
関西労災病院 採用医薬品一覧 作成日：2017/12/1

内用

外用
薬品名 薬効分類 個別医薬品コード

外用 0.5％ラポテックアルコール(W)液 その他の外皮用殺菌消毒剤 2619702Q1167
外用 ５０％イソプロピルアルコール
内服 ５－ＦＵ錠５０ｍｇ 代謝拮抗剤 （フルオロウラシル系製剤） 4223003F1031
自己注射 BDﾏｲｸﾛﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｽ【32G×4mm】14本/袋
内服 Ｄ－ソルビトール内用液65％｢ﾏﾙｲｼ｣ 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990001S2031
内服 ｌ－メントール その他の矯味，矯臭，着色剤 7149004X1052
内服 ＭＳコンチン錠［３０ｍｇ］ あへんアルカロイド系麻薬 （モルヒネ系製剤） 8114004G2023
内服 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ あへんアルカロイド系麻薬 （モルヒネ系製剤） 8114004G1027
外用 ＭＳ温シップ「ﾀｲﾎｳ」20g５枚入 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649843S1039
内服 ＰＬ配合顆粒（１ｇ） 総合感冒剤 1180107D1131
内服 ｱｰｶﾞﾒｲﾄ20％ｾﾞﾘｰ25g(ﾘﾝｺﾞﾌﾚｰﾊﾞｰ付) その他の循環器官用薬 2190016Q2026
内服 アーテン散１％ その他の抗パーキンソン剤 1169002B1078
内服 アーテン錠２ｍｇ その他の抗パーキンソン剤 1169001F1024
内服 アイクルシグ錠１５ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291048F1020
内服 アイトロール錠２０ｍｇ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171023F2020
内服 アイピーディカプセル１００ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490016M2020
内服 アイピーディドライシロップ５％ その他のアレルギー用薬 4490016R1020
外用 アイファガン点眼液０．１％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319761Q1023
内服 アイミクス配合錠HD その他の血圧降下剤 2149118F2026
内服 アキネトン細粒１％ 抗パーキンソン剤 （ビペリデン製剤） 1162001C1043
内服 アキネトン錠１ｍｇ 抗パーキンソン剤 （ビペリデン製剤） 1162001F1066
外用 アクアチムクリーム１％１０ｇ その他の化膿性疾患用剤 2639700N1032
外用 アクアチムローション１％２０ｍＬ その他の化膿性疾患用剤 2639700Q1055
外用 アクトシン軟膏３０ｇ 他に分類されない外皮用薬 2699703M1039
内服 アクトス錠１５ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969007F1024
外用 アクリノール液０．１％ その他の外皮用殺菌消毒剤 2619700Q1168
内服 アグリリンカプセル０．５ｍｇ 他に分類されない腫瘍用薬 4299003M1020
内服 アコファイド錠１００ｍｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399015F1020
内服 アサコール錠４００ｍｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399009F3028
内服 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ その他のサルファ剤 6219001H1056
内服 アシテアﾀﾞﾆ舌下錠【３００単位】 その他のアレルギー用薬 4490030F2020
内服 アシテアﾀﾞﾆ舌下錠＜１００単位＞ その他のアレルギー用薬 4490030F1024
内服 アシノン錠１５０ｍｇ 消化性潰瘍用剤 （Ｈ２遮断剤） 2325005F1031
内服 アジルバ錠２０ｍｇ その他の血圧降下剤 2149048F1022
内服 アストフィリン配合錠 その他の鎮咳剤 2229111F1047
外用 アズノール軟膏０．０３３％２０ｇ その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649716M1042
外用 アズノール軟膏５００ｇ その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649716M1042
内服 アスパラ－CA錠２００ｍｇ カルシウム剤 （有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。）；果糖リン酸カルシウム等） 3214001F1020
内服 アスパラカリウム錠３００ｍｇ その他の無機質製剤 3229005F1080
内服 アスピリン 解熱鎮痛消炎剤 （サリチル酸系製剤；アスピリン等） 1143001X1201
内服 アスペノンカプセル１０ｍｇ その他の不整脈用剤 2129004M1026
内服 アスベリンシロップ０．５％ その他の鎮咳去たん剤 2249003Q1048
内服 アセトアミノフェン原末「ﾏﾙｲｼ」 解熱鎮痛消炎剤 （アニリン系製剤；メフェナム酸，フルフェナム酸等） 1141001X1096
内服 アゼプチン錠１ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490004F2028
内服 アゼルニジピン錠16mg「ﾄｰﾜ」 その他の血圧降下剤 2149043F2123

・薬品名順に並んでいます。

・作成日時点で処方できる医薬品のリストです。

　（採用中止決定分も在庫があるうちは掲載されます。)

　（院内のみに処方できる医薬品は掲載していません。）

・薬効分類は日本標準商品分類番号（個別医薬品コードの上4桁）に基づいて分類、表示しています。
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関西労災病院 採用医薬品一覧 作成日：2017/12/1

内用

外用
薬品名 薬効分類 個別医薬品コード

内服 アゾセミド錠３０ｍｇ「JG」 その他の利尿剤 2139008F2044
外用 アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL/本) その他の眼科用剤 1319821Q1027
内服 アダプチノール錠５ｍｇ その他の眼科用剤 1319004F1035
内服 アダラートCR錠10mg 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171014G3022
内服 アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179019M1046
内服 アテノロール錠２５ｍｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 不整脈用剤 （β－遮断剤） 2123011F1317
内服 アデホスコーワ顆粒（１ｇ） 他に分類されない代謝性医薬品 （アデノシン製剤） 3992001D1059
内服 アデムパス錠０．５ｍｇ その他の循環器官用薬 2190034F1027
外用 アドエア１００ディスカス60吸入用 その他の呼吸器官用薬 2290800G4031
外用 アドエア２５０ディスカス60吸入用 その他の呼吸器官用薬 2290800G5038
内服 アドシルカ錠２０ｍｇ その他の循環器官用薬 2190030F1029
内服 アドソルビン原末 制酸剤 （アルミニウム化合物製剤；水酸化アルミニウム，ケイ酸アルミニウム等） 2343002X1058
内服 アドナ錠【３０ｍｇ】 止血剤 （カルバゾクロム系製剤） 3321002F2366
内服 アドナ錠１０ｍｇ 止血剤 （カルバゾクロム系製剤） 3321002F1092
外用 アドフィードﾊﾟｯﾌﾟ４０mg（７枚入） その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649732S1130
外用 アトラント軟膏１％１０ｇ 寄生性皮ふ疾患用剤 （イミダゾール系製剤） 2655711M1039
内服 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 その他の高脂血症用剤 2189015F2089
内服 アナフラニール錠【２５ｍｇ】 精神神経用剤 （イミプラミン系製剤） 1174002F2025
内服 アナフラニール錠１０ｍｇ 精神神経用剤 （イミプラミン系製剤） 1174002F1029
外用 アネトカインゼリー2%　50mL 局所麻酔剤 （キシリジン系製剤） 1214700P1062
外用 アネトカインビスカス2%　100mL 局所麻酔剤 （キシリジン系製剤） 1214001S1038
外用 アノーロエリプタ３０吸入用 その他の気管支拡張剤 2259806G2028
自己注射 アピドラ注ｿﾛｽﾀｰ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492418G1027
内服 アビリット錠５０ｍｇ その他の消化性潰瘍用剤 2329009F1179
内服 アフィニトール錠５ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291023F1020
外用 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399707D1030
内服 アプルウェイ錠20mg その他の糖尿病用剤 3969021F1024
内服 アプレゾリン錠１０ｍｇ 血圧降下剤 （ヒドララジン製剤） 2142004F1053
内服 アヘンチンキ１０％ あへんアルカロイド系麻薬 （あへんチンキ及びエキス類製剤） 8113001S1037
内服 アボルブカプセル0.5㎎ 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499011M1027
内服 アマリール錠【３ｍｇ】 糖尿病用剤 （スルフォニル尿素系製剤） 3961008F2027
内服 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠100mg｢TE｣ その他の不整脈用剤 2129010F1065
内服 アミティーザカプセル24μg その他の下剤，浣腸剤 2359006M1025
内服 アミノレバンＥＮ配合散（５０ｇ） その他のたん白アミノ酸製剤 3259108B1039
内服 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171022F4036
内服 アメナリーフ錠２００ｍｇ 抗ウイルス剤 6250046F1028
内服 アモキサンカプセル２５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179001M2026
内服 アモキサン細粒１０％ その他の精神神経用剤 1179001C1024
内服 アモキシシリンｶﾌﾟｾﾙ250mg「NP」 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン） 6131001M2343
外用 アラセナ－Ａ軟膏３％２ｇ 抗ウイルス剤 6250700M1189
外用 ｱﾗﾐｽﾄ点鼻液27.5μg56噴霧用 その他の耳鼻科用剤 1329711Q1021
内服 アリセプトＤ錠【５ｍｇ】 その他の中枢神経系用薬 1190012F4025
内服 アリセプトＤ錠≪１０ｍｇ≫ その他の中枢神経系用薬 1190012F6028
内服 アリセプトＤ錠３ｍｇ その他の中枢神経系用薬 1190012F3029
内服 アリナミンＦ糖衣錠【２５ｍｇ】 ビタミンＢ１剤 （ビタミンＢ１誘導体製剤） 3122007F2039
内服 アリミデックス錠１ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291010F1031
内服 アルケラン錠２ｍｇ その他のアルキル化剤 4219002F1034
内服 アルタットカプセル７５ｍｇ 消化性潰瘍用剤 （Ｈ２遮断剤） 2325004M1087
内服 アルドメット錠２５０ｍｇ 血圧降下剤 （メチルドパ製剤） 2145001F2040
内服 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ【1μg】｢ｻﾜｲ｣ ビタミンＡ及びＤ剤 （合成ビタミンＤ製剤） 3112001M3014
内服 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μg｢ｻﾜｲ」 ビタミンＡ及びＤ剤 （合成ビタミンＤ製剤） 3112001M1011
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関西労災病院 採用医薬品一覧 作成日：2017/12/1

内用

外用
薬品名 薬効分類 個別医薬品コード

外用 アルメタ軟膏５ｇ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646727M1022
内服 アレグラ錠【６０ｍｇ】 その他のアレルギー用薬 4490023F1024
内服 アレグラ錠３０ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490023F2020
内服 アレジオンドライシロップ１％ その他のアレルギー用薬 4490014R1021
内服 アレジオン錠２０ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490014F2021
外用 アレジオン点眼液０．０５％５ｍL その他の眼科用剤 1319762Q1028
内服 アレセンサカプセル１５０ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291032M3021
内服 アレビアチン散１０％ 抗てんかん剤 （ヒダントイン系製剤） 1132002B1060
内服 アレビアチン錠１００ｍｇ 抗てんかん剤 （ヒダントイン系製剤） 1132002F2017
外用 アレベール吸入用溶解液0.125% その他の気管支拡張剤 2259801X1037
内服 アロチノロール塩酸塩錠10mg｢DSP｣ 不整脈用剤 （β－遮断剤） 2123014F2201
内服 アロプリノール錠１００ｍｇ｢ｹﾐﾌｧ｣ 痛風治療剤 （アロプリノール製剤） 3943001F1543
内服 アロマシン錠２５ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291012F1022
内服 アンジュ２８ その他の避妊剤 254910BF4054
外用 アンテベートローション0.05％10g 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646730Q1026
外用 アンテベート軟膏0.05%５ｇ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646730M1059
外用 アンヒバ坐剤【２００㎎】 解熱鎮痛消炎剤 （アニリン系製剤；メフェナム酸，フルフェナム酸等） 1141700J3110
外用 アンヒバ坐剤１００㎎ 解熱鎮痛消炎剤 （アニリン系製剤；メフェナム酸，フルフェナム酸等） 1141700J2130
外用 アンペック坐剤１０ｍｇ あへんアルカロイド系麻薬 （モルヒネ系製剤） 8114700J1023
内服 イーケプラ錠５００ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139010F2020
内服 イーシー・ドパール配合錠 その他の抗パーキンソン剤 1169100F1052
内服 イーフェンバッカル錠５０μｇ その他の合成麻薬 8219001K5023
外用 イオウ その他の寄生性皮ふ疾患用剤 2659700X1036
外用 イオウ・カンフルローション１００mL その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） 2669700X1016
内服 イグザレルト錠【１５ｍｇ】 その他の血液凝固阻止剤 3339003F2020
内服 イグザレルト錠１０ｍｇ その他の血液凝固阻止剤 3339003F1024
内服 イクスタンジカプセル40mg その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291031M1024
外用 イクセロンﾊﾟｯﾁ［９ｍｇ］ その他の中枢神経系用薬 1190700S2025
外用 イクセロンﾊﾟｯﾁ《１３．５ｍｇ》 その他の中枢神経系用薬 1190700S3021
外用 イクセロンﾊﾟｯﾁ【１８ｍｇ】 その他の中枢神経系用薬 1190700S4028
外用 イクセロンﾊﾟｯﾁ４．５ｍｇ その他の中枢神経系用薬 1190700S1029
内服 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg「ｻﾜｲ」 他に分類されない血液・体液用薬 3399004M4068
内服 イスコチン錠１００ｍｇ 抗結核剤 （イソニアジド系製剤） 6222001F3037
内服 イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ その他の利尿剤 2139001S2032
内服 イトラコナゾール錠５０ｍｇ｢科研｣ その他の化学療法剤 6290004F1062
内服 イトリゾール内用液１％ その他の化学療法剤 6290004S1028
外用 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ 抗ウイルス剤 6250703G1022
自己注射 イノレット３０Ｒ注300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492413G5046
内服 イフェクサーＳＲカプセル【７５ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179055N2028
内服 イフェクサーＳＲカプセル37.5mg その他の精神神経用剤 1179055N1021
内服 イミグラン錠５０ｍｇ 血管収縮剤 2160003F1022
内服 イムセラカプセル０．５ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999029M1029
内服 イムブルビカカプセル１４０ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291043M1027
内服 イムラン錠５０ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999005F1059
内服 イメンドカプセル１２５ｍｇ その他の消化器官用薬 （鎮吐剤） 2391008M2028
内服 イメンドカプセル８０ｍｇ その他の消化器官用薬 （鎮吐剤） 2391008M1021
内服 イリボー錠５μg 他に分類されない消化器官用薬 2399014F2022
内服 イルベタン錠１００ｍｇ その他の血圧降下剤 2149046F2038
内服 イレッサ錠２５０ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291013F1027
内服 インヴェガ錠【６ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179053G2020
内服 インヴェガ錠３ｍｇ その他の精神神経用剤 1179053G1023
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関西労災病院 採用医薬品一覧 作成日：2017/12/1

内用

外用
薬品名 薬効分類 個別医薬品コード

内服 インクレミンシロップ５％ 無機質製剤 （鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）） 3222012Q1030
自己注射 ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492420G1024
外用 インタール吸入液１％ ２ｍＬ その他の気管支拡張剤 2259701G1063
内服 インタール細粒１０％（０．５ｇ） その他のアレルギー用薬 4490001C1056
外用 インタール点眼液２％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319717Q1308
外用 インタール点鼻液９．５ｍＬ その他の耳鼻科用剤 1329700Q1210
内服 インテバンＳＰカプセル２５ｍｇ 解熱鎮痛消炎剤 （インドメタシン製剤） 1145002N1145
外用 インテバンクリーム５０ｇ その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649719N1106
内服 インデラル錠１０ｍｇ 不整脈用剤 （β－遮断剤） 2123008F1048
内服 インプロメン細粒１％ その他の精神神経用剤 1179028C1066
内服 インプロメン錠【３ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179028F2026
内服 インプロメン錠１ｍｇ その他の精神神経用剤 1179028F1020
内服 インライタ錠【５ｍｇ】 その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291027F2025
内服 インライタ錠1ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291027F1029
内服 ウインタミン細粒１０％ 精神神経用剤 （クロルプロマジン製剤） 1171005C1024
内服 ウェールナラ配合錠 混合ホルモン剤 （卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製剤） 2482010F1026
内服 ヴォトリエント錠２００ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291028F1023
内服 ウチダの八味丸M（20丸/包） 漢方製剤 5200120L1029
内服 ウテメリン錠５ｍｇ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590004F1192
内服 ウプトラビ錠０．２ｍｇ その他の循環器官用薬 2190037F1020
内服 ウブレチド錠５ｍｇ 自律神経剤 （四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブロミド等） 1231014F1054
内服 ウラリット－Ｕ配合散（１ｇ） その他の痛風治療剤 3949101A1149
内服 ウラリット配合錠 その他の痛風治療剤 3949101F1073
内服 ウリアデック錠４０ｍｇ その他の痛風治療剤 3949004F2024
内服 ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590013F2023
内服 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg「ﾄｰﾜ」 利胆剤 （胆汁酸製剤） 2362001F2220
外用 ウルティブロ吸入用カプセル その他の気管支拡張剤 2259805G1027
外用 ウレパールｸﾘｰﾑ１０％２０ｇ その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） 2669701N1044
内服 ウロカルン錠２２５ｍｇ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590001F1024
外用 エイゾプト懸濁性点眼液1%5mL その他の眼科用剤 1319748Q1036
内服 エースコール錠２ｍｇ 血圧降下剤 （アンジオテンシン変換酵素阻害剤） 2144009F2022
外用 エキザルベ５ｇ その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649852M1020
内服 エクア錠５０ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969011F1020
内服 エクジェイド懸濁用錠５００ｍｇ その他の解毒剤 3929008X2025
内服 エクセグラン散２０％ その他の抗てんかん剤 1139005B1048
内服 エクセグラン錠１００ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139005F1023
内服 エクメット配合錠ＨＤ その他の糖尿病用剤 3969104F2025
外用 エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 その他の気管支拡張剤 2259713G2020
外用 エコリシン眼軟膏３．５ｇ その他の眼科用剤 1319800M1023
外用 エストラーナテープ０．７２ｍｇ 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 （エストラジオール系製剤） 2473700S2076
内服 エストラサイトカプセル156.7mg その他のアルキル化剤 4219003M1054
内服 エストリール錠１ｍｇ 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 （エストリオール系製剤） 2475001F3033
外用 エストリール膣錠０．５ｍｇ その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） 2529701H1058
内服 エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 その他の精神神経用剤 1179025F1182
内服 エディロールカプセル０．７５μｇ ビタミンＡ及びＤ剤 （合成ビタミンＤ製剤） 3112006M2029
内服 エトドラク錠２００ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149032F2139
内服 エナラプリルマレイン酸塩錠５mg｢CH｣ 血圧降下剤 （アンジオテンシン変換酵素阻害剤） 2144002F2268
内服 エネーボ配合経腸用液(250mL/缶) その他のたん白アミノ酸製剤 3259119S1029
内服 エバステルＯＤ錠１０ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490019F4027
内服 エパデールＳ９００ 他に分類されない血液・体液用薬 3399004M4025
内服 エパルレスタット錠５０ｍｇ｢EK｣ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999013F1061
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内服 エビスタ錠６０ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999021F1023
内服 エビプロスタット配合錠DB その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590100X2046
自己注射 エピペン注射液【0.3mg】 副腎ホルモン剤 （エピネフリン製剤） 2451402G3026
自己注射 エピペン注射液0.15mg 副腎ホルモン剤 （エピネフリン製剤） 2451402G2020
内服 エビリファイOD錠【１２ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179045F6025
内服 エビリファイ錠３ｍｇ その他の精神神経用剤 1179045F1023
内服 エビリファイ内用液0.1％(3mL/包) その他の精神神経用剤 1179045S1021
内服 エフィエント錠【２０ｍｇ】 他に分類されない血液・体液用薬 3399009F4029
内服 エフィエント錠３．７５ｍｇ 他に分類されない血液・体液用薬 3399009F1020
内服 エプジコム配合錠 抗ウイルス剤 6250102F1031
内服 エブトール錠１２５ｍｇ 抗結核剤 （エタンブトール製剤） 6225001F1036
内服 エフピーＯＤ錠２．５ その他の抗パーキンソン剤 1169010F2020
内服 エブランチルカプセル１５ｍｇ その他の血圧降下剤 2149020N1031
内服 エボザックカプセル３０ｍｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399012M1026
内服 エミレース錠３ｍｇ その他の精神神経用剤 1179036F1024
内服 エリキュース錠【５ｍｇ】 その他の血液凝固阻止剤 3339004F2025
内服 エリキュース錠２．５ｍｇ その他の血液凝固阻止剤 3339004F1029
内服 エリスパン錠０．２５ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124019F1030
内服 エリスロシン錠１００ｍｇ 主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの （エリスロマイシン製剤） 6141004F1038
内服 エレンタール配合内用剤（８０ｇ） その他のたん白アミノ酸製剤 3259103B1036
内服 エンシュア・リキッド２５０ｍＬ その他のたん白アミノ酸製剤 3259109S1025
内服 エンタカポン錠１００ｍｇ「ＫＮ」 その他の抗パーキンソン剤 1169014F1048
内服 エンドキサン錠５０ｍｇ アルキル化剤 （クロルエチルアミン系製剤） 4211002F1044
自己注射 エンブレル皮下注【50ｍｇ】シリンジ1.0mL 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999424G2021
自己注射 エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999424G1025
外用 オイラックスＨクリーム５ｇ その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649800N1029
外用 オイラックスクリーム１０％１０ｇ その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649722N1027
内服 オーラノフィン錠3mg「ｻﾜｲ」 刺激療法剤 4420001F1082
外用 オキサロールﾛｰｼｮﾝ２５μg/g その他の外皮用薬 （外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等） 2691702Q1020
外用 オキサロール軟膏２５μg/g その他の外皮用薬 （外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等） 2691702M1036
内服 オキシコンチン錠１０ｍｇ その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119002G2020
内服 オキシコンチン錠２０ｍｇ その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119002G3027
内服 オキシコンチン錠４０ｍｇ その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119002G4023
内服 オキシコンチン錠５ｍｇ その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119002G1024
外用 オキシドール 外皮用殺菌消毒剤 （過酸化物製剤；オキシドール，過マンガン酸カリウム等） 2614700X1298
外用 オキナゾール膣錠６００ｍｇ その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） 2529709H2042
内服 オキノーム散＜２．５ｍｇ＞ その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119002B2023
内服 オキノーム散5mg その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119002B3020
内服 オゼックス細粒小児用１５％ 合成抗菌剤 （ピリドンカルボン酸系製剤） 6241010C1024
内服 オダイン錠１２５ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291005F1057
内服 オテズラ錠【３０ｍｇ】 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999042F3028
内服 オテズラ錠＜１０ｍｇ＞ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999042F1025
内服 オテズラ錠２０ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999042F2021
内服 オノンカプセル１１２．５ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490017M1036
内服 オノンドライシロップ１０％ その他のアレルギー用薬 4490017R1033
内服 オフェブカプセル＜１００ｍｇ＞ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999039M1022
内服 オフェブカプセル１５０ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999039M2029
内服 オプスミット錠１０ｍｇ その他の循環器官用薬 2190035F1021
内服 オプソ内服液【１０ｍｇ】 あへんアルカロイド系麻薬 （モルヒネ系製剤） 8114005S2020
内服 オプソ内服液５ｍｇ あへんアルカロイド系麻薬 （モルヒネ系製剤） 8114005S1024
内服 オペプリムカプセル５００ｍｇ 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499006M1026
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内服 オラスポア小児用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ１０％ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （セフェム系抗生物質製剤） 6132006R1093
外用 オラドールトローチ０．５ｍｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399712E1053
外用 ｵﾗﾈｼﾞﾝ液1.5％消毒用ｱﾌﾟﾘｹｰﾀ25mL その他の外皮用殺菌消毒剤 2619717Q3026
内服 オラペネム小児用細粒１０％ その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139002C1026
内服 オランザピンOD錠【５ｍｇ】｢明治｣ その他の精神神経用剤 1179044F4141
内服 オランザピンOD錠２．５ｍｇ｢明治｣ その他の精神神経用剤 1179044F6128
外用 オリブ油 軟膏基剤 （油脂性基剤；ワセリン，パラフィン等） 7121704X1016
外用 オルセノン軟膏３０ｇ 他に分類されない外皮用薬 2699702M1034
内服 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ その他の血圧降下剤 2149044F6026
内服 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 その他のアレルギー用薬 4490025F4073
内服 オングリザ錠５ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969017F2024
外用 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ その他の気管支拡張剤 2259710G1020
内服 カイトリル錠２ｍｇ その他の消化器官用薬 （鎮吐剤） 2391002F2021
内服 ガスコン錠４０ｍｇ 止しゃ剤，整腸剤 （ジメチコン製剤） 2318001F1063
内服 ガスター散１０％ 消化性潰瘍用剤 （Ｈ２遮断剤） 2325003B1022
内服 ガストローム顆粒６６．７％（1.5g） その他の消化性潰瘍用剤 2329026D1031
内服 ガスモチン散１％ 他に分類されない消化器官用薬 2399010B1034
内服 ガスロンＮ･OD錠４ｍｇ その他の消化性潰瘍用剤 2329020F4026
外用 カタリンＫ点眼用０．００５％ その他の眼科用剤 1319706Q1075
内服 カチーフＮ錠５ｍｇ ビタミンＫ剤 3160001F1311
外用 ガチフロ点眼液0.3%5mL その他の眼科用剤 1319749Q1030
外用 カデックス軟膏０．９％４０ｇ 他に分類されない外皮用薬 2699704M1025
内服 カナグル錠１００ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969022F1029
内服 ガナトン錠５０ｍｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399008F1020
内服 カナマイシンカプセル２５０mg明治 主としてグラム陰性菌に作用するもの （アミノ糖系抗生物質製剤） 6123003M1042
内服 カナマイシンシロップ５％明治 主としてグラム陰性菌に作用するもの （アミノ糖系抗生物質製剤） 6123003Q1044
内服 カバサール錠【１ｍｇ】 その他の抗パーキンソン剤 1169011F2024
内服 カバサール錠０．２５ｍｇ その他の抗パーキンソン剤 1169011F1028
内服 ガバペン錠３００ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139007F2029
内服 カムリードカプセル２５μｇ その他の消化性潰瘍用剤 2329025M1029
内服 ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100mg「ﾄｰﾜ｣ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999003F1360
内服 カリメート経口液２０％(25g/包) その他の循環器官用薬 2190016S1027
内服 カルデナリン錠【４ｍｇ】 その他の血圧降下剤 2149026F4025
内服 カルデナリン錠１ｍｇ その他の血圧降下剤 2149026F2022
内服 カルナクリン錠２５ その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （循環ホルモン剤） 2491001F5056
内服 カルベジロール錠【10mg】「ｻﾜｲ」 その他の血圧降下剤 2149032F1099
内服 カルベジロール錠2.5mg「ｻﾜｲ」 その他の血圧降下剤 2149032F4039
内服 カルボシステインＤＳ５０％｢ﾄｰﾜ｣ 去たん剤 （システイン系製剤） 2233002R2061
内服 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ小児用5％｢ﾄｰﾜ｣ 去たん剤 （システイン系製剤） 2233002Q1124
内服 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 去たん剤 （システイン系製剤） 2233002F2111
内服 カロナールシロップ２％ 解熱鎮痛消炎剤 （アニリン系製剤；メフェナム酸，フルフェナム酸等） 1141007Q1048
内服 カロナール細粒２０％ 解熱鎮痛消炎剤 （アニリン系製剤；メフェナム酸，フルフェナム酸等） 1141007C1075
内服 カロナール錠２００ｍｇ 解熱鎮痛消炎剤 （アニリン系製剤；メフェナム酸，フルフェナム酸等） 1141007F1063
内服 カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」 その他の血圧降下剤 2149040F3037
外用 キサラタン点眼液0.005％2.5ｍＬ その他の眼科用剤 1319739Q1037
外用 キシロカイン液「４％」(100mL/本) 局所麻酔剤 （キシリジン系製剤） 1214700Q1033
内服 キックリンカプセル２５０ｍｇ その他の循環器官用薬 2190032M1027
内服 キプレスチュアブル錠５ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490026F1044
内服 キプレス細粒４ｍｇ（０．５ｇ） その他のアレルギー用薬 4490026C1021
外用 キュバール１００エアゾール その他の気管支拡張剤 2259703Y1025
内服 キョーリンＡＰ２配合顆粒 その他の解熱鎮痛消炎剤 1149108D1039
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外用 キンダベート軟膏0.05％５ｇ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646722M1100
内服 クエン酸第一鉄Na錠５０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 無機質製剤 （鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）） 3222013F1157
内服 グラクティブ錠【５０ｍｇ】 その他の糖尿病用剤 3969010F2022
内服 グラクティブ錠２５ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969010F1026
内服 グラケーカプセル１５ｍｇ ビタミンＫ剤 3160002M2028
内服 クラシエ乙字湯エキス細粒3g 漢方製剤 5200012C1069
内服 ｸﾗｼｴ加味逍遙散料エキス細粒2g 漢方製剤 5200017C1061
内服 クラシエ葛根湯エキス細粒2.5g 漢方製剤 5200013C1080
内服 ｸﾗｼｴ桂枝加芍薬湯ｴｷｽ錠（3錠/包） 漢方製剤 5200032F1046
内服 ｸﾗｼｴ五苓散料エキス錠（3錠/包） 漢方製剤 5200048F1063
内服 クラシエ柴朴湯エキス細粒2.5g 漢方製剤 5200054C1038
内服 クラシエ柴苓湯エキス細粒2.7g 漢方製剤 5200055C1032
内服 クラシエ十味敗毒湯エキス細粒3.0g 漢方製剤 5200070C1061
内服 ｸﾗｼｴ人参養栄湯ｴｷｽ細粒3.75g 漢方製剤 5200117C1043
内服 ｸﾗｼｴ当帰四逆加呉茱萸生姜湯ｴｷｽ細粒3.75g 漢方製剤 5200110C1041
内服 ｸﾗｼｴ半夏厚朴湯エキス錠（4錠/包） 漢方製剤 5200122F1067
外用 グラナテック点眼液０．４％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319763Q1022
外用 クラビット点眼液【1.5％】５ｍＬ その他の眼科用剤 1319742Q2027
外用 クラビット点眼液０．５％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319742Q1039
内服 グラマリール錠２５ｍｇ その他の中枢神経系用薬 1190004F1021
内服 クラリスドライシロップ１０％小児用 その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの 6149003R1143
内服 クラリスロマイシン錠200mg｢NPI」 その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの 6149003F2070
内服 クラリチンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ１％ その他のアレルギー用薬 4490027R1029
内服 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490027F2029
内服 グランダキシン錠５０ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124026F1022
内服 クリアナール錠２００ｍｇ 去たん剤 （システイン系製剤） 2233004F1025
外用 グリセリン 下剤，浣腸剤 （グリセリン製剤） 2357700X1256
外用 グリセリン浣腸「ｵｦﾀ」【１２０mL】 下剤，浣腸剤 （グリセリン製剤） 2357701K8045
外用 グリセリン浣腸「ｵｦﾀ」６０ｍＬ 下剤，浣腸剤 （グリセリン製剤） 2357701K6050
外用 グリセリン浣腸「ｵｦﾀ」小児用３０mL 下剤，浣腸剤 （グリセリン製剤） 2357701K3043
内服 グリチロン配合錠 その他の肝臓疾患用剤 3919100F1150
内服 クリノリル錠１００ｍｇ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149015F2020
内服 グリベック錠１００ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291011F1028
内服 グリミクロン錠４０ｍｇ 糖尿病用剤 （スルフォニル尿素系製剤） 3961007F1115
内服 グリメピリド錠1mg「ｻﾝﾄﾞ」 糖尿病用剤 （スルフォニル尿素系製剤） 3961008F1322
自己注射 グルカゴンＧノボ注射用1ｍｇ その他の機能検査用試薬 7229402D1036
内服 グルコンサンＫ細粒（１ｇ） その他の無機質製剤 3229007C1032
内服 グルファスト錠１０ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969008F2025
内服 グルベス配合錠 その他の糖尿病用剤 3969102F1020
内服 グレースビット錠50mg 合成抗菌剤 （ピリドンカルボン酸系製剤） 6241018F1027
内服 クレスチン細粒（１ｇ） 他に分類されない腫瘍用薬 4299001A1114
内服 クレストールＯＤ錠【５ｍｇ】 その他の高脂血症用剤 2189017F4021
内服 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ その他の高脂血症用剤 2189017F3025
外用 クレナフィン爪外用液10%　3.56g（4mL/本） その他の化学療法剤 6290702Q1029
内服 クレメジン細粒分包２ｇ その他の解毒剤 3929003C1067
自己注射 グロウジェクトBC注射用８ｍｇ 脳下垂体ホルモン剤 （脳下垂体前葉ホルモン製剤） 2412402L2038
内服 クロピドグレル錠７５ｍｇ｢SANIK｣ 他に分類されない血液・体液用薬 3399008F2110
外用 クロマイ膣錠100ｍｇ 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） （生殖器官用抗生物質製剤） 2521701H1050
内服 クロミッド錠５０ｍｇ 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499009F1080
外用 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% その他の外皮用殺菌消毒剤 261970BQ5057
内服 ケイツーシロップ０．２％（1mL/包） ビタミンＫ剤 3160002Q1040
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関西労災病院 採用医薬品一覧 作成日：2017/12/1

内用

外用
薬品名 薬効分類 個別医薬品コード

外用 ゲーベンクリーム１００ｇ 化膿性疾患用剤 （外用サルファ製剤） 2633705N1031
内服 ケタスカプセル１０ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490010N1021
外用 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ【ﾃｰﾌﾟ】40mg日医工(7枚入) その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649729S3114
外用 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾊﾟｯﾌﾟ30mg日医工(7枚入) その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649729S1197
外用 ケナログ口腔用軟膏0.1％５ｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399707M1049
内服 ケフラールカプセル２５０ｍｇ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （セフェム系抗生物質製剤） 6132005M1059
外用 ケンエーＧ浣腸液50%【120mL】 下剤，浣腸剤 （グリセリン製剤） 2357701K8177
外用 ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1%｢ｲﾜｷ｣(10ｇ/本) 化膿性疾患用剤 （外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等） 2634710M1085
内服 コートリル錠１０ｍｇ 副腎ホルモン剤 （コルチゾン系製剤） 2452002F1030
外用 コールタイジン点鼻液 その他の耳鼻科用剤 1329800X1034
内服 コスパノンカプセル４０ｍｇ その他の鎮けい剤 1249007M1252
外用 コソプト配合点眼液 その他の眼科用剤 1319819Q1020
内服 コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒(3g/包） 漢方製剤 5200034C1022
内服 ｺﾀﾛｰ呉茱萸湯ｴｷｽ細粒2.5g 漢方製剤 5200046C1025
内服 ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ 漢方製剤 5200133M1021
内服 コタロー抑肝散加陳皮半夏ｴｷｽ細粒（3g/包） 漢方製剤 5200140C1034
内服 ｺﾀﾛｰ茯苓飲エキス細粒2g 漢方製剤 5200126C1026
内服 コデインリン酸塩散１％｢ﾏﾙｲｼ｣ 鎮咳去たん剤 （コデイン系製剤（家庭麻薬）） 2242001B2270
自己注射 ゴナールエフ皮下注ペン９００ 脳下垂体ホルモン剤 （性腺刺激ホルモン製剤） 2413404G2028
自己注射 ゴナトロピン注用５０００単位 脳下垂体ホルモン剤 （性腺刺激ホルモン製剤） 2413402X4137
内服 コニール錠４ｍｇ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171021F2020
自己注射 コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999440G1024
内服 コペガス錠２００ｍｇ 抗ウイルス剤 6250022F1022
内服 コムタン錠１００ｍｇ その他の抗パーキンソン剤 1169014F1021
内服 コメリアンコーワ錠５０ｍｇ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171005F1068
内服 コランチル配合顆粒（１ｇ） その他の消化性潰瘍用剤 2329107D1096
内服 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 痛風治療剤 （コルヒチン製剤） 3941001F1077
内服 コレバインミニ８３％（１．８１ｇ） その他の高脂血症用剤 2189014D2024
内服 コロネル細粒（０．６ｇ） 他に分類されない消化器官用薬 2399011C1042
内服 コンスタン錠０．４ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124023F1029
内服 コントミン糖衣錠【２５ｍｇ】 精神神経用剤 （クロルプロマジン製剤） 1171001F2177
内服 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ 精神神経用剤 （クロルプロマジン製剤） 1171001F1073
内服 コンバントリン錠１００ｍｇ その他の駆虫剤 6429001F1036
外用 ザーネ軟膏 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649724M1039
外用 サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ その他の呼吸促進剤 2219700G1039
内服 サアミオン錠５ｍｇ その他の循環器官用薬 2190021F1348
内服 ザイザルシロップ０．０５％ その他のアレルギー用薬 4490028Q1028
内服 ザイザル錠５ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490028F1027
内服 ザイティガ錠２５０ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291033F1024
内服 サイトテック錠２００μｇ その他の消化性潰瘍用剤 2329024F1025
内服 サイレース錠【２ｍｇ】 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124008F2020
内服 サイレース錠１ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124008F1024
内服 サインバルタカプセル２０ｍｇ その他の精神神経用剤 1179052M1022
内服 ザガーロカプセル【０．５ｍｇ】
内服 ザガーロカプセル０．１ｍｇ
内服 ザジテンカプセル１ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490003M1263
内服 ザジテンドライシロップ０．１％ その他のアレルギー用薬 4490003R1228
外用 ザジテン点眼液０．０５％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319730Q1249
内服 ザファテック錠１００ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969024F2024
内服 サムスカ錠【３０ｍｇ】 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499012F1022
内服 サムスカ錠<７．５ｍｇ> その他の利尿剤 2139011F2020
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内用

外用
薬品名 薬効分類 個別医薬品コード

外用 ザラカム配合点眼液２．５ｍL その他の眼科用剤 1319817Q1020
内服 サラジェン錠５ｍｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399013F1021
外用 サラシミツロウ 軟膏基剤 （油脂性基剤；ワセリン，パラフィン等） 7121707X1010
内服 サラゾスルファピリジン錠500mg｢ﾀｲﾖｰ｣ その他のサルファ剤 6219001F1080
外用 サリチル酸ワセリン軟膏東豊５％ 寄生性皮ふ疾患用剤 （外用サリチル酸系製剤） 2652701M1025
外用 サリチル酸原末｢ﾏﾙｲｼ｣ 寄生性皮ふ疾患用剤 （外用サリチル酸系製剤） 2652700X1132
外用 サリベートエアゾール５０ｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399801E1037
内服 ザルティア錠5mg （排尿障害） その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590016F2027
内服 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 他に分類されない血液・体液用薬 3399006F2278
内服 サワシリン細粒１０％ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン） 6131001C1210
外用 サンコバ点眼液０．０２％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319710Q2078
内服 ザンタック錠１５０ｍｇ 消化性潰瘍用剤 （Ｈ２遮断剤） 2325002F1194
外用 サンテゾーン点眼液0.1%（5mL/本） 眼科用剤 （眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤） 1315701Q3033
外用 サンピロ点眼液２％ ５ｍＬ 眼科用剤 （縮瞳剤；ピロカルピン等） 1312701Q3082
外用 サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%5mL 眼科用剤 （眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤） 1315706Q2072
内服 サンメール内用液５％ その他の消化性潰瘍用剤 2329116S1078
内服 サンリズムカプセル５０ｍｇ その他の不整脈用剤 2129008M2020
内服 シアリス錠１０ｍｇ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 259000CF2020
内服 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179046F1028
内服 ジェニナック錠２００ｍｇ 合成抗菌剤 （ピリドンカルボン酸系製剤） 6241017F1022
自己注射 ジェノトロピンゴークイック注用【12mg】 脳下垂体ホルモン剤 （脳下垂体前葉ホルモン製剤） 2412402P5020
自己注射 ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg 脳下垂体ホルモン剤 （脳下垂体前葉ホルモン製剤） 2412402P4024
外用 ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用液5％｢CEO｣(10mL/本) その他の耳鼻科用剤 1329701Q1036
内服 ジオトリフ錠【４０ｍｇ】 その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291030F3023
内服 ジオトリフ錠＜３０ｍｇ＞ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291030F2027
内服 ジオトリフ錠２０ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291030F1020
外用 ジクアス点眼液３％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319758Q1021
内服 シクレスト舌下錠【１０ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179056F2028
内服 シクレスト舌下錠５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179056F1021
外用 ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」５０ｇ その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649734Q1085
外用 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤［２５ｍｇ］｢日新｣ 解熱鎮痛消炎剤 （フェニル酢酸系製剤） 1147700J2258
外用 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤【５０ｍｇ】｢日新｣ 解熱鎮痛消炎剤 （フェニル酢酸系製剤） 1147700J3270
内服 ジクロフェナクNa錠２５ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 解熱鎮痛消炎剤 （フェニル酢酸系製剤） 1147002F1650
内服 ジゴシン錠０．２５ｍｇ 強心剤 （ジギタリス製剤） 2113003F1057
内服 ジスロマックカプセル１００ｍｇ その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの 6149004M1027
内服 ジスロマック細粒小児用１０％ その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの 6149004C1030
内服 ジスロマック錠２５０ｍｇ その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの 6149004F1028
内服 ｼﾀﾞﾄﾚﾝｽｷﾞ花粉舌下液2000JAU/mL【維持期】 その他のアレルギー用薬 4490029S2026
内服 シテイ（柿の蔕） 生薬 5100093X1026
内服 シナール配合顆粒 その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。） 3179115D1096
内服 シナール配合顆粒（１ｇ） その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。） 3179115D1096
内服 ジプレキサザイディス錠［５ｍｇ］ その他の精神神経用剤 1179044F4028
内服 ジプレキサ錠【１０ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179044F3021
内服 ジプレキサ錠２．５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179044F1029
内服 シプロキサン錠２００ｍｇ 合成抗菌剤 （ピリドンカルボン酸系製剤） 6241008F2020
内服 シベノール錠１００ｍｇ その他の不整脈用剤 2129007F2027
外用 シムビコートﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ６０吸入 その他の呼吸器官用薬 2290801G2025
内服 シメチジン錠200mg「NP」 消化性潰瘍用剤 （Ｈ２遮断剤） 2325001F1556
内服 ジャカビ錠５ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291034F1029
内服 ジャディアンス錠１０ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969023F1023
内服 シュアポスト錠０．５ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969013F2026
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内服 ジュリナ錠０．５ｍｇ 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 （エストラジオール系製剤） 2473001F1028
内服 ジルテックドライシロップ1.25％ その他のアレルギー用薬 4490020R1027
内服 シルニジピン錠１０ｍｇ｢AFP｣ その他の血圧降下剤 2149037F2071
内服 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙOD錠【100mg】「ｻﾜｲ」 他に分類されない血液・体液用薬 3399002F4035
内服 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙOD錠50mg「ｻﾜｲ」 他に分類されない血液・体液用薬 3399002F3039
内服 シングレアＯＤ錠１０ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490026F4035
内服 シンメトレル錠５０ｍｇ 抗パーキンソン剤 （アマンタジン製剤） 1161001F1050
内服 シンラック錠２．５ その他の下剤，浣腸剤 2359005F1137
内服 シンラック内用液0.75％10ｍＬ その他の下剤，浣腸剤 2359005S1232
内服 スイニー錠１００ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969016F1023
内服 スインプロイク錠０．２ｍｇ その他の下剤，浣腸剤 2359007F1020
内服 スーグラ錠50mg その他の糖尿病用剤 3969018F2029
内服 スーテントカプセル１２．５ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291018M1029
内服 スオード錠１００ｍｇ 合成抗菌剤 （ピリドンカルボン酸系製剤） 6241015F1023
内服 ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ内用液10％｢日医工｣(10mL) その他の消化性潰瘍用剤 2329008S1121
内服 スターシス錠【９０ｍｇ】 その他の糖尿病用剤 3969006F2026
外用 スタデルムクリーム５％　１０ｇ その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649728N1075
内服 スタレボ配合錠Ｌ【１００ｍｇ】 その他の抗パーキンソン剤 1169102F2023
外用 スチックゼノールＡ(40g/本) その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649858M1036
内服 スチバーガ錠40ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291029F1028
外用 ステリクロンＷ液０．０５％ その他の外皮用殺菌消毒剤 2619702X2028
外用 ステリクロンＷ液０．１％ その他の外皮用殺菌消毒剤 2619702X1021
外用 ステリクロンＷ液０．５％ その他の外皮用殺菌消毒剤 2619702Q1132
外用 ステロネマ注腸３ｍｇ１００ｍＬ 副腎ホルモン剤 （フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤） 2454701X1033
内服 ストロメクトール錠３ｍｇ その他の駆虫剤 6429008F1020
内服 スパトニン錠５０ｍｇ 駆虫剤 （ピペラジン製剤） 6428001F1039
外用 スピール膏Ｍ 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） （有機酸製剤；トリクロル酢酸等） 2661701X1020
外用 スピオルトレスピマット60吸入 その他の気管支拡張剤 2259807G2022
外用 スピリーバ2.5μｇレスピマット60吸入 その他の気管支拡張剤 2259709G2023
内服 スピロノラクトン錠２５ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣ 利尿剤 （抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等） 2133001F1476
内服 スピロペント錠１０μｇ その他の気管支拡張剤 2259006F1080
内服 スプリセル錠【５０ｍｇ】 その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291020F2023
内服 スプリセル錠２０ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291020F1027
内服 スプレンジール錠５ｍｇ その他の血圧降下剤 2149035F2021
外用 スミスリンローション５％(30ｇ/本) その他の駆虫剤 6429700Q1021
内服 スローケー錠６００ｍｇ その他の無機質製剤 3229002G1066
内服 セイブル錠５０ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969009F2020
内服 セスデンカプセル３０ｍｇ その他の鎮けい剤 1249005M1083
内服 ゼチーア錠１０ｍｇ その他の高脂血症用剤 2189018F1027
内服 セディール錠１０ｍｇ その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 1129008F2035
内服 セネガシロップ 去たん剤 （植物性製剤） 2231001Q1036
内服 セパゾン錠【２ｍｇ】 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124014F2034
内服 セパゾン錠１ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124014F1038
内服 セファドール錠２５ｍｇ その他の鎮暈剤 1339002F1438
内服 セファランチン錠１ｍｇ その他の個々の器官系用医薬品 2900001F1029
内服 セファランチン末１％ その他の個々の器官系用医薬品 2900001A2036
内服 ゼフィックス錠１００ｍｇ 抗ウイルス剤 6250020F1023
内服 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （セフェム系抗生物質製剤） 6132016F2038
内服 セフジニル錠100mg「ｻﾜｲ」 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （セフェム系抗生物質製剤） 6132013F2034
内服 セフゾン細粒小児用１０％ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （セフェム系抗生物質製剤） 6132013C1031
外用 ゼフナートクリーム２％１０ｇ その他の寄生性皮ふ疾患用剤 2659712N1020
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外用 ゼフナート外用液２％１０ｍＬ その他の寄生性皮ふ疾患用剤 2659712Q1026
内服 セララ錠50mg その他の血圧降下剤 2149045F2025
内服 セルシン散１％ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124017B1129
内服 セルシン錠【５ｍｇ】 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124017F4049
内服 セルシン錠２ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124017F2135
外用 セルタッチﾊﾟｯﾌﾟ１４０（７枚入） その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649731S3022
内服 セルテクトドライシロップ２％ その他のアレルギー用薬 4490005R1308
内服 セルニルトン錠 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590003F1023
内服 ゼルボラフ錠240mg その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291037F1022
内服 セレキノン錠１００ｍｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399006F1331
内服 セレコックス錠【２００ｍｇ】 その他の解熱鎮痛消炎剤 1149037F2026
内服 セレコックス錠１００ｍｇ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149037F1020
内服 セレジスト錠５ｍｇ その他の中枢神経系用薬 1190014F1033
内服 セレスタミン配合錠 その他の副腎ホルモン剤 2459100F1162
内服 セレニカＲ顆粒４０％ その他の抗てんかん剤 1139004D1052
内服 セレネース細粒１％ その他の精神神経用剤 1179020C1191
内服 セレネース錠［１．５ｍｇ］ その他の精神神経用剤 1179020F3255
内服 セレネース錠【３ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179020F5037
内服 セレネース錠０．７５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179020F1210
内服 セレネース内服液０．２％ その他の精神神経用剤 1179020S1030
内服 ゼローダ錠３００ｍｇ 代謝拮抗剤 （フルオロウラシル系製剤） 4223005F1022
内服 セロクエル錠【１００ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179042F2026
内服 セロクエル錠２５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179042F1020
内服 セロクラール錠２０ｍｇ その他の循環器官用薬 2190005F2051
内服 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 下剤，浣腸剤 （植物性製剤；センナ等） 2354003F2367
内服 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ 血管収縮剤 2160004F2023
内服 ソタコール錠４０ｍｇ その他の不整脈用剤 2129013F1026
外用 ゾビラックス眼軟膏５ｇ その他の眼科用剤 1319719M1046
内服 ゾビラックス錠２００ｍｇ 抗ウイルス剤 6250002F1025
外用 ソフラチュール貼付剤10cm 化膿性疾患用剤 （外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等） 2634711S1046
自己注射 ソマゾン注射用１０ｍｇ 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499408D1028
内服 ソランタール錠１００ｍｇ 解熱鎮痛消炎剤 （塩基性消炎鎮痛剤） 1148001F2101
内服 ゾルピデム酒石酸塩錠【１０ｍｇ】「ファイザー」 その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 1129009F2315
内服 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 1129009F1319
外用 ソルベース 軟膏基剤 （水溶性基剤；マクロゴール１５００等） 7123700M1113
外用 ダイアコートクリーム0.05g% ５ｇ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646723N1151
外用 ダイアコート軟膏0.05%　５g 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646723M1172
外用 ダイアップ坐剤【１０ｍｇ】 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124701J3025
外用 ダイアップ坐剤４ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124701J1022
内服 ダイアモックス錠２５０ｍｇ 利尿剤 （炭酸脱水酵素阻害剤） 2134002F1109
内服 タイケルブ錠２５０ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291022F1026
内服 ダイドロネル錠２００ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999010F1025
内服 ダイフェン配合錠 その他の化学療法剤 6290100F2107
内服 ダオニール錠【２．５ｍｇ】 糖尿病用剤 （スルフォニル尿素系製剤） 3961003F2156
内服 ダオニール錠１．２５ｍｇ 糖尿病用剤 （スルフォニル尿素系製剤） 3961003F1087
内服 タグリッソ錠８０ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291045F2023
内服 タケキャブ錠１０ｍｇ その他の消化性潰瘍用剤 2329030F1020
内服 タケキャブ錠20mg その他の消化性潰瘍用剤 2329030F2027
内服 タシグナカプセル【２００ｍｇ】 その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291021M1020
内服 タチオン錠５０ｍｇ 解毒剤 （グルタチオン製剤） 3922001F1098
内服 タナドーパ顆粒７５％ その他の強心剤 2119007D1031
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内服 タナトリル錠５ｍｇ 血圧降下剤 （アンジオテンシン変換酵素阻害剤） 2144008F2028
内服 タフィンラーカプセル【７５ｍｇ】 その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291046M2027
内服 タフィンラーカプセル５０ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291046M1020
外用 タプコム配合点眼液２．５ｍL その他の眼科用剤 1319822Q1021
内服 タフマックＥ配合カプセル その他の健胃消化剤 2339149M1045
外用 タプロス点眼液0.0015％2.5mL その他の眼科用剤 1319756Q1022
内服 タペンタ錠25mg その他の合成麻薬 8219003G1024
内服 タミフルカプセル７５㎎ 抗ウイルス剤 6250021M1027
内服 タミフルドライシロップ３％ 抗ウイルス剤 6250021R1024
内服 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠0.2mg｢ｹﾐﾌｧ｣ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590008F2057
内服 ﾀﾓｷｼﾌｪﾝｸｴﾝ酸塩錠20mg（治験用）
内服 タモキシフェン錠１０ｍｇ「サワイ」 その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291003F1228
内服 タモキシフェン錠２０ｍｇ｢MYL｣ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291003F2100
外用 ダラシンＴゲル１％ 化膿性疾患用剤 （外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等） 2634713M1020
内服 ダラシンカプセル1５０ｍｇ 主としてグラム陽性菌に作用するもの （リンコマイシン系抗生物質製剤） 6112001M2038
内服 タリオン錠１０ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490022F2034
外用 タリビッド眼軟膏３．５ｇ その他の眼科用剤 1319722M1056
外用 タリビッド耳科用液０．３％５ｍＬ その他の耳鼻科用剤 1329706Q1039
外用 タリムス点眼液０．１％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319755Q1028
内服 タルセバ錠【１５０ｍｇ】 その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291016F3023
内服 タルセバ錠２５ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291016F1020
内服 タルチレリン錠５ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ その他の中枢神経系用薬 1190014F1068
内服 ダントリウムカプセル２５ｍｇ その他の骨格筋弛緩剤 1229002M1036
内服 タンニン酸アルブミン 止しゃ剤，整腸剤 （タンニン酸系製剤；タンニン酸アルブミン等） 2312001X1120
内服 タンボコール錠５０ｍｇ その他の不整脈用剤 2129009F1020
内服 チウラジール錠５０ｍｇ 甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 （抗甲状腺ホルモン製剤） 2432002F1054
内服 チオデロンカプセル５ｍｇ 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499003M1065
内服 チガソンカプセル１０ｍｇ その他のビタミンＡ及びＤ剤 3119001M1020
内服 チクロピジン塩酸塩錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ 他に分類されない血液・体液用薬 3399001F1457
外用 チモプトールＸＥ点眼液0.5％2.5mL その他の眼科用剤 1319702Q4033
外用 チモレート点眼液０．５％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319702Q2120
内服 チョコラＡ滴０．１万単位／滴 ビタミンＡ及びＤ剤 （合成ビタミンＡ製剤） 3111003S1039
内服 チラーヂンＳ錠＜２５μｇ＞ 甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 （甲状腺ホルモン製剤） 2431004F2052
内服 チラーヂンＳ錠５０μｇ 甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 （甲状腺ホルモン製剤） 2431004F1056
内服 ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(2.5ｇ/包) 漢方製剤 5200019D1031
内服 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用 漢方製剤 5200025D1029
内服 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用 漢方製剤 5200038D1093
内服 ツムラ五苓散エキス顆粒 漢方製剤 5200048D1070
内服 ﾂﾑﾗ酸棗仁湯ｴｷｽ顆粒2.5g 漢方製剤 5200056D1032
内服 ツムラ四逆散エキス顆粒 漢方製剤 5200061D1025
内服 ﾂﾑﾗ治打撲一方ｴｷｽ顆粒2.5g 漢方製剤 5200098D1028
内服 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（2.5g/包） 漢方製剤 5200050D1094
内服 ツムラ十全大補湯エキス顆粒 漢方製剤 5200069D1048
内服 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 漢方製剤 5200073D1117
内服 ツムラ小青竜湯エキス顆粒 漢方製剤 5200075D1086
内服 ツムラ真武湯エキス顆粒 漢方製剤 5200083D1030
内服 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒2.5g 漢方製剤 5200086D1033
内服 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（2.5g/包） 漢方製剤 5200089D1045
内服 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 漢方製剤 5200090D1030
内服 ツムラ大建中湯エキス顆粒 漢方製剤 5200092D1020
内服 ツムラ猪苓湯エキス顆粒2.5g 漢方製剤 5200103D1101
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内服 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（2.5g/包） 漢方製剤 5200106D1059
内服 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 漢方製剤 5200111D1076
内服 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200125D1035
内服 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 漢方製剤 5200119D1030
内服 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（2.5g/包） 漢方製剤 5200122D1074
内服 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200123D1079
内服 ツムラ補中益気湯エキス顆粒2.5g 漢方製剤 5200131D1065
内服 ツムラ抑肝散エキス顆粒 漢方製剤 5200139D1037
内服 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒2.5g 漢方製剤 5200145D1059
内服 ツムラ六君子湯エキス顆粒 漢方製剤 5200141D1034
内服 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 漢方製剤 5200067D1049
外用 ツロブテロールﾃｰﾌﾟ【2mg】｢HMT｣ その他の気管支拡張剤 2259707S3058
内服 ティーエスワン配合OD錠T【25】 その他の代謝拮抗剤 4229101F2022
内服 ティーエスワン配合OD錠T２０ その他の代謝拮抗剤 4229101F1026
内服 テイコク五積散エキス顆粒（2.5g/包） 漢方製剤 5200045D1042
内服 テイコク香蘇散エキス顆粒(2.5g/包） 漢方製剤 5200043D1035
内服 ディナゲスト錠１ｍｇ 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499010F1023
外用 ディビゲル１ｍｇ 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 （エストラジオール系製剤） 2473700M1020
外用 ディフェリンｹﾞﾙ０．１％(15g/本) 他に分類されない外皮用薬 2699711Q1027
内服 ディレグラ配合錠 その他のアレルギー用薬 4490100F1021
内服 テオドールドライシロップ２０％ 気管支拡張剤 （キサンチン系製剤） 2251001R1026
内服 テオドール錠１００ｍｇ 気管支拡張剤 （キサンチン系製剤） 2251001F2115
内服 デカドロン錠０．５ｍｇ 副腎ホルモン剤 （フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤） 2454002F1183
外用 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g５ｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399706M1109
内服 テグレトール細粒５０％ その他の抗てんかん剤 1139002C1082
内服 テグレトール錠【２００ｍｇ】 その他の抗てんかん剤 1139002F1062
内服 テグレトール錠１００ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139002F2026
内服 デザレックス錠５ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490032F1023
内服 デジレル錠２５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179037F1037
外用 デスモプレシン・スプレー２．５協和 その他の脳下垂体ホルモン剤 2419700R1022
外用 デタントール点眼液０．０１％５mL その他の眼科用剤 1319747Q1023
内服 テトラミド錠１０ｍｇ その他の精神神経用剤 1179033F1020
内服 デトルシトールカプセル４ｍｇ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590012M2028
内服 テネリア錠２０ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969015F1029
内服 テノゼット錠３００ｍｇ 抗ウイルス剤 6250024F1030
内服 デノタスチュアブル配合錠 その他のカルシウム剤 3219100F1020
内服 デパケンＲ錠【２００ｍｇ】 その他の抗てんかん剤 1139004G2063
内服 デパケンＲ錠１００ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139004G1040
内服 デパケンシロップ５％ その他の抗てんかん剤 1139004Q1100
内服 デパケン細粒４０％ その他の抗てんかん剤 1139004C2061
内服 デパケン錠【２００ｍｇ】 その他の抗てんかん剤 1139004F2173
内服 デパケン錠１００ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139004F1096
内服 デパス細粒１％ その他の精神神経用剤 1179025C1054
内服 デパス錠０．５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179025F1026
内服 テプレノンカプセル５０ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣ その他の消化性潰瘍用剤 2329012M1293
内服 テプレノン細粒10％｢ﾄｰﾜ｣(0.5g/包) その他の消化性潰瘍用剤 2329012C1271
内服 テモダールカプセル【１００ｍｇ】 その他のアルキル化剤 4219004M2020
内服 テモダールカプセル２０ｍｇ その他のアルキル化剤 4219004M1024
外用 デュオトラバ配合点眼液 その他の眼科用剤 1319820Q1022
内服 デュファストン錠５ｍｇ 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 （合成黄体ホルモン製剤） 2478003F1031
外用 ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟＭＴﾊﾟｯﾁ〈8.4mg〉 慢性疼痛 その他の合成麻薬 8219700S7029
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外用 テラ・コートリル軟膏５ｇ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤） 2647705M1023
内服 テルネリン錠１ｍｇ その他の鎮けい剤 1249010F1026
内服 テルペラン錠5mg 他に分類されない消化器官用薬 2399004F1170
内服 ドグマチール細粒50% その他の消化性潰瘍用剤 2329009C3078
外用 トパルジック軟膏１％１０ｇ その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649733M1089
内服 トビエース錠４ｍｇ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590015G1021
内服 トピナ錠５０ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139008F1027
内服 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ その他の抗パーキンソン剤 1169006F1027
外用 トブラシン点眼液０．３％5mL 眼科用剤 （眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤） 1317708Q1037
内服 トフラニール錠【２５ｍｇ】 精神神経用剤 （イミプラミン系製剤） 1174006F2074
内服 トフラニール錠１０ｍｇ 精神神経用剤 （イミプラミン系製剤） 1174006F1078
外用 ドボネックス軟膏50μg/g 10g その他の外皮用薬 （外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等） 2691701M1031
外用 ドボベット軟膏　１５ｇ 他に分類されない外皮用薬 2699802M1024
内服 ドラール錠２０ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124030F2025
内服 トラクリア錠６２.５ｍｇ その他の循環器官用薬 2190026F1022
内服 トラゼンタ錠5mg その他の糖尿病用剤 3969014F1024
外用 トラバタンズ点眼液0.004%2.5mL その他の眼科用剤 1319754Q1023
内服 トラマールOD錠25mg その他の解熱鎮痛消炎剤 1149038F1024
内服 ドラマミン錠５０ｍｇ 鎮暈剤 （ジメンヒドリナート製剤） 1331001F1044
内服 トラムセット配合錠 その他の解熱鎮痛消炎剤 1149117F1020
内服 トランコロン錠７．５ｍｇ 自律神経剤 （四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブロミド等） 1231009F1088
内服 トランサミンカプセル２５０ｍｇ 止血剤 （抗プラスミン剤） 3327002M1303
内服 トリクロリールシロップ１０％ その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 1129004Q1031
内服 トリプタノール錠【２５ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179002F2072
内服 トリプタノール錠１０ｍｇ その他の精神神経用剤 1179002F1068
外用 トルソプト点眼液１％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319738Q2020
自己注射 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499416G1029
自己注射 トレシーバ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492419G1021
内服 トレドミン錠【２５ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179040F2132
内服 トレドミン錠１５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179040F1136
外用 ドレニゾンテープ４μｇ／c㎡ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646711S2051
内服 トレリーフ錠２５ｍｇ その他の抗パーキンソン剤 1169015F1026
外用 トロンビン液ﾓﾁﾀﾞｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ１万10mL 止血剤 （臓器性止血製剤） 3323702Q3020
外用 トロンビン液ﾓﾁﾀﾞｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ５千5mL 止血剤 （臓器性止血製剤） 3323702Q2024
内服 ドンペリドン錠10㎎｢EMEC｣ 他に分類されない消化器官用薬 2399005F2260
内服 ナイキサン錠１００ｍｇ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149007F1142
内服 ナウゼリンドライシロップ１％ 他に分類されない消化器官用薬 2399005R1163
外用 ナウゼリン坐剤【６０ｍｇ】 他に分類されない消化器官用薬 2399714J3029
外用 ナウゼリン坐剤１０ｍｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399714J1026
外用 ナサニール点鼻液０．２％５ｍＬ 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499702Q1043
外用 ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 その他の耳鼻科用剤 1329710Q1027
内服 ナトリックス錠１ｍｇ その他の血圧降下剤 2149012F1059
自己注射 ﾅﾉﾊﾟｽﾆｰﾄﾞﾙⅡ(14本入)(34G×4mm)
内服 ナフトピジルOD錠25mg「ｹﾐﾌｧ」 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590009F6120
外用 ナボールパップ１４０ｍｇ（７枚入） その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649734S4049
内服 ナルサス錠【６ｍｇ】 その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119003G2025
内服 ナルサス錠２ｍｇ その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119003G1029
内服 ナルラピド錠１ｍｇ その他のあへんアルカロイド系麻薬 8119003F1023
外用 ニコチネルＴＴＳ１７．５ｍｇ 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990712S1022
外用 ニコチネルＴＴＳ３５．０ｍｇ 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990712S2029
外用 ニコチネルＴＴＳ５２．５ｍｇ 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990712S3025
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内服 ニコチン酸アミド散１０％｢ゾンネ｣ ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。） （ニコチン酸系製剤） 3132002B1034
内服 ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171017F2172
外用 ニゾラールクリーム２％１０ｇ 寄生性皮ふ疾患用剤 （イミダゾール系製剤） 2655709N1053
外用 ニゾラールﾛｰｼｮﾝ２％10g 寄生性皮ふ疾患用剤 （イミダゾール系製剤） 2655709Q1025
内服 ニトロールＲカプセル２０ｍｇ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171011N1050
内服 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171018K1039
内服 ニバジール錠２ｍｇ その他の血圧降下剤 2149022F1028
内服 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171014G4061
内服 ニフェジピンＬ錠【２０ｍｇ】｢ｻﾜｲ｣ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171014G2280
内服 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171014G1232
内服 ニフェジピンカプセル１０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171014M2291
内服 ニポラジン小児用細粒０．６％ 抗ヒスタミン剤 （フェノチアジン系製剤） 4413004C2030
外用 ニュープロパッチ【４．５ｍｇ】 その他の抗パーキンソン剤 1169700S2021
外用 ニュープロパッチ≪９ｍｇ≫ その他の抗パーキンソン剤 1169700S3028
外用 ニュープロパッチ２．２５ｍｇ その他の抗パーキンソン剤 1169700S1025
内服 ニンラーロカプセル【４ｍｇ】 その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291049M3027
内服 ニンラーロカプセル＜２．３ｍｇ＞ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291049M1024
内服 ニンラーロカプセル３ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291049M2020
内服 ネオーラルカプセル２５ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999004M4028
外用 ﾈｵｽﾃﾘﾝｸﾞﾘｰﾝうがい液0.2%40mL その他の歯科口腔用薬 2790820Q1040
内服 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ その他の抗ヒスタミン剤 4419002G1111
外用 ネオメドロールＥＥ軟膏３ｇ その他の眼科用剤 1319807M1025
外用 ネオヨジンガーグル7％30ｍL 含嗽剤 2260701F1212
外用 ネオヨジン外用液１０％２５０ｍＬ 外皮用殺菌消毒剤 （ヨウ素化合物；ヨードチンキ等） 2612701Q3296
内服 ネキシウムカプセル２０ｍｇ その他の消化性潰瘍用剤 2329029M2023
内服 ネクサバール錠２００ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291017F1025
内服 ネシーナ錠２５ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969012F3028
内服 ネドリール錠１２５ｍｇ その他の化学療法剤 6290005F1199
外用 ネバナック懸濁性点眼液０．１％５ｍL その他の眼科用剤 1319759Q1026
外用 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%　10g 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646700N1169
内服 ノイキノン錠１０ｍｇ その他の強心剤 2119003F2332
内服 ノイロトロピン錠４単位 その他の解熱鎮痛消炎剤 1149023F1036
内服 ノウリアスト錠２０ｍｇ その他の抗パーキンソン剤 1169016F1020
内服 ノービア錠１００ｍｇ 抗ウイルス剤 6250011F1024
内服 ノックビン原末 その他の習慣性中毒用剤 3939001B1034
内服 ノバミン錠５ｍｇ 精神神経用剤 （フェノチアジン系製剤） 1172010F1037
内服 ノベルジン錠５０ｍｇ その他の解毒剤 3929007F2025
自己注射 ノボラピッド注100単位／ｍＬ その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492415A3031
自己注射 ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ注ｲﾉﾚｯﾄ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492415G3026
自己注射 ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ注ﾌﾚｯｸｽ【ﾀｯﾁ】300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492415G6025
自己注射 ノボラピッド注ペンフィル その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492415A2035
自己注射 ノボリンＮ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492413G1059
自己注射 ノボリンＲ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492413G8053
内服 ノリトレン錠【２５ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179004F2039
内服 ノリトレン錠１０ｍｇ その他の精神神経用剤 1179004F1024
外用 ノルスパンﾃｰﾌﾟ【１０mg】 その他の解熱鎮痛消炎剤 1149704S2027
外用 ノルスパンﾃｰﾌﾟ５mg その他の解熱鎮痛消炎剤 1149704S1020
内服 ノルバデックス錠２０ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291003F2054
内服 ハーフジゴキシンＫＹ錠0.125mg 強心剤 （ジギタリス製剤） 2113003F2029
内服 パーロデル錠２．５ｍｇ その他の抗パーキンソン剤 1169005F1200
内服 バイアグラ【５０ｍｇ】 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 259000AF2020
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内服 バイアグラ２５ｍｇ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 259000AF1024
内服 バイアスピリン錠１００ｍｇ 他に分類されない血液・体液用薬 3399007H1021
自己注射 バイエッタ皮下注5μgペン300 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499411G1026
内服 ハイドレアカプセル５００ｍｇ その他の代謝拮抗剤 4229001M1027
内服 ハイパジールコーワ錠３ｍｇ その他の血圧降下剤 2149021F1031
外用 ハイパジールコーワ点眼液0.25%5mL その他の眼科用剤 1319740Q1056
内服 パキシルＣＲ錠＜１２．５ｍｇ＞ その他の精神神経用剤 1179041G1020
内服 パキシルＣＲ錠２５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179041G2027
内服 パキシル錠【２０ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179041F2021
内服 パキシル錠＜５ｍｇ＞ その他の精神神経用剤 1179041F3028
内服 パキシル錠１０ｍｇ その他の精神神経用剤 1179041F1025
内服 バクタ配合顆粒（製剤量） その他の化学療法剤 6290100D1088
外用 バクトロバン鼻腔用軟膏２％３ｇ その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの 6119700M1035
外用 パタノール点眼液０．１％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319752Q1024
内服 ハッカ水 その他の矯味，矯臭，着色剤 7149006X1221
内服 バップフォー錠１０ｍｇ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590007F1021
内服 バナンドライシロップ５％ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （セフェム系抗生物質製剤） 6132011R1078
内服 バナン錠１００ｍｇ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （セフェム系抗生物質製剤） 6132011F1080
外用 パピロックミニ点眼液0.1％0.4mL その他の眼科用剤 1319750Q1025
内服 バラクルード錠０．５ｍｇ 抗ウイルス剤 6250029F1024
内服 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 抗ウイルス剤 6250019F1217
内服 パラプロスト配合カプセル その他の泌尿器官用剤 2519100M1110
内服 パラミヂンカプセル３００ｍｇ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149009M1035
内服 パリエット錠１０ｍｇ その他の消化性潰瘍用剤 2329028F1023
内服 バリキサ錠４５０ｍｇ 抗ウイルス剤 6250025F1026
内服 バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 その他の血圧降下剤 2149041F3236
内服 ハルシオン錠０．２５ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124007F2026
内服 バルトレックス顆粒５０％ 抗ウイルス剤 6250019D1020
内服 バルネチール錠【１００ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179032F2022
外用 パルミコート200μgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ56吸入 その他の呼吸器官用薬 2290701G2035
外用 パルミコート吸入液０．２５ｍｇ その他の呼吸器官用薬 2290701G4020
内服 バレイショデンプン 賦形剤 （デンプン類） 7112004X1150
内服 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「MEEK」 主としてグラム陽性菌に作用するもの （バンコマイシン製剤） 6113001B1127
外用 バンコマイシン眼軟膏１％５ｇ 主としてグラム陽性菌に作用するもの （バンコマイシン製剤） 6113700M1023
内服 パントシン散（１ｇ） ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。） （パントテン酸系製剤） 3133001B1193
内服 パンビタン末（１ｇ） その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。） 3179121A1028
内服 ビ・シフロール錠【０．５ｍｇ】 その他の抗パーキンソン剤 1169012F2029
内服 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ その他の抗パーキンソン剤 1169012F1022
内服 ピアーレシロップ６５％ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999001Q2066
外用 ヒアレインミニ0.1(0.4mL） その他の眼科用剤 1319720Q4031
外用 ヒアレイン点眼液０．１％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319720Q3078
外用 ヒアレイン点眼液０．３％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319720Y2020
内服 ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ 精神神経用剤 （フェノチアジン系製剤） 1172013F1030
外用 ビーソフテンローション0.3%（50g/本） その他の血液凝固阻止剤 3339950Q1082
内服 ビオスリー配合ＯＤ錠 止しゃ剤，整腸剤 （活性生菌製剤） 2316017F2023
内服 ビオスリー配合散 止しゃ剤，整腸剤 （活性生菌製剤） 2316017B1041
内服 ビオスリー配合散（1g/包） 止しゃ剤，整腸剤 （活性生菌製剤） 2316017B1041
内服 ビオチン散”フソー”（０．５ｇ） その他のビタミン剤 3190001B1041
内服 ビカルタミド錠８０ｍｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291009F1241
内服 ビクシリンカプセル２５０ｍｇ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン） 6131002M1147
自己注射 ビクトーザ皮下注18mg/3mL 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499410G1021
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内服 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 （合成黄体ホルモン製剤） 2478002F3056
外用 ビソノテープ４ｍｇ その他の血圧降下剤 2149700S1027
内服 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠【2.5mg】｢ｻﾜｲ」 不整脈用剤 （β－遮断剤） 2123016F1115
内服 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠0.625mg｢ｻﾜｲ」 不整脈用剤 （β－遮断剤） 2123016F3061
内服 ビソルボン細粒２％ 去たん剤 （ブロムヘキシン製剤） 2234001C2037
内服 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＥＥ」 その他の高脂血症用剤 2189016F2032
内服 ビタメジン配合カプセルＢ２５ その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。） 3179109M1074
内服 ヒダントール錠２５ｍｇ 抗てんかん剤 （ヒダントイン系製剤） 1132002F1029
自己注射 ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499411G4025
内服 ピドキサール錠２０ｍｇ ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。） （ビタミンＢ６剤） 3134003F2147
内服 ヒドロクロロチアジドＯＤ錠12.5mg「トーワ」 利尿剤 （チアジド系製剤） 2132004F3025
外用 ピバレフリン点眼液０．１％ 眼科用剤 （散瞳剤；ホマトロピン等） 1311707Q2078
内服 ビビアント錠２０ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999027F1020
内服 ヒベルナ散１０％ 抗ヒスタミン剤 （フェノチアジン系製剤） 4413002B1030
内服 ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ 抗ヒスタミン剤 （フェノチアジン系製剤） 4413002F2062
外用 ピマリシン眼軟膏１％｢ｾﾝｼﾞｭ｣５ｇ 眼科用剤 （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
内服 ビムパット錠【１００ｍｇ】 その他の抗てんかん剤 1139015F2023
内服 ビムパット錠５０ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139015F1027
内服 ピメノールカプセル５０ｍｇ その他の不整脈用剤 2129012M1020
内服 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ｢ＴＥ｣ その他の強心剤 2119006F1020
自己注射 ヒューマリン3/7注カート その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492403H6036
自己注射 ヒューマリンＮ注１００単位／ｍL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492403A3047
自己注射 ヒューマリンＮ注カート その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492403H5030
自己注射 ﾋｭｰﾏﾘﾝＮ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492413P1024
自己注射 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492403A4051
自己注射 ヒューマリンＲ注カート その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492403H4041
自己注射 ﾋｭｰﾏﾘﾝＲ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492413P1024
自己注射 ヒューマログミックス５０注カート その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492414A4025
自己注射 ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ50注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492414G7027
自己注射 ヒューマログ注カート その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492414A1026
自己注射 ヒューマログ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492414G5024
自己注射 ヒュミラ皮下注【８０ｍｇ】ｼﾘﾝｼﾞ0.8mL 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999426G4023
自己注射 ヒュミラ皮下注４０ｍｇｼﾘﾝｼﾞ0.4mL 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999426G3027
内服 ビラノア錠２０ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490033F1028
内服 ピラマイド原末 抗結核剤 （ピラジナミド製剤） 6223001X1037
外用 ヒルドイドクリーム0.3%２５ｇ その他の血液凝固阻止剤 3339950N1035
外用 ヒルドイドソフト軟膏0.3%２５ｇ その他の血液凝固阻止剤 3339950M1137
外用 ヒルドイドローション0.3%５０ｇ その他の血液凝固阻止剤 3339950Q1074
内服 ヒルナミン細粒１０％ 精神神経用剤 （フェノチアジン系製剤） 1172014C1055
内服 ヒルナミン錠２５ｍｇ 精神神経用剤 （フェノチアジン系製剤） 1172014F2139
内服 ピレスパ錠２００ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999025F1021
内服 ビンダケルカプセル２０ｍｇ その他の末梢神経系用薬 1290001M1022
内服 ファムビル錠２５０ｍｇ 抗ウイルス剤 6250031F1021
内服 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 消化性潰瘍用剤 （Ｈ２遮断剤） 2325003F4147
外用 ファルジーテープ７０ｍｇ（14枚入） その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649731S1151
内服 ファロムドライシロップ小児用１０％ その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139001R1032
内服 ファロム錠２００ｍｇ その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139001F2024
内服 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ 主としてカビに作用するもの （アムホテリシンＢ製剤） 6173001Q1047
内服 フィコンパ錠【４ｍｇ】 その他の抗てんかん剤 1139014F2029
内服 フィコンパ錠２ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139014F1022
内服 ブイフェンド錠２００ｍｇ その他の主としてカビに作用するもの 6179001F2020
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外用 フィブラストスプレー５００μｇ 他に分類されない外皮用薬 2699710R2024
内服 フェアストン錠４０ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291007F1021
外用 フェノール・亜鉛華リニメント その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649804X1206
内服 フェノバール散１０％ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤） 1125003B2031
内服 フェノバール錠３０ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤） 1125004F1023
内服 フェブリク錠＜10mg＞ その他の痛風治療剤 3949003F1023
内服 フェブリク錠20mg その他の痛風治療剤 3949003F2020
内服 フェマーラ錠２．５ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291015F1026
内服 フェロ・グラデュメット錠　105mg 無機質製剤 （鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）） 3222007G1033
外用 フェントステープ[2mg] その他の合成麻薬 8219701S2021
外用 フェントステープ[2mg]　慢性疼痛 その他の合成麻薬 8219701S2021
外用 フェントステープ〈4mg〉 その他の合成麻薬 8219701S3028
外用 フェントステープ〈4mg〉　慢性疼痛 その他の合成麻薬 8219701S3028
外用 フェントステープ1mg その他の合成麻薬 8219701S1025
外用 フェントステープ1mg　慢性疼痛 その他の合成麻薬 8219701S1025
内服 フォサマック錠５ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999018F1021
内服 フォシーガ錠５ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969019F1027
内服 フォリアミン錠５ｍｇ ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。） （葉酸製剤） 3135001F1025
自己注射 フォルテオ皮下注ｷｯﾄ６００μｇ その他の甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 2439400G1020
外用 フシジンレオ軟膏１０ｇ 化膿性疾患用剤 （外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等） 2634708M1037
内服 ブスコパン錠１０ｍｇ 鎮けい剤 （アトロピン系製剤） 1242002F1330
内服 プラザキサカプセル【１１０ｍｇ】 その他の血液凝固阻止剤 3339001M2020
内服 プラザキサカプセル７５ｍｇ その他の血液凝固阻止剤 3339001M1024
内服 フラジール内服錠２５０ｍｇ その他の抗原虫剤 6419002F1131
外用 フラジール膣錠２５０ｍｇ その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） 2529707H1063
自己注射 ﾌﾟﾗｽﾁﾊﾟｯｸU-100/1CC29G(7本入)
内服 プラノバール配合錠 混合ホルモン剤 （卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製剤） 2482005F1041
内服 プラバスタチンNa塩錠１０ｍｇ｢ﾀﾅﾍﾞ｣ その他の高脂血症用剤 2189010F2329
内服 フラビタン錠５ｍｇ ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。） （ビタミンＢ２剤） 3131001F1158
内服 フラベリック錠２０ｍｇ その他の鎮咳剤 2229007F1042
内服 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「ＹＤ」 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590002F1487
外用 フランドルテープ４０ｍｇ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171700S1095
内服 フリウェル配合錠ＬＤ 混合ホルモン剤 （卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製剤） 2482009F1040
内服 ブリカニール錠２ｍｇ 気管支拡張剤 （イソプレナリン系製剤） 2252003F1085
内服 フリバスＯＤ錠【７５ｍｇ】 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590009F5026
内服 プリミドン細粒99.5％ 抗てんかん剤 （プリミドン系製剤） 1135002C1059
内服 プリモボラン錠５ｍｇ その他のたん白同化ステロイド剤 2449003F1021
内服 フルイトラン錠２ｍｇ 利尿剤 （チアジド系製剤） 2132003F1257
内服 フルコナゾールカプセル100mg｢ｻﾜｲ｣ その他の化学療法剤 6290002M2131
外用 フルタイド１００ディスカス その他の呼吸器官用薬 2290700G5021
外用 フルタイド２００ディスカス その他の呼吸器官用薬 2290700G6028
外用 フルティフォーム125ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用 その他の呼吸器官用薬 2290802G4022
外用 フルメトロン点眼液０．０２％5mL 眼科用剤 （眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤） 1315704Q1115
外用 フルメトロン点眼液０．１％5mL 眼科用剤 （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
外用 ブレオＳ軟膏５ｇ 抗腫瘍性抗生物質製剤 （ブレオマイシン系製剤） 4234700M1038
内服 ブレディニン錠５０ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999002F2027
内服 プレドニゾロン散「タケダ」１％ 副腎ホルモン剤 （プレドニゾロン系製剤） 2456002B1062
内服 プレドニゾロン錠【旭化成】１ｍｇ 副腎ホルモン剤 （プレドニゾロン系製剤） 2456001F2023
外用 プレドニン眼軟膏５ｇ 眼科用剤 （眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤） 1315705M1037
内服 プレドニン錠５ｍｇ 副腎ホルモン剤 （プレドニゾロン系製剤） 2456001F1310
内服 プレマリン錠０．６２５ｍｇ その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 2479004F1033
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内服 プログラフカプセル【１ｍｇ】 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999014M1022
外用 フロジン外用液５％３０ｍＬ その他の化学療法剤 6290402A2022
内服 プロスタール錠２５ｍｇ 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 （合成黄体ホルモン製剤） 2478001F2179
内服 プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ｢科研｣ 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 2499005F1030
外用 プロスタンディン軟膏0.003%１０ｇ 他に分類されない外皮用薬 2699705M1038
内服 プロセキソール錠０．５mg 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 （エチニルエストラジオール系製剤） 2474001F1033
内服 フロセミド錠【40mg】「ＮＰ」 その他の利尿剤 2139005F2385
内服 フロセミド錠20mg「ＮＰ」 その他の利尿剤 2139005F1060
内服 ブロチゾラムＯＤ錠0.25mg｢ｻﾜｲ｣ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124009F2076
内服 プロテカジンＯＤ錠10mg 消化性潰瘍用剤 （Ｈ２遮断剤） 2325006F4027
外用 プロトピック軟膏0.03%小児用 他に分類されない外皮用薬 2699709M2024
外用 プロトピック軟膏0.1％５ｇ 他に分類されない外皮用薬 2699709M1028
内服 プロペシア錠【１ｍｇ】 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 249900XF2028
内服 プロペシア錠０．２ｍｇ 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 249900XF1021
内服 プロベラ錠２．５ｍｇ 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 （合成黄体ホルモン製剤） 2478002F1070
外用 ﾌﾞﾛﾑﾌｪﾅｸNa点眼液0.1%｢日新｣5mL その他の眼科用剤 1319743Q1041
外用 ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩吸入液0.2%45mL｢ﾀｲﾖｰ｣ 去たん剤 （ブロムヘキシン製剤） 2234700G1043
内服 ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩錠4mg｢ｸﾆﾋﾛ｣ 去たん剤 （ブロムヘキシン製剤） 2234001F1339
外用 ブロメライン軟膏5万単位/g 20g その他の酵素製剤 3959701M1035
内服 フロモックス小児用細粒１０％ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （セフェム系抗生物質製剤） 6132016C1027
内服 フロリードゲル経口用５ｇ その他の化学療法剤 6290003X1039
内服 フロリネフ錠０．１ｍｇ 副腎ホルモン剤 （コルチゾン系製剤） 2452003F1035
内服 ペオン錠８０ｍｇ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149029F1033
外用 ベガモックス点眼液０．５％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319753Q1029
内服 ベゲタミン－Ａ配合錠 その他の精神神経用剤 1179100F1032
内服 ベゲタミン－Ｂ配合錠 その他の精神神経用剤 1179101F1037
内服 ベサコリン散５％ 自律神経剤 （四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブロミド等） 1231004B1067
内服 ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ 高脂血症用剤 （クロフィブラート系製剤） 2183005G2028
内服 ベサノイドカプセル１０ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291006M1034
内服 ベシケア錠５ｍｇ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590011F2024
外用 ベストロン点眼液０．５％5mL 眼科用剤 （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
外用 ベセルナクリーム５％ その他の化学療法剤 6290701N1028
内服 ベタナミン錠１０ｍｇ その他の精神神経用剤 1179023F1035
内服 ベタニス錠２５ｍｇ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590014F1021
自己注射 ベタフェロン皮下注用960万国際単位 他に分類されない生物学的製剤 6399416D1033
内服 ベネット錠１７．５ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999019F2030
外用 ベネトリン吸入液０．５％３０ｍＬ 気管支拡張剤 （サルブタモール製剤） 2254700G2034
内服 ヘパアクト配合顆粒(4.5g/包) たん白アミノ酸製剤 （混合アミノ酸製剤） 3253003D3038
自己注射 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ10mL 血液凝固阻止剤 （ヘパリン製剤） 3334402G4071
自己注射 ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注ｼﾘﾝｼﾞ(5000ﾀﾝｲ/0.2mL) 血液凝固阻止剤 （ヘパリン製剤） 3334400G1022
内服 ヘパンＥＤ配合内用剤（８０ｇ） その他のたん白アミノ酸製剤 3259111A1035
内服 ベプシドカプセル２５ｍｇ 抗腫瘍性植物成分製剤 4240001M1075
内服 ヘプセラ錠１０ｍｇ 抗ウイルス剤 6250026F1020
内服 ベプリコール錠５０ｍｇ その他の不整脈用剤 2129011F1035
内服 ベムリディ錠２５ｍｇ 抗ウイルス剤 6250045F1023
内服 ベラプロストﾅﾄﾘｳﾑ錠20μg｢日医工｣ 他に分類されない血液・体液用薬 3399005F1293
内服 ペリアクチンシロップ０．０４％ その他の抗ヒスタミン剤 4419005Q1072
内服 ペリアクチン散１％ その他の抗ヒスタミン剤 4419005B1045
内服 ペリアクチン錠４ｍｇ その他の抗ヒスタミン剤 4419005F1047
内服 ベリチーム配合顆粒（１ｇ） その他の健胃消化剤 2339163D1037
内服 ベリチーム顆粒（０．５ｇ） その他の健胃消化剤 2339163D1037
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内服 ペルサンチンＬカプセル１５０ｍｇ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171010N1039
内服 ペルサンチン錠【１００ｍｇ】 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171010F3053
内服 ペルサンチン錠２５ｍｇ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171010F2553
内服 ベルソムラ錠１５ｍｇ その他の中枢神経系用薬 1190023F1024
内服 ベルソムラ錠２０ｍｇ その他の中枢神経系用薬 1190023F2020
内服 ペルタゾン錠２５ｍｇ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149034F1034
内服 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171006N1105
内服 ベンザリン細粒１％ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124003C1092
内服 ベンザリン錠５ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124003F2222
外用 ペンタサ坐剤1ｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399715J1020
内服 ペンタサ錠５００ｍｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399009F2030
外用 ペンタサ注腸１ｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399715X1023
内服 ペンタサ顆粒９４％１０００ｍｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399009D2020
内服 ペンタサ顆粒９４％２０００ｍｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399009D2020
外用 ペンレステープ１８ｍｇ 局所麻酔剤 （キシリジン系製剤） 1214701S1051
外用 ホウ酸 眼科用剤 （眼科用防腐収斂剤；アミノ塩化第二水銀等） 1314701X1372
内服 ホーネル錠０．１５ ビタミンＡ及びＤ剤 （合成ビタミンＤ製剤） 3112005F1037
外用 ホクナリンテープ［１ｍｇ］ その他の気管支拡張剤 2259707S2027
外用 ホクナリンテープ０．５ｍｇ その他の気管支拡張剤 2259707S1020
内服 ボグリボース錠０．３｢OME｣ その他の糖尿病用剤 3969004F2191
内服 ホスミシンドライシロップ２０％ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （ホスホマイシン製剤） 6135001R1025
内服 ホスミシン錠５００ｍｇ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （ホスホマイシン製剤） 6135001F2025
内服 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ その他の循環器官用薬 2190029F3029
内服 ボナロン経口ゼリー35mg（2g/包） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999018Q1022
内服 ボノサップパック４００ 他に分類されない抗生物質製剤 6199104X1023
内服 ボノテオ錠【５０ｍｇ】 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999026F2022
外用 ポピヨドンゲル１０％（90g/本） 外皮用殺菌消毒剤 （ヨウ素化合物；ヨードチンキ等） 2612701Q2117
内服 ホモクロミン錠１０ｍｇ その他の抗ヒスタミン剤 4419006F1378
内服 ポラキス錠２ｍｇ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590005F1022
外用 ボラザＧ坐剤 その他の痔疾用剤 2559813J1033
外用 ボラザＧ軟膏２．４ｇ その他の痔疾用剤 2559813M1021
内服 ポラプレジンクOD錠75mg｢ｻﾜｲ｣ その他の消化性潰瘍用剤 2329027F1037
内服 ポララミンシロップ０．０４％ その他の抗ヒスタミン剤 4419002Q1095
内服 ポララミン散１％ その他の抗ヒスタミン剤 4419002B1033
内服 ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 解熱鎮痛消炎剤 （フェニル酢酸系製剤） 1147002N1174
外用 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ 解熱鎮痛消炎剤 （フェニル酢酸系製剤） 1147700J1057
内服 ポルトラック原末（６ｇ） 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999015A1039
外用 ボンアルファハイﾛｰｼｮﾝ２０μg/g その他の外皮用薬 （外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等） 2691700Q2027
内服 ボンビバ錠１００ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999040F1026
内服 マーズレンＳ配合顆粒（０．５ｇ） その他の消化性潰瘍用剤 2329122D1414
外用 マイザークリーム0.05% ５ｇ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646725N1150
外用 マイザー軟膏0.05%　５ｇ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646725M1201
内服 マイスタン細粒１％ その他の抗てんかん剤 1139006C1030
内服 マイスタン錠５ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139006F1028
内服 マイスリー錠【１０ｍｇ】 その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 1129009F2021
内服 マイスリー錠５ｍｇ その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 1129009F1025
内服 マイテラーゼ錠１０ｍｇ 自律神経剤 （四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブロミド等） 1231001F1030
内服 マグミット錠[３３０ｍｇ] 制酸剤 （無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等） 2344009F2031
内服 マグミット錠【５００ｍｇ】 制酸剤 （無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等） 2344009F4034
内服 マグミット錠２５０ｍｇ 制酸剤 （無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等） 2344009F1035
外用 ミオコールスプレー７．２ｇ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171701R4038
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内服 ミオナール錠５０ｍｇ その他の鎮けい剤 1249009F1090
内服 ミカルディス錠【４０ｍｇ】 その他の血圧降下剤 2149042F2021
内服 ミカルディス錠２０ｍｇ その他の血圧降下剤 2149042F1025
内服 ミグシス錠５ｍｇ その他の循環器官用薬 2190023F1037
内服 ミグリステン錠２０ｍｇ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149013F1091
外用 ミケランＬＡ点眼液２％２．５ｍL その他の眼科用剤 1319701Q4020
内服 ミティキュアﾀﾞﾆ舌下錠【１０，０００JAU】 その他のアレルギー用薬 4490031F2025
内服 ミティキュアﾀﾞﾆ舌下錠＜３，３００JAU＞ その他のアレルギー用薬 4490031F1029
外用 ミドリンＰ１０ｍＬ その他の眼科用剤 1319810Q1053
内服 ミニプレス錠【１ｍｇ】 その他の血圧降下剤 2149002F2159
内服 ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ その他の脳下垂体ホルモン剤 2419001F3026
内服 ミノアレ散６６．７％ 抗てんかん剤 （オキサゾリジン系製剤） 1133002B1032
内服 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg「日医工」 主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの （テトラサイクリン系抗生物質製剤） 6152005M2090
内服 ミノマイシン錠５０ｍｇ 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 （テトラサイクリン系抗生物質製剤） 6152005F1052
内服 ミヤＢＭ錠 止しゃ剤，整腸剤 （活性生菌製剤） 2316009F1022
内服 ミラペックスＬＡ錠【１．５ｍｇ】 その他の抗パーキンソン剤 1169012G2024
内服 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ その他の抗パーキンソン剤 1169012G1028
外用 ミリステープ５ｍｇ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171701S4048
内服 ミルラクト細粒５０％(１ｇ） その他の健胃消化剤 2339004C1036
内服 ムコサールドライシロップ１．５％ その他の去たん剤 2239001R1110
外用 ムコスタ点眼液UD2％0.35mL その他の眼科用剤 1319760Q1029
内服 ムコソルバンL錠【45mg】 その他の去たん剤 2239001G2027
内服 ムコブリン錠１５ｍｇ その他の去たん剤 2239001F1718
内服 ムルプレタ錠３ｍｇ 他に分類されない血液・体液用薬 3399010F1022
内服 メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （セフェム系抗生物質製剤） 6132015C1103
内服 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （セフェム系抗生物質製剤） 6132015F1037
外用 メイスパン配合軟膏(100g/本) 他に分類されない外皮用薬 2699801V1149
内服 メイラックス細粒１％ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124029C1038
内服 メイラックス錠【２ｍｇ】 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124029F2022
内服 メイラックス錠１ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124029F1026
内服 メキシチールカプセル【100mg】 その他の不整脈用剤 2129003M2028
内服 メキシチールカプセル５０ｍｇ その他の不整脈用剤 2129003M1021
内服 メキニスト錠【２ｍｇ】 その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291047F2022
内服 メキニスト錠０．５ｍｇ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291047F1026
内服 メコバラミン錠５００｢ﾄｰﾜ｣ ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。） （ビタミンＢ１２剤） 3136004F2081
外用 メサデルムクリーム５ｇ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646726N1090
外用 メサデルム軟膏５ｇ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646726M1095
内服 メサペイン錠５ｍｇ その他の合成麻薬 8219002F1024
内服 メジコン散１０％ 鎮咳剤 （デキストロメトルファン製剤） 2223001B1210
内服 メジコン錠１５ｍｇ 鎮咳剤 （デキストロメトルファン製剤） 2223001F2099
内服 メスチノン錠６０ｍｇ その他の自律神経剤 1239003F1046
内服 メソトレキセート錠２．５ｍｇ 代謝拮抗剤 （メトトレキサート製剤） 4222001F1027
内服 メタルカプターゼｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ その他の解毒剤 3929001M2035
内服 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠0.125mg｢F｣ 子宮収縮剤 （バッカク類製剤） 2531002F1222
内服 メトキシフェナミン塩酸塩錠100mg その他の気管支拡張剤 2259001F1044
内服 メトグルコ錠２５０ｍｇ 糖尿病用剤 （ビグアナイド系製剤） 3962002F2027
内服 メトリジン錠２ｍｇ 血管収縮剤 2160002F1028
内服 メトレート錠２ｍｇ(リウマチ) 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999016F1022
内服 メネシット配合錠１００ｍｇ その他の抗パーキンソン剤 1169101F1146
外用 メノエイドコンビパッチ 混合ホルモン剤 （卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製剤） 2482800S1026
外用 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 その他の気管支拡張剤 2259704G9033
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外用 メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 その他の気管支拡張剤 2259704G8037
内服 メプチンシロップ０．０００５％ その他の気管支拡張剤 2259004Q1111
外用 メプチン吸入液０．０１％３０ｍＬ その他の気管支拡張剤 2259704G1032
外用 メプチン吸入液ユニット0.5mL その他の気管支拡張剤 2259704G6026
内服 メプチン錠５０μｇ その他の気管支拡張剤 2259004F2168
内服 メプチン顆粒０．０１％ その他の気管支拡張剤 2259004D1047
内服 メマリーOD錠【２０ｍｇ】 その他の中枢神経系用薬 1190018F6025
内服 メマリーOD錠５ｍｇ その他の中枢神経系用薬 1190018F4022
内服 メリスロン錠６ｍｇ その他の鎮暈剤 1339005F1296
内服 メルカゾール錠５ｍｇ 甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 （抗甲状腺ホルモン製剤） 2432001F1033
内服 メレックス錠０．５ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124025F1028
外用 モーラスﾃｰﾌﾟＬ【４０mg】（７枚入） その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649729S3084
外用 モーラスﾊﾟｯﾌﾟＸＲ【２４０ｍｇ】（７枚入） その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649729S6024
外用 モーラスﾊﾟｯﾌﾟＸＲ１２０ｍｇ（７枚入） その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649729S5028
内服 モサプリドクエン酸塩錠【5mg】「日医工」 他に分類されない消化器官用薬 2399010F2245
内服 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」 他に分類されない消化器官用薬 2399010F1249
内服 モディオダール錠１００ｍｇ その他の精神神経用剤 1179047F1022
内服 モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 あへんアルカロイド系麻薬 （モルヒネ系製剤） 8114003F1035
内服 モルペス細粒【６％】（30mg/0.5g包） あへんアルカロイド系麻薬 （モルヒネ系製剤） 8114004C2021
内服 モルペス細粒２％（10mg/0.5g包） あへんアルカロイド系麻薬 （モルヒネ系製剤） 8114004C1025
内服 ヤーズ配合錠 混合ホルモン剤 （卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製剤） 2482011F1020
内服 ユーエフティE配合顆粒T【200】(1g) その他の代謝拮抗剤 4229100D5026
内服 ユーエフティE配合顆粒T100(0.5g) その他の代謝拮抗剤 4229100D3023
内服 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ150（0.75ｇ） その他の代謝拮抗剤 4229100D4020
内服 ユーエフティ配合カプセルT100 その他の代謝拮抗剤 4229100M2035
内服 ユーロジン散１％ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124001B1039
内服 ユーロジン錠【２ｍｇ】 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124001F2029
内服 ユーロジン錠１ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124001F1022
内服 ユナシン錠３７５ｍｇ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの （ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン） 6131008F1030
内服 ユベラＮｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ その他の循環器官用薬 2190006M1156
内服 ユベラ錠５０ｍｇ ビタミンＥ剤 3150002F1239
内服 ユリーフ錠４ｍｇ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 2590010F2020
内服 ユリノーム錠５０ｍｇ その他の痛風治療剤 3949002F2114
内服 ヨウ化カリウム 無機質製剤 （ヨウ素化合物製剤；ヨウ化カリウム，ヨードカゼイン等） 3221001X1012
内服 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ｢日医工｣ 無機質製剤 （ヨウ素化合物製剤；ヨウ化カリウム，ヨードカゼイン等） 3221002L1074
内服 ヨクイニンエキス錠 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 5900003F1021
自己注射 ライゾデグ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492500G1025
内服 ラコールＮＦ配合経腸用【半固形剤】(300g/袋) その他のたん白アミノ酸製剤 3259118T1020
内服 ラコールNF配合経腸用液(400mL/袋) その他のたん白アミノ酸製剤 3259118S1024
内服 ラコールＮＦ配合経腸用液２００mL その他のたん白アミノ酸製剤 3259118S1024
内服 ラニラピッド錠0.05mg 強心剤 （ジギタリス製剤） 2113005F2028
内服 ラベプラゾールﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg「ｹﾐﾌｧ」 その他の消化性潰瘍用剤 2329028F1210
内服 ラボナ錠５０ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤） 1125006F1030
内服 ラミクタール錠１００ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139009F4020
内服 ラミクタール錠２５ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139009F3024
内服 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠【30mg】「日医工」 その他の消化性潰瘍用剤 2329023F2094
内服 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg「日医工」 その他の消化性潰瘍用剤 2329023F1098
自己注射 ﾗﾝﾀｽ【XR】注ｿﾛｽﾀｰ450単位/1.5mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492416G3020
自己注射 ランタス注ｿﾛｽﾀｰ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492416G2024
内服 ランデル錠４０ｍｇ その他の血圧降下剤 2149034F3023
内服 リアルダ錠１２００ｍｇ 他に分類されない消化器官用薬 2399009F4024
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内服 リーゼ錠５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179012F1118
内服 リーゼ顆粒１０％ その他の精神神経用剤 1179012D1036
内服 リーバクト配合顆粒（４．１５ｇ） たん白アミノ酸製剤 （混合アミノ酸製剤） 3253003D2031
内服 リーマス錠【２００ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179017F2052
内服 リーマス錠１００ｍｇ その他の精神神経用剤 1179017F1056
内服 リオナ錠２５０ｍｇ その他の循環器官用薬 2190033F1022
内服 リオレサール錠５ｍｇ その他の鎮けい剤 1249006F1054
内服 リクシアナ錠【６０ｍｇ】 その他の血液凝固阻止剤 3339002F3022
内服 リクシアナ錠＜１５ｍｇ＞ その他の血液凝固阻止剤 3339002F1020
内服 リクシアナ錠３０ｍｇ その他の血液凝固阻止剤 3339002F2026
内服 リザベンカプセル１００ｍｇ その他のアレルギー用薬 4490002M1315
内服 リザベン細粒１０％ その他のアレルギー用薬 4490002C1123
外用 リザベン点眼液０．５％５ｍＬ その他の眼科用剤 1319736Q1076
内服 リスパダールＯＤ錠【２ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179038F6025
内服 リスパダール細粒１％ その他の精神神経用剤 1179038C1027
内服 リスパダール錠１ｍｇ その他の精神神経用剤 1179038F1023
内服 リスパダール内用液１mg/mL その他の精神神経用剤 1179038S1021
内服 リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL/包) その他の精神神経用剤 1179038S1021
内服 リスミー錠【２ｍｇ】 その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 1129006F2028
内服 リスミー錠１ｍｇ その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 1129006F1021
内服 リズミック錠１０ｍｇ その他の循環器官用薬 2190022F1024
内服 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ その他の不整脈用剤 2129005F1129
内服 リスモダンカプセル１００ｍｇ その他の不整脈用剤 2129002M2139
外用 リドメックスｺｰﾜクリーム0.3％５g 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646720N1093
外用 リドメックスｺｰﾜローション0.3% 10g 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646720Q1065
外用 リドメックスコーワ軟膏0.3% ５ｇ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646720M1080
外用 ﾘﾉｺｰﾄﾊﾟｳﾀﾞｰｽﾌﾟﾚｰ鼻用25μg （60回噴霧） その他の耳鼻科用剤 1329702R7042
内服 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ 健胃消化剤 （消化酵素製剤） 2331007M1029
外用 リバビリン200㎎(MK-7009) #VALUE! zzzzzzzzzzzzzzzz
内服 リピディル錠８０ｍｇ 高脂血症用剤 （クロフィブラート系製剤） 2183006F4020
内服 リファジンカプセル１５０ｍｇ 主として抗酸菌に作用するもの （リファンピシン製剤） 6164001M1216
内服 リフォロースシロップ６５％ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999001Q2074
内服 リフキシマ錠２００ｍｇ 他に分類されない抗生物質製剤 6199001F1026
内服 リフレックス錠15mg その他の精神神経用剤 1179051F1029
外用 リボスチン点眼液０．０２５％５mL その他の眼科用剤 1319746Q1029
内服 リボトリール細粒０．１％ その他の抗てんかん剤 1139003C1044
内服 リボトリール錠０．５ｍｇ その他の抗てんかん剤 1139003F1040
内服 リマチル錠１００ｍｇ 刺激療法剤 4420002F1117
内服 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠５μｇ｢F｣ 他に分類されない血液・体液用薬 3399003F1103
内服 リリカＯＤ錠＜２５ｍｇ＞ その他の中枢神経系用薬 1190017F1029
内服 リリカＯＤ錠７５ｍｇ その他の中枢神経系用薬 1190017F2025
内服 リルゾール錠５０ｍｇ｢ﾀﾅﾍﾞ｣ その他の中枢神経系用薬 1190011F1048
外用 リレンザ 抗ウイルス剤 6250702G1028
外用 リンデロン-【V】軟膏0.12%（5ｇ/本） 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （副腎皮質ホルモン製剤） 2646701M2156
外用 リンデロン－ＶＧクリーム0.12%５ｇ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤） 2647709N1060
外用 リンデロン－ＶＧローション１０ｍＬ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤） 2647709Q1040
外用 リンデロン－ＶＧ軟膏0.12%５ｇ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤） 2647709M1102
外用 リンデロン坐剤１ｍｇ 副腎ホルモン剤 （フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤） 2454700J2024
内服 リンデロン錠０．５ｍｇ 副腎ホルモン剤 （フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤） 2454004F2090
内服 ルーラン錠８ｍｇ その他の精神神経用剤 1179043F2039
外用 ルコナック爪外用液5%　3.5g（4mL/本） その他の化学療法剤 6290703Q1023

23 / 26 ページ



関西労災病院 採用医薬品一覧 作成日：2017/12/1

内用

外用
薬品名 薬効分類 個別医薬品コード

内服 ルジオミール錠【２５ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179008F2029
内服 ルジオミール錠１０ｍｇ その他の精神神経用剤 1179008F1022
内服 ルセフィ錠２．５ｍｇ その他の糖尿病用剤 3969020F1020
内服 ルナベル配合錠ＵＬＤ 混合ホルモン剤 （卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製剤） 2482009F2020
内服 ルネスタ錠【2ｍｇ】 その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 1129010F2024
内服 ルネスタ錠１ｍｇ その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 1129010F1028
内服 ルボックス錠【５０ｍｇ】 その他の精神神経用剤 1179039F2032
内服 ルボックス錠２５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179039F1036
外用 ルミガン点眼液0.03％ その他の眼科用剤 1319757Q1027
外用 ルリコンクリーム１％１０ｇ 寄生性皮ふ疾患用剤 （イミダゾール系製剤） 2655712N1020
外用 ルリコン液１％１０ｍＬ 寄生性皮ふ疾患用剤 （イミダゾール系製剤） 2655712Q1027
外用 ルリコン軟膏１％（10ｇ/本） 寄生性皮ふ疾患用剤 （イミダゾール系製剤） 2655712M1025
内服 ルリッド錠１５０ｍｇ その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの 6149002F1029
内服 レキソタン細粒１％ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124020C1045
内服 レキソタン錠【５ｍｇ】 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124020F4032
内服 レキソタン錠２ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124020F2030
内服 レキップＣＲ錠２ｍｇ その他の抗パーキンソン剤 1169013G1022
内服 レクサプロ錠１０ｍｇ その他の精神神経用剤 1179054F1022
内服 レクチゾール錠２５ｍｇ 他に分類されない外皮用薬 2699003F1024
内服 レグナイト錠３００ｍｇ その他の中枢神経系用薬 1190020F1020
内服 レグパラ錠２５ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999023F1022
外用 レスキュラ点眼液５ｍＬ その他の眼科用剤 1319732Q1035
外用 レスタミンコーワクリーム１％ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 （外用抗ヒスタミン製剤） 2642702N1029
内服 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 抗ヒスタミン剤 （ジフェンヒドラミン系製剤） 4411001F1040
内服 レナジェル錠２５０ｍｇ その他の循環器官用薬 2190025F1036
内服 レナデックス錠４ｍｇ 副腎ホルモン剤 （フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤） 2454002F2023
自己注射 レパーサ皮下注１４０ｍｇペン その他の高脂血症用剤 2189401G2026
内服 レバチオ錠２０ｍｇ その他の循環器官用薬 2190028F1021
内服 レバミピド錠１００ｍｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ その他の消化性潰瘍用剤 2329021F1293
外用 レペタン坐剤０．２ｍｇ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149703J1020
内服 レベトールカプセル２００ｍｇ 抗ウイルス剤 6250022M1021
自己注射 レベミル注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ300単位/3mL その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） （すい臓ホルモン剤） 2492417G1030
内服 レボフロキサシン錠【５００ｍｇ】「DSEP」 合成抗菌剤 （ピリドンカルボン酸系製剤） 6241013F3051
内服 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「DSEP」 合成抗菌剤 （ピリドンカルボン酸系製剤） 6241013F2055
内服 レボレード錠１２．５ｍｇ 他に分類されないその他の代謝性医薬品 3999028F1025
内服 レミッチＯＤ錠２．５μｇ その他の中枢神経系用薬 1190015F1020
内服 レミニールＯＤ錠［８ｍｇ］ その他の中枢神経系用薬 1190019F5023
内服 レミニールＯＤ錠４ｍｇ その他の中枢神経系用薬 1190019F4027
内服 レルパックス錠２０ｍｇ 血管収縮剤 2160005F1021
外用 レルベア【２００】エリプタ３０吸入用 その他の呼吸器官用薬 2290803G4027
外用 レルベア１００エリプタ３０吸入用 その他の呼吸器官用薬 2290803G3020
内服 レンビマカプセル【10mg】 その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291039M2027
内服 レンビマカプセル4mg その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291039M1020
内服 ロイケリン散１０％ 代謝拮抗剤 （メルカプトプリン系製剤） 4221001B1052
内服 ロイコボリン錠【２５ｍｇ】 その他の解毒剤 3929004F2030
内服 ロイコボリン錠５ｍｇ その他の解毒剤 3929004F1025
内服 ローコール錠２０ｍｇ その他の高脂血症用剤 2189012F2026
自己注射 ﾛｰﾄﾞｰｽﾞU-100/0.3CC29G（7本入）
内服 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa細粒10%｢ｻﾜｲ｣(60mg/包) その他の解熱鎮痛消炎剤 1149019C1157
外用 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑﾃｰﾌﾟ100mg「ｹﾐﾌｧ」7枚/袋 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649735S3225
内服 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢ｸﾆﾋﾛ｣ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149019F1579
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外用 ロコアテープ（７枚入） その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649896S1022
内服 ロサルタンカリウム錠50mg「ｻﾜｲ」 その他の血圧降下剤 2149039F2275
外用 ロゼックスゲル０．７５％(50g/本) 他に分類されない外皮用薬 2699713Q1026
内服 ロゼレム錠8mg その他の中枢神経系用薬 1190016F1024
内服 ロドピン細粒１０％ その他の精神神経用剤 1179024C1033
内服 ロドピン錠２５ｍｇ その他の精神神経用剤 1179024F1030
内服 ロトリガ粒状カプセル2g｢ﾀｹﾀﾞ｣ その他の高脂血症用剤 2189019M1020
内服 ロナセン錠２ｍｇ その他の精神神経用剤 1179048F1027
内服 ロプレソール錠２０ｍｇ その他の血圧降下剤 2149010F1033
内服 ロペミン小児用0.05％ その他の止しゃ剤，整腸剤 2319001C1080
内服 ロペラミド塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲﾖ-｣ その他の止しゃ剤，整腸剤 2319001M1329
内服 ロルカム錠４ｍｇ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149036F2021
内服 ロレルコ錠２５０ｍｇ その他の高脂血症用剤 2189008F1287
内服 ロンサーフ配合錠Ｔ【２０】 他に分類されない腫瘍用薬 4299100F2022
内服 ロンサーフ配合錠Ｔ１５ 他に分類されない腫瘍用薬 4299100F1026
内服 ワーファリン錠１ｍｇ 血液凝固阻止剤 （ジクマロール系製剤） 3332001F1024
内服 ワイパックス錠１ｍｇ 催眠鎮静剤，抗不安剤 （ベンゾジアゼピン系製剤） 1124022F2071
内服 ワゴスチグミン散０．５％ 自律神経剤 （ネオスチグミン系製剤） 1233001B1025
内服 ワソラン錠４０ｍｇ 血管拡張剤 （冠血管拡張剤） 2171008F1070
内服 ワルファリンＫ錠０．５ｍｇ｢NP｣ 血液凝固阻止剤 （ジクマロール系製剤） 3332001F3078
内服 ワンアルファ錠０．２５μｇ ビタミンＡ及びＤ剤 （合成ビタミンＤ製剤） 3112001F1055
内服 ワントラム錠１００ｍｇ その他の解熱鎮痛消炎剤 1149038G1020
外用 亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649710M2068
内服 塩化ナトリウム その他の調剤用薬 7190701X1036
外用 塩化ナトリウム その他の調剤用薬 7190701X1036
内服 塩酸トリヘキシフェニジル錠2mg｢NP｣ その他の抗パーキンソン剤 1169001F1156
内服 塩酸プロカルバジン50mg｢中外｣ その他の腫瘍用薬 （その他の抗悪性腫瘍用剤） 4291002M1036
内服 塩酸リルマザホン錠【２ｍｇ】「ＭＥＥＫ」 その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 1129006F2036
内服 塩酸リルマザホン錠１mg「ＭＥＥＫ」 その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 1129006F1030
外用 含嗽用ハチアズレ２ｇ 含嗽剤 2260702F1055
外用 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏5g その他の眼科用剤 1319812M1026
内服 希塩酸 健胃消化剤 （酸類製剤；クエン酸リモナーデ等） 2335001X1019
外用 強力ポステリザン軟膏２ｇ その他の痔疾用剤 2559808M1020
外用 酸化亜鉛 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 2649708X1257
内服 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 制酸剤 （無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等） 2344005F1045
内服 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ その他の去たん剤 2239001Q1166
外用 消毒用エタノール液ＩＰ 外皮用殺菌消毒剤 （アルコール製剤） 2615705Q1048
外用 硝酸銀 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） （金属製剤；硝酸銀等） 2663700X1039
外用 新レシカルボン坐剤 その他の下剤，浣腸剤 2359800J1035
外用 親水ワセリン 軟膏基剤 （油脂性基剤；ワセリン，パラフィン等） 7121702X1041
外用 親水軟膏 軟膏基剤 （乳剤性基剤；精製ラノリン，親水軟膏等） 7122704X1129
外用 人工涙液マイティア５ｍＬ その他の眼科用剤 1319808Q2036
外用 生理食塩液 血液代用剤 （生理食塩液類） 3311401H9037
外用 精製ラノリン 軟膏基剤 （乳剤性基剤；精製ラノリン，親水軟膏等） 7122702X1014
内服 精製水 溶解剤 （精製水類） 7131400A5020
外用 精製水 溶解剤 （精製水類） 7131400A5020
内服 大虎堂の加味帰脾湯エキス顆粒（2.5g/包） 漢方製剤 5200016D1046
内服 単シロップ 矯味，矯臭，着色剤 （シロップ製剤；単シロップ等） 7142001X1171
内服 炭酸水素ナトリウム 制酸剤 （無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等） 2344004X1070
外用 炭酸水素ナトリウム 制酸剤 （無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等） 2344004X1364
内服 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ｢三和｣ その他の循環器官用薬 2190024F1040
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外用 点眼・点鼻用リンデロンＡ液５ｍＬ その他の眼科用剤 1319813Q1049
外用 日点アトロピン点眼液１％５ｍＬ 眼科用剤 （散瞳剤；ホマトロピン等） 1311706Q2022
内服 乳酸カルシウム水和物（１ｇ） カルシウム剤 （乳酸カルシウム製剤） 3211001X1059
内服 乳糖 賦形剤 （乳糖類） 7111001X1191
外用 尿素 その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） 2669702X1015
外用 白色ワセリン 軟膏基剤 （油脂性基剤；ワセリン，パラフィン等） 7121703X1364
内服 薬用炭「日医工」 その他の止しゃ剤，整腸剤 2319003X1049
内服 幼児用ＰＬ配合顆粒（１ｇ） 総合感冒剤 1180108D1039
外用 流動パラフィン 軟膏基剤 （油脂性基剤；ワセリン，パラフィン等） 7121718X1018
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