩 抗ウイルス剤 6250021M1027
タミフルドライシロップ３％ オセルタミビルリン酸塩 抗ウイルス剤 6250021R1024
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「サワイ」 タムスロシン塩酸塩 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590008F1123
ダラシンＳ注射液６００ｍｇ クリンダマイシンリン酸エステル リンコマイシン系抗生物質製剤 6112401A2123
ダラシンＴゲル１％ クリンダマイシンリン酸エステル 外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等 2634713M1020
ダラシンカプセル１５０ｍｇ クリンダマイシン塩酸塩 リンコマイシン系抗生物質製剤 6112001M2038
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タリオン錠１０ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩 その他のアレルギー用薬 4490022F2034
タリビッド耳科用液０．３％ オフロキサシン その他の耳鼻科用剤 1329706Q1039
タルセバ錠１５０ｍｇ エルロチニブ塩酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291016F3023
タンデトロン注射用２０ アルプロスタジルアルファデクス その他の循環器官用薬 2190402D3056
タンデトロン注射用５００ アルプロスタジルアルファデクス その他の循環器官用薬 2190402D2050
ダントリウムカプセル２５ｍｇ ダントロレンナトリウム水和物 その他の骨格筋弛緩剤 1229002M1036
ダントリウム静注用２０ｍｇ ダントロレンナトリウム水和物 その他の骨格筋弛緩剤 1229402D1039
タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 タンニン酸アルブミン タンニン酸系製剤；タンニン酸アルブミン等 2312001X1235
タンボコール静注５０ｍｇ フレカイニド酢酸塩 その他の不整脈用剤 2129406A1030
チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 チアプリド塩酸塩 その他の精神神経用剤 1190004F1145
チウラジール錠５０ｍｇ プロピルチオウラシル 抗甲状腺ホルモン製剤 2432002F1054
チエナム点滴静注用０．５ｇ イミペネム水和物、シラスタチンナトリウム その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139501D2105
チオラ錠１００ チオプロニン その他の肝臓疾患用剤 3919003F2020
チガソンカプセル１０ エトレチナート その他のビタミンＡ及びＤ剤 3119001M1020
チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 チクロピジン塩酸塩 他に分類されない血液・体液用薬 3399001F1406
チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 チザニジン塩酸塩 その他の鎮けい剤 1249010F1263
チモプトールＸＥ点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩 その他の眼科用剤 1319702Q4033
チョコラＡ錠１万単位 ビタミンＡ油 合成ビタミンＡ製剤 3111002F1036
チョコラＡ末１万単位／ｇ ビタミンＡ 合成ビタミンＡ製剤 3111002A1039
チラーヂンＳ錠５０μｇ レボチロキシンナトリウム水和物 甲状腺ホルモン製剤 2431004F1056
ツムラの生薬コウジン末（調剤用） コウジン末 生薬 5100064A1183
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） 黄連解毒湯 漢方製剤 5200011D1078
ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） 温経湯 漢方製剤 5200005D1030
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） 加味帰脾湯 漢方製剤 5200016D1054
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 加味逍遙散 漢方製剤 5200017D1083
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 葛根湯 漢方製剤 5200013D1123
ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） 桔梗湯 漢方製剤 5200020D1026
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 牛車腎気丸 漢方製剤 5200025D1029
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） 桂枝加朮附湯 漢方製剤 5200034D1044
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） 桂枝加芍薬大黄湯 漢方製剤 5200033D1023
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） 桂枝加芍薬湯 漢方製剤 5200032D1045
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 桂枝茯苓丸 漢方製剤 5200038D1093
ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 五苓散 漢方製剤 5200048D1070
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ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） 酸棗仁湯 漢方製剤 5200056D1032
ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） 四逆散 漢方製剤 5200061D1025
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 柴苓湯 漢方製剤 5200055D1020
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 十全大補湯 漢方製剤 5200069D1048
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） 小柴胡湯 漢方製剤 5200073D1117
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 小青竜湯 漢方製剤 5200075D1086
ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） 人参湯 漢方製剤 5200116D1060
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） 人参養栄湯 漢方製剤 5200117D1030
ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 清肺湯 漢方製剤 5200087D1020
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） 大黄甘草湯 漢方製剤 5200090D1030
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 大建中湯 漢方製剤 5200092D1020
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） 大柴胡湯 漢方製剤 5200093D1092
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） 猪苓湯 漢方製剤 5200103D1101
ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 釣藤散 漢方製剤 5200101D1030
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） 桃核承気湯 漢方製剤 5200106D1059
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 漢方製剤 5200110D1047
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） 当帰芍薬散 漢方製剤 5200111D1076
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 麦門冬湯 漢方製剤 5200119D1030
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） 八味地黄丸 漢方製剤 5200121D1045
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 半夏厚朴湯 漢方製剤 5200122D1074
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） 半夏白朮天麻湯 漢方製剤 5200124D1022
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 半夏瀉心湯 漢方製剤 5200123D1079
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 補中益気湯 漢方製剤 5200131D1065
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 防風通聖散 漢方製剤 5200130D1060
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） 防已黄耆湯 漢方製剤 5200129D1076
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 抑肝散 漢方製剤 5200139D1037
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） 抑肝散加陳皮半夏 漢方製剤 5200140D1021
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） 苓桂朮甘湯 漢方製剤 5200145D1059
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 六君子湯 漢方製剤 5200141D1034
ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） 六味丸 漢方製剤 5200146D1029
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 芍薬甘草湯 漢方製剤 5200067D1049
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） 茵ちん蒿湯 漢方製剤 5200003D1049
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ファイザー」 ツロブテロール その他の気管支拡張剤 2259707S1179
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ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファイザー」 ツロブテロール その他の気管支拡張剤 2259707S2175
ツロブテロールテープ2mg「ファイザー」 ツロブテロール その他の気管支拡張剤 2259707S3171
ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフール その他の代謝拮抗剤 4229101F1026
ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフール その他の代謝拮抗剤 4229101F2022
ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフール その他の代謝拮抗剤 4229101D1025
ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフール その他の代謝拮抗剤 4229101D2021
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明治」 テイコプラニン その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの 6119401D1159
ディナゲスト錠１ｍｇ ジエノゲスト 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499010F1023
ディビゲル１ｍｇ エストラジオール エストラジオール系製剤 2473700M1020
ディフェリンゲル０．１％ アダパレン 他に分類されない外皮用薬 2699711Q1027
ディレグラ配合錠 フェキソフェナジン塩酸塩、塩酸プソイドエフェドリン その他のアレルギー用薬 4490100F1021
テオドール錠１００ｍｇ テオフィリン キサンチン系製剤 2251001F2115
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％「日医工」 テオフィリン キサンチン系製剤 2251001R1140
テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「日医工」 テオフィリン キサンチン系製剤 2251001F3138
デカドロンエリキシル０．０１％ デキサメタゾン フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 2454002S1122
デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 2454002F1183
デキサート注射液６．６ｍｇ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 2454405H5038
デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ デキサメタゾン 他に分類されない消化器官用薬 2399706M1109
デキサンＶＧ軟膏０．１２％ ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 2647709M1137
テグレトール細粒５０％ カルバマゼピン その他の抗てんかん剤、その他の精神神経用剤 1139002C1082
テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン その他の抗てんかん剤、その他の精神神経用剤 1139002F2026
テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン その他の抗てんかん剤、その他の精神神経用剤 1139002F1062
デザレックス錠5mg デスロラタジン その他のアレルギー用薬 4490032F1023
デシコビ配合錠HT エムトリシタビン、テノホビル アラフェナミドフマル酸塩抗ウイルス剤 6250111F2029
デシコビ配合錠LT エムトリシタビン、テノホビル アラフェナミドフマル酸塩抗ウイルス剤 6250111F1022
デスモプレシン・スプレー１０協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 その他の脳下垂体ホルモン剤 2419700R2029
デスモプレシン・スプレー２．５協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 その他の脳下垂体ホルモン剤 2419700R1022
デスモプレシン点鼻液０．０１％協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 その他の脳下垂体ホルモン剤 2419700Q1035
テタノブリンＩＨ静注１５００単位 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン 血漿分画製剤 6343433A2031
テタノブリンＩＨ静注２５０単位 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン 血漿分画製剤 6343433A1035
デトキソール静注液２ｇ／１瓶 チオ硫酸ナトリウム水和物 チオ硫酸ナトリウム製剤 3925400A2020
テトラビック皮下注シリンジ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクワクチン・トキソイド混合製剤 636140DG1021
テトラミド錠１０ｍｇ ミアンセリン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179033F1020
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テネリア錠２０ｍｇ テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 その他の糖尿病用剤 3969015F1029
デノシン点滴静注用５００ｍｇ ガンシクロビル 抗ウイルス剤 6250402F1036
テノゼット錠３００ｍｇ テノホビルジソプロキシルフマル酸塩 抗ウイルス剤 6250024F1030
デノタスチュアブル配合錠 コレカルシフェロール、炭酸マグネシウム、沈降炭酸カルその他のカルシウム剤 3219100F1020
デパケンＲ錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム その他の抗てんかん剤、その他の精神神経用剤 1139004G1040
デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム その他の抗てんかん剤、その他の精神神経用剤 1139004G2063
デパス錠０．５ｍｇ エチゾラム その他の精神神経用剤 1179025F1026
テビケイ錠５０ｍｇ ドルテグラビルナトリウム 抗ウイルス剤 6250038F1023
テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 テプレノン その他の消化性潰瘍用剤 2329012M1340
デプロメール錠５０ フルボキサミンマレイン酸塩 その他の精神神経用剤 1179039F2024
デベルザ錠２０ｍｇ トホグリフロジン水和物 その他の糖尿病用剤 3969021F1032
テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「日医工」 テモカプリル塩酸塩 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2144009F2154
テモダールカプセル１００ｍｇ テモゾロミド その他のアルキル化剤 4219004M2020
テモダールカプセル２０ｍｇ テモゾロミド その他のアルキル化剤 4219004M1024
デュアック配合ゲル クリンダマイシンリン酸エステル水和物、過酸化ベンゾイ他に分類されない外皮用薬 2699803Q1020
デュオトラバ配合点眼液 チモロールマレイン酸塩、トラボプロスト その他の眼科用剤 1319820Q1022
デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ フェンタニル その他の合成麻薬 8219700S5026
デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ フェンタニル その他の合成麻薬 8219700S6022
デラキシー配合顆粒 アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム ビタミンＢ・Ｃ混合製剤 3179115D1118
テラマイシン軟膏（ポリミキシンＢ含有） オキシテトラサイクリン塩酸塩、ポリミキシンＢ硫酸塩 その他の化膿性疾患用剤 2639804M1025
テリボン皮下注用５６．５μｇ（溶解液付） テリパラチド酢酸塩 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 2439401D2024
テルギンＧ錠１ｍｇ クレマスチンフマル酸塩 その他の抗ヒスタミン剤 4419008F1440
テルチア配合錠AP「DSEP」 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド その他の血圧降下剤 2149113F1035
テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＹＤ」 テルビナフィン塩酸塩 その他の化学療法剤 6290005F1121
テルミサルタン錠20mg「DSEP」 テルミサルタン その他の血圧降下剤 2149042F1033
テルミサルタン錠40mg「DSEP」 テルミサルタン その他の血圧降下剤 2149042F2030
デルモベートクリーム０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン製剤 2646713N1123
テルロン錠０．５ テルグリド その他の中枢神経系用薬 1190010F1027
ドキシル注２０ｍｇ ドキソルビシン塩酸塩 アントラサイクリン系抗生物質製剤 4235402A1025
ドグマチール細粒５０％ スルピリド その他の消化性潰瘍用剤、その他の精神神経用剤 2329009C3078
ドグマチール錠２００ｍｇ スルピリド その他の精神神経用剤 1179016F2090
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」トコフェロールニコチン酸エステル その他の循環器官用薬 2190006M2225
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプロ」 ドセタキセル 抗腫瘍性植物成分製剤 4240405A3102
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ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプロ」 ドセタキセル 抗腫瘍性植物成分製剤 4240405A4109
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」 ドネペジル塩酸塩 その他の中枢神経系用薬 1190012F4190
ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット「ファイザー」 ドパミン塩酸塩 その他の強心剤 2119402P1097
ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット「ファイザー」 ドパミン塩酸塩 その他の強心剤 2119402P2107
トビエース錠４ｍｇ フェソテロジンフマル酸塩 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590015G1021
トピナ細粒１０％ トピラマート その他の抗てんかん剤 1139008C1020
トピナ錠５０ｍｇ トピラマート その他の抗てんかん剤 1139008F1027
トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 トフィソパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124026F1324
ドプスＯＤ錠１００ｍｇ ドロキシドパ その他の抗パーキンソン剤 1169006F1027
ドブトレックスキット点滴静注用２００ｍｇ ドブタミン塩酸塩 その他の強心剤 2119404G3056
ドブトレックスキット点滴静注用６００ｍｇ ドブタミン塩酸塩 その他の強心剤 2119404G4052
ドブトレックス注射液１００ｍｇ ドブタミン塩酸塩 その他の強心剤 2119404A1026
トフラニール錠１０ｍｇ イミプラミン塩酸塩 イミプラミン系製剤 1174006F1078
トフラニール錠２５ｍｇ イミプラミン塩酸塩 イミプラミン系製剤 1174006F2074
ドプラム注射液400mg ドキサプラム塩酸塩水和物 その他の呼吸促進剤 2219400A1031
トポテシン点滴静注１００ｍｇ イリノテカン塩酸塩水和物 抗腫瘍性植物成分製剤 4240404A2098
トポテシン点滴静注４０ｍｇ イリノテカン塩酸塩水和物 抗腫瘍性植物成分製剤 4240404A1091
ドボベット軟膏 カルシポトリオール水和物、ベタメタゾンジプロピオン酸他に分類されない外皮用薬 2699802M1024
ドラール錠１５ クアゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124030F1029
ドラール錠２０ クアゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124030F2025
トラクリア錠６２．５ｍｇ ボセンタン水和物 その他の循環器官用薬 2190026F1022
トラゼンタ錠５ｍｇ リナグリプチン その他の糖尿病用剤 3969014F1024
トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 トラゾドン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179037F1053
トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 トラネキサム酸 その他のアレルギー用薬、抗プラスミン剤 3327401A4266
トラバタンズ点眼液０．００４％ トラボプロスト その他の眼科用剤 1319754Q1023
トラピジル錠１００ｍｇ「日医工」 トラピジル 冠血管拡張剤 2171012F2390
トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩、ジプロフィリン その他の鎮暈剤 1339100F1038
トラマールＯＤ錠２５ｍｇ トラマドール塩酸塩 その他の解熱鎮痛消炎剤 1149038F1024
トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」 トラマゾリン塩酸塩 耳鼻科用血管収縮剤 1324702Q1042
トラムセット配合錠 アセトアミノフェン、トラマドール塩酸塩 その他の解熱鎮痛消炎剤 1149117F1020
トランコロン錠７．５ｍｇ メペンゾラート臭化物 四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブロミド等 1231009F1088
トランサミン注５％ トラネキサム酸 その他のアレルギー用薬、抗プラスミン剤 3327401A1127
トリクロリールシロップ１０％ トリクロホスナトリウム 抱水クロラール系製剤 1129004Q1031
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トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医工」 トリクロルメチアジド チアジド系製剤 2132003F1427
トリプタノール錠１０ アミトリプチリン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179002F1068
トリプタノール錠２５ アミトリプチリン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179002F2072
トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 トリメブチンマレイン酸塩 他に分類されない消化器官用薬 2399006F1579
トルソプト点眼液１％ ドルゾラミド塩酸塩 その他の眼科用剤 1319738Q2020
トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター イキセキズマブ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999442G2020
トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス デュラグルチド（遺伝子組換え） 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499416G1029
トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ ベンダムスチン塩酸塩 その他のアルキル化剤 4219405D1021
トレーランＧ液５０ｇ デンプン部分加水分解物 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290001S1037
トレーランＧ液７５ｇ デンプン部分加水分解物 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290003S1044
トレシーバ注フレックスタッチ インスリン　デグルデク（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492419G1021
トレドミン錠１５ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179040F1136
ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ フルドロキシコルチド 副腎皮質ホルモン製剤 2646711S2051
トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ ゾニサミド その他の抗パーキンソン剤 1169015F2022
ドロレプタン注射液２５ｍｇ ドロペリドール その他の全身麻酔剤 1119401A1036
トロンビン液モチダソフトボトル１万 トロンビン 臓器性止血製剤 3323702Q3020
ドンペリドンＤＳ小児用１％「サワイ」 ドンペリドン 他に分類されない消化器官用薬 2399005R1210
ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ドンペリドン 他に分類されない消化器官用薬 2399005F2260
ナイキサン錠１００ｍｇ ナプロキセン その他の解熱鎮痛消炎剤 1149007F1142
ナウゼリン坐剤１０ ドンペリドン 他に分類されない消化器官用薬 2399714J1026
ナウゼリン坐剤３０ ドンペリドン 他に分類されない消化器官用薬 2399714J2022
ナウゼリン坐剤６０ ドンペリドン 他に分類されない消化器官用薬 2399714J3029
ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ ラモセトロン塩酸塩 鎮吐剤 2391004F1024
ナトリックス錠１ インダパミド その他の血圧降下剤 2149012F1059
ナパゲルンローション３％ フェルビナク その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649731Q1065
ナベルビン注１０ ビノレルビン酒石酸塩 抗腫瘍性植物成分製剤 4240407A1028
ナベルビン注４０ ビノレルビン酒石酸塩 抗腫瘍性植物成分製剤 4240407A2024
ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 ナロキソン塩酸塩 その他の呼吸促進剤 2219402A1030
ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 その他の血圧降下剤 2149400A2147
ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 その他の血圧降下剤 2149400A3038
ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 その他の血圧降下剤 2149400A1124
ニコペリック腹膜透析液／１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付） 腹膜透析用剤 3420432A2042
ニコペリック腹膜透析液／２Ｌ１袋 腹膜透析用剤 3420432A3049
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ニコランジル錠2.5mg「トーワ」 ニコランジル 冠血管拡張剤 2171017F1087
ニコランジル錠5mg「トーワ」 ニコランジル 冠血管拡張剤 2171017F2172
ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「日医工」 ニコランジル 冠血管拡張剤 2171406D2052
ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「日医工」 ニコランジル 冠血管拡張剤 2171406D3059
ニセルゴリン錠５ｍｇ「日医工」 ニセルゴリン その他の循環器官用薬 2190021F1445
ニゾラールローション２％ ケトコナゾール イミダゾール系製剤 2655709Q1025
ニトプロ持続静注液３０ｍｇ ニトロプルシドナトリウム水和物 その他の血圧降下剤 2149401A2036
ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 ニトラゼパム その他の抗てんかん剤、ベンゾジアゼピン系製剤 1124003F2249
ニトロールＲカプセル２０ｍｇ 硝酸イソソルビド 冠血管拡張剤 2171011N1050
ニトロール注５ｍｇ 硝酸イソソルビド 冠血管拡張剤 2171404A1026
ニトロール点滴静注５０ｍｇバッグ 硝酸イソソルビド 冠血管拡張剤 2171404A8039
ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ ニトログリセリン 冠血管拡張剤 2171701S2037
ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ニトログリセリン 冠血管拡張剤 2171018K1039
ニバジール錠４ｍｇ ニルバジピン その他の血圧降下剤 2149022F2024
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 ニフェジピン 冠血管拡張剤 2171014G4100
ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「日医工」 ニフェジピン その他の血圧降下剤、冠血管拡張剤 2171014G2301
ニフレック配合内用剤 塩化カリウム、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、無他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990100A1106
ニュープロパッチ１３．５ｍｇ ロチゴチン その他の抗パーキンソン剤 1169700S4024
ニュープロパッチ４．５ｍｇ ロチゴチン その他の抗パーキンソン剤、その他の中枢神経系用薬 1169700S2021
ニュープロパッチ９ｍｇ ロチゴチン その他の抗パーキンソン剤 1169700S3028
ニューレプチル錠５ｍｇ プロペリシアジン フェノチアジン系製剤 1172005F1044
ニューロタン錠５０ｍｇ ロサルタンカリウム その他の血圧降下剤 2149039F2038
ネオアミユー輸液 混合アミノ酸製剤 3253415A1034
ネオーラル１０ｍｇカプセル シクロスポリン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999004M3021
ネオーラル２５ｍｇカプセル シクロスポリン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999004M4028
ネオーラル内用液１０％ シクロスポリン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999004S2032
ネオキシテープ７３．５ｍｇ オキシブチニン塩酸塩 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590700S1025
ネオシネジンコーワ５％点眼液 フェニレフリン塩酸塩 散瞳剤；ホマトロピン等 1311702Q1036
ネオシネジンコーワ注１ｍｇ フェニレフリン塩酸塩 血管収縮剤 2160400A1032
ネオバルギンＨＤ 硫酸バリウム バリウム塩製剤 7212029X1031
ネオフィリン注２５０ｍｇ アミノフィリン水和物 カフェイン系製剤 2115400A1193
ネオメドロールＥＥ軟膏 フラジオマイシン硫酸塩、メチルプレドニゾロン その他の眼科用剤 1319807M1025
ネキシウムカプセル２０ｍｇ エソメプラゾールマグネシウム水和物 その他の消化性潰瘍用剤 2329029M2023
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ネクサバール錠２００ｍｇ ソラフェニブトシル酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291017F1025
ネシーナ錠２５ｍｇ アログリプチン安息香酸塩 その他の糖尿病用剤 3969012F3028
ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ／０．５ｍＬ ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999425U2020
ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ／０．５ｍＬ ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999425U3026
ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ／０．５ｍＬ ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999425S8027
ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ／０．５ｍＬ ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999425U1023
ネバナック懸濁性点眼液０．１％ ネパフェナク その他の眼科用剤 1319759Q1026
ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ ジフルコルトロン吉草酸エステル 副腎皮質ホルモン製剤 2646700N1169
ノイキノン錠１０ｍｇ ユビデカレノン その他の強心剤 2119003F2332
ノイトロジン注１００μｇ レノグラスチム（遺伝子組換え） 他に分類されない血液・体液用薬 3399406D2024
ノイトロジン注２５０μｇ レノグラスチム（遺伝子組換え） 他に分類されない血液・体液用薬 3399406D3020
ノイロトロピン錠４単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 その他の解熱鎮痛消炎剤 1149023F1036
ノイロトロピン注射液３．６単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 その他の解熱鎮痛消炎剤、刺激療法剤 1149601A2062
ノイロビタン配合錠 オクトチアミン、シアノコバラミン、ピリドキシン塩酸塩その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除 3179106F1039
ノウリアスト錠２０ｍｇ イストラデフィリン その他の抗パーキンソン剤 1169016F1020
ノーベルバール静注用２５０ｍｇ フェノバルビタールナトリウム その他の抗てんかん剤 1139400F1023
ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ アルガトロバン水和物 その他の循環器官用薬 2190408A2034
ノバミン錠５ｍｇ プロクロルペラジンマレイン酸塩 フェノチアジン系製剤 1172010F1037
ノバントロン注２０ｍｇ ミトキサントロン塩酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291402A1032
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） すい臓ホルモン剤 2492415G2020
ノボラピッド注１００単位／ｍＬ インスリンアスパルト（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492415A3031
ノボラピッド注フレックスタッチ インスリンアスパルト（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492415G6025
ノボリン３０Ｒ注フレックスペン インスリン　ヒト（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492413G5054
ノボリンＮ注フレックスペン インスリン　ヒト（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492413G1059
ノボリンＲ注１００単位／ｍＬ インスリン　ヒト（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492403A4043
ノボリンＲ注フレックスペン インスリン　ヒト（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492413G8053
ノリトレン錠１０ｍｇ ノルトリプチリン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179004F1024
ノリトレン錠２５ｍｇ ノルトリプチリン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179004F2039
ノルアドリナリン注１ｍｇ ノルアドレナリン エピネフリン製剤 2451401A1034
ノルスパンテープ５ｍｇ ブプレノルフィン その他の解熱鎮痛消炎剤 1149704S1020
ノルディトロピンフレックスプロ注１０ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） 脳下垂体前葉ホルモン製剤 2412402P7023
ノルバデックス錠２０ｍｇ タモキシフェンクエン酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291003F2054
パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ ペルツズマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291424A1020
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ハーセプチン注射用１５０ トラスツズマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291406D4028
ハーセプチン注射用６０ トラスツズマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291406D3021
ハーボニー配合錠 ソホスブビル、レジパスビル　アセトン付加物 抗ウイルス剤 6250107F1026
パーロデル錠２．５ｍｇ ブロモクリプチンメシル酸塩 その他の抗パーキンソン剤 1169005F1200
バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン 他に分類されない血液・体液用薬 3399007H1021
バイエッタ皮下注１０μｇペン３００ エキセナチド 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499411G2022
バイエッタ皮下注５μｇペン３００ エキセナチド 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499411G1026
ハイカムチン注射用１．１ｍｇ ノギテカン塩酸塩 抗腫瘍性植物成分製剤 4240408D1037
ハイシー顆粒２５％ アスコルビン酸 ビタミンＣ剤 3140002D1037
ハイセチンＰ軟膏 クロラムフェニコール、フラジオマイシン硫酸塩、プレドその他の化膿性疾患用剤 2639802M1034
ハイドレアカプセル５００ｍｇ ヒドロキシカルバミド その他の代謝拮抗剤 4229001M1027
ハイボン錠２０ｍｇ リボフラビン酪酸エステル ビタミンＢ２剤 3131002F1276
パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 その他の精神神経用剤 1179041G1020
パキシルＣＲ錠２５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 その他の精神神経用剤 1179041G2027
バクタ配合錠 スルファメトキサゾール、トリメトプリム その他の化学療法剤 6290100F2115
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 その他の化学療法剤 6290100D1088
バクトラミン注 スルファメトキサゾール、トリメトプリム その他の抗原虫剤 6419500A1020
バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ムピロシンカルシウム水和物 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの 6119700M1035
パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 抗腫瘍性植物成分製剤 4240406A2046
パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 抗腫瘍性植物成分製剤 4240406A1040
パズクロス点滴静注液５００ｍｇ パズフロキサシンメシル酸塩 ピリドンカルボン酸系製剤 6241401G2042
パタノール点眼液０．１％ オロパタジン塩酸塩 その他の眼科用剤 1319752Q1024
ハッカ油／フヂミ製薬所 ハッカ油 その他の矯味、矯臭、着色剤 7149006X1159
バップフォー錠１０ プロピベリン塩酸塩 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590007F1021
パニマイシン注射液１００ｍｇ ジベカシン硫酸塩 アミノ糖系抗生物質製剤 6134400A2053
パニマイシン注射液５０ｍｇ ジベカシン硫酸塩 アミノ糖系抗生物質製剤 6134400A1057
パニマイシン点眼液０．３％ ジベカシン硫酸塩 眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤 1317710Q1034
パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 パパベリン塩酸塩 パパぺリン系製剤 1243400A1059
パピロックミニ点眼液０．１％ シクロスポリン その他の眼科用剤 1319750Q1025
バファリン配合錠Ａ３３０ アスピリン、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテートサリチル酸系製剤；アスピリン等 1143010F2074
ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 人ハプトグロビン 血漿分画製剤 6343419X1046
ハベカシン注射液１００ｍｇ アルベカシン硫酸塩 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの 6119400A2073
パム静注５００ｍｇ プラリドキシムヨウ化物 その他の解毒剤 3929401A1035
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ハラヴェン静注１ｍｇ エリブリンメシル酸塩 その他の抗悪性腫瘍用剤、その他の腫瘍用薬 4291420A1022
バラクルード錠０．５ｍｇ エンテカビル水和物 抗ウイルス剤 6250029F1024
バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス剤 6250019F1330
バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」 バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス剤 6250019D1070
パラセタ坐剤１００ アセトアミノフェン アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 1141700J2084
パラセタ坐剤２００ アセトアミノフェン アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 1141700J3072
パリエット錠１０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム その他の消化性潰瘍用剤 2329028F1023
バリキサ錠４５０ｍｇ バルガンシクロビル塩酸塩 抗ウイルス剤 6250025F1026
ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ アムホテリシンＢ アムホテリシンＢ製剤 6173001Q1055
バルギン消泡内用液２％ ジメチコン ジメチコン製剤 2318001Q1110
バルコーゼ顆粒７５％ カルメロースナトリウム その他の下剤、浣腸剤 2359002D1035
バルサルタン錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 バルサルタン その他の血圧降下剤 2149041F3058
ハルシオン０．２５ｍｇ錠 トリアゾラム ベンゾジアゼピン系製剤 1124007F2026
パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 バッカク類製剤 2531002F1214
ハルナールＤ錠０．１ｍｇ タムスロシン塩酸塩 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590008F1026
バルヒディオ配合錠ＥＸ「サンド」 バルサルタン、ヒドロクロロチアジド その他の血圧降下剤 2149112F2037
バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム その他の抗てんかん剤、その他の精神神経用剤 1139004G1059
バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム その他の抗てんかん剤、その他の精神神経用剤 1139004G2071
バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 バルプロ酸ナトリウム その他の抗てんかん剤、その他の精神神経用剤 1139004D1087
パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 ブデソニド その他の呼吸器官用薬 2290701G2035
パルミコート吸入液０．２５ｍｇ ブデソニド その他の呼吸器官用薬 2290701G4020
パルミコート吸入液０．５ｍｇ ブデソニド その他の呼吸器官用薬 2290701G5026
バル筋注１００ｍｇ「第一三共」 ジメルカプロール メルカプト酢酸系製剤（ＢＡＬを含む。） 3923400A1037
バレイショデンプン「ホエイ」 バレイショデンプン デンプン類 7112004X1150
バレリンシロップ５％ バルプロ酸ナトリウム その他の抗てんかん剤、その他の精神神経用剤 1139004Q1089
バロス発泡顆粒－Ｓ 酒石酸、炭酸水素ナトリウム 造影補助剤 7213014D1028
ハロマンス注５０ｍｇ ハロペリドールデカン酸エステル その他の精神神経用剤 1179406A1037
パンクレアチン原末「マルイシ」 パンクレアチン 消化酵素製剤 2331006X1217
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン製剤 6113001B1127
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン製剤 6113400A1189
パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 パンテチン パントテン酸系製剤 3133001F3163
パンテニール注１００ｍｇ パンテノール パントテン酸系製剤 3133401A1050
パントシン散２０％ パンテチン パントテン酸系製剤 3133001B1193
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ハンプ注射用１０００ カルペリチド（遺伝子組換え） その他の血管拡張剤 2179400D1022
ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 その他の抗パーキンソン剤、その他の中枢神経系用薬 1169012F1022
ビ・シフロール錠０．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 その他の抗パーキンソン剤、その他の中枢神経系用薬 1169012F2029
ピアーレシロップ６５％ ラクツロース その他の下剤、浣腸剤、他に分類されないその他の代謝3999001Q2066
ヒアレインミニ点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム その他の眼科用剤 1319720Q4031
ヒアレインミニ点眼液０．３％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム その他の眼科用剤 1319720Q5038
ヒアレイン点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム その他の眼科用剤 1319720Q3078
ピーエイ配合錠 アセトアミノフェン、サリチルアミド、プロメタジンメチ総合感冒剤 1180109F1034
ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ ペルフェナジンマレイン酸塩 フェノチアジン系製剤 1172013F1030
ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ スクロオキシ水酸化鉄 その他の循環器官用薬 2190036F1026
ビーフリード輸液／５００ｍＬ１キット その他のたん白アミノ酸製剤 3259529G1030
ヒーロンＶ０．６眼粘弾剤２．３％ ヒアルロン酸ナトリウム製剤 その他の眼科用剤 1319720Y1032
ビオフェルミンＲ散 耐性乳酸菌 活性生菌製剤 2316004B1036
ビオフェルミン配合散 ラクトミン、糖化菌 活性生菌製剤 2316012A1132
ビカネイト輸液／１０００ｍＬ１袋 その他の血液代用剤 3319564A2028
ビカルタミドOD錠80mg「NK」 ビカルタミド その他の抗悪性腫瘍用剤 4291009F2043
ビクシリン注射用０．２５ｇ アンピシリンナトリウム ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン 6131400D1078
ビクシリン注射用１ｇ アンピシリンナトリウム ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン 6131400D3100
ビクトーザ皮下注１８ｍｇ リラグルチド（遺伝子組換え） 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499410G1021
ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ アシクロビル 抗ウイルス剤 6250401A1069
ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＣＨＯＳ」 ピコスルファートナトリウム水和物 その他の下剤、浣腸剤 2359005S1259
ビジパーク２７０注２０ｍＬ（脳血管・四肢血管・逆行性尿路・内イオジキサノール その他のＸ線造影剤 7219420A1031
ピシバニール注射用０．２ＫＥ ストレプトコックス・ピオゲネス（Ａ群３型）Ｓｕ株ペニ他に分類されない腫瘍用薬 4299400D1038
ピシバニール注射用５ＫＥ ストレプトコックス・ピオゲネス（Ａ群３型）Ｓｕ株ペニ他に分類されない腫瘍用薬 4299400D4037
ビスコート０．５眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム、コンドロイチン硫酸エステその他の眼科用剤 1319816Q1034
ビスダイン静注用１５ｍｇ ベルテポルフィン その他の眼科用剤 1319401F1026
ヒスロンＨ錠２００ｍｇ メドロキシプロゲステロン酢酸エステル その他の抗悪性腫瘍用剤、合成黄体ホルモン製剤 2478002F3056
ビソノテープ４ｍｇ ビソプロロール その他の血圧降下剤 2149700S1027
ビソルボン吸入液０．２％ ブロムヘキシン塩酸塩 ブロムヘキシン製剤 2234700G1051
ビソルボン細粒２％ ブロムヘキシン塩酸塩 ブロムヘキシン製剤 2234001C2037
ビソルボン注４ｍｇ ブロムヘキシン塩酸塩 ブロムヘキシン製剤 2234400A1062
ビダーザ注射用１００ｍｇ アザシチジン その他の腫瘍用薬 4291419D1026
ビタジェクト注キット アスコルビン酸、エルゴカルシフェロール、シアノコバラその他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除 3179517G1035
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ビタシミン注射液５００ｍｇ アスコルビン酸 ビタミンＣ剤 3140400A4106
ビタメジン静注用 シアノコバラミン、チアミン塩化物塩酸塩、ピリドキシンその他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除 3179506F1023
ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 コルチコレリン（ヒト） 内分泌機能検査用試薬 7223406D1030
ピドキサール錠１０ｍｇ ピリドキサールリン酸エステル水和物 ビタミンＢ６剤 3134003F1388
ピトレシン注射液２０ 合成バソプレシン 脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等 2414402A1035
ピノルビン注射用１０ｍｇ ピラルビシン アントラサイクリン系抗生物質製剤 4235403D1050
ビビアント錠２０ｍｇ バゼドキシフェン酢酸塩 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999027F1020
ヒビスコール液Ａ１％ クロルヘキシジングルコン酸塩 その他の外皮用殺菌消毒剤 261970BQ5081
ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ プロメタジン塩酸塩 フェノチアジン系製剤 4413002F2062
ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」 ピマリシン 眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤 1317712M1031
ビムパット錠１００ｍｇ ラコサミド その他の抗てんかん剤 1139015F2023
ビムパット錠５０ｍｇ ラコサミド その他の抗てんかん剤 1139015F1027
ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 ピモベンダン その他の強心剤 2119006F1020
ヒューマトロープ注射用６ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） 脳下垂体前葉ホルモン製剤 2412402L1031
ヒューマリン３／７注カート インスリン　ヒト（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492403H6036
ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ インスリン　ヒト（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492403A3047
ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ インスリン　ヒト（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492403A4051
ヒューマログミックス２５注ミリオペン インスリンリスプロ（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492414G6020
ヒューマログミックス５０注カート インスリンリスプロ（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492414A4025
ヒューマログミックス５０注ミリオペン インスリンリスプロ（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492414G7027
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） すい臓ホルモン剤 2492414A1026
ヒューマログ注ミリオペン インスリンリスプロ（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492414G5024
ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ アダリムマブ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999426G3027
ビラノア錠２０ｍｇ ビラスチン その他のアレルギー用薬 4490033F1028
ピラマイド原末 ピラジナミド ピラジナミド製剤 6223001X1037
ビリスコピン点滴静注５０ イオトロクス酸、メグルミン その他のＸ線造影剤 7219403A1038
ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ヘパリン類似物質 その他の血液凝固阻止剤 3339950M1137
ヒルドイドローション0.3％ ヘパリン類似物質 その他の血液凝固阻止剤 3339950Q1074
ヒルトニン２ｍｇ注射液 プロチレリン酒石酸塩水和物 その他の中枢神経系用薬 7223401A3026
ヒルナミン錠（２５ｍｇ） レボメプロマジンマレイン酸塩 フェノチアジン系製剤 1172014F2139
ファーストシン静注用１ｇ セフォゾプラン塩酸塩 セフェム系抗生物質製剤 6132426F2026
ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファモチジン Ｈ２遮断剤 2325003F3264
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファモチジン Ｈ２遮断剤 2325003F4287
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ファモチジン静注20mg「日新」 ファモチジン Ｈ２遮断剤 2325401A3031
ファルモルビシン注射用１０ｍｇ エピルビシン塩酸塩 アントラサイクリン系抗生物質製剤 4235404D1047
ファルモルビシン注射用５０ｍｇ エピルビシン塩酸塩 アントラサイクリン系抗生物質製剤 4235404D2043
ファロムドライシロップ小児用１０％ ファロペネムナトリウム水和物 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139001R1032
ファロム錠２００ｍｇ ファロペネムナトリウム水和物 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139001F2024
ファンガード点滴用５０ｍｇ ミカファンギンナトリウム その他の主としてカビに作用するもの 6179400D1020
フィコンパ錠２ｍｇ ペランパネル水和物 その他の抗てんかん剤 1139014F1022
フィコンパ錠４ｍｇ ペランパネル水和物 その他の抗てんかん剤 1139014F2029
フィジオ１４０輸液／５００ｍＬ１袋 その他の血液代用剤 3319561A2032
フィニバックス点滴静注用０．５ｇ ドリペネム水和物 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139402D2020
ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ボリコナゾール その他の主としてカビに作用するもの 6179401F1026
ブイフェンド錠２００ｍｇ ボリコナゾール その他の主としてカビに作用するもの 6179001F2020
ブイフェンド錠５０ｍｇ ボリコナゾール その他の主としてカビに作用するもの 6179001F1023
フィブラストスプレー５００ トラフェルミン（遺伝子組換え） 他に分類されない外皮用薬 2699710R2024
フィブロガミンＰ静注用 人血液凝固第ＸＩＩＩ因子 血漿分画製剤 6343431D2020
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 フェキソフェナジン塩酸塩 その他のアレルギー用薬 4490023F1091
フェジン静注４０ｍｇ 含糖酸化鉄 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。） 3222400A1058
フェソロデックス筋注２５０ｍｇ フルベストラント その他の抗悪性腫瘍用剤 4291421G1020
フェノバール散１０％ フェノバルビタール バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤、バル1125003B2031
フェブリク錠２０ｍｇ フェブキソスタット その他の痛風治療剤 3949003F2020
フェマーラ錠２．５ｍｇ レトロゾール その他の抗悪性腫瘍用剤 4291015F1026
フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 フェルビナク その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649731S1259
フエロン注射用３００万 インターフェロンベータ 他に分類されない生物学的製剤 6399402D2054
フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」 フェンタニルクエン酸塩 その他の合成麻薬 8219400A1055
フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「ヤンセン」 フェンタニルクエン酸塩 その他の合成麻薬 8219400A2043
フェントステープ１ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 その他の合成麻薬 8219701S1025
フェントステープ２ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 その他の合成麻薬 8219701S2021
フォシーガ錠５ｍｇ ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 その他の糖尿病用剤 3969019F1027
フォトフリン静注用７５ｍｇ ポルフィマーナトリウム 他に分類されない腫瘍用薬 4299403D1031
フォリアミン錠 葉酸 葉酸製剤 3135001F1025
フォリルモンＰ注７５ 精製下垂体性性腺刺激ホルモン 性腺刺激ホルモン製剤 2413403A1040
フォルテオ皮下注キット６００μｇ テリパラチド（遺伝子組換え） その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 2439400G1020
ブシラミン錠100mg「日医工」 ブシラミン 刺激療法剤 4420002F1133
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ブシ末（調剤用）「ツムラ」 ブシ末 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 5900004A1053
ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物 アトロピン系製剤 1242002F1330
フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ クロペラスチン塩酸塩 その他の鎮咳剤 2229004F1030
ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「日医工」 ブチルスコポラミン臭化物 アトロピン系製剤 1242401A1331
プラザキサカプセル１１０ｍｇ ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 その他の血液凝固阻止剤 3339001M2020
プラザキサカプセル７５ｍｇ ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 その他の血液凝固阻止剤 3339001M1024
フラジール内服錠２５０ｍｇ メトロニダゾール その他の抗原虫剤 6419002F1131
フラジール腟錠２５０ｍｇ メトロニダゾール その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） 2529707H1063
プラノバール配合錠 エチニルエストラジオール、ノルゲストレル 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 2482005F1041
プラバスタチンナトリウム塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 プラバスタチンナトリウム その他の高脂血症用剤 2189010F2469
フラビタン錠５ｍｇ フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム ビタミンＢ２剤 3131001F1158
プラビックス錠２５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 他に分類されない血液・体液用薬 3399008F1025
プラビックス錠７５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 他に分類されない血液・体液用薬 3399008F2021
プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ デノスマブ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999435G1023
プラルエント皮下注７５ｍｇペン アリロクマブ（遺伝子組換え） その他の高脂血症用剤 2189402G3027
フランドルテープ４０ｍｇ 硝酸イソソルビド 冠血管拡張剤 2171700S1095
プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「科研」 プランルカスト水和物 その他のアレルギー用薬 4490017M1052
ブリカニール錠２ｍｇ テルブタリン硫酸塩 イソプレナリン系製剤 2252003F1085
ブリカニール皮下注０．２ｍｇ テルブタリン硫酸塩 イソプレナリン系製剤 2252401A1030
プリズバインド静注液２．５ｇ イダルシズマブ（遺伝子組換え） 他に分類されない血液・体液用薬 3399412A1027
ブリディオン静注２００ｍｇ スガマデクスナトリウム その他の解毒剤 3929409A1023
フリバス錠５０ｍｇ ナフトピジル その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590009F2035
プリビーシー液０．０２％ ベンザルコニウム塩化物 石鹸類製剤 2616707Q1028
プリミドン細粒９９．５％「日医工」 プリミドン プリミドン系製剤 1135002C1059
プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」 プリミドン プリミドン系製剤 1135002F1055
プリモボラン錠５ｍｇ メテノロン酢酸エステル その他のたん白同化ステロイド剤 2449003F1021
フルオレサイト静注５００ｍｇ フルオレセイン その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290402A2035
フルカリック１号輸液／９０３ｍＬ１キット その他のたん白アミノ酸製剤 3259523G1033
フルカリック２号輸液／１００３ｍＬ１キット その他のたん白アミノ酸製剤 3259524G1038
フルカリック３号輸液 その他のたん白アミノ酸製剤 3259525G1032
フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 フルコナゾール その他の化学療法剤 6290002M2131
フルタイド１００ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル その他の呼吸器官用薬 2290700G5021
フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル その他の呼吸器官用薬 2290700G7032
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フルダラ錠１０ｍｇ フルダラビンリン酸エステル その他の代謝拮抗剤 4229002F1022
フルダラ静注用５０ｍｇ フルダラビンリン酸エステル その他の代謝拮抗剤 4229400D1033
フルツロンカプセル２００ ドキシフルリジン フルオロウラシル系製剤 4223004M2023
フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル、ホルモテロールフマその他の呼吸器官用薬 2290802G4022
フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124008F1067
ブルフェン錠１００ イブプロフェン その他の解熱鎮痛消炎剤 1149001F1455
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 フルボキサミンマレイン酸塩 その他の精神神経用剤 1179039F1052
フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 フルボキサミンマレイン酸塩 その他の精神神経用剤 1179039F2059
フルマリンキット静注用１ｇ フロモキセフナトリウム オキサセフェム系抗生物質製剤 6133401G1022
フルマリン静注用１ｇ フロモキセフナトリウム オキサセフェム系抗生物質製剤 6133401F2023
フルメジン糖衣錠（１） フルフェナジンマレイン酸塩 フェノチアジン系製剤 1172009F3029
フルメトロン点眼液０．１％ フルオロメトロン 眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1315704Q3126
プレアミン－Ｐ注射液／２００ｍＬ１袋 混合アミノ酸製剤 3253412A2029
ブレオ注射用１５ｍｇ ブレオマイシン塩酸塩 ブレオマイシン系製剤 4234400D5039
プレグランディン腟坐剤１ｍｇ ゲメプロスト 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499700H1036
プレジコビックス配合錠 ダルナビル エタノール付加物、コビシスタット 抗ウイルス剤 6250110F1028
プレセデックス静注液２００μｇ「マルイシ」 デクスメデトミジン塩酸塩 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 1129400A1038
プレタールＯＤ錠５０ｍｇ シロスタゾール 他に分類されない血液・体液用薬 3399002F3020
ブレディニン錠５０ ミゾリビン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999002F2027
プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） プレドニゾロン プレドニゾロン系製剤 2456001F2023
プレドニン錠５ｍｇ プレドニゾロン プレドニゾロン系製剤 2456001F1310
プレベナー１３水性懸濁注 沈降１３価肺炎球菌結合型ワクチン 細菌ワクチン類 631140EC1022
プレマリン錠０．６２５ｍｇ 結合型エストロゲン その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 2479004F1033
プレミネント配合錠ＬＤ ヒドロクロロチアジド、ロサルタンカリウム その他の血圧降下剤 2149110F1040
プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ ホスアプレピタントメグルミン 鎮吐剤 2391405D1020
プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「日医工」 プロカテロール塩酸塩水和物 その他の気管支拡張剤 2259004F1153
ブロキレートＰＦ点眼液２％ カルテオロール塩酸塩 その他の眼科用剤 1319701Q2079
プロクトセディル軟膏 エスクロシド、ジブカイン塩酸塩、ヒドロコルチゾン、フその他の痔疾用剤 2559806M1021
プログラフカプセル１ｍｇ タクロリムス水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999014M1022
プログラフ注射液２ｍｇ タクロリムス水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999416A2024
プログラフ顆粒０．２ｍｇ タクロリムス水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999014D1022
プロゲデポー筋注125mg ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル プロゲステロン製剤 2477400A2075
プロサイリン錠２０ ベラプロストナトリウム 他に分類されない血液・体液用薬 3399005F1030
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プロジフ静注液２００ ホスフルコナゾール その他の化学療法剤 6290402A2022
プロジフ静注液４００ ホスフルコナゾール その他の化学療法剤 6290402A3029
フロジン外用液５％ カルプロニウム塩化物水和物 その他の毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）2679701Q1055
プロスタール錠２５ クロルマジノン酢酸エステル 合成黄体ホルモン製剤 2478001F2179
プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」 ジノプロストン 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499005F1030
プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ ジノプロスト 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499401A2050
プロスタンディン軟膏０．００３％ アルプロスタジルアルファデクス 他に分類されない外皮用薬 2699705M1038
プロセキソール錠０．５ｍｇ エチニルエストラジオール エチニルエストラジオール系製剤 2474001F1033
フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 フロセミド その他の利尿剤 2139005F1060
フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 フロセミド その他の利尿剤 2139005F2385
プロタノールＬ注０．２ｍｇ ｌ－イソプレナリン塩酸塩 その他の強心剤 2119400A1036
プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 プロタミン硫酸塩 プロタミン製剤 3329403A1058
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ブロチゾラム ベンゾジアゼピン系製剤 1124009F2076
プロトピック軟膏０．０３％小児用 タクロリムス水和物 他に分類されない外皮用薬 2699709M2024
プロナーゼＭＳ プロナーゼ 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990002B2036
ブロナック点眼液０．１％ ブロムフェナクナトリウム水和物 その他の眼科用剤 1319743Q1033
プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ ガドテリドール その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290407G1034
プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 プロプラノロール塩酸塩 β-遮断剤 2123008F1269
プロベラ錠２．５ｍｇ メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 合成黄体ホルモン製剤 2478002F1070
フロベン錠４０ フルルビプロフェン その他の解熱鎮痛消炎剤 1149011F1076
プロマックＤ錠７５ ポラプレジンク その他の消化性潰瘍用剤 2329027F1029
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08％「トーワ」 ブロムヘキシン塩酸塩 ブロムヘキシン製剤 2234001Q1135
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩 ブロムヘキシン製剤 2234700G1043
ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 ブロムヘキシン塩酸塩 ブロムヘキシン製剤 2234001F1355
ブロムペリドール錠３ｍｇ「サワイ」 ブロムペリドール その他の精神神経用剤 1179028F2140
フロモックス錠１００ｍｇ セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 セフェム系抗生物質製剤 6132016F2020
フロリードゲル経口用２％ ミコナゾール その他の化学療法剤 6290003X1039
フロリネフ錠０．１ｍｇ フルドロコルチゾン酢酸エステル その他の副腎ホルモン剤 2452003F1035
プロレナール錠５μｇ リマプロストアルファデクス その他の循環器官用薬 3399003F1081
ベイスン錠０．２ ボグリボース その他の糖尿病用剤 3969004F1020
ベイスン錠０．３ ボグリボース その他の糖尿病用剤 3969004F2027
ペガシス皮下注１８０μｇ ペグインターフェロンアルファ－２ａ（遺伝子組換え） 他に分類されない生物学的製剤 6399419A2029
ペガシス皮下注９０μｇ ペグインターフェロンアルファ－２ａ（遺伝子組換え） 他に分類されない生物学的製剤 6399419A1022
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ベガモックス点眼液０．５％ モキシフロキサシン塩酸塩 その他の眼科用剤 1319753Q1029
ヘキザックローション クロルヘキシジングルコン酸塩 その他の外皮用殺菌消毒剤 261970BQ1108
ベギンクリーム１０％ 尿素 その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） 2669701N1087
ペグイントロン皮下注用１００μｇ／０．５ｍＬ用 ペグインターフェロンアルファ－２ｂ（遺伝子組換え） 他に分類されない生物学的製剤 6399420D2028
ペグイントロン皮下注用５０μｇ／０．５ｍＬ用 ペグインターフェロンアルファ－２ｂ（遺伝子組換え） 他に分類されない生物学的製剤 6399420D1021
ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ パニツムマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291417A1020
ベサコリン散５％ ベタネコール塩化物 四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブロミド等 1231004B1067
ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ベザフィブラート クロフィブラート系製剤 2183005G1234
ベサノイドカプセル１０ｍｇ トレチノイン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291006M1034
ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ コハク酸ソリフェナシン その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590011F3020
ベストロン耳鼻科用１％ セフメノキシム塩酸塩 耳鼻科用抗生物質製剤 1325702Q1040
ベストロン点眼用０．５％ セフメノキシム塩酸塩 眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤 1317713Q1038
ヘスパンダー輸液 その他の血液代用剤 3319547A4035
ベタニス錠２５ｍｇ ミラベグロン その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590014F1021
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 ベタヒスチンメシル酸塩 その他の鎮暈剤 1339005F1458
ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 インターフェロンベータ－１ｂ（遺伝子組換え） 他に分類されない生物学的製剤 6399416D1033
ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 ベタメタゾン フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 2454004F2081
ペチジン塩酸塩注射液５０ｍｇ「タケダ」 ペチジン塩酸塩 フェニルピペリジン系製剤 8211400A2045
ベトノバールＧクリーム０．１２％ ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 2647709N1078
ベナンバックス注用３００ｍｇ ペンタミジンイセチオン酸塩 その他の抗原虫剤 6419400D1037
ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＯＭＥ」 ベニジピン塩酸塩 その他の血管拡張剤 2171021F2110
ベネトリン吸入液０．５％ サルブタモール硫酸塩 サルブタモール製剤 2254700G2034
ベネフィクス静注用2000 ノナコグアルファ（遺伝子組換え） 血漿分画製剤 6343438D3029
ヘパフィルド透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ ヘパリンナトリウム ヘパリン製剤 3334402P2028
ヘパフラッシュ１００単位／mLシリンジ10mL ヘパリンナトリウム ヘパリン製剤 3334402G4055
ヘパリンNaﾛｯｸ用10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL ヘパリンナトリウム ヘパリン製剤 3334402G2079
ヘパリンNaﾛｯｸ用10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣5mL ヘパリンナトリウム ヘパリン製剤 3334402G1064
ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダヘパリンカルシウム ヘパリン製剤 3334400G1022
ヘパリンナトリウム注１万単位／１０ｍＬ「ニプロ」 ヘパリンナトリウム ヘパリン製剤 3334401A6140
ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「ＡＹ」 ヘパリンナトリウム ヘパリン製剤 3334401A3060
ベプシドカプセル２５ｍｇ エトポシド 抗腫瘍性植物成分製剤 4240001M1075
ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 抗ＨＢｓ抗体 血漿分画製剤 6343436A1039
ヘプタバックス－ＩＩ 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン ウイルスワクチン類 6313402A2045
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ベプリコール錠５０ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物 その他の不整脈用剤 2129011F1035
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 ベポタスチンベシル酸塩 その他のアレルギー用薬 4490022F4037
ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミド 抗ウイルス剤 6250045F1023
ベラサスＬＡ錠６０μｇ ベラプロストナトリウム その他の循環器官用薬 2190027G1030
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＹＤ」 ベラプロストナトリウム 他に分類されない血液・体液用薬 3399005F1218
ペリアクチン散１％ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 その他の抗ヒスタミン剤 4419005B1045
ペリオフィール歯科用軟膏２％ ミノサイクリン塩酸塩 歯科用抗生物質製剤 2760804M1040
ペリシット錠２５０ｍｇ ニセリトロール その他の高脂血症用剤 2189005F2026
ベリチーム配合顆粒 セルラーゼＡＰ３、ビオヂアスターゼ１０００、リパーゼその他の健胃消化剤 2339163D1037
ベリプラストＰコンビセット組織接着用／１ｍＬ アプロチニン、トロンビン、ヒトフィブリノゲン、塩化カ他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990707X6039
ベリプラストＰコンビセット組織接着用／３ｍＬ アプロチニン、トロンビン、ヒトフィブリノゲン、塩化カ他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990707X7035
ベルケイド注射用３ｍｇ ボルテゾミブ その他の抗悪性腫瘍用剤 4291412D1024
ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ ジピリダモール 冠血管拡張剤 2171010N1039
ペルサンチン錠１００ｍｇ ジピリダモール 冠血管拡張剤 2171010F3053
ベルソムラ錠１５ｍｇ スボレキサント その他の中枢神経系用薬 1190023F1024
ベルソムラ錠２０ｍｇ スボレキサント その他の中枢神経系用薬 1190023F2020
ヘルベッサー注射用５０ ジルチアゼム塩酸塩 冠血管拡張剤 2171405D5057
ペルマックス錠２５０μｇ ペルゴリドメシル酸塩 その他の抗パーキンソン剤 1169008F2022
ベンザリン細粒１％ ニトラゼパム その他の抗てんかん剤、ベンゾジアゼピン系製剤 1124003C1092
ペンタサ坐剤１ｇ メサラジン 他に分類されない消化器官用薬 2399715J1020
ペンタサ注腸１ｇ メサラジン 他に分類されない消化器官用薬 2399715X1023
ペンタサ顆粒94％ メサラジン 他に分類されない消化器官用薬 2399009D2020
ペントシリン注射用１ｇ ピペラシリンナトリウム ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン 6131403D1047
ペントシリン注射用２ｇ ピペラシリンナトリウム ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン 6131403D2043
ボースデル内用液１０ 塩化マンガン四水和物 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290006S1021
ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ エストリオール その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） 2529701H2046
ホクナリンテープ２ｍｇ ツロブテロール その他の気管支拡張剤 2259707S3023
ボグリボースＯＤフィルム０．３「ＱＱ」 ボグリボース その他の糖尿病用剤 3969004F4038
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「マイラン」 ボグリボース その他の糖尿病用剤 3969004F3139
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「マイラン」 ボグリボース その他の糖尿病用剤 3969004F4135
ホスコＥ－７５ その他の調剤用薬 7190700X1023
ホスコＨ－１５ その他の調剤用薬 7190700X1031
ホストイン静注７５０ｍｇ ホスフェニトインナトリウム水和物 ヒダントイン系製剤 1132401A1020
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ホスミシンＳ静注用１ｇ ホスホマイシンナトリウム ホスホマイシン製剤 6135400F2163
ホスミシンＳ静注用２ｇ ホスホマイシンナトリウム ホスホマイシン製剤 6135400F3178
ホスミシンドライシロップ４００ ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスホマイシン製剤 6135001R2110
ホスミシン錠５００ ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスホマイシン製剤 6135001F2025
ボスミン外用液０．１％ アドレナリン エピネフリン製剤 2451700Q1032
ボスミン注１ｍｇ アドレナリン エピネフリン製剤 2451400A1030
ホスリボン配合顆粒 リン酸二水素ナトリウム一水和物、無水リン酸水素二ナト無機質製剤 3229103D1020
ホスレノールOD錠250mg 炭酸ランタン水和物 その他の循環器官用薬 2190029F3029
ポタコールＲ輸液／５００ｍＬ１袋 その他の血液代用剤 3319538A4109
ボトックス注用５０単位 Ａ型ボツリヌス毒素 その他の骨格筋弛緩剤 1229404D1020
ポトレンド配合散 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム その他の痛風治療剤 3949101A1181
ポトレンド配合錠 クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム水和物 その他の痛風治療剤 3949101F1111
ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999018Q1022
ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999419G1024
ポビドンヨードゲル１０％「明治」４ｇ ポビドンヨード ヨウ素化合物；ヨードチンキ等 2612701Q2133
ポビドンヨードゲル１０％「明治」９０ｇ ポビドンヨード ヨウ素化合物；ヨードチンキ等 2612701Q2133
ポピヨドンスクラブ７．５％ ポビドンヨード ヨウ素化合物；ヨードチンキ等 2612701Q1099
ポピロンガーグル７％ ポビドンヨード 含嗽剤 2260701F1298
ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ レボブピバカイン塩酸塩 キシリジン系製剤 1214407G3020
ポプスカイン０．５％注５０ｍｇ／１０ｍＬ レボブピバカイン塩酸塩 キシリジン系製剤 1214407A4023
ポプスカイン０．７５％注７５ｍｇ／１０ｍＬ レボブピバカイン塩酸塩 キシリジン系製剤 1214407A2020
ホメピゾール点滴静注１．５ｇ「タケダ」 ホメピゾール その他の解毒剤 3929411A1020
ボラザＧ坐剤 トリベノシド、リドカイン その他の痔疾用剤 2559813J1033
ポララミン注５ｍｇ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 その他の抗ヒスタミン剤 4419400A1023
ホリゾン注射液１０ｍｇ ジアゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124402A2045
ボルタレンサポ１２．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム フェニル酢酸系製剤 1147700J1057
ボルタレン錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム フェニル酢酸系製剤 1147002F1560
ポルトラック原末 ラクチトール水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999015A1039
ボルヒール組織接着用（３ｍＬ） アプロチニン、トロンビン、ヒトフィブリノゲン、塩化カその他の血液製剤類、他に分類されない治療を主目的と7990710X4038
ボルベン輸液６％ ヒドロキシエチルデンプン１３００００ その他の血液代用剤 3319408A1020
ポンタールシロップ３．２５％ メフェナム酸 アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等 1141005Q1081
ボンビバ静注１ｍｇシリンジ イバンドロン酸ナトリウム水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999438G1027
ボンフェナック坐剤１２．５ ジクロフェナクナトリウム フェニル酢酸系製剤 1147700J1090
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ボンフェナック坐剤２５ ジクロフェナクナトリウム フェニル酢酸系製剤 1147700J2088
ボンフェナック坐剤５０ ジクロフェナクナトリウム フェニル酢酸系製剤 1147700J3106
マーカイン注０．５％　２０ｍＬ ブピバカイン塩酸塩水和物 キシリジン系製剤 1214403A3029
マーカイン注脊麻用０．５％高比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 キシリジン系製剤 1214403A4025
マーカイン注脊麻用０．５％等比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 キシリジン系製剤 1214403A5021
マーデュオックス軟膏 マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ 　他に分類されない外皮用薬 2699804M1023
マイクロシールドスクラブ液４％ クロルヘキシジングルコン酸塩 その他の外皮用殺菌消毒剤 261970BQ2155
マイザー軟膏０．０５％ ジフルプレドナート 副腎皮質ホルモン製剤 2646725M1201
マイスタン細粒１％ クロバザム その他の抗てんかん剤 1139006C1030
マイスタン錠１０ｍｇ クロバザム その他の抗てんかん剤 1139006F2024
マイスタン錠５ｍｇ クロバザム その他の抗てんかん剤 1139006F1028
マイスリー錠１０ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 1129009F2021
マイテラーゼ錠１０ｍｇ アンベノニウム塩化物 四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブロミド等 1231001F1030
マイトマイシン注用１０ｍｇ マイトマイシンＣ マイトマイシンＣ製剤 4231400D2038
マイトマイシン注用２ｍｇ マイトマイシンＣ マイトマイシンＣ製剤 4231400D1031
マヴィレット配合錠 グレカプレビル水和物、ピブレンタスビル 抗ウイルス剤 6250113F1021
マキュエイド眼注用40mg トリアムシノロンアセトニド その他の眼科用剤 1319404D1037
マグコロールＰ クエン酸マグネシウム 造影補助剤 7213018S1025
マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ リザトリプタン安息香酸塩 血管収縮剤 2160006F2022
マグセント注１００ｍＬ ブドウ糖、硫酸マグネシウム水和物 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590500A1023
マグネスコープ静注３８％シリンジ１１ｍＬ ガドテル酸メグルミン その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 7290411G1030
マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ ガドテル酸メグルミン その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290411G2037
マグネビスト静注シリンジ／１０ｍＬ ガドペンテト酸メグルミン その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290405A7073
マグミット錠２５０ｍｇ 酸化マグネシウム 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等、無機塩製剤；硫酸 2344009F1035
マグミット錠３３０ｍｇ 酸化マグネシウム 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等、無機塩製剤；硫酸 2344009F2031
マスキンＷ・エタノール液（０．５w／v％） クロルヘキシジングルコン酸塩 その他の外皮用殺菌消毒剤 2619702Q1060
マドパー配合錠 ベンセラジド塩酸塩、レボドパ その他の抗パーキンソン剤 1169100F1079
マリゼブ錠１２．５ｍｇ オマリグリプチン その他の糖尿病用剤 3969025F1022
マリゼブ錠２５ｍｇ オマリグリプチン その他の糖尿病用剤 3969025F2029
マルトス輸液１０％（500mL袋） マルトース水和物 マルトース製剤 3233400A4077
ミオコールスプレー０．３ｍｇ ニトログリセリン 冠血管拡張剤 2171701R4038
ミオコール点滴静注５０ｍｇ ニトログリセリン その他の血圧降下剤、冠血管拡張剤 2171403A7038
ミオテクター冠血管注 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990500A1036
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ミオナール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩 その他の鎮けい剤 1249009F1090
ミグシス錠５ｍｇ ロメリジン塩酸塩 その他の循環器官用薬 2190023F1037
ミケランＬＡ点眼液２％ カルテオロール塩酸塩 その他の眼科用剤 1319701Q4020
ミケルナ配合点眼液 カルテオロール塩酸塩、ラタノプロスト その他の眼科用剤 1319823Q1026
ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「ＹＤ」 ミコナゾール硝酸塩 イミダゾール系製剤 2655702N1094
ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 ミダゾラム ベンゾジアゼピン系製剤 1124401A1060
ミダフレッサ静注０．１％ ミダゾラム その他の抗てんかん剤 1139401A1020
ミッドペリック１３５腹膜透析液／１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付） 腹膜透析用剤 3420412A6040
ミッドペリック１３５腹膜透析液／１Ｌ１袋（排液用バッグ付） 腹膜透析用剤 3420412A5044
ミッドペリック１３５腹膜透析液／２Ｌ１袋 腹膜透析用剤 3420412A2045
ミッドペリック２５０腹膜透析液／１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付） 腹膜透析用剤 3420413A6045
ミッドペリック２５０腹膜透析液／２Ｌ１袋 腹膜透析用剤 3420413A2040
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU コナヒョウヒダニ抽出エキス、ヤケヒョウヒダニ抽出エキその他のアレルギー用薬 4490031F2025
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU コナヒョウヒダニ抽出エキス、ヤケヒョウヒダニ抽出エキその他のアレルギー用薬 4490031F1029
ミドリンＭ点眼液０．４％ トロピカミド 散瞳剤；ホマトロピン等 1311705Q1048
ミニプレス錠０．５ｍｇ プラゾシン塩酸塩 その他の血圧降下剤 2149002F1128
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩 テトラサイクリン系抗生物質製剤 6152005F1117
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩 テトラサイクリン系抗生物質製剤 6152401F1090
ミノマイシン錠５０ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩 テトラサイクリン系抗生物質製剤 6152005F1052
ミノマイシン顆粒２％ ミノサイクリン塩酸塩 テトラサイクリン系抗生物質製剤 6152005D1094
ミヤＢＭ細粒 酪酸菌 活性生菌製剤 2316009C1026
ミラクリッド注射液１０万単位 ウリナスタチン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999405A3073
ミラクリッド注射液２万５千単位 ウリナスタチン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999405A1038
ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 その他の抗パーキンソン剤 1169012G1028
ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 その他の抗パーキンソン剤 1169012G2024
ミリスロール注１ｍｇ／２ｍＬ ニトログリセリン その他の血圧降下剤、冠血管拡張剤 2171403A1030
ミリプラ動注用７０ｍｇ ミリプラチン水和物 その他の抗悪性腫瘍用剤 4291416D1022
ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990401A1040
ミルセラ注シリンジ１００μｇ エポエチンベータペゴル（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999432G4029
ミルセラ注シリンジ２００μｇ エポエチンベータペゴル（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999432G6021
ミルセラ注シリンジ２５μｇ エポエチンベータペゴル（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999432G1020
ミルセラ注シリンジ５０μｇ エポエチンベータペゴル（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999432G2026
ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「AFP」 ミルナシプラン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179040F1039
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ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「ＡＦＰ」 ミルナシプラン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179040F2035
ミルラクト細粒５０％ β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウム） その他の健胃消化剤 2339004C1036
ミルリノン注２２．５ｍｇバッグ「タカタ」 ミルリノン その他の強心剤 2119408G1035
ミンクリア内用散布液０．８％ l-メントール製剤 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990004S1020
ムコサールドライシロップ１．５％ アンブロキソール塩酸塩 その他の去たん剤 2239001R1110
ムコサール錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 その他の去たん剤 2239001F1661
ムコスタ点眼液ＵＤ２％ レバミピド その他の眼科用剤 1319760Q1029
ムコフィリン吸入液２０％ アセチルシステイン システイン系製剤 2233700G2034
ムルプレタ錠３ｍｇ ルストロンボパグ 他に分類されない血液・体液用薬 3399010F1022
メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ セフジトレンピボキシル セフェム系抗生物質製剤 6132015C1103
メイロン静注７％／２５０ｍＬ１袋 炭酸水素ナトリウム その他の解毒剤 3929400H2035
メイロン静注８．４％／２０ｍＬ１管 炭酸水素ナトリウム その他の解毒剤 3929400A7063
メインテート錠０．６２５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 β-遮断剤 2123016F3037
メインテート錠２．５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 β-遮断剤 2123016F1107
メキシチールカプセル１００ｍｇ メキシレチン塩酸塩 その他の神経系及び感覚器官用医薬品、その他の不整脈2129003M2028
メキシチール点滴静注１２５ｍｇ メキシレチン塩酸塩 その他の不整脈用剤 2129403A1044
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 メキシレチン塩酸塩 その他の不整脈用剤 2129003M2192
メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 メキシレチン塩酸塩 その他の神経系及び感覚器官用医薬品、その他の不整脈2129003M1188
メサデルム軟膏0.1％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン製剤 2646726M1095
メサフィリン配合散 ケイ酸マグネシウム、プロパンテリン臭化物、銅クロロフその他の消化性潰瘍用剤 2329100B1026
メサペイン錠５ｍｇ メサドン塩酸塩 その他の合成麻薬 8219002F1024
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 デキストロメトルファン製剤 2223001B1210
メジコン配合シロップ クレゾールスルホン酸カリウム、デキストロメトルファンその他の鎮咳去たん剤 2249106Q1066
メスチノン錠６０ｍｇ ピリドスチグミン臭化物 ネオスチグミン系製剤 1239003F1046
メソトレキセート錠２．５ｍｇ メトトレキサート メトトレキサート製剤 4222001F1027
メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ メトトレキサート メトトレキサート製剤 4222400A2024
メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ メトトレキサート メトトレキサート製剤 4222400A1036
メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ ペニシラミン その他の解毒剤、非特異性免疫原製剤 3929001M2035
メチコバール錠５００μｇ メコバラミン ビタミンＢ12剤 3136004F2138
メチコバール注射液５００μｇ メコバラミン ビタミンＢ12剤 3136403A1140
メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 バッカク類製剤 2531401A1142
メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三共」 メチルチオニニウム塩化物水和物 その他の解毒剤 3929412A1025
メチロン注２５％／２５％１ｍｌ１管 スルピリン水和物 ピラゾロン系製剤；アンチピリン、スルピリン等 1144400A2138
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メトグルコ錠２５０ｍｇ メトホルミン塩酸塩 ビグアナイド系製剤 3962002F2027
メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 メトプロロール酒石酸塩 β-遮断剤、その他の血圧降下剤 2149010F1157
メトリジン錠２ｍｇ ミドドリン塩酸塩 血管収縮剤 2160002F1028
メドロール錠４ｍｇ メチルプレドニゾロン プレドニゾロン系製剤 2456003F2030
メネシット配合錠１００ カルビドパ水和物、レボドパ その他の抗パーキンソン剤 1169101F1146
メバロチン錠１０ プラバスタチンナトリウム その他の高脂血症用剤 2189010F2027
メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 プロカテロール塩酸塩水和物 その他の気管支拡張剤 2259704G8037
メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回 プロカテロール塩酸塩水和物 その他の気管支拡張剤 2259704Y1020
メプチン吸入液０．０１％ プロカテロール塩酸塩水和物 その他の気管支拡張剤 2259704G1032
メマリーＯＤ錠２０ｍｇ メマンチン塩酸塩 その他の中枢神経系用薬 1190018F6025
メマリーＯＤ錠５ｍｇ メマンチン塩酸塩 その他の中枢神経系用薬 1190018F4022
メリスロン錠６ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩 その他の鎮暈剤 1339005F1296
メルカゾール錠５ｍｇ チアマゾール 抗甲状腺ホルモン製剤 2432001F1033
メレックス錠１ｍｇ メキサゾラム ベンゾジアゼピン系製剤 1124025F2024
メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 メロペネム水和物 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139400D2110
メロペン点滴用バイアル０．５ｇ メロペネム水和物 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139400D2030
モービック錠１０ｍｇ メロキシカム その他の解熱鎮痛消炎剤 1149035F2027
モーラステープ２０ｍｇ ケトプロフェン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649729S2169
モーラステープＬ４０ｍｇ ケトプロフェン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649729S3084
モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ ケトプロフェン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649729S5028
モーラスパップXR240mg ケトプロフェン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649729S6024
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 モサプリドクエン酸塩水和物 他に分類されない消化器官用薬 2399010F2067
モビプレップ配合内用剤 Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸、マクロ他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990102A1024
モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末 モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ系製剤 8114003X1073
モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」 モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ系製剤 8114401A1120
モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「第一三共」 モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ系製剤 8114401A2127
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 モンテルカストナトリウム その他のアレルギー用薬 4490026F2067
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ ウラシル、テガフール その他の代謝拮抗剤 4229100D4020
ユーエフティ配合カプセルＴ１００ ウラシル、テガフール その他の代謝拮抗剤 4229100M2035
ユーゼル錠２５ｍｇ ホリナートカルシウム その他の解毒剤 3929004F2021
ユービット錠１００ｍｇ 尿素（１３Ｃ） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290005F1037
ユナシン細粒小児用１０％ スルタミシリントシル酸塩水和物 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン 6131008C1033
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g タルク 他に分類されない腫瘍用薬 4299405D1022
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ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ テオフィリン キサンチン系製剤 2251001G1076
ユベラ錠５０ｍｇ トコフェロール酢酸エステル ビタミンＥ剤 3150002F1239
ユベラ軟膏 トコフェロール、ビタミンＡ油 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649805M1026
ユベラ顆粒２０％ トコフェロール酢酸エステル ビタミンＥ剤 3150002D1041
ユリーフOD錠4mg シロドシン その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590010F4022
ユリノーム錠５０ｍｇ ベンズブロマロン その他の痛風治療剤 3949002F2114
ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 ヨウ化カリウム ヨウ素化合物製剤；ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等 3221002L1074
ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 ヨウ素 その他の調剤用薬 2612702X1055
ヨーピス錠２．５ｍｇ ピコスルファートナトリウム水和物 その他の下剤、浣腸剤 2359005F1188
ライゾデグ配合注　フレックスタッチ インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）、インスリンアすい臓ホルモン剤 2492500G1025
ラキソベロン内用液０．７５％ ピコスルファートナトリウム水和物 その他の下剤、浣腸剤 2359005S1240
ラコールＮＦ配合経腸用液 その他のたん白アミノ酸製剤 3259118S1024
ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ エダラボン その他の中枢神経系用薬 1190401G1026
ラシックス細粒４％ フロセミド その他の利尿剤 2139005C1064
ラシックス注１００ｍｇ フロセミド その他の利尿剤 2139401A1033
ラシックス注２０ｍｇ フロセミド その他の利尿剤 2139401A2137
ラジレス錠１５０ｍｇ アリスキレンフマル酸塩 その他の血圧降下剤 2149047F1028
ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ エトポシド 抗腫瘍性植物成分製剤 4240403A2042
ラックビー微粒Ｎ ビフィズス菌 活性生菌製剤 2316014B1030
ラニラピッド錠０．１ｍｇ メチルジゴキシン ジギタリス系製剤 2113005F1030
ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ ペラミビル水和物 抗ウイルス剤 6250405A2039
ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」 ラベプラゾールナトリウム その他の消化性潰瘍用剤 2329028F1155
ラボナール注射用０．５ｇ チオペンタールナトリウム 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製1115400X2023
ラボナ錠５０ｍｇ ペントバルビタールカルシウム バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1125006F1030
ラミクタール錠１００ｍｇ ラモトリギン その他の抗てんかん剤、その他の精神神経用剤 1139009F4020
ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン その他の抗てんかん剤、その他の精神神経用剤 1139009F3024
ラミクタール錠小児用２ｍｇ ラモトリギン その他の抗てんかん剤 1139009F1021
ラミクタール錠小児用５ｍｇ ラモトリギン その他の抗てんかん剤 1139009F2028
ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ「ファイザー」 ラモセトロン塩酸塩 鎮吐剤 2391403A1076
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 ランソプラゾール その他の消化性潰瘍用剤 2329023F1110
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 ランソプラゾール その他の消化性潰瘍用剤 2329023F2116
ランタスＸＲ注ソロスター インスリングラルギン（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 2492416G3020
ランデル錠２０ エホニジピン塩酸塩エタノール付加物 その他の血圧降下剤 2149034F2027
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ランマーク皮下注１２０ｍｇ デノスマブ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999435A1020
リアルダ錠１２００ｍｇ メサラジン 他に分類されない消化器官用薬 2399009F4024
リーバクト配合経口ゼリー Ｌ－イソロイシン、Ｌ－バリン、Ｌ－ロイシン 混合アミノ酸製剤 3253003Q1029
リーバクト配合顆粒 Ｌ－イソロイシン、Ｌ－バリン、Ｌ－ロイシン 混合アミノ酸製剤 3253003D2031
リーマス錠１００ 炭酸リチウム その他の精神神経用剤 1179017F1056
リウマトレックスカプセル２ｍｇ メトトレキサート 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999016M1021
リオナ錠２５０ｍｇ クエン酸第二鉄水和物 その他の循環器官用薬 2190033F1022
リオレサール錠５ｍｇ バクロフェン その他の鎮けい剤 1249006F1054
リカバリンカプセル２５０ｍｇ トラネキサム酸 その他のアレルギー用薬、抗プラスミン剤 3327002M1290
リカルボン錠５０ｍｇ ミノドロン酸水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999026F2030
リキスミア皮下注３００μｇ リキシセナチド 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499415G1024
リクシアナOD錠30mg エドキサバントシル酸塩水和物 その他の血液凝固阻止剤 3339002F5025
リクシアナOD錠60mg エドキサバントシル酸塩水和物 その他の血液凝固阻止剤 3339002F6021
リクラスト点滴静注液５ｍｇ ゾレドロン酸水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999423A4027
リコモジュリン点滴静注用１２８００ トロンボモデュリンアルファ（遺伝子組換え） その他の血液凝固阻止剤 3339401D1027
リザベンカプセル１００ｍｇ トラニラスト その他のアレルギー用薬 4490002M1315
リザベン細粒１０％ トラニラスト その他のアレルギー用薬 4490002C1123
リザルミン静注５０００単位／５ｍＬ ダルテパリンナトリウム ヘパリン製剤 3334403A2119
リスパダール細粒１％ リスペリドン その他の精神神経用剤 1179038C1027
リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ リスペリドン その他の精神神経用剤 1179038S1021
リスペリドン錠１「ＭＥＥＫ」 リスペリドン その他の精神神経用剤 1179038F1040
リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」 リスペリドン その他の精神神経用剤 1179038S1080
リスミー錠２ｍｇ リルマザホン塩酸塩水和物 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 1129006F2028
リズミック錠１０ｍｇ アメジニウムメチル硫酸塩 その他の循環器官用薬 2190022F1024
リスモダンＰ静注５０ｍｇ ジソピラミドリン酸塩 その他の不整脈用剤 2129401A1070
リスモダンＲ錠１５０ｍｇ ジソピラミドリン酸塩 その他の不整脈用剤 2129005F1129
リタリン錠１０ｍｇ メチルフェニデート塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179009F1035
リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ／１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 リツキシマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291407A1027
リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ／５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 リツキシマブ（遺伝子組換え） その他の抗悪性腫瘍用剤 4291407A2023
リドカインテープ18mg「YP」 リドカイン キシリジン系製剤 1214701S1086
リドカイン注「ＮＭ」０．５％／２０ｍＬ リドカイン キシリジン系製剤 1214401A1035
リドカイン注「ＮＭ」１％／２０ｍＬ リドカイン キシリジン系製剤 1214401A3038
リドカイン注「ＮＭ」２％／２０ｍＬ リドカイン キシリジン系製剤 1214401A4034
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リパクレオンカプセル１５０ｍｇ パンクレリパーゼ 消化酵素製剤 2331007M1029
リバロＯＤ錠２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム水和物 その他の高脂血症用剤 2189016F5023
リピオドール４８０注１０ｍＬ ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル ヨウ素化合物製剤 7211404X1037
リピディル錠８０ｍｇ フェノフィブラート クロフィブラート系製剤 2183006F4020
リピトール錠１０ｍｇ アトルバスタチンカルシウム水和物 その他の高脂血症用剤 2189015F2020
リピトール錠５ｍｇ アトルバスタチンカルシウム水和物 その他の高脂血症用剤 2189015F1023
リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 リファンピシン リファンピシン製剤 6164001M1186
リフキシマ錠200mg リファキシミン 他に分類されない抗生物質製剤 6199001F1026
リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 レボカバスチン塩酸塩 その他の耳鼻科用剤 1329708Q1038
リボトリール細粒０．１％ クロナゼパム その他の抗てんかん剤 1139003C1044
リボトリール錠０．５ｍｇ クロナゼパム その他の抗てんかん剤 1139003F1040
リボトリール錠２ｍｇ クロナゼパム その他の抗てんかん剤 1139003F3043
リポバス錠５ シンバスタチン その他の高脂血症用剤 2189011F1025
リマプロストアルファデクス錠５μｇ「ＳＮ」 リマプロストアルファデクス その他の循環器官用薬 3399003F1120
リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５mg リュープロレリン酢酸塩 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499407G4029
リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499407G3030
リュープリン注射用１．８８ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499407D2038
リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499407G1054
リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）2499407G2050
リリカOD錠25mg プレガバリン その他の中枢神経系用薬 1190017F1029
リリカOD錠75mg プレガバリン その他の中枢神経系用薬 1190017F2025
リルテック錠５０ リルゾール その他の中枢神経系用薬 1190011F1021
リレンザ ザナミビル水和物 抗ウイルス剤 6250702G1028
リンゼス錠0.25mg リナクロチド 他に分類されない消化器官用薬 2399017F1020
リンデロン－ＶＧローション ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 2647709Q1040
リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル 副腎皮質ホルモン製剤 2646701M2156
リンデロン注２０ｍｇ（０．４％） ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 2454404A3067
リンデロン注２ｍｇ（０．４％） ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 2454404A1064
リンデロン注４ｍｇ（０．４％） ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 2454404A2060
リンベタＰＦ眼耳鼻科用液０．１％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム その他の耳鼻科用剤、眼科用コルチゾン製剤；コルチゾ1315706Q2110
リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素ナトリウム水その他の血液代用剤 3319407A1025
ルーラン錠４ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物 その他の精神神経用剤 1179043F1032
ルーラン錠８ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物 その他の精神神経用剤 1179043F2039
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ルコナック爪外用液5％ ルリコナゾール その他の化学療法剤 6290703Q1023
ルジオミール錠２５ｍｇ マプロチリン塩酸塩 その他の精神神経用剤 1179008F2029
ルセフィ錠２．５ｍｇ ルセオグリフロジン水和物 その他の糖尿病用剤 3969020F1020
ルセンティス硝子体内注射液１０ｍｇ／ｍＬ ラニビズマブ その他の眼科用剤 1319403A1036
ルティナス腟錠１００ｍｇ プロゲステロン プロゲステロン製剤 247770AH1025
ルナベル配合錠ＵＬＤ エチニルエストラジオール、ノルエチステロン 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 2482009F2020
ルネスタ錠２ｍｇ エスゾピクロン その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 1129010F2024
ルパフィン錠10mg ルパタジンフマル酸塩 その他のアレルギー用薬 4490034F1022
ルプラック錠４ｍｇ トラセミド その他の利尿剤 2139009F1026
ルプラック錠８ｍｇ トラセミド その他の利尿剤 2139009F2022
ルミガン点眼液０．０３％ ビマトプロスト その他の眼科用剤 1319757Q1027
ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ ブロダルマブ（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999441G1029
ルリッド錠１５０ ロキシスロマイシン その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 6149002F1029
レキソタン細粒１％ ブロマゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124020C1045
レギチーン注射液１０ｍｇ フェントラミンメシル酸塩 その他の循環器官用薬、その他の診断用薬（体外診断用7290404A1038
レキップＣＲ錠２ｍｇ ロピニロール塩酸塩 その他の抗パーキンソン剤 1169013G1022
レキップＣＲ錠８ｍｇ ロピニロール塩酸塩 その他の抗パーキンソン剤 1169013G2029
レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液UVツインバッグ1,000mL 腹膜透析用剤 3420433A1024
レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液UVツインバッグ1,500mL 腹膜透析用剤 3420433A2020
レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液シングルバッグ・機器専用5,000mL  腹膜透析用剤 3420433A5020
レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液UVツインバッグ1,000mL 腹膜透析用剤 3420434A1029
レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液UVツインバッグ1,500mL 腹膜透析用剤 3420434A2025
レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液シングルバッグ・機器専用5,000mL  腹膜透析用剤 3420434A5024
レクサプロ錠１０ｍｇ エスシタロプラムシュウ酸塩 その他の精神神経用剤 1179054F1022
レグナイト錠３００ｍｇ ガバペンチン　エナカルビル その他の中枢神経系用薬 1190020F1020
レグパラ錠１２．５ｍｇ シナカルセト塩酸塩 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999023F3025
レグパラ錠２５ｍｇ シナカルセト塩酸塩 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999023F1022
レスタミンコーワ錠１０ｍｇ ジフェンヒドラミン塩酸塩 ジフェンヒドラミン系製剤 4411001F1040
レスピア静注・経口液６０ｍｇ カフェインクエン酸塩 カフェイン系製剤 2115405A1021
レナデックス錠４ｍｇ デキサメタゾン フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 2454002F2023
レパーサ皮下注140mgシリンジ エボロクマブ（遺伝子組換え） その他の高脂血症用剤 2189401G1020
レバチオ錠２０ｍｇ シルデナフィルクエン酸塩 その他の循環器官用薬 2190028F1021
レバミピド錠100mg「オーツカ」 レバミピド その他の消化性潰瘍用剤 2329021F1331
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レブラミドカプセル５ｍｇ レナリドミド水和物 その他の腫瘍用薬 4291024M1024
レペタン注０．２ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 その他の解熱鎮痛消炎剤 1149403A1050
レベトールカプセル２００ｍｇ リバビリン 抗ウイルス剤 6250022M1021
レボトミン散１０％ レボメプロマジンマレイン酸塩 フェノチアジン系製剤 1172014B1033
レボトミン錠５ｍｇ レボメプロマジンマレイン酸塩 フェノチアジン系製剤 1172014F1043
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 レボフロキサシン水和物 ピリドンカルボン酸系製剤 6241013F3051
レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＰ」 レボホリナートカルシウム その他の解毒剤 3929407D2086
レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＰ」 レボホリナートカルシウム その他の解毒剤 3929407D1071
レボレード錠１２．５ｍｇ エルトロンボパグ　オラミン 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999028F1025
レミケード点滴静注用１００ インフリキシマブ（遺伝子組換え） その他の消化器官用薬 2399402F1026
レミッチOD錠2.5μg ナルフラフィン塩酸塩 その他の中枢神経系用薬 1190015F1020
レミナロン注射用１００ｍｇ ガベキサートメシル酸塩 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999403D1213
レミナロン注射用５００ｍｇ ガベキサートメシル酸塩 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999403D2031
レミニールＯＤ錠４ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩 その他の中枢神経系用薬 1190019F4027
レミニールＯＤ錠８ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩 その他の中枢神経系用薬 1190019F5023
レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 レミフェンタニル塩酸塩 その他の合成麻薬 8219401D1030
レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一三共」 レミフェンタニル塩酸塩 その他の合成麻薬 8219401D2036
レメロン錠１５ｍｇ ミルタザピン その他の精神神経用剤 1179051F1037
レルパックス錠２０ｍｇ エレトリプタン臭化水素酸塩 血管収縮剤 2160005F1021
レルベア１００エリプタ３０吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩、フルチカゾンフランその他の呼吸器官用薬 2290803G3020
レルベア２００エリプタ３０吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩、フルチカゾンフランその他の呼吸器官用薬 2290803G4027
レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム ベンゾジアゼピン系製剤 1124009F2025
ロイケリン散１０％ メルカプトプリン水和物 メルカプトプリン系製剤 4221001B1052
ロイコボリン錠５ｍｇ ホリナートカルシウム その他の解毒剤 3929004F1025
ロイコボリン注３ｍｇ ホリナートカルシウム その他の解毒剤 3929403A1034
ロイスタチン注８ｍｇ クラドリビン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291408A1021
ロイナーゼ注用５０００ Ｌ－アスパラギナーゼ その他の抗悪性腫瘍用剤 4291400A1033
ロートエキス散「ニッコー」 ロートエキス散 アルカロイド製剤 1249351B1192
ロキソニンゲル１％ ロキソプロフェンナトリウム水和物 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649735Q1020
ロキソニンテープ１００ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649735S3020
ロキソニンパップ１００ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649735S1028
ロキソニン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 その他の解熱鎮痛消炎剤 1149019F1560
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649735S3136
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ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 その他の解熱鎮痛消炎剤 1149019F1480
ロコアテープ エスフルルビプロフェン、ハッカ油 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649896S1022
ロコイドクリーム０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 副腎皮質ホルモン製剤 2646717N1083
ロシゾピロン細粒１０％ ゾテピン その他の精神神経用剤 1179024C1068
ロシゾピロン錠２５ｍｇ ゾテピン その他の精神神経用剤 1179024F1056
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 ロスバスタチンカルシウム その他の高脂血症用剤 2189017F3033
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 ロスバスタチンカルシウム その他の高脂血症用剤 2189017F4030
ロゼックスゲル0.75％ メトロニダゾール 他に分類されない外皮用薬 2699713Q1026
ロゼレム錠８ｍｇ ラメルテオン その他の中枢神経系用薬 1190016F1024
ロタリックス内用液 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン ウイルスワクチン類 631300AS1020
ロトリガ粒状カプセル２ｇ オメガ－３脂肪酸エチル その他の高脂血症用剤 2189019M1020
ロナセン錠２ｍｇ ブロナンセリン その他の精神神経用剤 1179048F1027
ロナセン錠４ｍｇ ブロナンセリン その他の精神神経用剤 1179048F2023
ロピオン静注５０ｍｇ フルルビプロフェンアキセチル その他の解熱鎮痛消炎剤 1149407A1040
ロペミンカプセル１ｍｇ ロペラミド塩酸塩 その他の止しゃ剤、整腸剤 2319001M1213
ロペミン小児用細粒０．０５％ ロペラミド塩酸塩 その他の止しゃ剤、整腸剤 2319001C1080
ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 ロミプロスチム（遺伝子組換え） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999430D1024
ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ロラゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124022F1083
ロレルコ錠２５０ｍｇ プロブコール その他の高脂血症用剤 2189008F1287
ロンゲス錠５ｍｇ リシノプリル水和物 アンジオテンシン変換酵素阻害剤、その他の血管拡張剤2144006F1030
ロンサーフ配合錠Ｔ１５ チピラシル塩酸塩、トリフルリジン その他の腫瘍用薬、他に分類されない腫瘍用薬 4299100F1026
ロンサーフ配合錠Ｔ２０ チピラシル塩酸塩、トリフルリジン その他の腫瘍用薬、他に分類されない腫瘍用薬 4299100F2022
ワーファリン錠０．５ｍｇ ワルファリンカリウム ジクマロール系製剤 3332001F3035
ワーファリン錠１ｍｇ ワルファリンカリウム ジクマロール系製剤 3332001F1024
ワーファリン錠５ｍｇ ワルファリンカリウム ジクマロール系製剤 3332001F2020
ワイスタール配合静注用１ｇ スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139500F2179
ワイドシリン細粒２０％ アモキシシリン水和物 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン 6131001C2100
ワイパックス錠０．５ ロラゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 1124022F1067
ワゴスチグミン注０．５ｍｇ ネオスチグミンメチル硫酸塩 ネオスチグミン系製剤 1233400A2024
ワコビタール坐剤３０ フェノバルビタールナトリウム バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1125700J3028
ワソラン錠４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩 冠血管拡張剤 2171008F1070
ワソラン静注５ｍｇ ベラパミル塩酸塩 その他の不整脈用剤 2129402A1040
ワンアルファ錠０．５μｇ アルファカルシドール 合成ビタミンＤ製剤 3112001F2051
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ワントラム錠１００ｍｇ トラマドール塩酸塩 その他の解熱鎮痛消炎剤 1149038G1020
ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ エフェドリン塩酸塩 アルカロイド製剤、エフェドリン及びマオウ製剤 2221400A2060
亜鉛華軟膏「ヨシダ」 亜鉛華軟膏 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649704M1180
亜硝酸アミル「第一三共」 亜硝酸アミル その他の血管拡張剤、その他の解毒剤 2179700X1031
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド 冠血管拡張剤 2171023F2127
一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 精製ツベルクリン 精製ツベルクリン 6393401X2028
液状フェノール「東豊」 液状フェノール その他の外皮用殺菌消毒剤 2619705X1270
塩化Ｃａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 塩化カルシウム水和物 ハロゲン化カルシウム製剤；塩化カルシウム、臭化カル 3215400A1061
塩化Ｎａ補正液２．５ｍＥｑ／ｍＬ 塩化ナトリウム その他の血液代用剤 3319403A2040
塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム その他の調剤用薬 7190701X1036
塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥＫ」 テルビナフィン塩酸塩 その他の寄生性皮ふ疾患用剤 2659710N1110
乾燥BCGワクチン（経皮用・１人用） BCG 細菌ワクチン類 631140BD3027
乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位「ニチヤク」 抗ＨＢｓ抗体 血漿分画製剤 6343423X1050
乾燥まむし抗毒素「化血研」 まむしウマ抗毒素 抗毒素類 6331412X1027
乾燥酵母エビオス 乾燥酵母 酵母製剤 2332001X1084
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン ウイルスワクチン類 631340AD1040
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 乾燥弱毒生水痘ワクチン ウイルスワクチン類 631340ED1022
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生風しんワクチン ウイルスワクチン類 631340BD1053
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生麻しんワクチン ウイルスワクチン類 631340DD1036
希塩酸「マルイシ」 希塩酸 酸類製剤；クエン酸リモナーデ等 2335001X1140
強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ２０ｍＬ Ｌ－システイン塩酸塩水和物、グリシン、グリチルリチンその他のアレルギー用薬、その他の肝臓疾患用剤 3919502G1077
強力ポステリザン（軟膏） ヒドロコルチゾン、大腸菌死菌浮遊液 その他の痔疾用剤 2559808M1020
経口用トロンビン細粒１万単位「サワイ」 トロンビン 臓器性止血製剤 3323001C1053
献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注０．５ｇ／１０ｍＬ 人免疫グロブリンＧ 血漿分画製剤 6343428A1050
献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注１０ｇ／２００ｍＬ 人免疫グロブリンＧ 血漿分画製剤 6343428A5021
献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注５ｇ／１００ｍＬ 人免疫グロブリンＧ 血漿分画製剤 6343428A4033
献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 血漿分画製剤 6343402X3035
献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ スルホ化人免疫グロブリンＧ 血漿分画製剤 6343400X3044
献血ベニロン－Ｉ静注用５００ｍｇ スルホ化人免疫グロブリンＧ 血漿分画製剤 6343400X1041
献血ポリグロビンＮ１０％静注２．５ｇ 人免疫グロブリンG 血漿分画製剤 6343427A6023
献血ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ 人免疫グロブリンＧ 血漿分画製剤 6343427A4039
光糖液５％／５％１００ｍＬ１瓶 ブドウ糖 ブドウ糖製剤 3231401A2040
光糖液５％／５％５０ｍＬ１瓶 ブドウ糖 ブドウ糖製剤 3231401Q6035
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抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 抗Ｄ（Ｒｈｏ）抗体含有人免疫グロブリンＧ 血漿分画製剤 6343407X2074
酸化マグネシウム原末「マルイシ」 酸化マグネシウム 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等、無機塩製剤；硫酸 2344002X1322
酸化亜鉛「ヨシダ」 酸化亜鉛 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649708X1257
次硝酸ビスマス「ニッコー」 次硝酸ビスマス ビスマス塩製剤；次硝酸ビスマス等 2315002X1215
治療用アレルゲンｴｷｽ皮下注｢ﾄﾘｲ｣ｱｶﾏﾂ花粉 治療用アレルゲンエキス皮下注 その他のアレルギー用薬 4490400A1045
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 治療用アレルゲンエキス皮下注 その他のアレルギー用薬 4490401A1040
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治療用アレルゲンエキス皮下注 その他のアレルギー用薬 4490401A1058
臭化カリウム「ヤマゼン」 臭化カリウム その他の抗てんかん剤、ブロム塩製剤；臭化カリウム等 1126001X1065
小児用バクシダール錠５０ｍｇ ノルフロキサシン ピリドンカルボン酸系製剤 6241005F3022
消毒用エタプロコール 消毒用エタノール アルコール製剤 2615705Q1064
硝酸銀「ホエイ」 硝酸銀 その他の眼科用剤 2663700X1039
新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム、無水リン酸二水素ナトリウム その他の下剤、浣腸剤 2359800J1035
親水クリーム「ニッコー」 親水クリーム 乳剤性基剤；精製ラノリン、親水軟膏等 7122704X1269
診断用アレルゲンスクラッチエキス「ﾄﾘｲ」 診断用アレルゲンエキス注射液 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290401A1026
診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣スギ花粉1：1000 診断用アレルゲン皮内エキス その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 7290400A1269
診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ治療用アレルゲンエキス皮下注、診断用アレルゲン皮内エその他のアレルギー用薬、その他の診断用薬（体外診断4490401A1031
診断用アレルゲン皮内エキス対照液｢トリイ｣ 診断用アレルゲン皮内エキス対照液 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） 729050AA1032
酢酸「ニッコー」 酢酸 有機酸製剤；トリクロル酢酸等 2661700X1298
水溶性プレドニン１０ｍｇ プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム プレドニゾロン系製剤 2456405D1027
水溶性プレドニン２０ｍｇ プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム プレドニゾロン系製剤 2456405D2023
生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液類 3311402G7050
生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液類 3311402G8056
生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液類 3311402P2040
生理食塩液「ヒカリ」／５００ｍｌ１瓶 塩化ナトリウム 生理食塩液類 3311401A7079
生理食塩液ＰＬ「フソー」／２Ｌ１袋 塩化ナトリウム 生理食塩液類 3311401H9037
生理食塩液ＰＬ「フソー」／５００ｍＬ１袋 塩化ナトリウム 生理食塩液類 3311401A7168
静注用キシロカイン２％ リドカイン その他の不整脈用剤 1214401A5022
大塚蒸留水／１Ｌ１瓶 注射用水 精製水類 7131400A6027
大塚蒸留水／２０ｍＬ１管 注射用水 精製水類 7131400A2129
大塚食塩注１０％／１０％２０ｍＬ１管 塩化ナトリウム 生理食塩液類 3311400A1068
大塚生食注／１００ｍｌ１瓶 塩化ナトリウム 生理食塩液類 3311401A3111
大塚生食注／１Ｌ１袋 塩化ナトリウム 生理食塩液類 3311401H1028
大塚生食注／２０ｍｌ１管 塩化ナトリウム 生理食塩液類 3311401A2026
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大塚生食注／２５０ｍｌ１瓶 塩化ナトリウム 生理食塩液類 3311401A5041
大塚生食注／５０ｍｌ１瓶 塩化ナトリウム 生理食塩液類 3311401H2059
大塚生食注ＴＮ／１００ｍＬ１キット 塩化ナトリウム 生理食塩液類 3311402G1027
大塚糖液１０％／１０％５００ｍＬ１袋 ブドウ糖 ブドウ糖製剤 3231401Q5020
大塚糖液２０％ ブドウ糖 ブドウ糖製剤 3231401H1033
大塚糖液５％／５％２０ｍＬ１管 ブドウ糖 ブドウ糖製剤 3231401A1094
大塚糖液５％／５％２５０ｍＬ１袋 ブドウ糖 ブドウ糖製剤 3231401J6029
大塚糖液５％／５％５００ｍＬ１袋 ブドウ糖 ブドウ糖製剤 3231401Q3028
大塚糖液５０％／５０％２００ｍＬ１袋 ブドウ糖 ブドウ糖製剤 3231401J3038
大塚糖液５０％／５０％５００ｍＬ１袋 ブドウ糖 ブドウ糖製剤 3231401J4034
大塚糖液７０％ ブドウ糖 ブドウ糖製剤 3231401J5030
単シロップ／丸石製薬 単シロップ シロップ製剤；単シロップ等 7142001X1015
単軟膏 単軟膏 油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等 7121709X1108
炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 炭酸リチウム その他の精神神経用剤 1179017F1048
炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 炭酸リチウム その他の精神神経用剤 1179017F2044
炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 炭酸水素ナトリウム 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等 2344004X1402
注射用イホマイド１ｇ イホスファミド クロルエチルアミン系製剤 4211402D1020
注射用エラスポール１００ シベレスタットナトリウム水和物 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999422D1020
注射用エンドキサン１００ｍｇ シクロホスファミド水和物 クロルエチルアミン系製剤 4211401D1033
注射用エンドキサン５００ｍｇ シクロホスファミド水和物 クロルエチルアミン系製剤 4211401D2021
注射用サイメリン５０ｍｇ ラニムスチン その他のアルキル化剤 4219402D1028
注射用ソル・メルコート１０００ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム プレドニゾロン系製剤 2456400D4066
注射用ソル・メルコート１２５ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム プレドニゾロン系製剤 2456400D2071
注射用ソル・メルコート４０ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム プレドニゾロン系製剤 2456400D1059
注射用ソル・メルコート５００ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム プレドニゾロン系製剤 2456400D3078
注射用フィルデシン１ｍｇ ビンデシン硫酸塩 抗腫瘍性植物成分製剤 4240402D1021
注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 ベンジルペニシリンカリウム ペニシリン系抗生物質製剤；天然ペニシリン・合成ペニ6111400D3051
注射用マキシピーム１ｇ セフェピム塩酸塩水和物 セフェム系抗生物質製剤 6132425D2020
注射用メソトレキセート５０ｍｇ メトトレキサート メトトレキサート製剤 4222400D2020
注射用蒸留水／２０ｍＬ１管 注射用蒸留水 精製水類 7131400A2021
注射用水 精製水類 7131400A6035
注射用水／５００ｍＬ１瓶／光製薬 注射用水 精製水類 7131400A5047
注射用水「フソー」／５ｍＬ１管 注射用水 精製水類 7131400A1106
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医薬品名 一般名 薬効分類 薬品コード
注射用水ＰＬ「フソー」／１００ｍＬ１瓶 注射用水 精製水類 7131400A4156
調剤用パンビタン末 アスコルビン酸、エルゴカルシフェロール、シアノコバラその他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除 3179121A1028
沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 沈降炭酸カルシウム 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等 2344007X1031
沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 沈降破傷風トキソイド トキソイド類 6322401G1020
低分子デキストランＬ注／５００ｍＬ１袋 デキストラン４０ その他の血液代用剤 3319536A3022
低分子デキストラン糖注 デキストラン４０ その他の血液代用剤 3319505A2020
糖液注５０％「第一三共」 ブドウ糖 ブドウ糖製剤 3231401H7120
動注用アイエーコール１００ｍｇ シスプラチン その他の抗悪性腫瘍用剤 4291401D1026
日点アトロピン点眼液１％ アトロピン硫酸塩水和物 散瞳剤；ホマトロピン等 1311706Q2022
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 乳酸カルシウム水和物 乳酸カルシウム製剤 3211001X1237
乳糖「ホエイ」 乳糖水和物 乳糖類 7111001X1191
乳糖水和物「ケンエー」 乳糖水和物 乳糖類 7111001X1086
乳糖水和物「ヨシダ」 乳糖水和物 乳糖類 7111001X1310
白色ワセリン／シオエ製薬 白色ワセリン 油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等 7121703X1135
無水エタノール注「フソー」 無水エタノール その他の抗悪性腫瘍用剤 4291411A1023
滅菌精製水「ケンエー」 滅菌精製水 精製水類 7131700X1049
薬用炭「日医工」 薬用炭 その他の止しゃ剤、整腸剤 2319003X1049
流動パラフィン「マルイシ」 流動パラフィン 油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等 7121718X1018
硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 硫酸マグネシウム水和物 マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシウム注射液等 1244401A1069
硫酸アトロピン「ホエイ」 アトロピン硫酸塩水和物 アトロピン系製剤、アルカロイド製剤 1242008X1058
硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファイザー」 ポリミキシンＢ硫酸塩 ポリミキシンＢ製剤 6126001F2034



2018.6.5 採用のある医療機器等一覧

医薬品名
アポカインインジェクター
ベルザーＵＷ冷保存液
アセサイド過酢酸消毒液　７５０ｍＬ
アセサイド６％消毒液　８００ｍＬ
アポカインインジェクター
イミグランスターターパック
カプセル（１号）
キャプディールＴＳＣＤトランスファーチューブセット
キャプディールカテーテルジョイント
キャプディールＴＳＣＤ交換キット
キャプディールPD接続チューブ交換キット　２セット/箱
ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩ｴﾀﾉｰﾙ消毒液1%「東豊」
月兎綿４ｘ４
薬用酸素　５００
ＣＡＰＤミニキャップキット
ＣＡＰＤディスコネクトＹセット
ＵＶディスコネクトＹセット
ＵＶディスコネクトキット
ジェントレット針　３０本
メディセーフ針　ＭＳ－ＧＮ４５３０
テルモシリンジ針付５
ハイポアルコ―ル　５００ｍＬ
ＣＡＰＤバッグ交換キット
ピオクタニン0.2％　250mL
ＢＤペンジェクター３
ピュアラビング　６０ｍＬ
ヒュ－マペンラグジュラ（レッド）
ヒュ－マペンラグジュラ（ゴールド）
ヒューマトローペン６ｍｇ
プッシュ綿棒Ｐ　Ｎｏ．１２
プラスチパック３０Ｇ　１００Ｕ
ヘキザックＡＬ１％綿棒１２
ベタウェイ
ペンニードルプラス３２Ｇ
ミルトン　４５０ｍＬ
ミルトン　３Ｌ
ゆめセットＵＶフラ５バック用
ワンタッチアクロランセット　３３Ｇ
ホームAPDシステム ゆめセット（つなぐ 5バッグ用セット）
ホームPDシステム つなぐセット キャップキット
ホームPDシステム つなぐセット (排液バッグ)
ナノパスニードルII（３４G）
メディセーフフィットチップ
ワンタッチベリオセンサー
グルテストNeoセンサー
フォリスチムペン
キャプディール排液用バッグＳ
マイホームぴこセットＴＳＣＤ
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