
薬効分類名 成分名 商品名 メーカー
1 Ｘ線造影剤 硫酸バリウム散 エネマスター注腸散 400g ㈱伏見製薬
2 Ｘ線造影剤 炭酸水素ナトリウム・酒石酸顆粒 バリエース発泡顆粒 5g ㈱伏見製薬
3 Ｘ線造影剤 炭酸水素ナトリウム・酒石酸（６）顆粒 バルギン発泡顆粒 5g ㈱カイゲン
4 Ｘ線造影剤 炭酸水素ナトリウム・酒石酸顆粒 バロス発泡顆粒－Ｓ 5g 堀井薬品工業㈱
5 カルシウム剤 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠200mg「トーワ」 東和薬品㈱
6 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 スプラタストトシル酸塩カプセル50mg「サワイ」 沢井製薬㈱
7 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 スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 沢井製薬㈱
8 その他のアレルギー用薬 セチリジン塩酸塩錠 セチリジン塩酸塩錠10mg「ＮＰ」 ニプロ（医薬営業本部）
9 その他のアレルギー用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠60ｍｇ「ＫＮ」 小林化工㈱
10 その他のアレルギー用薬 プランルカスト水和物カプセル プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 日医工㈱
11 その他のアレルギー用薬 ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠10mg「日医工」 日医工㈱
12 その他のアレルギー用薬 モンテルカストナトリウム錠 モンテルカスト錠5mg「日医工」 日医工㈱
13 その他のアレルギー用薬 モンテルカストナトリウム錠 モンテルカスト錠10mg「日医工」 日医工㈱
14 その他のアレルギー用薬 レボセチリジン塩酸塩錠 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」 共和薬品工業㈱
15 その他のアレルギー用薬 レボセチリジン塩酸塩シロップ レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「アメル」 共和薬品工業㈱
16 その他のビタミン剤 シロップ用ビオチン ビオチン・ドライシロップ0.1％「ホエイ」 ファイザー㈱
17 その他のホルモン剤 インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）注射液 インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 300単位 日本イーライリリー㈱
18 その他のホルモン剤 オクトレオチド酢酸塩注射液 オクトレオチド皮下注100μｇ「ＳＵＮ」 1mL サンファーマ㈱
19 その他のホルモン剤 オクトレオチド酢酸塩注射液 オクトレオチド皮下注100μｇ「ｻﾝﾄﾞ」 1mL サンド㈱
20 その他のホルモン剤 カリジノゲナーゼ錠 カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」 日医工㈱
21 その他のホルモン剤 ジエノゲスト錠 ジエノゲスト錠1mg「トーワ」 東和薬品㈱
22 その他のホルモン剤 ジノプロスト注射液 ジノプロスト注射液1000μg「Ｆ」 1mL 富士製薬工業㈱
23 その他のホルモン剤 リュープロレリン酢酸塩キット リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「ＮＰ」 ニプロ（医薬営業本部）
24 その他のホルモン剤 リュープロレリン酢酸塩キット リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「ＮＰ」 ニプロ（医薬営業本部）
25 その他の化学療法剤 テルビナフィン塩酸塩錠 テルビナフィン錠125mg「サワイ」 沢井製薬㈱
26 その他の化学療法剤 フルコナゾールカプセル フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 沢井製薬㈱
27 その他の化学療法剤 フルコナゾール注射液 フルコナゾール静注100mg「ＮＰ」 50mL ニプロ（医薬営業本部）
28 その他の外皮用薬 精製白糖・ポビドンヨード軟膏 ネグミンシュガー軟膏 100g ファイザー㈱
29 その他の血液・体液用薬 アスピリン腸溶錠 アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 東和薬品㈱
30 その他の血液・体液用薬 イコサペント酸エチルカプセル イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 日医工㈱
31 その他の血液・体液用薬 クロピドグレル硫酸塩錠 クロピドグレル錠25mg「トーワ」 東和薬品㈱
32 その他の血液・体液用薬 クロピドグレル硫酸塩錠 クロピドグレル錠75mg「トーワ」 東和薬品㈱
33 その他の血液・体液用薬 チクロピジン塩酸塩錠 チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 東和薬品㈱
34 その他の血液・体液用薬 アスピリン腸溶錠 バイアスピリン錠 100mg バイエル薬品㈱
35 その他の血液・体液用薬 フィルグラスチム（遺伝子組換え）注射液 フィルグラスチムＢＳ注75μgシリンジ「Ｆ」 富士製薬工業㈱
36 その他の血液・体液用薬 ベラプロストナトリウム錠 ベラプロストナトリウム錠20μg「日医工」 日医工㈱
37 その他の腫瘍用薬 アナストロゾール錠 アナストロゾール錠1mg「サワイ」 沢井製薬㈱
38 その他の腫瘍用薬 イマチニブメシル酸塩錠 イマチニブ錠100mg「ニプロ」 ニプロ（医薬営業本部）
39 その他の腫瘍用薬 エキセメスタン錠 エキセメスタン錠25mg「マイラン」 マイラン製薬㈱
40 その他の腫瘍用薬 オキサリプラチン注射液 オキサリプラチン点滴静注液50mg「ＮＫ」 10mL 日本化薬㈱
41 その他の腫瘍用薬 オキサリプラチン注射液 オキサリプラチン点滴静注液100mg「ＮＫ」 20mL 日本化薬㈱
42 その他の腫瘍用薬 オキサリプラチン注射液 オキサリプラチン点滴静注液200mg「ＮＫ」 40mL 日本化薬㈱
43 その他の腫瘍用薬 カルボプラチン注射液 カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5ｍｌ 日本化薬㈱
44 その他の腫瘍用薬 カルボプラチン注射液 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15ml 日本化薬㈱
45 その他の腫瘍用薬 シスプラチン注射液 シスプラチン注10mg「日医工」 20mL 日医工㈱
46 その他の腫瘍用薬 シスプラチン注射液 シスプラチン注50mg「日医工」 100mL 日医工㈱
47 その他の腫瘍用薬 シスプラチン注射液 シスプラチン注25mg「日医工」 50mL 日医工㈱
48 その他の腫瘍用薬 タモキシフェンクエン酸塩錠 タモキシフェン錠10mg「サワイ」 沢井製薬㈱
49 その他の腫瘍用薬 タモキシフェンクエン酸塩錠 タモキシフェン錠20mg「サワイ」 沢井製薬㈱
50 その他の腫瘍用薬 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー㈱
51 その他の腫瘍用薬 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー㈱
52 その他の腫瘍用薬 ビカルタミド錠 ビカルタミド錠80mg「サンド」 サンド㈱
53 その他の腫瘍用薬 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 リツキシマブＢＳ点滴静注100mg「ＫＨＫ」 10mL 協和キリン㈱
54 その他の腫瘍用薬 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 リツキシマブＢＳ点滴静注500mg「ＫＨＫ」 50mL 協和キリン㈱
55 その他の腫瘍用薬 レトロゾール錠 レトロゾール錠2.5mg「Ｆ」 富士製薬工業㈱
56 その他の循環器官用剤 ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー アーガメイト20％ゼリー 25g アステラス製薬㈱
57 その他の循環器官用剤 アルガトロバン水和物注射液 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL 沢井製薬㈱
58 その他の循環器官用剤 アルプロスタジル注射液 アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」 2mL 沢井製薬㈱
59 その他の循環器官用剤 濃グリセリン・果糖注射液 グリセレブ配合点滴静注 200mL テルモ㈱
60 その他の循環器官用剤 シチコリン注射液 シチコリン注500mg／2mL「日医工」 日医工㈱
61 その他の循環器官用剤 沈降炭酸カルシウム錠 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 ㈱三和化学研究所
62 その他の循環器官用剤 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 東和薬品㈱
63 その他の循環器官用剤 ニセルゴリン錠 ニセルゴリン錠5mg「NP」 ニプロ（医薬営業本部）
64 その他の消化器官用薬 デカリニウム塩化物トローチ ＳＰトローチ0.25mg「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ㈱
65 その他の消化器官用薬 グラニセトロン塩酸塩注射液 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL 光製薬㈱
66 その他の消化器官用薬 グラニセトロン塩酸塩注射液 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL｢HK｣ 光製薬㈱
67 その他の消化器官用薬 デキサメタゾン軟膏 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1％「ＮＫ」 5g 日本化薬㈱
68 その他の消化器官用薬 ドンペリドン錠 ドンペリドン錠5mg「サワイ」 沢井製薬㈱
69 その他の消化器官用薬 メトクロプラミド錠 プラミール錠5mg ファイザー㈱
70 その他の消化器官用薬 メサラジン腸溶錠 メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 沢井製薬㈱
71 その他の消化器官用薬 メトクロプラミド錠 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 高田製薬㈱
72 その他の消化器官用薬 モサプリドクエン酸塩水和物錠 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 日医工㈱
73 その他の代謝性医薬品 アレンドロン酸ナトリウム水和物錠 アレンドロン酸錠35mg「日医工」 日医工㈱
74 その他の代謝性医薬品 エパルレスタット錠 エパルレスタット錠50mg「武田テバ」 武田薬品工業㈱
75 その他の代謝性医薬品 エポエチン　カッパ（遺伝子組換え）注射液 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㈱
76 その他の代謝性医薬品 エポエチン　カッパ（遺伝子組換え）注射液 エポエチンアルファBS注1500シリンジ｢JCR｣ キッセイ薬品工業㈱
77 その他の代謝性医薬品 エポエチン　カッパ（遺伝子組換え）注射液 エポエチンアルファBS注3000シリンジ｢JCR｣ キッセイ薬品工業㈱
78 その他の代謝性医薬品 オザグレルナトリウムキット オザグレルＮａ点滴静注80mg／100mLバッグ「ＩＰ」 共和クリティケア㈱
79 その他の代謝性医薬品 オザグレルナトリウム注射液 オザグレルＮａ点滴静注80mg「ＩＰ」 4mL 共和クリティケア㈱
80 その他の代謝性医薬品 ガベキサートメシル酸塩注射用 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「日医工」 日医工㈱
81 その他の代謝性医薬品 カモスタットメシル酸塩錠 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 日医工㈱
82 その他の代謝性医薬品 注射用シベレスタットナトリウム水和物 シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」 ニプロ（医薬営業本部）
83 その他の代謝性医薬品 注射用シベレスタットナトリウム水和物 シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「Ｆ」 富士製薬工業㈱
84 その他の代謝性医薬品 ゾレドロン酸水和物注射液 ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「ヤクルト」 ㈱ヤクルト本社
85 その他の代謝性医薬品 ゾレドロン酸水和物注射液 ゾレドロン酸点滴静注液4mg／100mLバッグ「ファイザー」 ファイザー㈱
86 その他の代謝性医薬品 ゾレドロン酸水和物注射液 ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「ＮＫ」 日本化薬㈱
87 その他の代謝性医薬品 ゾレドロン酸水和物注射液 ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「ニプロ」 ニプロ（医薬営業本部）
88 その他の代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧＢＳ注10μｇｼﾘﾝｼﾞ「ＪＣＲ」 0.5mL キッセイ薬品工業㈱
89 その他の代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧＢＳ注15μｇｼﾘﾝｼﾞ「ＪＣＲ」 0.5mL キッセイ薬品工業㈱
90 その他の代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧＢＳ注20μｇｼﾘﾝｼﾞ「ＪＣＲ」 0.5mL キッセイ薬品工業㈱
91 その他の代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧＢＳ注30μｇｼﾘﾝｼﾞ「ＪＣＲ」 0.5mL キッセイ薬品工業㈱
92 その他の代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧＢＳ注40μｇｼﾘﾝｼﾞ「ＪＣＲ」 0.5mL キッセイ薬品工業㈱
93 その他の代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧＢＳ注60μｇｼﾘﾝｼﾞ「ＪＣＲ」 0.5mL キッセイ薬品工業㈱
94 その他の代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧＢＳ注120μｇｼﾘﾝｼﾞ「ＪＣＲ」 0.5mL キッセイ薬品工業㈱
95 その他の代謝性医薬品 ナファモスタットメシル酸塩注射用 ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「日医工」 日医工㈱
96 その他の代謝性医薬品 ナファモスタットメシル酸塩注射用 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」 日医工㈱
97 その他の代謝性医薬品 精製ヒアルロン酸ナトリウムキット ヒアルロン酸Ｎａ関節注25mgシリンジ「明治」 2.5mL Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ㈱
98 その他の代謝性医薬品 ラクツロースシロップ ピアーレシロップ65％ 日本化薬㈱
99 その他の代謝性医薬品 精製ヒアルロン酸ナトリウムキット ヒカミロンディスポ関節注25mg 1％2.5mL 鶴原製薬㈱
100 その他の代謝性医薬品 ミゾリビン錠 ミゾリビン錠50mg「ファイザー」 ファイザー㈱
101 その他の代謝性医薬品 メトトレキサート錠 メトトレキサート錠2mg「タナベ」 田辺三菱製薬㈱
102 その他の中枢神経系用薬 エダラボン注射液 エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」 日医工㈱
103 その他の中枢神経系用薬 エダラボン注射液 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「ＮＰ」 100mL ニプロ（医薬営業本部）
104 その他の中枢神経系用薬 タルチレリン水和物口腔内崩壊錠 タルチレリンＯＤ錠5mg「日医工」 日医工㈱
105 その他の中枢神経系用薬 チアプリド塩酸塩錠 チアプリド錠25mg「サワイ」 沢井製薬㈱
106 その他の中枢神経系用薬 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠3mg「トーワ」 東和薬品㈱
107 その他の中枢神経系用薬 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠5mg「トーワ」 東和薬品㈱
108 その他の中枢神経系用薬 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠5mg「ＫＮ」 小林化工㈱
109 その他の中枢神経系用薬 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠20mg「ＫＮ」 小林化工㈱
110 その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠0.2ｍｇ「トーワ」 東和薬品㈱
111 その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠0.2ｍｇ「トーワ」 東和薬品㈱
112 その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬 ナフトピジル口腔内崩壊錠 ナフトピジルＯＤ錠25mg「タカタ」 高田製薬㈱
113 その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬 ナフトピジル口腔内崩壊錠 ナフトピジルＯＤ錠75mg「タカタ」 高田製薬㈱
114 その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬 リトドリン塩酸塩錠 リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 日医工㈱
115 その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬 リトドリン塩酸塩注射液 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 5mL 日医工㈱
116 たん白製剤、アミノ酸製剤 イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒 アミノバクト配合顆粒 日医工㈱
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117 たん白製剤、アミノ酸製剤 肝不全用アミノ酸製剤注射液 ヒカリレバン注 500mL 光製薬㈱
118 ビタミンＡ剤∥ビタミンＤ剤 マキサカルシトール注射液 マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ファイザー」 1mL ファイザー㈱
119 ビタミンＡ剤∥ビタミンＤ剤 マキサカルシトール注射液 マキサカルシトール静注透析用5μg「ファイザー」 1mL ファイザー㈱
120 ビタミンＢ剤 フラビンアデニンジヌクレオチド腸溶錠 ＦＡＤ腸溶錠10mg「わかもと」 わかもと製薬㈱
121 ビタミンＢ剤 ピリドキサールリン酸エステル水和物錠 ピリドキサール錠30mg「イセイ」 日医工㈱
122 ビタミンＢ剤 ピリドキサールリン酸エステル水和物腸溶錠 ピリドキサール錠30mg「ツルハラ」 日医工㈱
123 ビタミンＢ剤 メコバラミン錠 メコバラミン錠５００「トーワ」 0.5mg 東和薬品㈱
124 ビタミンＢ剤 メコバラミン錠 メチコバール錠 500μg エーザイ㈱
125 ビタミンＢ剤 リボフラビン酪酸エステル錠 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」 鶴原製薬㈱
126 下剤、浣腸剤 センノシド錠 センノシド錠12mg「ＹＤ」 ㈱陽進堂
127 下剤、浣腸剤 ピコスルファートナトリウム水和物液 ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「日医工」 10mL 日医工㈱
128 解毒剤 球形吸着炭細粒 球形吸着炭細粒分包2ｇ「日医工」 日医工㈱
129 解毒剤 注射用レボホリナートカルシウム レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」 東和薬品㈱
130 解毒剤 注射用レボホリナートカルシウム レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」 東和薬品㈱
131 解毒剤 注射用レボホリナートカルシウム レボホリナート点滴静注用｢オーハラ｣ 25mg 大原薬品工業㈱
132 解毒剤 注射用レボホリナートカルシウム レボホリナート点滴静注用｢オーハラ｣ 100mg 大原薬品工業㈱
133 解熱鎮痛消炎剤 アセトアミノフェン錠 カロナール錠５００ あゆみ製薬㈱
134 解熱鎮痛消炎剤 アセトアミノフェン錠 カロナール錠２００ あゆみ製薬㈱
135 解熱鎮痛消炎剤 アセトアミノフェン細粒 カロナール細粒20％ (B) あゆみ製薬㈱
136 解熱鎮痛消炎剤 ジクロフェナクナトリウム徐放カプセル ジクロフェナクＮａ徐放カプセル37.5mg「トーワ」 東和薬品㈱
137 解熱鎮痛消炎剤 ジクロフェナクナトリウム錠 ジクロフェナクＮａ錠25mg「ＮＰ」 ニプロ（医薬営業本部）
138 解熱鎮痛消炎剤 セレコキシブ錠 セレコキシブ錠100mg「ニプロ」 ニプロ（医薬営業本部）
139 解熱鎮痛消炎剤 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤錠 トアラセット配合錠「オーハラ」 大原薬品工業㈱
140 解熱鎮痛消炎剤 メロキシカム錠 メロキシカム錠10mg「トーワ」 東和薬品㈱
141 解熱鎮痛消炎剤 ロキソプロフェンナトリウム水和物錠 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 日医工㈱
142 外皮用殺菌消毒剤 クロルヘキシジングルコン酸塩液 ステリクロンＲ液0.1（減容ボトル） 0.1% 健栄製薬㈱
143 外皮用殺菌消毒剤 クロルヘキシジングルコン酸塩液 ステリクロンＲ液0.5（減容ボトル） 0.5% 健栄製薬㈱
144 外皮用殺菌消毒剤 クロルヘキシジングルコン酸塩液 ステリクロンＷ液0.05（減容ボトル） 0.05% 健栄製薬㈱
145 外皮用殺菌消毒剤 クロルヘキシジングルコン酸塩液 ステリクロンＢエタノール液 0.5%（減容） 健栄製薬㈱
146 外皮用殺菌消毒剤 ポビドンヨード液 ポビドンヨード外用液10％「マイラン」 ファイザー㈱
147 外皮用殺菌消毒剤 クロルヘキシジングルコン酸塩液 マスキン液 5% 丸石製薬㈱
148 肝臓疾患用剤 グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩水和物注射液ネオファーゲン静注 20ml 大鵬薬品工業㈱
149 含嗽剤 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤 アズノールうがい液 4% 10mL 日本新薬㈱
150 眼科用剤 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物液 アズレン点眼液0.02％「わかもと」 5ml わかもと製薬㈱
151 眼科用剤 ピレノキシン液 カリーユニ点眼液 0.005% 5ml 参天製薬㈱
152 眼科用剤 ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液 ドルモロール配合点眼液「ニットー」 5mL 日東メディック㈱
153 眼科用剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1％｢TS｣5mL テイカ製薬㈱
154 眼科用剤 ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸ナトリウム液 ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5ml 日本アルコン㈱
155 眼科用剤 ビマトプロスト液 ビマトプロスト点眼液0.03％「ＴＳ」 2.5mL テイカ製薬㈱
156 眼科用剤 レボフロキサシン水和物液 レボフロキサシン点眼液0.5％「杏林」 5mL 杏林製薬㈱
157 寄生性皮膚疾患用剤 テルビナフィン塩酸塩クリーム テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「サワイ」 10g 沢井製薬㈱
158 機能検査用試薬 プロチレリン酒石酸塩水和物注射液 プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」 1mL ニプロ（医薬営業本部）
159 機能検査用試薬 プロチレリン酒石酸塩水和物注射液 プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」 ニプロ（医薬営業本部）
160 気管支拡張剤 ツロブテロール貼付剤 ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 沢井製薬㈱
161 気管支拡張剤 ツロブテロール貼付剤 ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 沢井製薬㈱
162 気管支拡張剤 ツロブテロール貼付剤 ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 沢井製薬㈱
163 気管支拡張剤 プロカテロール塩酸塩水和物錠 プロカテロール塩酸塩錠25μｇ「トーワ」 東和薬品㈱
164 去たん剤 カルボシステインシロップ カルボシステインシロップ小児用5％「トーワ」 東和薬品㈱
165 去たん剤 カルボシステイン錠 カルボシステイン錠250mg「トーワ」 東和薬品㈱
166 去たん剤 ブロムヘキシン塩酸塩錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 日医工㈱
167 去たん剤 ブロムヘキシン塩酸塩注射液 ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 2mL 武田薬品工業㈱
168 去たん剤 ブロムヘキシン塩酸塩吸入剤 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％ 45mL 武田薬品工業㈱
169 去たん剤 アンブロキソール塩酸塩錠 ムコサール錠15mg サノフィ㈱
170 去たん剤 アンブロキソール塩酸塩シロップ用 ムコサールドライシロップ1.5％ (B) サノフィ㈱
171 強心剤 ドパミン塩酸塩注射液 ドパミン塩酸塩点滴静注100mg｢アイロム｣5ml 共和クリティケア㈱
172 強心剤 ドパミン塩酸塩注射液キット ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」 200mL ファイザー㈱
173 強心剤 ドブタミン塩酸塩注射液 ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」 5mL 共和クリティケア㈱
174 強心剤 ドブタミン塩酸塩注射液キット ドブポン注0.3％シリンジ 50ml 協和キリン㈱
175 強心剤 ピモベンダン錠 ピモベンダン錠1.25mg「ＴＥ」 アステラス製薬㈱
176 強心剤 ピモベンダン錠 ピモベンダン錠2.5mg「ＴＥ」 アステラス製薬㈱
177 強心剤 ミルリノン注射液 ミルリノン注10mg「タカタ」 10ml 高田製薬㈱
178 強心剤 メチルジゴキシン錠 メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 武田薬品工業㈱
179 強心剤 ユビデカレノンカプセル ユビデカレノンカプセル10mg「杏林」 杏林製薬㈱
180 局所麻酔剤 メピバカイン塩酸塩注射液 塩酸メピバカイン注シリンジ1％｢NP｣ 10ml 丸石製薬㈱
181 局所麻酔剤 メピバカイン塩酸塩注射液 塩酸メピバカイン注シリンジ0.5％｢NP｣ 10ml 丸石製薬㈱
182 局所麻酔剤 メピバカイン塩酸塩注射液 塩酸メピバカイン注シリンジ2％｢NP｣ 10mL 丸石製薬㈱
183 局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩キット キシロカイン注シリンジ1％ 10mL アスペンジャパン㈱
184 局所麻酔剤 リドカイン噴霧剤 キシロカインポンプスプレー8％ 80g アスペンジャパン㈱
185 局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩水和物注射液 リドカイン塩酸塩注1％「日新」 5mL 日新製薬㈱山形
186 局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩水和物注射液 リドカイン塩酸塩注1％「日新」 10mL 日新製薬㈱山形
187 局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩水和物注射液 リドカイン塩酸塩注2％「日新」 10mL 日新製薬㈱山形
188 局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩水和物注射液 リドカイン塩酸塩注0.5％「日新」 5mL 日新製薬㈱山形
189 局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩水和物注射液 リドカイン塩酸塩注2％「日新」 5mL 日新製薬㈱山形
190 局所麻酔剤 リドカイン貼付剤 リドカインテープ18mg「ＹＰ」（1枚／袋） メディキット㈱
191 局所麻酔剤 リドカイン注射液 リドカイン点滴静注液1％「タカタ」 200mL 高田製薬㈱
192 血液凝固阻止剤 ダルテパリンナトリウム注射液 ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ ㈱ニプロ
193 血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質液 ビーソフテンローション0.3％ 50g 日医工㈱
194 血液凝固阻止剤 ヘパリンナトリウム注射液キット ﾍﾊﾟﾘﾝNa透析用500単位/mLｼﾘﾝｼﾞ10mL「NP」 ㈱ニプロ
195 血液凝固阻止剤 ヘパリンナトリウム注射液 ﾍﾊﾟﾘﾝNa透析用250単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾆﾌﾟﾛ」20mL ㈱ニプロ
196 血液凝固阻止剤 ヘパリンナトリウム注射液キット ヘパリンNaロック用10単位／mLシリンジ10mL 大塚製薬㈱
197 血液凝固阻止剤 ヘパリンカルシウムキット ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2mLｼﾘﾝｼﾞ｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 持田製薬㈱
198 血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質液 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「日医工」 100g 日医工㈱
199 血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質噴霧剤 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3％「ニットー」 100g 日東メディック㈱
200 血液代用剤 ブドウ糖加酢酸維持液注射液 アセテート維持液3G「HK」 500mL 光製薬㈱
201 血液代用剤 生理食塩液 大塚生食注2ポート100mL 大塚製薬㈱
202 血液代用剤 生理食塩液キット 大塚生食注2ポート50mL 大塚製薬㈱
203 血液代用剤 塩化カリウム注射液キット ＫＣＬ注20mEqキット「テルモ」 1ﾓﾙ 20mL テルモ㈱
204 血液代用剤 生理食塩液（２）キット 生食溶解液キットＨ 100ml ニプロ（医薬営業本部）
205 血液代用剤 生理食塩液（２）キット 生食溶解液キットＨ（専用ボトル） 50ml ニプロ（医薬営業本部）
206 血液代用剤 生理食塩液 生食注シリンジ「ＮＰ」 10mL（ﾛｯｸﾀｲﾌﾟ） ㈱ニプロ
207 血液代用剤 デキストラン４０・ブドウ糖注射液 低分子デキストラン糖注 500ml 大塚製薬㈱
208 血液代用剤 リン酸二カリウム注射液キット リン酸２カリウム注20mEqキット 0.5ﾓﾙ 20ml テルモ㈱
209 血管拡張剤 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 アムロジピンＯＤ錠2.5mg「トーワ」 東和薬品㈱
210 血管拡張剤 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 アムロジピンＯＤ錠5mg「トーワ」 東和薬品㈱
211 血管拡張剤 硝酸イソソルビド貼付剤 硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」（1枚／袋） 帝國製薬㈱
212 血管拡張剤 硝酸イソソルビド徐放カプセル 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「Ｓｔ」 日医工㈱
213 血管拡張剤 ジルチアゼム塩酸塩徐放錠 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 沢井製薬㈱
214 血管拡張剤 注射用ジルチアゼム塩酸塩 ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」 沢井製薬㈱
215 血管拡張剤 注射用ジルチアゼム塩酸塩 ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 沢井製薬㈱
216 血管拡張剤 注射用ニコランジル ニコランジル点滴静注用2mg「Ｆ」 富士製薬工業㈱
217 血管拡張剤 注射用ニコランジル ニコランジル点滴静注用12mg「Ｆ」 富士製薬工業㈱
218 血管拡張剤 注射用ニコランジル ニコランジル点滴静注用48mg「Ｆ」 富士製薬工業㈱
219 血管拡張剤 ニコランジル錠 ニコランジル錠5mg「トーワ」 東和薬品㈱
220 血管拡張剤 ニトログリセリン錠 ニトロペン舌下錠 0.3mg 日本化薬㈱
221 血管拡張剤 ニトログリセリン注射液 ニトログリセリン注25mg／50mLシリンジ「テルモ」 テルモ㈱
222 血管拡張剤 ニトログリセリン注射液 ニトログリセリン静注5mg／10mL「ＴＥ」 アステラス製薬㈱
223 血管拡張剤 ニトログリセリン注射液 ニトログリセリン点滴静注25mg／50mL「ＴＥ」 アステラス製薬㈱
224 血管拡張剤 ニフェジピンカプセル ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 沢井製薬㈱
225 血管拡張剤 ニフェジピンカプセル ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 沢井製薬㈱
226 血管拡張剤 ニフェジピン徐放錠 ニフェジピンＣＲ錠10mg「日医工」 日医工㈱
227 血管拡張剤 ニフェジピン徐放錠 ニフェジピンＣＲ錠20mg「日医工」 日医工㈱
228 血管拡張剤 ニフェジピン徐放錠 ニフェジピンＣＲ錠40mg「日医工」 日医工㈱
229 血管拡張剤 ベラパミル塩酸塩錠 ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 武田薬品工業㈱
230 血管収縮剤 スマトリプタンコハク酸塩錠 スマトリプタン錠50mg「Ｆ」 富士製薬工業㈱
231 血管収縮剤 ミドドリン塩酸塩錠 ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 東和薬品㈱
232 健胃消化剤 サナクターゼ配合剤（サナクターゼ・メイセラーゼ・プロクターエクセラーゼ配合錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ㈱
233 呼吸促進剤 フルマゼニル注射液 フルマゼニル注射液0.5mg「Ｆ」 5mL 丸石製薬㈱
234 呼吸促進剤 フルマゼニル注射液 フルマゼニル静注液0.2mg「マイラン」 2mL ファイザー㈱
235 抗ウイルス剤 アシクロビル注射液 アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 日医工㈱



236 抗ウイルス剤 シロップ用アシクロビル アストリックドライシロップ 80% 日本化薬㈱
237 抗ウイルス剤 エンテカビル水和物錠 エンテカビル錠0.5mg「ＥＥ」 日医工㈱
238 抗ウイルス剤 オセルタミビルリン酸塩カプセル オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 沢井製薬㈱
239 抗ウイルス剤 オセルタミビルリン酸塩シロップ用 オセルタミビルＤＳ3％「サワイ」 (B) 沢井製薬㈱
240 抗ウイルス剤 バラシクロビル塩酸塩水和物錠 バラシクロビル錠500mg「トーワ」 東和薬品㈱
241 抗ウイルス剤 アシクロビルシロップ ビクロックスシロップ 8% Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ㈱
242 抗ウイルス剤 ビダラビン軟膏 ビダラビン軟膏3％「ＭＥＥＫ」 5g 小林化工㈱
243 抗カビ用抗生物質 ミカファンギンナトリウム注射用 ミカファンギンＮａ点滴静注用50mg「ニプロ」 ニプロ（医薬営業本部）
244 抗グラム陽性・マイコプラズマ用抗生物質製剤 クラリスロマイシン錠 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 日医工㈱
245 抗グラム陽性・マイコプラズマ用抗生物質製剤 クラリスロマイシン錠 クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 日医工㈱
246 抗グラム陽性・マイコプラズマ用抗生物質製剤 シロップ用クラリスロマイシン クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用 (B) 日医工㈱
247 抗グラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジア用抗生物質製剤ミノサイクリン塩酸塩錠 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 沢井製薬㈱
248 抗グラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジア用抗生物質製剤静注用ミノサイクリン塩酸塩 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 沢井製薬㈱
249 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 アモキシシリン水和物カプセル アモキシシリンカプセル250mg「ＮＰ」 ニプロ（医薬営業本部）
250 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 セファゾリンナトリウム水和物キット セファゾリンＮａ点滴静注用1gバッグ｢ｵｰﾂｶ｣ 大塚製薬㈱
251 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 注射用セファゾリンナトリウム水和物 セファゾリンナトリウム注射用1ｇ「日医工」 日医工㈱
252 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 注射用セファゾリンナトリウム水和物 セファゾリンＮａ注射用1ｇ「ＮＰ」 ニプロ（医薬営業本部）
253 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 注射用セフェピム塩酸塩水和物 セフェピム塩酸塩静注用1ｇ「ＣＭＸ」 ㈱ケミックス
254 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 静注用スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム セフォン静注用 1g 日医工㈱
255 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 静注用セフォチアム塩酸塩 セフォチアム塩酸塩静注用1ｇ「NP」 ニプロ（医薬営業本部）
256 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 セフカペンピボキシル塩酸塩水和物錠 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg｢サワイ 沢井製薬㈱
257 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 静注用セフタジジム水和物 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 ファイザー㈱
258 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 静注用セフトリアキソンナトリウム水和物 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工㈱
259 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 静注用タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 ニプロ（医薬営業本部）
260 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 静注用タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」 ニプロ（医薬営業本部）
261 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 静注用タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム タゾピペ配合静注用４．５「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ㈱
262 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 静注用タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム タゾピペ配合静注用２．２５「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ㈱
263 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム注射用 チエクール点滴用0.5g 沢井製薬㈱
264 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 静注用スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム ピスルシン静注用 1.5g 大原薬品工業㈱
265 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 注射用ピペラシリンナトリウム ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 沢井製薬㈱
266 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 注射用ピペラシリンナトリウム ピペラシリンナトリウム注射用1ｇ「日医工」 日医工㈱
267 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 注射用メロペネム水和物 メロペネム点滴静注用0.5g「NP」 ニプロ（医薬営業本部）
268 抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤 アモキシシリン水和物細粒 ワイドシリン細粒20％ (B) Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ㈱
269 抗グラム陽性菌用抗生物質製剤 バンコマイシン塩酸塩散 バンコマイシン塩酸塩散0.5ｇ「ファイザー」 ファイザー㈱
270 抗グラム陽性菌用抗生物質製剤 注射用バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ「ファイザー」 ファイザー㈱
271 抗グラム陽性菌用抗生物質製剤 注射用テイコプラニン テイコプラニン点滴静注用200mg「ＮＰ」 ニプロ（医薬営業本部）
272 抗グラム陽性菌用抗生物質製剤 バンコマイシン塩酸塩注射用 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工㈱
273 抗てんかん剤 ゾニサミド錠 ゾニサミド錠100mg「アメル」 共和薬品工業㈱
274 抗てんかん剤 バルプロ酸ナトリウムシロップ バルプロ酸Ｎａシロップ5％「フジナガ」 第一三共㈱
275 抗パーキンソン薬 レボドパ・カルビドパ水和物錠 ドパコール配合錠Ｌ50mg 日医工㈱
276 抗ヒスタミン剤 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 武田薬品工業㈱
277 抗ヒスタミン剤 ジフェンヒドラミン塩酸塩・臭化カルシウム注射液 レスカルミン注 5ml 日新製薬㈱山形
278 抗抗酸菌用抗生物質製剤 リファンピシンカプセル リファンピシンカプセル150mg「サンド」 サンド㈱
279 抗腫瘍性抗生物質製剤 注射用エピルビシン塩酸塩 エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」 沢井製薬㈱
280 抗腫瘍性抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩注射液 エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」 沢井製薬㈱
281 抗腫瘍性抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩注射液 エピルビシン塩酸塩注射液10mg／5mL「サワイ」 沢井製薬㈱
282 抗腫瘍性抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩注射液 エピルビシン塩酸塩注射液50mg／25mL「サワイ」 沢井製薬㈱
283 抗腫瘍性抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩注射液 エピルビシン塩酸塩注射液10mg／5mL「ＮＫ」 日本化薬㈱
284 抗腫瘍性抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩注射液 エピルビシン塩酸塩注射液50mg／25mL「ＮＫ」 日本化薬㈱
285 抗腫瘍性抗生物質製剤 注射用ドキソルビシン塩酸塩 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「ＮＫ」 日本化薬㈱
286 抗腫瘍性抗生物質製剤 注射用ドキソルビシン塩酸塩 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「ＮＫ」 日本化薬㈱
287 抗腫瘍性植物成分製剤 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg｢ホスピーラ｣ 2mL 持田製薬㈱
288 抗腫瘍性植物成分製剤 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg｢ホスピーラ｣ 5mL 持田製薬㈱
289 抗腫瘍性植物成分製剤 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」 2mL 沢井製薬㈱
290 抗腫瘍性植物成分製剤 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 5mL 沢井製薬㈱
291 抗腫瘍性植物成分製剤 エトポシド注射液 エトポシド点滴静注液100mg「SN」 5mL 光製薬㈱
292 抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル水和物注射液 ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「トーワ」 東和薬品㈱
293 抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル水和物注射液 ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「トーワ」 東和薬品㈱
294 抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル注射液 ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ヤクルト」 ㈱ヤクルト本社
295 抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル注射液 ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ヤクルト」 ㈱ヤクルト本社
296 抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル注射液 パクリタキセル点滴静注液30mg｢サンド｣5mL サンド㈱
297 抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル注射液 パクリタキセル点滴静注液100mg｢サンド｣ サンド㈱
298 抗不整脈薬 アテノロール錠 アテノロール錠25mg「トーワ」 東和薬品㈱
299 抗不整脈薬 アミオダロン塩酸塩錠 アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」 サンド㈱
300 抗不整脈薬 アミオダロン塩酸塩錠 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「ＴＥ」 アステラス製薬㈱
301 抗不整脈薬 アミオダロン塩酸塩注射液 アミオダロン塩酸塩静注150mg「ＴＥ」 3mL アステラス製薬㈱
302 抗不整脈薬 ビソプロロールフマル酸塩錠 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 東和薬品㈱
303 抗不整脈薬 ビソプロロールフマル酸塩錠 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 東和薬品㈱
304 抗不整脈薬 ビソプロロールフマル酸塩錠 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 東和薬品㈱
305 抗不整脈薬 ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 東和薬品㈱
306 抗不整脈薬 ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 東和薬品㈱
307 抗不整脈薬 フレカイニド酢酸塩錠 フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 ファイザー㈱
308 抗不整脈薬 フレカイニド酢酸塩錠 フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 ファイザー㈱
309 抗不整脈薬 プロプラノロール塩酸塩錠 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 日医工㈱
310 抗不整脈薬 ベラパミル塩酸塩注射液 ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」 0.25％2mL 武田薬品工業㈱
311 降圧剤 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤錠 イルアミクス配合錠ＬＤ「オーハラ」 大原薬品工業㈱
312 降圧剤 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤錠 イルアミクス配合錠ＨＤ「オーハラ」 大原薬品工業㈱
313 降圧剤 イルベサルタン錠 イルベサルタン錠50mg「トーワ」 東和薬品㈱
314 降圧剤 イルベサルタン錠 イルベサルタン錠100mg「トーワ」 東和薬品㈱
315 降圧剤 エナラプリルマレイン酸塩錠 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 沢井製薬㈱
316 降圧剤 エナラプリルマレイン酸塩錠 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 沢井製薬㈱
317 降圧剤 エナラプリルマレイン酸塩錠 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」 沢井製薬㈱
318 降圧剤 オルメサルタン　メドキソミル口腔内崩壊錠 オルメサルタンＯＤ錠20mg「トーワ」 東和薬品㈱
319 降圧剤 カルベジロール錠 カルベジロール錠10mg「サワイ」 沢井製薬㈱
320 降圧剤 カルベジロール錠 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 沢井製薬㈱
321 降圧剤 カルベジロール錠 カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 沢井製薬㈱
322 降圧剤 ドキサゾシンメシル酸塩錠 ドキサゾシン錠1mg「サワイ」 沢井製薬㈱
323 降圧剤 ドキサゾシンメシル酸塩錠 ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 沢井製薬㈱
324 降圧剤 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg「日医工」 日医工㈱
325 降圧剤 ニカルジピン塩酸塩注射液 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mL 沢井製薬㈱
326 降圧剤 ニカルジピン塩酸塩注射液 ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩注射液10mg「サワイ」 10mL 沢井製薬㈱
327 降圧剤 メトプロロール酒石酸塩錠 メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」 東和薬品㈱
328 降圧剤 ロサルタンカリウム錠 ロサルタンカリウム錠25mg「NP」 ニプロ（医薬営業本部）
329 高脂血症用剤 アトルバスタチンカルシウム水和物錠 アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 東和薬品㈱
330 高脂血症用剤 アトルバスタチンカルシウム水和物錠 アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 東和薬品㈱
331 高脂血症用剤 ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠2mg「トーワ」 東和薬品㈱
332 高脂血症用剤 ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠1mg「トーワ」 東和薬品㈱
333 高脂血症用剤 プラバスタチンナトリウム錠 プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 日医工㈱
334 高脂血症用剤 プラバスタチンナトリウム錠 プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 日医工㈱
335 高脂血症用剤 ベザフィブラート徐放錠 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 東和薬品㈱
336 高脂血症用剤 ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 ロスバスタチンＯＤ錠2.5mg「日医工」 日医工㈱
337 高脂血症用剤 ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 ロスバスタチンＯＤ錠5mg「日医工」 日医工㈱
338 合成抗菌剤 シタフロキサシン水和物錠 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 沢井製薬㈱
339 合成抗菌剤 シプロフロキサシン注射液 ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝDU点滴静注液300mg/250mL｢NP」 ニプロ（医薬営業本部）
340 合成抗菌剤 トスフロキサシントシル酸塩水和物細粒 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15％「トーワ」 (B) 東和薬品㈱
341 合成抗菌剤 リネゾリド注射液 リネゾリド注射液600mg「サワイ」 300mL 沢井製薬㈱
342 合成抗菌剤 リネゾリド注射液 リネゾリド点滴静注600mg／300mL「ＨＫ」 光製薬㈱
343 合成抗菌剤 レボフロキサシン水和物錠 レボフロキサシン錠250mg「トーワ」 東和薬品㈱
344 合成抗菌剤 レボフロキサシン水和物錠 レボフロキサシン錠500mg「トーワ」 東和薬品㈱
345 合成抗菌剤 レボフロキサシン水和物キット レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DESP」 第一三共㈱
346 合成抗菌剤 レボフロキサシン水和物キット レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ＫＣＣ」 100mL 共和クリティケア㈱
347 混合ビタミン剤 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤（ベンフォチアミン・ピリド シグマビタン配合カプセルＢ２５ 東和薬品㈱
348 混合ビタミン剤 高カロリー輸液用総合ビタミン剤（７）キット ビタジェクト注キット 1ｾｯﾄ テルモ㈱
349 催眠鎮静剤、抗不安薬 アルプラゾラム錠 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 東和薬品㈱
350 催眠鎮静剤、抗不安薬 ジアゼパム錠 ジアゼパム錠2mg「アメル」 共和薬品工業㈱
351 催眠鎮静剤、抗不安薬 ジアゼパム錠 ジアゼパム錠5mg「アメル」 共和薬品工業㈱
352 催眠鎮静剤、抗不安薬 ゾルピデム酒石酸塩錠 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 東和薬品㈱
353 催眠鎮静剤、抗不安薬 ゾルピデム酒石酸塩錠 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 東和薬品㈱
354 催眠鎮静剤、抗不安薬 デクスメデトミジン塩酸塩キット デクスメデトミジン静注液200μg／50mLシリンジ「ニプロ」 ニプロ（医薬営業本部）



355 催眠鎮静剤、抗不安薬 デクスメデトミジン塩酸塩注射液 デクスメデトミジン静注液200μg「ニプロ」 2mL ニプロ（医薬営業本部）
356 催眠鎮静剤、抗不安薬 トフィソパム錠 トフィソパム錠50mg「サワイ」 沢井製薬㈱
357 催眠鎮静剤、抗不安薬 トリアゾラム錠 トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 日医工㈱
358 催眠鎮静剤、抗不安薬 トリアゾラム錠 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 日医工㈱
359 催眠鎮静剤、抗不安薬 フルニトラゼパム錠 フルニトラゼパム錠「アメル」 1mg 共和薬品工業㈱
360 催眠鎮静剤、抗不安薬 ブロチゾラム口腔内崩壊錠 ブロチゾラムＯＤ錠0.25mg「テバ」 武田薬品工業㈱
361 催眠鎮静剤、抗不安薬 ミダゾラム注射液 ミダゾラム注10mg「サンド」 2ml サンド㈱
362 刺激療法剤 ブシラミン錠 ブシラミン錠100mg「日医工」 日医工㈱
363 子宮収縮薬 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注射液 パルタンＭ注0.2mg 0.02% 1mL 持田製薬㈱
364 子宮収縮薬 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注射液 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg 富士製薬工業㈱
365 止血剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠 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㈱
366 止血剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物注射液 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㈱
367 止血剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物注射液 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注100mg「フソー」 20mL 扶桑薬品工業㈱
368 止血剤 酸化セルロース貼付剤 サージセルヘモスタットﾆｭｰﾆｯﾄ 15.2*22.9 ジョンソン＆ジョンソン㈱
369 止血剤 酸化セルロース貼付剤 サージセルヘモスタットﾆｭｰﾆｯﾄ 7.6*10.2 ジョンソン＆ジョンソン㈱
370 止血剤 酸化セルロース貼付剤 サージセルヘモスタットﾆｭｰﾆｯﾄ 2.5*8.9cm ジョンソン＆ジョンソン㈱
371 止血剤 トラネキサム酸カプセル トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 東和薬品㈱
372 止血剤 トラネキサム酸カプセル トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 東和薬品㈱
373 止血剤 トラネキサム酸注射液 トラネキサム酸注1000mg／10mL「日新」 日新製薬㈱山形
374 止血剤 トラネキサム酸カプセル リカバリンカプセル 250mg 旭化成ファーマ㈱
375 止寫剤、整腸剤、歯科口腔用剤 ジメチコン錠 ジメチコン錠40mg「フソー」 扶桑薬品工業㈱
376 止寫剤、整腸剤、歯科口腔用剤 ジメチコン錠 ジメチコン錠40mg「フソー」 扶桑薬品工業㈱
377 止寫剤、整腸剤、歯科口腔用剤 ジメチコン内用液 バルギン消泡内用液2％ 300mL ㈱カイゲン
378 止寫剤、整腸剤、歯科口腔用剤 ビフィズス菌錠 ビオフェルミン錠剤 武田薬品工業㈱
379 止寫剤、整腸剤、歯科口腔用剤 ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌製剤 ﾗｯｸﾋﾞｰ錠 興和㈱
380 止寫剤、整腸剤、歯科口腔用剤 耐性乳酸菌配合剤（１）散 レベニン散 1g わかもと製薬㈱
381 痔疾用剤 ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤軟膏 ヘモレックス軟膏 2g ジェイドルフ製薬㈱
382 耳鼻科用剤 クロモグリク酸ナトリウム液 クロモグリク酸Ｎａ点鼻液2％「科研」 9.5mL 科研製薬㈱
383 耳鼻科用剤 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 フルチカゾン点鼻液50ug｢ｱﾒﾙ｣28噴霧用 4mL 共和薬品工業㈱
384 耳鼻科用剤 フルチカゾンプロピオン酸エステル液 フルチカゾン点鼻液25μg小児用「杏林」56噴霧用 2.04mg 4m杏林製薬㈱
385 消化性潰瘍用剤 注射用オメプラゾールナトリウム オメプラゾール注用20mg「ＮＰ」 ニプロ（医薬営業本部）
386 消化性潰瘍用剤 シメチジン錠 シメチジン錠200mg「サワイ」 沢井製薬㈱
387 消化性潰瘍用剤 スルピリド錠 スルピリド錠「アメル」 50mg 共和薬品工業㈱
388 消化性潰瘍用剤 テプレノンカプセル テプレノンカプセル50mg「トーワ」 東和薬品㈱
389 消化性潰瘍用剤 ファモチジン注射液 ファモチジン静注20mg「日新」 20mL 日新製薬㈱山形
390 消化性潰瘍用剤 ファモチジン口腔内崩壊錠 ファモチジンＯＤ錠20mg「オーハラ」 大原薬品工業㈱
391 消化性潰瘍用剤 ポラプレジンク口腔内崩壊錠 ポラプレジンクＯＤ錠75mg「サワイ」 沢井製薬㈱
392 消化性潰瘍用剤 ラニチジン塩酸塩錠 ラニチジン錠150mg「日医工」 日医工㈱
393 消化性潰瘍用剤 ラベプラゾールナトリウム錠 ラベプラゾールＮａ錠10mg「トーワ」 東和薬品㈱
394 消化性潰瘍用剤 ランソプラゾール口腔内崩壊錠 ランソプラゾールＯＤ錠15mg「トーワ」 東和薬品㈱
395 消化性潰瘍用剤 ランソプラゾール口腔内崩壊錠 ランソプラゾールＯＤ錠30mg「トーワ」 東和薬品㈱
396 消化性潰瘍用剤 レバミピド錠 レバミピド錠100mg「ＮＰ」 ニプロ（医薬営業本部）
397 人工腎臓透析用材 人工透析液(3-4)キット サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ 2020mL ㈱ニプロ
398 制酸剤 酸化マグネシウム錠 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 健栄製薬㈱
399 制酸剤 酸化マグネシウム細粒 酸化マグネシウム細粒83％「ヨシダ」 0.4g 吉田製薬㈱
400 制酸剤 シロップ用水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム マックメット懸濁用配合ＤＳ 1.2g 沢井製薬㈱
401 制酸剤 シロップ用乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウマーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g サノフィ㈱
402 精神神経用剤 エチゾラム錠 エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 東和薬品㈱
403 精神神経用剤 エチゾラム錠 エチゾラム錠0.25mg「トーワ」 東和薬品㈱
404 精神神経用剤 クエチアピンフマル酸塩錠 クエチアピン錠25mg「トーワ」 東和薬品㈱
405 精神神経用剤 トラゾドン塩酸塩錠 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 共和薬品工業㈱
406 精神神経用剤 ハロペリドール注射液 ハロペリドール注5㎎「ﾖｼﾄﾐ」 1mL 田辺三菱製薬㈱
407 全身麻酔剤 セボフルラン吸入剤 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 ファイザー㈱
408 全身麻酔剤 プロポフォール注射液 プロポフォール静注１％20mL「マルイシ」 丸石製薬㈱
409 全身麻酔剤 プロポフォール注射液 プロポフォール静注１％50mL「マルイシ」 丸石製薬㈱
410 全身麻酔剤 プロポフォール注射液 プロポフォール静注1％20mL「ＦＫ」 Ｊ．Ｍ．Ｓ㈱
411 全身麻酔剤 プロポフォール注射液 プロポフォール静注1％50mL「ＦＫ」 Ｊ．Ｍ．Ｓ㈱
412 総合感冒剤 非ピリン系感冒剤（４）錠 ピーエイ配合錠 ニプロＥＳファーマ㈱
413 代謝拮抗剤 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合カプセル エスエーワン配合カプセルＴ２０ 沢井製薬㈱
414 代謝拮抗剤 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合カプセル エスエーワン配合カプセルＴ２５ 沢井製薬㈱
415 代謝拮抗剤 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合顆粒 エスエーワン配合顆粒Ｔ２０ 沢井製薬㈱
416 代謝拮抗剤 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合顆粒 エスエーワン配合顆粒Ｔ２５ 沢井製薬㈱
417 代謝拮抗剤 注射用ゲムシタビン塩酸塩 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 ㈱ヤクルト本社
418 代謝拮抗剤 注射用ゲムシタビン塩酸塩 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ㈱ヤクルト本社
419 代謝拮抗剤 注射用ゲムシタビン塩酸塩 ゲムシタビン点滴静注液200mg／5mL「サンド」 サンド㈱
420 代謝拮抗剤 注射用ゲムシタビン塩酸塩 ゲムシタビン点滴静注液1g／25mL「サンド」 サンド㈱
421 代謝拮抗剤 フルオロウラシル注射液 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 東和薬品㈱
422 代謝拮抗剤 フルオロウラシル注射液 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 東和薬品㈱
423 鎮うん剤 ジフェニドール塩酸塩錠 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 東和薬品㈱
424 鎮うん剤 ベタヒスチンメシル酸塩錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「テバ」 武田薬品工業㈱
425 鎮咳剤 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 東和薬品㈱
426 鎮咳剤 鎮咳配合剤（１）散 ニチコデ配合散 1g 日医工㈱
427 鎮咳剤 鎮咳配合剤シロップ フスコデ配合シロップ マイランＥＰＤ合同会社
428 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 亜鉛華単軟膏 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 吉田製薬㈱
429 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 パップ剤（４－１２）（サリチル酸メチル・ｄｌ－カンフル・トウガラＭＳ温シップ「タイホウ」 100g 大鵬薬品工業㈱
430 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ケトプロフェン貼付剤 ケトプロフェンテープ40mg「東光」（７枚／袋） ラクール薬品㈱
431 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ケトプロフェン貼付剤 ケトプロフェンテープ40mg「東光」（７枚／袋） ラクール薬品㈱
432 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ケトプロフェン貼付剤 ケトプロフェンテープ20mg「東光」（７枚／袋） ラクール薬品㈱
433 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ケトプロフェン貼付剤 ケトプロフェンテープ20mg「東光」（７枚／袋） ラクール薬品㈱
434 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ジクロフェナクナトリウムゲル ジクロフェナクNaゲル1％「ラクール」 25g ラクール薬品㈱
435 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 フェルビナク液 スミルローション3％ 60mL 三笠製薬㈱
436 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 フェルビナク軟膏 スミルスチック3％ 40g 三笠製薬㈱
437 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 亜鉛華軟膏貼付剤 ボチシート20％ 日医工㈱
438 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 パップ剤（４－１２）（サリチル酸メチル・ｄｌ－カンフル・トウガララクール温シップ 100g ラクール薬品㈱
439 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」（7枚／袋） 日医工㈱
440 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤 ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」（7枚／袋） 日医工㈱
441 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤 ロキソプロフェンＮａテープ100mg「三友」（７枚／１袋） ラクール薬品㈱
442 鎮痙剤 アトロピン硫酸塩注射液キット アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1ml テルモ㈱
443 鎮痙剤 エペリゾン塩酸塩錠 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 東和薬品㈱
444 鎮痙剤 ブチルスコポラミン臭化物注射液 ブチルスコポラミン臭化物注20mg「トーワ」 東和薬品㈱
445 鎮痙剤 ブチルスコポラミン臭化物錠 ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 鶴原製薬㈱
446 痛風治療剤 アロプリノール錠 アロプリノール錠100mg「サワイ」 沢井製薬㈱
447 痛風治療剤 ベンズブロマロン錠 ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 東和薬品㈱
448 痛風治療剤 ベンズブロマロン錠 ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 東和薬品㈱
449 糖尿病用剤 グリクラジド錠 グリクラジド錠20mg「トーワ」 東和薬品㈱
450 糖尿病用剤 グリメピリド錠 グリメピリド錠1mg「トーワ」 東和薬品㈱
451 糖尿病用剤 グリメピリド錠 グリメピリド錠3mg「トーワ」 東和薬品㈱
452 糖尿病用剤 グリメピリド錠 グリメピリド錠0.5mg「トーワ」 東和薬品㈱
453 糖尿病用剤 ピオグリタゾン塩酸塩錠 ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」 東和薬品㈱
454 糖尿病用剤 ピオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠 ピオグリタゾンＯＤ錠15mg「トーワ」 東和薬品㈱
455 糖尿病用剤 ボグリボース口腔内崩壊錠 ボグリボースＯＤ錠0.3mg「トーワ」 東和薬品㈱
456 糖尿病用剤 ボグリボース口腔内崩壊錠 ボグリボースＯＤ錠0.2mg「トーワ」 東和薬品㈱
457 皮膚軟化剤 尿素クリーム ベギンクリーム20％ 25g 第一三共㈱
458 副腎ホルモン剤 エピネフリン注射液キット アドレナリン注0.1％シリンジ「テルモ」1mL テルモ㈱
459 副腎ホルモン剤 リン酸ベタメタゾンナトリウム注腸液 ステロネマ注腸3mg 3.95mg 日医工㈱
460 副腎ホルモン剤 注射用メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム ソル・メルコート４０〔注射用〕 40mg 富士製薬工業㈱
461 副腎ホルモン剤 注射用メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム ソル・メルコート１２５〔注射用〕 125mg 富士製薬工業㈱
462 副腎ホルモン剤 注射用メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム ソル・メルコート５００〔注射用〕 500mg 富士製薬工業㈱
463 副腎ホルモン剤 ベタメタゾン錠 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 沢井製薬㈱
464 無機質製剤 Ｌ－アスパラギン酸カリウムキット アスパラギン酸カリウム注10mEqキット テルモ㈱
465 無機質製剤 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ インクレミンシロップ５％ アルフレッサファーマ㈱
466 無機質製剤 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠50mg「サワイ」 沢井製薬㈱
467 無機質製剤 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠50mg「サワイ」 沢井製薬㈱
468 無機質製剤 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠50mg「サワイ」 (B) 沢井製薬㈱
469 無機質製剤 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤キット メドレニック注シリンジ 2mL 武田薬品工業㈱
470 毛髪用剤（発毛、脱毛、染毛、養毛剤） カルプロニウム塩化物水和物液 フロジン外用液 5% 30ml 第一三共㈱
471 利胆剤 ウルソデオキシコール酸錠 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 東和薬品㈱
472 利尿剤 アゾセミド錠 アゾセミド錠30mg「ＪＧ」 日本ジェネリック㈱
473 利尿剤 注射用カンレノ酸カリウム カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 沢井製薬㈱



474 利尿剤 スピロノラクトン錠 スピロノラクトン錠25mg「日医工」 日医工㈱
475 利尿剤 トラセミド口腔内崩壊錠 トラセミドＯＤ錠4mg「ＴＥ」 アステラス製薬㈱
476 利尿剤 トリクロルメチアジド錠 トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 ニプロ（医薬営業本部）
477 利尿剤 フロセミド錠 フロセミド錠10mg「ＮＰ」 ニプロ（医薬営業本部）
478 利尿剤 フロセミド錠 フロセミド錠20mg「ＮＰ」 ニプロ（医薬営業本部）
479 利尿剤 フロセミド錠 フロセミド錠40mg「ＮＰ」 ニプロ（医薬営業本部）
480 利尿剤 フロセミド注射液 フロセミド注射液20mg「日医工」 日医工㈱


