
医薬品名（内服薬） 規格 製薬会社（販売元）

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ　　 250mg アルフレッサファーマ

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ　　 20% 25g 三和化学

アカルボース錠１００ｍｇ 100mg 陽進堂

アジスロマイシン細粒10%小児用 10% 小林化工

アセトアミノフェン錠５００ｍｇ 500mg 丸石

アゾセミド錠 ３0mg 30mg 日本ジェネリック

アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ　 10mg 東和

アナストロゾール錠１ｍｇ 1mg 第一三共エスファ

アマンタジン塩酸塩錠５０㎎　 50mg 沢井

アミオダロン塩酸塩速錠５０　５０ｍｇ　　 50mg トーワエイヨー

アミオダロン塩酸塩速錠１００　１００ｍｇ　　 100mg トーワエイヨー

アムロジピンＯＤ錠２．５㎎ 2.5mg ニプロ

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ 5mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ

アモキシシリンカプセル　２５０ｍｇ 250mg 東和

アルファカルシドールカプセル１μｇ 1μg 沢井

アルプラゾラム錠　０．４㎎ 0.4㎎ 東和

アロプリノール錠１００ｍｇ 100mg　 日医工

アレンドロン酸錠 ３５mg 35mg 共和薬品工業

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ 15mg 東和

アンブロキソール塩酸塩 徐放OD 錠45mg 45mg ニプロ

イトラコナゾールカプセル　５０㎎　 50㎎ 日本ケミファ

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ　 5mg 日本ケミファ

インクレミンシロップ５％　　 50mg/mL アルフレッサファーマ

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ 100mg 東和

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠　Ｔ２０　　 岡山大鵬

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠　Ｔ２５　 岡山大鵬

エチゾラム錠０．５ｍｇ　 0.5mg 日医工

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ 5㎎ 日本ケミファ

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ 20mg 沢井

エペリゾン塩酸塩錠　５０㎎ 50㎎ 第一三共エスファ

エンテカビル錠０．５ｍｇ 0.5mg 東和

オキシコドン徐放錠　５㎎　 5㎎ 第一三共

オキシコドン徐放錠　１０㎎　 10㎎ 第一三共

オキシコドン徐放錠　２０㎎　 20㎎ 第一三共

オキシコドン徐放錠　４０㎎　 40㎎ 第一三共

オキシコドン錠　２．５㎎　 2.5㎎ 第一三共

オキシコドン錠　５㎎　 5㎎ 第一三共

オキシコドン錠　１０ｍｇ 10㎎ 第一三共
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オキシコドン錠　２０ｍｇ 20㎎ 第一三共

オセルタミビルカプセル７５ｍｇ 75mg 沢井

オメプラゾール錠　１０㎎　 10㎎ 日医工

オランザピンＯＤ錠　２．５㎎　 2.5㎎ ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ

オルメサルタンOD錠 ２0mg 20mg 第一三共エスファ

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠　５㎎　 5㎎ ファイザー

オロパタジン塩酸塩 顆粒0.5% 0.50% 東和

カモスタットメシル塩酸塩錠　１００ｍｇ 100mg 武田テバ

カリセラムーＮＡ　末　 5g 扶桑

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ 30mg 東和

カルベジロール錠　２．５ｍｇ　 2.5㎎ 沢井

カルボシステインＤＳ５０％ 500mg/g 高田

カルボシスティンシロップ小児用５％ 50mg/mL 東和

カルボシスティン錠　500ｍｇ 500mg 東和

カロナール細粒２０％　　　　 200mg/g あゆみ

カロナール錠２００　２００ｍｇ　 200mg あゆみ

カロナール錠３００　３００ｍｇ　 300mg あゆみ

カンデルサルタン錠　４㎎　 4mg あすか

カンデルサルタン錠　８㎎　 8㎎ あすか

クエチアピン錠　２５㎎ 25㎎ 東和

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ 50mg 沢井

グリメピリド錠０．５ｍｇ 0.5mg 三和化学

グリメピリド錠１ｍｇ 1mg ファイザー

クロチアゼパム錠５ｍｇ 5mg 日医工

クロピドグレル錠　２５㎎　 25㎎ 日医工

クロピドグレル錠　７５㎎　 75㎎ 日医工

ケーサプライ錠　６００㎎ 600㎎ アルフレッサファーマ

サリパラ液 500mL 丸石

ジアゼパム錠2 (2mg) 2mg 東和

ジアゼパム錠5 (5mg) 5mg 東和

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ 25mg 辰巳

シルニジピン錠１０ｍｇ　 10mg 武田テバ

シロドシンOD錠４ｍｇ 4mg 第一三共エスファ

スクラルファート顆粒９０％　 1g 東和

スピロノラクトン錠２５ｍｇ 25mg 日医工

スマトリプタン錠５０ｍｇ 50mg アスペン

スルピリド錠　５０㎎ 50㎎ ニプロ

セファクロルカプセル２５０ｍｇ 250mg 日医工

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ 100mg ファイザー

セフジニルカプセル１００ｍｇ 100mg ファイザー



セフジニル細粒10%小児用 10% 沢井

セルトラリン錠２５ｍｇ 25mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ

セレスターナ配合錠 ファイザー

センノシド錠１２ｍｇ 12mg 扶桑

ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ 10mg 共創未来

ゾルミトリプタン OD 錠２．５ｍｇ 2.5mg 東和

ダイフェン配合錠 鶴原

タクロリムス錠１ｍｇ 1mg あゆみ

タムスロシン塩酸塩OD錠０．２ｍｇ 0.25mg 小林化工

タモキシフェン錠２０ｍｇ 20mg 第一三共エスファ

テプレノンカプセル５０㎎　 50mg 沢井

テモゾロミド錠２０ｍｇ 20mg 日本化薬

テモゾロミド錠１００ｍｇ 100mg 日本化薬

テルペラン錠５ 5mg あすか

テルビナフィン錠１２５ 125mg 小林化工

テルミサルタン錠４０ｍｇ 40mg 第一三共エスファ

トアラセット配合錠 サンド

ドキサゾシン錠　２㎎　 2㎎ 日医工

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ 3mg 東和

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ 5mg 東和

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ 10mg 東和

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ　 0.25mg 日医工

ドンペリドン錠１０㎎　 10mg 日医工

ナフトピジルＯＤ錠　２５㎎　 25㎎ あすか

ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル４０ｍｇ 40mg 日医工

ニコランジル錠　５ｍｇ 5mg 日医工

ニセルゴリン錠５ｍｇ 5mg 日新製薬

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ　 0.3mg 日本化薬

ニフェジピンＣＲ錠　４０㎎　 40㎎ 東和

ニフェジピン L 錠２０ｍｇ 20mg 東和

パーキストン配合錠Ｌ１００　 100mg 小林化工

バイアスピリン錠１００ｍｇ　　 100mg バイエル

バラシクロビル錠　５００㎎　 500㎎ アスペン

バラシクロビル顆粒５０％ 50% アスペン

バリエース発泡顆粒　　　　　　 2.5mg 伏見製薬

バルギン消泡内用液２％ 300mL カイゲン

バルサルタン錠　８０㎎　 80㎎ サンド

バレリンシロップ５％　 50mg/mL 大日本住友

パロキセチン錠１０㎎　 10mg 田辺製薬販売

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ 500mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ



パンテチン散２０％ 20% 1g 武田テバ

ピアーレシロップ　６５％ 500mL 日本化薬

ピオグリタゾン錠１５ｍｇ 15mg 日医工

ビカルタミドOD錠８０ｍｇ 80mg 日本化薬

ピコスルファートナトリウム錠　２．５㎎ 2.5㎎ 日医工

ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 10mL 日本ジェネリック

ビソプロロールフマル酸塩錠　０．６２５ｍｇ 0.625mg 東和

ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠　２ｍｇ 2mg 東和

ピモベンダン錠　１．２５ｍｇ 1.25mg トーアエイヨー

ファモチジンＤ錠　１０ｍｇ 10mg 日医工

ファモチジンＤ錠　２０ｍｇ 20mg 日医工

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ 60mg 日医工

プラバスタチンナトリウム塩錠１０ｍｇ 10mg ファイザー

プラミペキソール塩酸塩OD錠　０．５ｍｇ 0.5mg 東和

プランルカスト錠　１１２．５㎎ 112.5㎎ 日医工

プランルカスト DS 10% 10% 小林化工

フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ 25mg ファイザー

フロセミド錠２０ｍｇ 20mg ニプロ

フロセミド錠細粒　４％ 4% 日医工

ブロチゾラムＯＤ錠　０．２５ｍｇ 0.25mg 沢井

プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ 10mg あすか

ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ 200mg 東和

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ　 6mg 東和

ヘルラートＬ錠１０　１０ｍｇ　　 10mg アルフレッサファーマ

ボグリボースＯＤ錠　０．３㎎　 0.3㎎ 小林化工

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ　 75mg 沢井

ボリコナゾール錠５０ｍｇ 50mg 日医工

ホリナート錠　２５㎎　 25㎎ 岡山大鵬

マーロックス懸濁用配合顆粒　 1.2g アステラス

マグミット錠５００ｍｇ　 500mg 丸石

ミノサイクリン塩酸塩カプセル　１００ｍｇ 100㎎ 日医工

ミルタザピン錠１５ｍｇ 15mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ

メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ　　 50mg 三和化学

メチコバール錠５００μｇ 0.5mg エーザイ

メトトレキサート錠２ｍｇ 2mg 田辺三菱

モサプリドクエン酸塩錠　５ｍｇ 5mg ファイザー

モルペス細粒２％ 0.5g 藤本

モルペス細粒６％ 0.5g 藤本

モンテルカスト錠１０ｍｇ 10mg キョーリンリメディオ

ラベプラゾールNa塩錠１０ｍｇ 10mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ



ランソプラゾールＯＤ錠　１５ｍｇ 15mg 東和

リスペリドン錠　２㎎ 2㎎ 小林化工

リスペリドン内用液１ｍｇ／mL 1mg/mL 小林化工

リセドロン酸Na塩錠 １７．５ｍｇ 17.5mg ニプロＥＳファーマ

リドカイン塩酸塩ビスカス２％ 2% 日新

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ 150mg サンド

リマプロストアルファデクス錠　５μｇ 5μg 日医工

レトロゾール錠２．５ｍｇ 2.5mg サンド

レバミピド錠１００ｍｇ 100mg 大塚製薬工場

レボフロキサシン錠　５００㎎　 500㎎ 第一三共エスファ

ロキソプロフェン錠６０ｍｇ 60mg 日医工

ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ 50mg サンド

ロスバスタチン錠 ２．５ｍｇ 2.5mg 第一三共エスファ

ロスバスタチン錠 ５ｍｇ 5mg 第一三共エスファ

ロペラミド塩酸塩カプセル　１㎎ 1㎎ 武田テバ

ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05% 0.05% 武田テバ

ワイドシリン細粒２０％ 20% ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ

一硝酸イソソルビド錠　２０ｍｇ 20mg 沢井

沈降炭酸カルシウム錠５００㎎　 500mg 三和

医薬品名（外用薬） 規格 製薬会社（販売元）

ＡＺ点眼液０．０２％　　　　　　 0.02%･5mL ゼリア新薬工業

ＭＳ温シップ「タイホウ」　　 20g×5 日本化薬

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 0.25mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ

アズノールうがい液４％　 5mL 日本新薬　

イソジンシュガーパスタ軟膏　　 100g ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ

カリーユニ点眼液０．００５％　 5mL 参天製薬　　　　　

キシロカインポンプスプレー８％　 80g アストラゼネカ

グリセリン浣腸「ムネ」１２０ 120mL 局方（ムネ）

グリセリン浣腸「ムネ」３０ 30mL 局方（ムネ）

グリセリン浣腸「ムネ」６０ 60mL 局方（ムネ）

クリンダマイシンゲル1％ 10g 武田テバ

クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％ 20mg2mL  沢井

ケトコナゾールクリーム　２％ 2% 10g 日本ジェネリック

ケトコナゾールローション　２％ 2% 10g 日本ジェネリック

ケトプロフェン テープ ２０ｍｇ 20mg 杏林

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g 武田テバ

サリチル酸ワセリン軟膏（５％） 5% 500g 局方（吉田）

サンドール P 点眼液　５ｍL 5mL 日本点眼薬研究所

サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%　５ｍL 5mL 参天製薬　　　　　



ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳鼻科用液 5%  10mL セオリアファーマ

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ 12.5mg 日医工

ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ 25mg 日医工

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ 50mg 日医工

ジフルプレドナート軟膏０．０５％　 0.05% 10g 小林化工

スミルスチック3% 40g 三笠製薬

チモロール点眼液0.5%　５ｍL 5mL わかもと

チモロール ＸＥ 点眼液0.5% 　２.５mL 2.5mL 日東メディック

ティアバランス点眼液0.1% 　5mL 5mL 千寿

ドンペリドン 坐剤 １０ｍｇ 10mg 日本ジェネリック

ドンペリドン 坐剤 ３０ｍｇ 30mg 日本ジェネリック

フェルビナクパップ７０ｍｇ　 70mg ニプロ

フェルビナクローション３％　 3%50mL ラクール

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ 1mg 第一三共

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ 2mg 第一三共

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ 4mg 第一三共

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ 6mg 第一三共

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ８ｍｇ 8mg 第一三共

フルチカゾン点鼻液５０μｇ５６噴霧用 8mL 共創未来

フロジン外用液５％　　 5% 30mL 第一三共

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％ 0.2%45mL 武田テバ

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％ 0.3%100g 日本臓器

ヘモポリゾン軟膏 　２ｇ 2g ジェイドルフ

ポピラール液 250mL 丸石

ムコフィリン液２０％ 17.62%2mL エーザイ

ラタノプロスト点眼液0.005% 　２．５ｍL 2.5mL わかもと

ラノコナゾール軟膏1% １０ｇ 10g 岩城

レボフロキサシン点眼液　０．５％ 0.5% 5mL 日本点眼薬研究所

レボフロキサシン点眼液　１．５％ 1.5% 5mL 日本点眼薬研究所

ロキソプロフェンＮａテープ　１００ｍｇ 100mg  7枚 科研

硝酸イソソルビドテープ４０㎎ 40mg 沢井

日点アトロピン点眼液１％　５mL　　 1%5mL 日本点眼薬研究所


