
病院名 登美ヶ丘リハビリテーション病院

薬効分類名 成分名 先発医薬品名 後発医薬品名 製薬メーカー名

1 抗不安薬 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ メイラックス ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ1ｍｇ｢日医工｣ 日医工

2 睡眠薬 ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸 マイスリー ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠5ｍｇ「NP｣ ニプロ

3 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ レンドルミンD ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢ｻﾜｲ｣ 沢井

4 抗てんかん薬 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑSR デパケンR ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑSR錠200mg｢ｱﾒﾙ｣ 共和薬品

5 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症薬 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ カロナール ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢ﾏﾙｲｼ｣ 丸石

6 ｾﾚｺｷｼﾌﾞ セレコックス ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠100mg「DSEP」 第一三共

7 ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩・ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ トラムセット ﾄｱﾗｾｯﾄ配合錠「杏林」 杏林

8 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa ロキソニン ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg「武田ﾃﾊﾞ」 武田薬品

9 ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ セルタッチパップ ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸﾊﾟｯﾌﾟ70mg 祐徳

10 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa ロキソニンテープ ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ100mg 三笠

ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ貼付剤 モーラステープ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg 三和化学

11 ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ軟膏 スミルスチック ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸｽﾁｯｸ軟膏3％ 三笠

12 ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ口腔内崩壊錠 リリカ ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝOD錠25mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品

13 ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ口腔内崩壊錠 リリカ ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝOD錠75mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品

14 抗パーキンソン ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ シンメトレル ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠50ｍｇ「日医工」 日医工

15 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ ネオドパストン ﾄﾞﾊﾟｺｰﾙ配合錠L100 日医工

16 抗うつ薬 ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ デジレル ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ錠25ｍｇ「ｱﾒﾙ」 共和薬品

17 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾏﾚｲﾝ酸 ルボックス ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾏﾚｲﾝ酸25ｍｇ「日医工」 日医工

18 ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ サインバルタ ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg「DSEP」 第一三共

19 抗精神用薬 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝﾌﾏﾙ セロクエル ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25ｍｇ「明治」 　Meiji Seikaﾌｧﾙﾏ

20 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ ドグマチール ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ50ｍｇ「ｱﾒﾙ」 共和薬品

21 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ グラマリール ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ25ｍｇ「ﾃﾊﾞ」 武田薬品

22 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ リスパダール ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg「ｱﾒﾙ」 共和

23 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ リスパダール ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液分包0.5ｍｇ「ｱﾒﾙ」 共和

24 抗不整脈薬 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸 メインテート ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸2.5ｍｇ「ﾄｰﾜ」 東和

ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩水和物 ｱﾄﾛﾋﾟﾝ注0.05%ｼﾘﾝｼﾞ テルモ

25 利尿薬 ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ ダイアート ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ錠30mg「JG」 日本ジェネリック

26 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾛﾝ アルダクトン ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ25ｍｇ「ﾃﾊﾞ」 武田薬品

27 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ ラシックス ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠25ｍｇ「武田ﾃﾊﾞ」 武田薬品

28 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ ラシックス ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注20mg「武田ﾃﾊﾞ」 武田薬品

29 血圧降下剤 ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ カルブロック ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8mg「NP」 ニプロ

30 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ タナトリル ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg「ｵｰﾊﾗ」 オーハラ

31 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ レニベース ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg「ｵｰﾊﾗ」 オーハラ

32 ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ オルメテック ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠20mg「EE] 日医工

33 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ アーチスト ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg「ｻﾜｲ」 沢井

34 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ アーチスト ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠2.5mg「ﾄｰﾜ」 東和

35 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ ブロプレス ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠8mg「ﾆﾌﾟﾛ」 ニプロ

36 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ ヘルベッサーＲカプセル ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩Ｒｶﾌﾟｾﾙ100mg「ｻﾜｲ」 沢井

37 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ カルデナリン ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2mg「ﾀﾅﾍﾞ」 田辺

38 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ ノルバスク ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg「明治」 　Meiji Seikaﾌｧﾙﾏ

39 血管拡張剤 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ フランドルﾃｰﾌﾟ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾃｰﾌﾟ40mg「EMEC」 日医工

40 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ シグマート ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠2.5mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品

41 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠 アダラートＣＲ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg「日医工」 日医工



42 脂質異常症治療剤 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ ベザトールＳＲ ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg「ｻﾜｲ」 沢井

43 ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ クレストール ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝOD錠5mg「明治」 　Meiji Seikaﾌｧﾙﾏ

44 その他の中枢神経用剤 ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ アリセプトＤ ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩OD錠5mg「ｱﾒﾙ」 共和薬品

45 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ サアミオン ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢ｻﾜｲ」 沢井

46 ﾒﾏﾝﾁﾝ メマリー ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩OD錠20mg「ｵｰﾊﾗ」 大原薬品

47 去痰薬 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ ムコソルバン ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15mg「ｸﾆﾋﾛ」 皇漢堂

48 L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ用 ムコダイン ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50％ 武田薬品

49 ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩 ビソルボン ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩錠4mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品

50 気管支拡張剤 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ ホクナリンテープ ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ2mg「日医工」 日医工

51 狭心症薬 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ舌下錠 ﾆﾄﾛﾍﾟﾝ舌下錠0.3mg 日本化薬

52 腸疾患治療薬 ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩 ロペミン ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg「ｻﾜｲ」 沢井

53 消化性潰瘍治療剤 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ セルベックス細粒 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ細粒10%「ｻﾜｲ」 沢井

54 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ ガスターＤ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠20mg「ﾄｰﾜ」 東和

55 ｶﾞｽﾀｰ注 ガスター ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射用20mg「ｻﾜｲ」 沢井

56 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ タケプロンＯＤ ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg「ﾄｰﾜ」 東和

57 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ ムコスタ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg「ｵｰﾂｶ」 大塚

59 下剤 ｾﾝﾉｼﾄﾞ プルゼニド ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg「ｻﾜｲ」 沢井

60 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ ラキソベロン内用液 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%「日医工」 日医工

61 ｾﾝﾅｴｷｽ錠 センナ ﾖｰﾃﾞﾙS糖衣錠 藤本製薬

62 便秘薬 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg「ｹﾝｴｰ」 健栄

63 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠550mg「ｹﾝｴｰ」 健栄

64 胃腸機能調整剤 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ ナウゼリン ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg「ﾀｲﾖｰ」 武田薬品

65 ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩 ガスモチン ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg「日医工」 日医工

66 ビタミン製剤 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ パントシン ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠100mg「YD」 陽進堂

67 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ メチコバール ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500μｇ「SW」 沢井

68 造血薬 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ フェロミア ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ顆粒8.3％「ﾂﾙﾊﾗ」 鶴原

69 骨・カルシウム代謝剤 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ ボナロン ｱﾚﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg「日医工」 日医工

70 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ ワンアルファ ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ錠0.5μｇ「ｱﾒﾙ」 共和

71 乳酸ｶﾙｼｳﾑ水和物 乳酸カルシウム 乳石錠500mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー

72 プロスタグランジン製剤 ﾘﾏﾌﾟﾛｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ オパルモン ﾘﾏﾌﾟﾛｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μｇ「ｻﾜｲ」 沢井

73 肝疾患治療剤 ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ製剤 強力ネオミノファーゲンシー ﾈｵﾌｧｰｹﾞﾝ静注20ｍｌ 大塚

74 抗血小板薬 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ エパデール ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg 沢井

75 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ プラビックス ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠25mg「ｱﾒﾙ」 共和薬品

76 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ プラビックス ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg「ｱﾒﾙ」 共和薬品

77 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ プレタール ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙOD錠50mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品

78 ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ パナルジン ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」 沢井

79 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠 バイアスピリン錠100mg バイエル

80 高尿酸治療剤 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ ザイロリック ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg「ｻﾜｲ」 沢井

81 高K血症薬 ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー カリメート
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ

20%分包25g「三和」
アステラス

82 昇圧剤 ｱﾒｼﾞﾆｳﾑﾒﾁﾙ硫酸塩 リズミック ｱﾒｼﾞﾆｳﾑﾒﾁﾙ硫酸塩錠10mg「日医工」 日医工

ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ ボスミン注 ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ注0.1%ｼﾘﾝｼﾞ テルモ

83 糖尿病治療剤 ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ ランタス注 ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注ｷｯﾄ「FFP」 富士ﾌｨﾙﾑ

84 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ アマリール ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg「ｵｰﾊﾗ」 大原

85 ﾋﾟｵｸﾘﾀｿﾞﾝ アクトス ﾋﾟｵｸﾘﾀｿﾞﾝ錠15mg「日医工」 日医工

86 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ ベイスン ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品

87 ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞＣａ グルファスト ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞCa･OD錠10mg「JG」 日本ジェネリック

88 抗リウマチ剤 ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ アルツディスポ
ﾋｱﾙﾛﾝ酸Ｎａ関節注25mgｼﾘﾝｼﾞ1%2.5ml

「AFP」
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ



89 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ リウマトレックス ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg「ｻﾜｲ」 沢井

90 筋弛緩剤 ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ テルネリン ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠1mg「ｻﾜｲ」 沢井

91 抗アレルギー剤 ﾛﾗﾀｼﾞﾝ クラリチン ﾛﾗﾀｼﾞﾝOD錠10mg「NP」 ニプロファーマ

92 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ キプレス ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg「ﾆﾌﾟﾛ」 ニプロ

93 泌尿器用剤 ﾀﾑｽﾛｼﾝ ハルナール ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠0.2mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー

94 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩 バップフォー ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg「武田ﾃﾊﾞ」 武田薬品

95 抗生物質製剤 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ クラリス ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg「ﾀｲﾖｰ」 武田薬品

96 ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ ユナシンＳ静注用 ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5ｇ Meiji　Seikaﾌｧﾙﾏ

97 ｾﾌｫﾁｱﾑ パンスポリン静注用 ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩静注用1ｇ「日医工」 日医工

98 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ フロモックス ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー

99 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ メイアクトＭＳ ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg「日医工」 日医工

100 ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa ロセフィン静注用 ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝＮａ静注用1ｇ「日医工」 日医工

101 ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩 バルトレックス ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー

102 ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ アラセナＡ軟膏 ビダラビン軟膏3％「ｲﾜｷ」 岩城

103 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 ミノマイシン ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」 沢井

104 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ クラビット ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg「ｻﾝﾄﾞ」 サンド

105 ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩 ゲンタシン軟膏 ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1%「ﾀｲﾖｰ」 武田薬品

106 ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 ジスロマック ｱｼﾞｽﾛﾏｼﾝ錠250mg「ﾃﾊﾞ」 武田薬品

ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ･ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ゾシン タゾピペ配合静注4.5ｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー

107 眼科用剤 ｹﾄﾁﾌｪﾝ ザジテン点眼 ｹﾄﾁﾌｪﾝ点眼液0.05％「日医工」 日医工

108 ﾌﾙｵﾒﾄﾛﾝ フルメトロン点眼 ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ点眼液0.1％「ｾﾝｼﾞｭ」 武田薬品

109 ﾋｱﾙﾛﾝ酸Ｎａ ヒアレイン点眼 ﾋｱﾙﾛﾝ酸Ｎａ点眼液0.1％「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー

110 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 二フラン点眼 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ点眼液0.1％「日新」 三和化学

111 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ クラビット点眼 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液0.5％「日医工」 日医工

112 ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ カタリンＫ点眼 ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ懸濁性点眼液0.05％ 参天

113 ラタノプロスト キサラタン点眼 ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾛ点眼液0.005％「三和」 三和

114 ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 チモプトール点眼 ﾁﾓﾛｰﾙ点眼液0.5％「日新」 日本ジェネリック

115
ドルゾラミド塩酸塩+チモロールマレイン酸塩配

合 コソプト配合点眼 ﾄﾞﾙﾓﾛｰﾙ配合点眼液「わかもと」 わかもと

116 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙＮａ リンデロン眼耳鼻科用液 ﾍﾞﾙﾍﾞｿﾞﾛﾝ眼耳鼻科用液0.1％ 日点

117 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ タリビット眼科用 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ眼軟膏0.3%「ﾆｯﾄｰ」 日東メディック

118 耳鼻咽喉科用剤 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ タリビット耳科用液 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ耳科用液0.3％「CEO] 武田薬品

119 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ フルナーゼ ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ点鼻液50μｇ「ｻﾜｲ」 沢井

120 副腎皮質ステロイド剤 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル アンテベート軟膏
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ

ル0.05％MYK
日医工

121
ベタメタゾン吉草酸エステル+ゲンタマイシン硫

酸塩 リンデロンＶＧ軟膏 ﾃﾞﾙﾓｿﾞｰﾙＧ軟膏 岩城

122 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ リンデロンＶローション ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙﾛｰｼｮﾝ0.12%「ｲﾜｷ」 岩城

123 大腸菌死菌・ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ配合 強力ポステリザン ﾍﾓﾎﾟﾘｿﾞﾝ軟膏 ジェイドルフ

124
ベタメタゾン・ｄ-クロルフェラミンマレイン

酸塩 セレスタミン プラデスミン配合錠 武田薬品

125 皮膚保湿剤 ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 ヒルドイドクリーム ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質油性ｸﾘｰﾑ0.3%「ﾆﾌﾟﾛ」 ニプロ

126 ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 ヒルドイドローション ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質ﾛｰｼｮﾝ0.3%「ﾆﾌﾟﾛ」 ニプロ

127 抗真菌剤 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ ラミシール外用液 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩外用液1%「ｻﾜｲ」 沢井

128 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ ラミシールクリーム ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ1%「ﾀｲﾖｰ」 武田薬品

129 ﾗﾉｺﾅｿﾞｰﾙ アスタット ﾗﾉｺﾅｿﾞｰﾙ軟膏1%「ｲﾜｷ」 岩城

130 抗炎症薬
アズレンスルホン酸ナトリウム

水和物含嗽薬 ｱｽﾞﾉｰﾙうがい液4% 日本新薬

131 歯科・口腔用剤 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ アフタゾロン ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ口腔用軟膏　2g 日本化薬
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