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区分 薬効分類番号 薬効分類 薬品名称 メーカー名
1 内 1124 催眠鎮静剤，抗不安剤 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬/メディサ新薬
2 内 1124 催眠鎮静剤，抗不安剤 エスタゾラム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業/日医工
3 内 1124 催眠鎮静剤，抗不安剤 ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業
4 内 1124 催眠鎮静剤，抗不安剤 セニラン錠２ｍｇ サンド/日本ジェネリック
5 内 1124 催眠鎮静剤，抗不安剤 トフィソパム錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
6 内 1124 催眠鎮静剤，抗不安剤 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工
7 内 1124 催眠鎮静剤，抗不安剤 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業
8 内 1124 催眠鎮静剤，抗不安剤 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬/メディサ新薬
9 内 1124 催眠鎮静剤，抗不安剤 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
10 内 1124 催眠鎮静剤，抗不安剤 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
11 内 1129 催眠鎮静剤，抗不安剤 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工
12 内 1129 催眠鎮静剤，抗不安剤 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品/和薬
13 内 1129 催眠鎮静剤，抗不安剤 塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 小林化工/ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
14 内 1139 抗てんかん剤 カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 共和薬品工業
15 内 1139 抗てんかん剤 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業
16 内 1139 抗てんかん剤 ゾニサミド散２０％「アメル」 共和薬品工業
17 内 1139 抗てんかん剤 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業
18 内 1139 抗てんかん剤 バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」 藤永製薬/第一三共
19 内 1139 抗てんかん剤 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品
20 内 1139 抗てんかん剤 バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ/小林化工
21 内 1139 抗てんかん剤 バルプロ酸ナトリウム徐放Ｕ顆粒４０％「アメル」 共和薬品工業/共和クリティケア
22 内 1139 抗てんかん剤 バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業
23 内 1141 解熱鎮痛消炎剤 カロナールシロップ２％ 昭和薬品化工/あゆみ製薬
24 内 1141 解熱鎮痛消炎剤 カロナール錠２００ 昭和薬品化工/あゆみ製薬
25 内 1141 解熱鎮痛消炎剤 カロナール錠５００ 昭和薬品化工/あゆみ製薬
26 内 1147 解熱鎮痛消炎剤 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 日医工/陽進堂
27 内 1149 解熱鎮痛消炎剤 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイヨー」 武田薬品工業/武田テバファーマ
28 内 1149 解熱鎮痛消炎剤 エトドラク錠２００ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬/日本ジェネリック
29 内 1149 解熱鎮痛消炎剤 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「テバ」 武田薬品工業/武田テバファーマ
30 内 1161 抗パーキンソン剤 アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 沢井製薬
31 内 1161 抗パーキンソン剤 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
32 内 1169 抗パーキンソン剤 エンタカポン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業
33 内 1169 抗パーキンソン剤 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
34 内 1169 抗パーキンソン剤 カルコーパ配合錠Ｌ１００ 共和薬品工業
35 内 1169 抗パーキンソン剤 プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「日医工」 日医工
36 内 1179 精神神経用剤 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
37 内 1179 精神神経用剤 アリピプラゾール散１％「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
38 内 1179 精神神経用剤 アリピプラゾール内用液分包３ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
39 内 1179 精神神経用剤 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ/エルメッドエーザイ
40 内 1179 精神神経用剤 オランザピン錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ
41 内 1179 精神神経用剤 オランザピン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ
42 内 1179 精神神経用剤 クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
43 内 1179 精神神経用剤 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
44 内 1179 精神神経用剤 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
45 内 1179 精神神経用剤 セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品
46 内 1179 精神神経用剤 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業/日本ジェネリック
47 内 1179 精神神経用剤 パロキセチン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業
48 内 1179 精神神経用剤 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬/日本ジェネリック
49 内 1179 精神神経用剤 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業
50 内 1179 精神神経用剤 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業
51 内 1179 精神神経用剤 リスペリドン細粒１％「ＭＥＥＫ」 小林化工/ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ/和薬
52 内 1179 精神神経用剤 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」 小林化工/ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ/和薬
53 内 1179 精神神経用剤 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業
54 内 1190 その他の中枢神経系用薬 タルチレリン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業
55 内 1190 その他の中枢神経系用薬 チアプリド細粒１０％「サワイ」 沢井製薬
56 内 1190 その他の中枢神経系用薬 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬/日本ジェネリック
57 内 1190 その他の中枢神経系用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
58 内 1190 その他の中枢神経系用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
59 内 1214 局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 日新製薬
60 内 1225 骨格筋弛緩剤 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠１２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
61 内 1249 鎮けい剤 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工
62 内 1249 鎮けい剤 ダクチラン錠５０ｍｇ 杏林製薬
63 内 1249 鎮けい剤 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 日医工
64 内 1339 鎮暈剤 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬/日本ジェネリック
65 内 1339 鎮暈剤 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 武田薬品工業/セオリアファーマ
66 内 2113 強心剤 メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ「タイヨー」 武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
67 内 2119 強心剤 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー/アステラス製薬
68 内 2119 強心剤 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬
69 内 2123 不整脈用剤 アテノロール錠５０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工/日医工ファーマ
70 内 2123 不整脈用剤 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「日医工」 日医工
71 内 2123 不整脈用剤 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 東和薬品/日医工
72 内 2129 不整脈用剤 アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ
73 内 2129 不整脈用剤 アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ
74 内 2129 不整脈用剤 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー/アステラス製薬
75 内 2129 不整脈用剤 ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬/日本ケミファ
76 内 2129 不整脈用剤 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「テバ」 武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファー
77 内 2129 不整脈用剤 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
78 内 2129 不整脈用剤 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
79 内 2129 不整脈用剤 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」 日医工
80 内 2129 不整脈用剤 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工
81 内 2132 利尿剤 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック
82 内 2133 利尿剤 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工
83 内 2139 利尿剤 アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬/日本ジェネリック
84 内 2139 利尿剤 イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 武田薬品工業/セオリアファーマ
85 内 2139 利尿剤 トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー/アステラス製薬
86 内 2139 利尿剤 トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー/アステラス製薬
87 内 2139 利尿剤 フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ
88 内 2139 利尿剤 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ
89 内 2139 利尿剤 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ
90 内 2144 血圧降下剤 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー
91 内 2144 血圧降下剤 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
92 内 2144 血圧降下剤 トランドラプリル錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
93 内 2144 血圧降下剤 ペリンドプリル錠４ｍｇ「日医工」 日医工
94 内 2144 血圧降下剤 リシノプリル錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
95 内 2149 血圧降下剤 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック
96 内 2149 血圧降下剤 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 大日本住友製薬/ＤＳファーマバイオメディカル
97 内 2149 血圧降下剤 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共/第一三共エスファ
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98 内 2149 血圧降下剤 カデチア配合錠ＨＤ「あすか」 武田薬品工業/あすか製薬
99 内 2149 血圧降下剤 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
100 内 2149 血圧降下剤 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
101 内 2149 血圧降下剤 カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 武田薬品工業/あすか製薬
102 内 2149 血圧降下剤 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
103 内 2149 血圧降下剤 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共/第一三共エスファ
104 内 2149 血圧降下剤 ニルバジピン錠４ｍｇ「日医工」 日医工
105 内 2149 血圧降下剤 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品
106 内 2149 血圧降下剤 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
107 内 2149 血圧降下剤 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
108 内 2149 血圧降下剤 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ
109 内 2149 血圧降下剤 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ
110 内 2171 血管拡張剤 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ
111 内 2171 血管拡張剤 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬
112 内 2171 血管拡張剤 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工
113 内 2171 血管拡張剤 ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
114 内 2171 血管拡張剤 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
115 内 2171 血管拡張剤 トラピジル錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
116 内 2171 血管拡張剤 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 日医工
117 内 2171 血管拡張剤 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 日本化薬
118 内 2171 血管拡張剤 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
119 内 2171 血管拡張剤 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
120 内 2171 血管拡張剤 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬/日本ジェネリック
121 内 2171 血管拡張剤 ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
122 内 2171 血管拡張剤 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬/メディサ新薬
123 内 2171 血管拡張剤 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 大興製薬/日本ジェネリック
124 内 2171 血管拡張剤 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
125 内 2183 高脂血症用剤 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬/扶桑薬品工業
126 内 2189 高脂血症用剤 ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ アルフレッサファーマ
127 内 2189 高脂血症用剤 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品
128 内 2189 高脂血症用剤 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
129 内 2189 高脂血症用剤 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
130 内 2189 高脂血症用剤 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共/第一三共エスファ
131 内 2190 その他の循環器官用薬 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 三和化学研究所/アステラス製薬
132 内 2190 その他の循環器官用薬 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬/日本ジェネリック
133 内 2190 その他の循環器官用薬 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工
134 内 2190 その他の循環器官用薬 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
135 内 2233 去たん剤 カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 高田製薬
136 内 2233 去たん剤 カルボシステインシロップ５％「タカタ」 高田製薬
137 内 2233 去たん剤 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品
138 内 2234 去たん剤 ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％「トーワ」 東和薬品
139 内 2234 去たん剤 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工
140 内 2239 去たん剤 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
141 内 2239 去たん剤 ムコサールドライシロップ１．５％ 日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
142 内 2241 鎮咳去たん剤 サリパラ液 丸石製薬
143 内 2251 気管支拡張剤 テオフィリンドライシロップ２０％「タカタ」 高田製薬
144 内 2251 気管支拡張剤 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
145 内 2251 気管支拡張剤 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
146 内 2259 気管支拡張剤 プロカテロール塩酸塩錠５０μ ｇ「サワイ」 沢井製薬
147 内 2316 止しゃ剤，整腸剤 ビオフェルミンＲ散 武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
148 内 2318 止しゃ剤，整腸剤 バリトゲン消泡内用液２％ 伏見製薬所
149 内 2319 止しゃ剤，整腸剤 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬/日本ジェネリック
150 内 2325 消化性潰瘍用剤 シメチジン細粒２０％「トーワ」 東和薬品
151 内 2325 消化性潰瘍用剤 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
152 内 2325 消化性潰瘍用剤 ファモチジン散１０％「サワイ」 沢井製薬
153 内 2325 消化性潰瘍用剤 ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医工」 東和薬品/日医工
154 内 2329 消化性潰瘍用剤 エカベトＮａ顆粒６６．７％「サワイ」 沢井製薬
155 内 2329 消化性潰瘍用剤 グリマック配合顆粒 沢井製薬
156 内 2329 消化性潰瘍用剤 スクラルファート内用液１０％「タイヨー」 武田薬品工業/武田テバファーマ
157 内 2329 消化性潰瘍用剤 スルピリドカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品/和薬
158 内 2329 消化性潰瘍用剤 テプレノン細粒１０％「サワイ」 沢井製薬
159 内 2329 消化性潰瘍用剤 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
160 内 2329 消化性潰瘍用剤 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工
161 内 2329 消化性潰瘍用剤 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
162 内 2329 消化性潰瘍用剤 レバミピド錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー
163 内 2344 制酸剤 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 吉田製薬/共創未来ファーマ
164 内 2349 制酸剤 マーロックス懸濁用配合顆粒 アステラス製薬/サノフィ
165 内 2354 下剤，浣腸剤 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品
166 内 2359 下剤，浣腸剤 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工
167 内 2359 下剤，浣腸剤 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・オー新薬/ファイザー/マイラン製
168 内 2362 利胆剤 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テバ」 武田薬品工業/武田テバファーマ
169 内 2399 その他の消化器官用薬 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
170 内 2399 その他の消化器官用薬 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
171 内 2399 その他の消化器官用薬 ドンペリドンドライシロップ小児用１％「日医工」 日医工
172 内 2399 その他の消化器官用薬 ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％「日医工」 日医工
173 内 2399 その他の消化器官用薬 メサラジン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工
174 内 2399 その他の消化器官用薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー/マイラン製薬
175 内 2399 その他の消化器官用薬 メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 武田薬品工業/武田テバファーマ
176 内 2399 その他の消化器官用薬 モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 日医工
177 内 2399 その他の消化器官用薬 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
178 内 2454 副腎ホルモン剤 デキサメサゾンエリキシル０．０１％「ニッシン」 日新製薬/和薬
179 内 2454 副腎ホルモン剤 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
180 内 2478 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工/ファイザー
181 内 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
182 内 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬
183 内 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬
184 内 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「タカタ」 高田製薬
185 内 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ
186 内 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ
187 内 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工
188 内 3112 ビタミンＡ及びＤ剤 カルフィーナ錠０．２５μ ｇ 共和薬品工業/マルホ
189 内 3112 ビタミンＡ及びＤ剤 カルフィーナ錠０．５μ ｇ 共和薬品工業/マルホ
190 内 3112 ビタミンＡ及びＤ剤 カルフィーナ錠１．０μ ｇ 共和薬品工業/マルホ
191 内 3136 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。） メコバラミン錠５００「トーワ」 共和薬品工業/東和薬品/和薬
192 内 3160 ビタミンＫ剤 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日医工」 日医工
193 内 3222 無機質製剤 インクレミンシロップ５％ アルフレッサファーマ
194 内 3222 無機質製剤 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
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195 内 3229 無機質製剤 ケーサプライ錠６００ｍｇ 佐藤薬品工業/アルフレッサファーマ
196 内 3321 止血剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１０％「日医工」 日医工
197 内 3321 止血剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 日医工
198 内 3321 止血剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」 日医工
199 内 3323 止血剤 経口用トロンビン細粒１万単位「サワイ」 沢井製薬
200 内 3399 その他の血液・体液用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 日医工/日医工サノフィ
201 内 3399 その他の血液・体液用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 日医工/日医工サノフィ
202 内 3399 その他の血液・体液用薬 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サンド」 サンド
203 内 3399 その他の血液・体液用薬 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品
204 内 3399 その他の血液・体液用薬 バイアスピリン錠１００ｍｇ バイエル薬品
205 内 3399 その他の血液・体液用薬 ベラプロストＮａ錠２０μ ｇ「サワイ」 沢井製薬
206 内 3399 その他の血液・体液用薬 リマプロストアルファデクス錠５μ ｇ「サワイ」 沢井製薬/メディサ新薬/日本ジェネリック
207 内 3929 解毒剤 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
208 内 3929 解毒剤 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 日医工
209 内 3943 痛風治療剤 アロプリノール錠１００ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ
210 内 3949 痛風治療剤 クエンメット配合錠 日本薬品工業
211 内 3949 痛風治療剤 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工
212 内 3961 糖尿病用剤 グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬/メディサ新薬/日本ジェネリック
213 内 3961 糖尿病用剤 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「三和」 三和化学研究所
214 内 3961 糖尿病用剤 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ
215 内 3969 糖尿病用剤 ナテグリニド錠３０ｍｇ「テバ」 武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファー
216 内 3969 糖尿病用剤 ナテグリニド錠９０ｍｇ「テバ」 武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファー
217 内 3969 糖尿病用剤 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ
218 内 3969 糖尿病用剤 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ
219 内 3969 糖尿病用剤 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「日医工」 日医工
220 内 3969 糖尿病用剤 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「日医工」 日医工
221 内 3969 糖尿病用剤 ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
222 内 3992 他に分類されない代謝性医薬品 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 日医工
223 内 3999 他に分類されない代謝性医薬品 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー/マイラン製薬
224 内 3999 他に分類されない代謝性医薬品 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー
225 内 3999 他に分類されない代謝性医薬品 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬/メディサ新薬
226 内 3999 他に分類されない代謝性医薬品 シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ＢＭＤ」 富士製薬工業/日本ジェネリック/ビオメディクス
227 内 3999 他に分類されない代謝性医薬品 シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ＢＭＤ」 富士製薬工業/日本ジェネリック/ビオメディクス
228 内 3999 他に分類されない代謝性医薬品 タクロリムスカプセル１ｍｇ「サンド」 ニプロファーマ/サンド
229 内 3999 他に分類されない代謝性医薬品 メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
230 内 3999 他に分類されない代謝性医薬品 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
231 内 4219 アルキル化剤 テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬
232 内 4219 アルキル化剤 テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬
233 内 4229 代謝拮抗剤 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ 岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
234 内 4229 代謝拮抗剤 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ 岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
235 内 4291 その他の腫瘍用薬 エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬
236 内 4291 その他の腫瘍用薬 タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＭＹＬ」 マイランＥＰＤ
237 内 4291 その他の腫瘍用薬 ビカルタミド錠８０ｍｇ「あすか」 武田薬品工業/あすか製薬
238 内 4291 その他の腫瘍用薬 フルタミド錠１２５「ＫＮ」 小林化工/ヤクルト本社
239 内 4291 その他の腫瘍用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
240 内 4413 抗ヒスタミン剤 メキタジン錠３ｍｇ「日医工」 日医工
241 内 4420 刺激療法剤 ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工
242 内 4490 その他のアレルギー用薬 アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ「日医工」 日医工
243 内 4490 その他のアレルギー用薬 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業
244 内 4490 その他のアレルギー用薬 エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワイ」 沢井製薬
245 内 4490 その他のアレルギー用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
246 内 4490 その他のアレルギー用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品
247 内 4490 その他のアレルギー用薬 オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「トーワ」 東和薬品
248 内 4490 その他のアレルギー用薬 スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬/日本ジェネリック
249 内 4490 その他のアレルギー用薬 トラニラストカプセル１００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬/日本ジェネリック/ニプロＥＳファー
250 内 4490 その他のアレルギー用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 日医工/日医工サノフィ
251 内 4490 その他のアレルギー用薬 プランルカストＤＳ１０％「サワイ」 沢井製薬
252 内 4490 その他のアレルギー用薬 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
253 内 4490 その他のアレルギー用薬 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ
254 内 4490 その他のアレルギー用薬 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬/共創未来ファーマ
255 内 4490 その他のアレルギー用薬 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬/日本ジェネリック
256 内 6113 主としてグラム陽性菌に作用するもの バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工/ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
257 内 6131 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ
258 内 6132 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「サワイ」 沢井製薬
259 内 6132 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

260 内 6149
主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作
用するもの

アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」 高田製薬

261 内 6149
主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作
用するもの

アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬

262 内 6149
主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作
用するもの

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬

263 内 6149
主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作
用するもの

クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「タカタ」 大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬

264 内 6149
主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作
用するもの

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タカタ」 大原薬品工業/高田製薬

265 内 6149
主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作
用するもの

クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「タカタ」 大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬

266 内 6152
主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，ク
ラミジアに作用するもの

ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」 日医工/日医工ファーマ

267 内 6152
主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，ク
ラミジアに作用するもの

ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工/日医工ファーマ

268 内 6164 主として抗酸菌に作用するもの リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 ニプロ/サンド/日本ジェネリック
269 内 6219 サルファ剤 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工/日医工ファーマ
270 内 6241 合成抗菌剤 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工
271 内 6241 合成抗菌剤 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％「タカタ」 高田製薬
272 内 6241 合成抗菌剤 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共/第一三共エスファ
273 内 6241 合成抗菌剤 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共/第一三共エスファ
274 内 6250 抗ウイルス剤 アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
275 内 6250 抗ウイルス剤 アシクロビル顆粒４０％「サワイ」 沢井製薬
276 内 6250 抗ウイルス剤 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ/シオノケミカル
277 内 6250 抗ウイルス剤 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
278 内 6250 抗ウイルス剤 バラシクロビル顆粒５０％「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
279 内 6250 抗ウイルス剤 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共/第一三共エスファ
280 内 6290 その他の化学療法剤 イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬/日本ケミファ
281 内 6290 その他の化学療法剤 テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥＫ」 小林化工/ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ/和薬
282 内 6290 その他の化学療法剤 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サンド」 サンド
283 内 7213 Ｘ線造影剤 バリエース発泡顆粒 伏見製薬所
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284 外 1119 全身麻酔剤 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 ファイザー/マイラン製薬
285 外 1147 解熱鎮痛消炎剤 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬/日本ジェネリック
286 外 1147 解熱鎮痛消炎剤 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＣＨ」 長生堂製薬/日本ジェネリック
287 外 1214 局所麻酔剤 キシロカインポンプスプレー８％ アストラゼネカ/アスペンジャパン
288 外 1214 局所麻酔剤 リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業/メディキット
289 外 1315 眼科用剤 フルオロメトロン０．０２％点眼液Ｔ 日東メディック/杏林製薬/キョーリンリメディオ

290 外 1315 眼科用剤 フルオロメトロン０．１％点眼液Ｔ
日東メディック/杏林製薬/日医工/キョーリンリ
メディオ

291 外 1319 眼科用剤 イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％「サワイ」 沢井製薬/わかもと製薬
292 外 1319 眼科用剤 オフサロン点眼液 わかもと製薬
293 外 1319 眼科用剤 オペリード１．１眼粘弾剤１％ 資生堂/武田薬品工業
294 外 1319 眼科用剤 カリーユニ点眼液０．００５％ 参天製薬
295 外 1319 眼科用剤 カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わかもと」 日東メディック/わかもと製薬
296 外 1319 眼科用剤 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ファイザー」 ファイザー/マイラン製薬
297 外 1319 眼科用剤 チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 杏林製薬/キョーリンリメディオ
298 外 1319 眼科用剤 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」 ファイザー
299 外 1319 眼科用剤 ビスコート０．５眼粘弾剤 日本アルコン
300 外 1319 眼科用剤 プラノプロフェン点眼液０．１％「日新」 三和化学研究所/日新製薬
301 外 1319 眼科用剤 プロビスク０．８５眼粘弾剤１％ 日本アルコン
302 外 1319 眼科用剤 ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 テイカ製薬/日新製薬/日本ジェネリック
303 外 1319 眼科用剤 ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＳ」 日新製薬
304 外 1319 眼科用剤 レボカバスチン点眼液０．０２５％「ファイザー」 ファイザー
305 外 1319 眼科用剤 レボフロキサシン点眼液１．５％「日新」 日新製薬
306 外 1329 耳鼻科用剤 クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「ファイザー」 ファイザー/マイラン製薬
307 外 1329 耳鼻科用剤 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 武田薬品工業/セオリアファーマ
308 外 1329 耳鼻科用剤 フルチカゾン点鼻液２５μ ｇ小児用「アメル」５６噴霧用 共和薬品工業
309 外 2171 血管拡張剤 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
310 外 2234 去たん剤 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
311 外 2259 気管支拡張剤 クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 沢井製薬
312 外 2260 含嗽剤 アズノールうがい液４％ 日本新薬/日本点眼薬研究所
313 外 2260 含嗽剤 ポビドンヨードガーグル液７％「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
314 外 2357 下剤，浣腸剤 グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ 帝國製薬/日医工/テイコクメディックス
315 外 2357 下剤，浣腸剤 グリセリン浣腸「オヲタ」６０ 帝國製薬/日医工/テイコクメディックス
316 外 2357 下剤，浣腸剤 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ 帝國製薬/日医工/テイコクメディックス
317 外 2399 その他の消化器官用薬 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
318 外 2399 その他の消化器官用薬 オルテクサー口腔用軟膏０．１％ ビーブランド・メディコーデンタル/日本ジェネ
319 外 2399 その他の消化器官用薬 デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ 日本化薬
320 外 2399 その他の消化器官用薬 ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬/日本ジェネリック
321 外 2399 その他の消化器官用薬 ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬/日本ジェネリック
322 外 2399 その他の消化器官用薬 メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック
323 外 2454 副腎ホルモン剤 ステロネマ注腸３ｍｇ 日医工
324 外 2529 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業
325 外 2612 外皮用殺菌消毒剤 ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
326 外 2612 外皮用殺菌消毒剤 ポピヨドンゲル１０％ 吉田製薬
327 外 2612 外皮用殺菌消毒剤 ポピヨドン液１０％ 吉田製薬
328 外 2615 外皮用殺菌消毒剤 エコ消エタ消毒液 吉田製薬
329 外 2619 外皮用殺菌消毒剤 ０．０５％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬
330 外 2619 外皮用殺菌消毒剤 ５％ヘキザック液 吉田製薬

331 外 2619 外皮用殺菌消毒剤 キンサールＧ－１０液
エビス製薬/日興製薬/日興製薬販売/クリーン
ケミカル

332 外 2619 外皮用殺菌消毒剤 ハイポエタノール液２％「ニッコー」 日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売

333 外 2634 化膿性疾患用剤 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」
武田薬品工業/日本ジェネリック/和薬/武田テ
バファーマ

334 外 2639 化膿性疾患用剤 ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 東和薬品
335 外 2639 化膿性疾患用剤 ナジフロキサシンローション１％「トーワ」 東和薬品
336 外 2646 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「タイヨー」 武田薬品工業/武田テバファーマ
337 外 2646 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％「テイコク」 帝國製薬/日医工

338 外 2649 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ＭＳ温シップ「タイホウ」
岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業/帝國製薬/日医
工/日本化薬/三笠製薬/テイコクメディックス

339 外 2649 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ＭＳ冷シップ「タイホウ」
岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業/テイカ製薬/日
医工/久光製薬/三笠製薬/テイコクメディックス

340 外 2649 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 インドメタシン外用液１％「日医工」 日医工/日医工ファーマ

341 外 2649 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」
帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネ
リック

342 外 2649 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」
帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネ
リック

343 外 2649 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 スミルスチック３％ 三笠製薬/大正富山医薬品
344 外 2649 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ボチシート２０％ 帝國製薬/日医工
345 外 2649 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 ニプロ/ニプロファーマ
346 外 2649 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユートク」 久光製薬/祐徳薬品工業
347 外 2649 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユートク」 久光製薬/祐徳薬品工業
348 外 2649 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「日医工」 日医工

349 外 2649 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」
エビス製薬/健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日
興製薬販売

350 外 2652 寄生性皮ふ疾患用剤 ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊
吉田製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品
/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山善
製薬/メルク製薬

351 外 2655 寄生性皮ふ疾患用剤 ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 日本ジェネリック
352 外 2659 寄生性皮ふ疾患用剤 塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥＫ」 小林化工/ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ/和薬
353 外 2669 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） ベギンクリーム２０％ 藤永製薬/第一三共

354 外 2699 その他の外皮用薬 イソジンシュガーパスタ軟膏
塩野義製薬/ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ/ムンディ
ファーマ

355 外 2710 歯科用局所麻酔剤 オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ 昭和薬品化工
356 外 2710 歯科用局所麻酔剤 ジンジカインゲル２０％ 白水貿易
357 外 2790 その他の歯科口腔用薬 サージカルパック口腔用 昭和薬品化工
358 外 3325 止血剤 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エンド・ジョンソン
359 外 3325 止血剤 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン・エンド・ジョンソン
360 外 6250 抗ウイルス剤 アシクロビル軟膏５％「テバ」 武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファー
361 外 6250 抗ウイルス剤 ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 沢井製薬/日医工
362 外 7212 Ｘ線造影剤 エネマスター注腸散 伏見製薬所

363 外 7290
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除
く。）

フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ 昭和薬品化工/あゆみ製薬

364 注 1119 全身麻酔剤 １％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬
365 注 1119 全身麻酔剤 １％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬
366 注 1119 全身麻酔剤 １％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬
367 注 1124 催眠鎮静剤，抗不安剤 ジアゼパム注射液１０ｍｇ「タイヨー」 武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
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368 注 1149 解熱鎮痛消炎剤 ブプレノルフィン注０．２ｍｇ「日新」 日新製薬
369 注 1190 その他の中枢神経系用薬 エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
370 注 1214 局所麻酔剤 オリベス点滴用１％ 塩野義製薬/高田製薬
371 注 1214 局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩注１％「日新」 日新製薬/富士フイルムファーマ
372 注 1214 局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩注２％「日新」 日新製薬
373 注 1229 骨格筋弛緩剤 ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業/丸石製薬
374 注 1229 骨格筋弛緩剤 ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／２．５ｍＬ「マルイシ」 丸石製薬
375 注 1229 骨格筋弛緩剤 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」 丸石製薬
376 注 1242 鎮けい剤 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 テルモ
377 注 1242 鎮けい剤 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「日医工」 日医工/日医工ファーマ
378 注 2119 強心剤 ドパミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイヨー」 武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
379 注 2119 強心剤 ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー/マイラン製薬
380 注 2119 強心剤 ドブポン注０．３％シリンジ テルモ/協和発酵キリン
381 注 2119 強心剤 ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業/丸石製薬
382 注 2119 強心剤 塩酸ドパミン注キット６００ 持田製薬/共和クリティケア
383 注 2129 不整脈用剤 アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー/アステラス製薬
384 注 2129 不整脈用剤 ピルシカイニド塩酸塩静注５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂/ニプロ/和薬
385 注 2129 不整脈用剤 ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タイヨー」 武田薬品工業/武田テバファーマ
386 注 2129 不整脈用剤 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 テルモ
387 注 2133 利尿剤 カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
388 注 2139 利尿剤 フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 武田薬品工業/武田テバファーマ
389 注 2149 血圧降下剤 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 日医工
390 注 2149 血圧降下剤 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日医工」 日医工
391 注 2171 血管拡張剤 ジルチアゼム塩酸塩静注用５０ｍｇ「日医工」 日医工/日医工ファーマ
392 注 2171 血管拡張剤 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
393 注 2171 血管拡張剤 ミオコール静注５ｍｇ トーアエイヨー/アステラス製薬
394 注 2171 血管拡張剤 ミオコール点滴静注５０ｍｇ トーアエイヨー/アステラス製薬
395 注 2171 血管拡張剤 硝酸イソソルビド注５ｍｇ／１０ｍＬ「タカタ」 高田製薬
396 注 2190 その他の循環器官用薬 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
397 注 2190 その他の循環器官用薬 アルプロスタジル注１０μ ｇシリンジ「サワイ」 沢井製薬
398 注 2190 その他の循環器官用薬 アルプロスタジル注５μ ｇシリンジ「サワイ」 沢井製薬
399 注 2190 その他の循環器官用薬 グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 光製薬
400 注 2190 その他の循環器官用薬 グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 光製薬
401 注 2190 その他の循環器官用薬 タンデトロン注射用２０ 高田製薬/日本化薬
402 注 2219 呼吸促進剤 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「テバ」 武田薬品工業/武田テバファーマ
403 注 2234 去たん剤 ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
404 注 2325 消化性潰瘍用剤 ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 日新製薬
405 注 2325 消化性潰瘍用剤 ラニチジン注射液１００ｍｇ「タイヨー」 武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
406 注 2329 消化性潰瘍用剤 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ
407 注 2391 その他の消化器官用薬 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＮＫ」 高田製薬/日本化薬
408 注 2391 その他の消化器官用薬 ラモセトロン塩酸塩注射液０．３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ/高田製薬
409 注 2399 その他の消化器官用薬 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 武田薬品工業/武田テバファーマ
410 注 2451 副腎ホルモン剤 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 テルモ

411 注 2452 副腎ホルモン剤 サクシゾン注射用１００ｍｇ
武田薬品工業/興和創薬/興和テバ/武田テバ
薬品/武田テバファーマ

412 注 2452 副腎ホルモン剤 サクシゾン注射用３００ｍｇ
武田薬品工業/興和創薬/興和テバ/武田テバ
薬品/武田テバファーマ

413 注 2454 副腎ホルモン剤 デキサート注射液１．６５ｍｇ 富士製薬工業
414 注 2454 副腎ホルモン剤 デキサート注射液６．６ｍｇ 富士製薬工業
415 注 2456 副腎ホルモン剤 注射用ソル・メルコート１０００ 富士製薬工業
416 注 2456 副腎ホルモン剤 注射用ソル・メルコート１２５ 富士製薬工業
417 注 2456 副腎ホルモン剤 注射用ソル・メルコート４０ 富士製薬工業
418 注 2456 副腎ホルモン剤 注射用ソル・メルコート５００ 富士製薬工業
419 注 2492 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含 インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 日本イーライリリー
420 注 2499 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含 オクトレオチド皮下注１００μ ｇ「あすか」 武田薬品工業/あすか製薬
421 注 2499 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含 ジノプロスト注射液１０００μ ｇ「Ｆ」 富士製薬工業
422 注 2499 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」 武田薬品工業/あすか製薬
423 注 2531 子宮収縮剤 パルタンＭ注０．２ｍｇ 持田製薬
424 注 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ウテロン点滴静注液５０ｍｇ サンド
425 注 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「日医工」 日医工/日医工ファーマ
426 注 3136 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。） メコバラミン注５００μ ｇ「ＮＰ」 ニプロ
427 注 3179 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除 ビタジェクト注キット テルモ
428 注 3229 無機質製剤 ミネリック－５配合点滴静注シリンジ 沢井製薬/ニプロ
429 注 3253 たん白アミノ酸製剤 ヒカリレバン注 光製薬/マイラン製薬
430 注 3253 たん白アミノ酸製剤 ヒカリレバン注 光製薬/マイラン製薬
431 注 3299 その他の滋養強壮薬 イントラリポス輸液１０％ 大塚製薬/大塚製薬工場
432 注 3299 その他の滋養強壮薬 イントラリポス輸液２０％ 大塚製薬/大塚製薬工場
433 注 3311 血液代用剤 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロ
434 注 3311 血液代用剤 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロ
435 注 3311 血液代用剤 生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 ニプロ
436 注 3311 血液代用剤 生食溶解液キットＨ ニプロ/光製薬
437 注 3311 血液代用剤 生食溶解液キットＨ 大塚製薬/ニプロ/光製薬
438 注 3319 血液代用剤 ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ
439 注 3319 血液代用剤 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 陽進堂
440 注 3319 血液代用剤 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 陽進堂
441 注 3319 血液代用剤 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂
442 注 3319 血液代用剤 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂
443 注 3319 血液代用剤 アセトキープ３Ｇ注 ニプロ/共和クリティケア
444 注 3319 血液代用剤 サヴィオゾール輸液 大塚製薬/大塚製薬工場
445 注 3319 血液代用剤 ソリューゲンＦ注 ニプロ/光製薬/共和クリティケア
446 注 3321 止血剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１００ｍｇ「日医工」 日医工
447 注 3321 止血剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液２５ｍｇ「日医工」 日医工
448 注 3334 血液凝固阻止剤 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 大塚製薬/大塚製薬工場
449 注 3334 血液凝固阻止剤 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 大塚製薬/大塚製薬工場
450 注 3334 血液凝固阻止剤 ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＰ」 ニプロ
451 注 3334 血液凝固阻止剤 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」 持田製薬
452 注 3399 その他の血液・体液用薬 フィルグラスチムＢＳ注１５０μ ｇシリンジ「モチダ」 持田製薬/持田製薬販売
453 注 3399 その他の血液・体液用薬 フィルグラスチムＢＳ注３００μ ｇシリンジ「モチダ」 持田製薬/持田製薬販売
454 注 3399 その他の血液・体液用薬 フィルグラスチムＢＳ注７５μ ｇシリンジ「モチダ」 持田製薬/持田製薬販売
455 注 3929 解毒剤 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品
456 注 3929 解毒剤 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品
457 注 3999 他に分類されない代謝性医薬品 エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣＲ」 キッセイ薬品工業/ＪＣＲファーマ
458 注 3999 他に分類されない代謝性医薬品 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「タカタ」 高田製薬
459 注 3999 他に分類されない代謝性医薬品 ガベキサートメシル酸塩静注用１００ｍｇ「日医工」 日医工
460 注 3999 他に分類されない代謝性医薬品 ガベキサートメシル酸塩静注用５００ｍｇ「日医工」 日医工
461 注 3999 他に分類されない代謝性医薬品 シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「ニプロ」 ニプロ
462 注 3999 他に分類されない代謝性医薬品 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「日医工」 日医工
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463 注 3999 他に分類されない代謝性医薬品 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「日医工」 日医工/持田製薬
464 注 3999 他に分類されない代謝性医薬品 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「日医工」 日医工/持田製薬
465 注 3999 他に分類されない代謝性医薬品 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
466 注 4223 代謝拮抗剤 フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 東和薬品
467 注 4223 代謝拮抗剤 フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品
468 注 4224 代謝拮抗剤 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」 日本化薬
469 注 4224 代謝拮抗剤 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 日本化薬
470 注 4224 代謝拮抗剤 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 武田薬品工業/武田テバファーマ
471 注 4224 代謝拮抗剤 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 武田薬品工業/武田テバファーマ
472 注 4235 抗腫瘍性抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」 日本化薬
473 注 4235 抗腫瘍性抗生物質製剤 ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サンド」 サンド
474 注 4235 抗腫瘍性抗生物質製剤 ドキソルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ「サンド」 サンド
475 注 4240 抗腫瘍性植物成分製剤 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ホスピーラ」 ファイザー/持田製薬/ホスピーラ・ジャパン/和
476 注 4240 抗腫瘍性植物成分製剤 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ホスピーラ」 ファイザー/持田製薬/ホスピーラ・ジャパン/和
477 注 4240 抗腫瘍性植物成分製剤 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 サンド
478 注 4240 抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ
479 注 4240 抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ
480 注 4240 抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
481 注 4240 抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
482 注 4240 抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル注射液１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
483 注 4240 抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
484 注 4291 その他の腫瘍用薬 オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ／２０ｍＬ「ホスピーラ」 ファイザー/持田製薬
485 注 4291 その他の腫瘍用薬 オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ／１０ｍＬ「ホスピーラ」 ファイザー/持田製薬
486 注 4291 その他の腫瘍用薬 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
487 注 4291 その他の腫瘍用薬 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
488 注 4291 その他の腫瘍用薬 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
489 注 4291 その他の腫瘍用薬 シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 日医工
490 注 4291 その他の腫瘍用薬 シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 日医工
491 注 4291 その他の腫瘍用薬 リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 サンド/協和発酵キリン
492 注 4291 その他の腫瘍用薬 リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 サンド/協和発酵キリン
493 注 6119 主としてグラム陽性菌に作用するもの テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品
494 注 6123 主としてグラム陰性菌に作用するもの イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」 日医工
495 注 6131 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 日医工
496 注 6132 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セファゾリンＮａ注射用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロ
497 注 6132 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」 日医工/ニプロ
498 注 6132 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフォチアム静注用１ｇバッグ「日医工」 日医工/日医工ファーマ
499 注 6132 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフタジジム静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬
500 注 6132 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ「日医工」 日医工
501 注 6132 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 日医工
502 注 6132 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 ニプロ
503 注 6132 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロ
504 注 6132 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ
505 注 6139 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの スルバシリン静注用０．７５ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
506 注 6139 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
507 注 6139 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ワイスタール配合静注用０．５ｇ ニプロ
508 注 6139 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ ニプロ

509 注 6152
主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，ク
ラミジアに作用するもの

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

510 注 6241 合成抗菌剤 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」 第一三共/第一三共エスファ
511 注 6250 抗ウイルス剤 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
512 注 7219 Ｘ線造影剤 イオパーク３００注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業/コニカミノルタ
513 注 7219 Ｘ線造影剤 オイパロミン３００注１００ｍＬ 富士製薬工業/コニカミノルタ
514 注 7219 Ｘ線造影剤 オイパロミン３００注２０ｍＬ 富士製薬工業/コニカミノルタ
515 注 7219 Ｘ線造影剤 オイパロミン３７０注１００ｍＬ 富士製薬工業/コニカミノルタ
516 注 7219 Ｘ線造影剤 オイパロミン３７０注２０ｍＬ 富士製薬工業/コニカミノルタ
517 注 7219 Ｘ線造影剤 オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業/コニカミノルタ
518 注 7223 機能検査用試薬 プロチレリン酒石酸塩注０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ

519 注 7290
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除
く。）

フルオレサイト静注５００ｍｇ ノバルティスファーマ/日本アルコン

520 注 8219 合成麻薬 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」 ヤンセンファーマ
521 注 8219 合成麻薬 フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤンセン」 ヤンセンファーマ
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