
薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
［ア］

亜鉛華軟膏「ヨシダ」 73.3 鎮痚・消炎・収れん・鎮痒薬
アキネトン細粒1%・錠1mg 64.3 パーキンソン病治療薬（抗コリン薬）
アクアチムクリーム1%(10g) 73.1 抗菌薬
アクトシン軟膏３％(30g) 73.5 皮膚潰瘍治療薬
アクトヒブ（Hibﾜｸﾁﾝ） 6.5 予防接種薬（細菌抗原精製ワクチン）
アシクロビル軟膏5%「ﾃﾊﾞ」(5g) 71.7 抗ウイルス薬
アスパラカリウム散50%・錠300mg・注
10mEq

22.4 カリウム製剤

アスピリン「ホエイ」 9.1 非ステロイド抗炎症薬（サリチル酸系）
アスベリン散10%・シロップ0.5% 41 鎮咳薬（中枢性鎮咳薬）
アズロキサ顆粒2.5%(0.6g/包） 45.5 防御因子増強薬
アセトアミノフェン「JG]原末 9.6 非ピリン系解熱鎮痚薬
アセリオ静注液1000mgバッグ 9.6 非ピリン系解熱鎮痚薬
アセレンド注100μg 22.7 微量元素製剤（セレン）
アタラックス-Ｐカプセル25mg・ドラ
イシロップ2.5%・Ｐ注射液(25mg/mL)

62.3
13.1

抗不安薬（その他）/第一世代抗ヒスタミン
薬

アーチスト錠2.5mg 31.9 降圧薬（心不全治療薬）
アデホスＬコーワ注20mg・顆粒10% 63 脳循環・脳代謝改善薬
アーテン散1%・錠(2mg) 64.3 パーキンソン病治療薬（抗コリン薬）
アドエア100ディスカス60吸入用 39.5 吸入ステロイド・β２刺激薬配合薬

アドソルビン原末 46.6 腸疾患治療薬（吸着薬）
アドナ散10%・注(静脈用)25mg 28.1 止血薬（アドレノクロム製剤）

アトラントクリーム1%(10g) 73.2 抗真菌薬
日点アトロピン点眼液1% 71.2 散瞳薬
アトロピン硫酸塩注0.5mg｢ﾌｿｰ」 45.2

66.1
消化性潰瘍治療薬/鎮痙薬（抗コリン薬）

アナフラニール錠10mg 57.1 三環系抗うつ薬
アナペイン注2mg/mL 10mL 68.2 局所麻酔薬（アミド型）
アナペイン注7.5mg/mL 10mL 68.2 局所麻酔薬（アミド型）
アフタシール25μｇ 77.2 口内炎治療薬
アマリール1mg錠・3mg錠 15.2 糖尿病治療薬（SU系（第三世代））
アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワ
イ」

1.12 抗菌薬（アミノグリコシド系薬）

アミサリン注200mg 32.3 抗不整脈薬（クラス１ａ群薬）　
アミティーザカプセル24μg 47.5 下剤（上皮機能変容薬）
アミノフィリン静注250mgPB「日新」 31.2

38.1
39.3

心不全治療/気管支拡張薬(キサンチン系薬)

アムロジピン錠5mg「NP」 33.3
35.4

狭心症治療/降圧薬（Ca拮抗薬）

25mgアリナミンＦ糖衣錠・アリナミン
Ｆ10注

21.1 ビタミンＢ１製剤

アルギニン点滴静注30g「AY」
10%300mL

79.1 下垂体機能検査薬

アルギメート点滴静注10%(200mL) 49.2 肝不全治療薬
アルサルミン細粒90% 45.5 防御因子増強薬
アルダクトンＡ細粒10%・錠25mg 31.9

35.10
37.2

心不全治療/降圧/Ｋ保持性利尿薬

アルタット細粒20% 45.3 ヒスタミンＨ２受容体拮抗薬
アルチバ静注用2mg 69.4 全身麻酔薬（麻薬性鎮痚薬）
アルファロール散1μg/g・カプセル1
μg

20.1
21.7

活性型ビタミンＤ３製剤

献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 26.1 アルブミン製剤



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
献血アルブミン20%静注10g/50mL
「JB」

26.1 アルブミン製剤

アルプロスタジルアルファデクス点滴
静注用500μg「タカダ」

34.1
35.11

末梢血管拡張薬/降圧薬（プロスタグランジ
ン製剤）

アルプロスタジル注10μｇ「武田テ
バ」

34.1 末梢血管拡張薬（プロスタグランジン製
剤）

アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケ
ミファ」

1.12 抗菌薬（アミノグリコシド系薬）

乾燥水酸化アルミニウムゲル原末「ﾏﾙ
ｲｼ」

45.1 制酸薬

アレビアチン散10%・錠100mg・注
250mg

55.1 抗てんかん薬（ヒダントイン系薬）

アレルギン散１％ 13.1 第一世代抗ヒスタミン薬
アンスロビンＰ500注射用（献血） 26.8 アンチトロンビンⅢ製剤
安息香酸ナトリウムカフェイン原末
「ﾏﾙｲｼ」

61 中枢神経興奮薬

アンチレクス静注10mg 65.2 抗コリンエステラ－ゼ薬
アンヒバ坐剤小児用100mg・200mg 9.6 非ピリン系解熱鎮痚薬
アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%
「ﾀｶﾀﾞ」・錠15mg「ﾀｶﾀﾞ」

42.2 気道潤滑薬

［イ］

10%ＥＬ－３号輸液 (500mL) 24.5 電解質輸液（維持液）
イオパーク300 注20mL (ﾊﾞｲｱﾙ)・シリ
ンジ50mL・100mL

78.1 尿路・血管造影剤

イーケプラ錠250mg ・500mg ・ﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ50%

55.7 抗てんかん薬

イスコチン原末 2.2 抗結核薬
イソゾール注射用0.5g 69.2 全身麻酔薬（バルビツ－ル酸系薬）
イノバン注100mg 31.4

36.1
心不全治療薬（ドパミン受容体刺激薬）

イノベロン錠200mg 55.7 抗てんかん薬
イノラス配合経腸用液
(300Kcal/187.5mL/ﾊﾟｳﾁ)

25.3 経腸栄養剤（半消化態製剤）

インヴェガ錠3mg・6mg 56.4 抗精神病薬（ＳＤＡ系薬）
インクレミンシロップﾟ5% 22.1

27.1
鉄製剤

インサイドパップ70mg（5枚） 73.3 鎮痚・消炎・収れん・鎮痒薬
インジゴカルミン注20mg「ＡＦＰ」 79.3 腎機能検査薬
インチュニブ錠1mg 60.2 注意欠陥多動症治療薬
インテバン坐剤２５・５０ 9.3 非ステロイド抗炎症薬（アリ－ル酢酸系）
インデラル錠10mg・注射液2mg 32.1

33.2
35.5

抗不整脈/狭心症治療/降圧薬（交感神経β
遮断薬（クラスⅡ群））

イントラリポス輸液20% (100mL) 24.2 脂肪乳剤
インフルエンザﾞHAﾜｸﾁﾝ 6.4 予防接種薬（不活化ワクチン）
インプロメン錠1mg 56.2 抗精神病薬（ブチロフェノン系薬）

［ウ］

ウインタミン細粒(10%) 56.1
48.1

抗精神病薬（フェノチアジン系）/鎮吐

ウブレチド錠5mg 65.2 抗コリンエステラ－ゼ薬
ウラリット－Ｕ配合散(1g/包) 12.2

51
酸性尿中和薬

ウルソ顆粒5%・錠50mg・100㎎ 53 胆道疾患治療薬
ウロカルン錠225mg 74.1 結石排出促進薬



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
ウログラフィン注60%（20mL） 78.1 尿路・血管造影剤

［エ］

エカード配合錠HD 35.3 ＡＲＢ・利尿薬配合剤
エキザルベ(5g) 73.5 皮膚潰瘍治療薬
エクセグラン散20%・錠100mg 55.5 抗てんかん薬（ベンゾイソキサゾ－ル系薬）
Ｓ・Ｍ配合散 43.2 健胃散製剤
エスクレ坐剤「250」・「500」 54.8 睡眠・鎮静薬
エスラックス静注50mg/5.0mL 67.2 末梢性筋弛緩薬
エナルモンデポー筋注250mg 17 男性ホルモン薬
エネーボ配合経腸用液
(300Kcal/250mL/缶)

25.3 経腸栄養剤（半消化態製剤）

エバステル錠5mg 13.2
14.2

第二世代抗ヒスタミン薬

エパデールＳ900 29.3 EPA製剤/血小板凝集抑制薬
エビリファイ散1%・錠1mg・3mg 56.6 抗精神病薬（ドパミン受容体部分作動薬）
エピレオプチマル散50% 55.6 抗てんかん薬（エトスクシミド製剤）
エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg 38.2 気管支拡張薬（交感神経β刺激薬）
エホチール注10mg 36.2 昇圧薬
エムラクリーム(5g) 68.2

73.10
局所麻酔薬

エリスロシンドライシロップ10% 1.13 抗菌薬（マクロライド系薬）
ＬＨ－ＲＨ注0.1mg「タナベ」 19.2

79.1
下垂体機能検査薬

エルカルチンFF内用液10%・分包5mL・
分包10mL

81.1 カルニチン欠乏改善薬

Ｌ－ケフレックス顆粒 1.9 抗菌薬（経口セフェム系薬）
エルネオパNF1号輸液(1000mL)・NF2号
輸液(1000mL)

24.7 高カロリ－輸液

エレンタール配合内用剤
(80g/300Kcal/袋)

25.1 経腸栄養剤（成分栄養製剤）

エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤
(40g/156Kcal/袋)

25.1 経腸栄養剤（成分栄養製剤）

塩化カリウム 22.4 カリウム製剤
塩化Ca補正液1mEq/mL 20.3

22.2
カルシウム製剤

塩化ナトリウム「ｵｰﾂｶ」 22.3 ナトリウム製剤
大塚食塩注10%（10％塩化ﾅﾄﾘｳﾑ注射
液）

22.3
24.6

ナトリウム製剤

エンシュア・リキッド
(250Kcal/250mL/缶)・
･Ｈ(375Kcal/250mL/缶)

25.3 経腸栄養剤（半消化態製剤）

エンテロノン-Ｒ散 46.2 多剤耐性乳酸菌製剤
エンペシドクリーム１％(10g) 73.2 抗真菌薬

［オ］

オイラックスクリーム10%(10g)・Ｈク
リーム(5g)

73.3 鎮痚・消炎・収れん・鎮痒薬

オキサトミドドライシロップ小児用2%
「日医工」

14.2
39.2

抗アレルギー薬（ヒスタミン拮抗性薬）

オキナゾール膣錠600mg 4.3 表在性抗真菌薬
オーグメンチン配合錠250RS 1.4 抗菌薬（複合ペニシリン系薬）
オステン錠200mg 20.2 骨代謝改善薬
オスポロット錠200mg 55.7 抗てんかん薬
乾燥弱毒生おたふくかぜﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣ 6.2 予防接種薬（弱毒生ワクチン）
オノアクト点滴静注用50mg 32.1 抗不整脈薬（交感神経β遮断薬）



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
オノンドライシロップ10% 39.2 抗アレルギ－薬（LT受容体拮抗薬）
オムニパーク240注10mL（脳槽・脊髄
用）

78.2 脊髄・脳槽造影剤

オメプラール注用20 45.4 プロトンポンプ阻害薬
オーラップ細粒1% 56.7 抗精神病薬
オリブ油 80.2 軟膏基剤
オルダミン注射用１ｇ 28.6 食道静脈瘤硬化療法薬

［カ］

ガスコン散10% 46.4 腸疾患治療薬（消泡薬）
ガスター注射液10mg(1mL) 45.3 ヒスタミンＨ２受容体拮抗薬
ガストログラフイン経口・注腸用 78.4 消化管造影剤
ガスモチン散１％ 44.3

48.3
消化管運動改善薬（セロトニン作動薬）

ガスロンＮ細粒0.8% 45.5 防御因子増強薬
カタプレス錠75μｇ 35.7 降圧薬（交感神経中枢抑制薬）
カチーフＮ散10mg/g 21.9

28.4
ビタミンＫ製剤

カデックス軟膏0.9% 73.5 皮膚潰瘍治療薬
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL 78.3 ＭＲＩ用造影剤
ガナトン錠50mg 44.2 消化管運動改善薬（抗ドパミン薬）
ガバペン錠200mg・300mg・シロップ5% 55.7 抗てんかん薬
カフェイン「ﾎｴｲ」 61 中枢神経興奮薬
ガランターゼ散50% 46.3 乳糖分解酵素製剤
カリメート経口液20% 22.4 高カリウム血症治療薬
カルグート細粒5% 31.8 心不全治療薬
カルチコール注射液8.5%5mL 20.3

22.2
カルシウム製剤

カルベニン点滴用0.25g・0.5g 1.10 抗菌薬（カルバペネム系薬）
カロナール錠200・シロップ2％ 9.6 非ピリン系解熱鎮痚薬
乾燥HBｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ筋注用200単位・1000単
位「ﾆﾁﾔｸ」

26.4 抗ＨＢｓグロブリン製剤

カンデサルタン錠8mg「あすか」 31.9
35.2

降圧薬（アンギオテンシンⅡ受容体拮抗
薬）

ガンマグロブリン筋注450mg/3mL・
1500mg/10mL「ﾆﾁﾔｸ」

26.2 ヒト免疫グロブリン製剤

［キ］

キシロカイン注射液「1%」ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ
(1:100,000)含有

68.2 局所麻酔薬（アミド型）

静注用キシロカイン2%(5mL) 32.4 抗不整脈薬（クラス１ｂ群薬）
キシロカインゼリー2% (30mL)・ビス
カス2％・ポンプスプレー8％・液
「4％」

68.2
73.10

局所麻酔薬（アミド型）

キシロカイン注シリンジ1% 68.2 局所麻酔薬（アミド型）
ギャバロン錠5mg・髄注0.05%・0.005% 67.1 中枢性筋弛緩薬
強力ネオミノファーゲンシーP静注
20mL

49.1 肝機能改善薬

［ク］

グーフィス錠5mg 47.6 下剤（胆汁酸トランスポーター阻害薬）
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠
(No.60)

76 漢方製剤・生薬製剤

クラシエ四物湯エキス錠(No.71) 76 漢方製剤・生薬製剤
クラビット細粒10%・錠250mg 2.3 化学療法薬（ニュ－キノロン系薬）
クラビット点眼液1.5% 71.6 抗菌薬



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
グラマリール細粒10% 56.3 抗精神病薬（ベンズアミド系薬）
クラリスロマイシン錠200mg・錠50mg
小児用・DS10％小児用｢ｻﾜｲ」

1.13 抗菌薬（マクロライド系薬）

クラリチン錠10mg 13.2
14.2

第二世代抗ヒスタミン薬

グリセオール注(200mL) 37.4 浸透圧利尿薬
グリセリン浣腸液50%｢ﾑﾈ｣ 30mL・
60mL・120mL

47.8 浣腸

グリチロン配合錠 49.1 肝機能改善薬
クリンダマイシンリン酸エステル注射
液300mg「NP」

1.14 抗菌薬（リンコマイシン系薬）

グルカゴンＧﾉﾎﾞ注射用1mg 19.3
79.1

グルカゴン製剤/下垂体機能検査薬

クレナフィン爪外用液10％ 73.2 抗真菌薬
クレメジン細粒分包2g 50.5 解毒薬（吸着薬）
クロマイ膣錠100mg 1.17 抗菌薬（クロラムフェニコール系薬）

［ケ］

ＫＣＬ補正液1mEq/mL 22.4 カリウム製剤
ケイツーＮ静注10mg 21.9

28.4
ビタミンＫ製剤

ケタラール静注用50mg 69.4 全身麻酔薬
ケフラールｶﾌﾟｾﾙ250mg 1.9 抗菌薬（経口セフェム系薬）
ケラチナミンコーワクリーム20% 73.6 皮膚角化症治療薬
ゲンタシン注40 1.12 抗菌薬（アミノグリコシド系薬）
ゲンタシン軟膏0.1% 73.1 抗菌薬

［コ］

コアテック注5mg 31.5 心不全治療薬（ＰＤＥⅢ阻害薬）
コアヒビター注射用10mg・50mg 52 膵疾患治療薬
コカイン塩酸塩「タケダ」原末 68.1 局所麻酔薬（エステル型）
コートリル錠10mg 8 副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
コートロシンＺ筋注0.5mg 19.1 脳下垂体薬
コランチル配合顆粒 45.2 消化性潰瘍治療薬（抗コリン薬）
コンサータ錠18mg・27mg 59.1 ADHD治療薬（ドパミン刺激薬）
コンスタン0.4mg錠 62.1 抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
コントミン糖衣錠12.5mg 56.1 抗精神病薬（フェノチアジン系薬）
コントール散10% 62.1 抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
コンバントリンドライシロップ100mg 5 抗寄生虫薬

［サ］

サイプレジン1%点眼液 71.2 散瞳薬
サージセル・アブソーバブル・ヘモス
タット

28.5 血液粘度上昇薬

ザーネ軟膏0.5% 73.6 皮膚角化症治療薬
サワシリン細粒10% 1.2 抗菌薬（広範囲ペニシリン系薬）
重カマ「ヨシダ」（酸化マグネシウ
ム）

45.1
47.1

制酸薬/塩類下剤

サンコバ点眼液0.02% 71.10 ビタミン剤
サンピロ点眼液2% 71.1 縮瞳薬

［シ］

ジェノトロピンゴークイック注用
5.3mg

19.1 脳下垂体薬

ジェービックV（日本脳炎ワクチン） 6.4 予防接種薬（不活化ワクチン）



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
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」 (耳垢水)

72.3 耳鼻科用薬

シグマート錠5mg 33.4 狭心症治療薬（その他）
ジゴシン散0.1%・注0.25mg 31.1 心不全治療薬
ジスロマック錠250mg・細粒小児用10% 1.13 抗菌薬（マクロライド系薬）
シナール配合顆粒 21.11 複合ビタミン製剤
シナジス筋注液50mg・100mg 3.3 抗ＲＳウイルス薬
シーパラ注 21.11 複合ビタミン製剤
ジフェンヒドラミン塩酸塩注10mg・
30mg「日新」

13.1 第一世代抗ヒスタミン薬

ジフルカン静注液100mg 4.1 深在性抗真菌薬
ジプレキサ細粒1%・ザイディス錠5mg 56.5 抗精神病薬（ＭＡＲＴＡ系薬）
ジルテックドライシロップ1.25% 13.2 第二世代抗ヒスタミン薬
臭化カリウム 54.8

55.7
睡眠・鎮痚薬/抗てんかん薬

シングレアチュアブル錠5mg 39.2 抗アレルギ－薬（LT受容体拮抗薬）
新鮮凍結血漿-LR｢日赤｣120 (FFP-
LR120)

26.9 血液成分製剤

シンメトレル細粒10% 3.2
63
64.2

抗インフルエンザウイルス薬/脳循環・脳代
謝改善薬/パーキンソン病治療薬

［ス］

乾燥弱毒生水痘ﾜｸﾁﾝ｢ﾋﾞｹﾝ｣ 6.2 予防接種薬（弱毒生ワクチン）
スチックゼノールＡ 73.3 鎮痚・消炎・収れん・鎮痒薬
ストラテラカプセル5mg・10mg・25mg 60.1 注意欠陥多動症治療薬
スパカール細粒10% 53 胆道疾患治療薬
硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ注射用1g「明治」 1.12 抗菌薬（アミノグリコシド系薬）
スピール膏Ｍ 73.8 鶏眼治療薬
スポンゼル 28.5 血液粘度上昇薬
スミルテープ35mg(7×10cm 14枚/袋) 73.3 鎮痚・消炎・収れん・鎮痒薬
スルバシリン静注用0.75g・1.5g 1.4 抗菌薬（複合ペニシリン系薬）
スルピリド細粒50％・錠50㎎「ｱﾒﾙ」 45.6

56.3
57.2

消化性潰瘍治療薬/抗うつ薬/抗精神病薬
（ベンズアミド系薬）

スルペラゾン静注用1g 1.8 抗菌薬（複合セフェム系薬）

［セ］

生食5mL・ 20mL・50mL 100mL・500mL
生食注シリンジ10mL

22.3
24.6
80.4
80.5

ナトリウム製剤

セイブル錠50mg 15.4 糖尿病治療薬（αグルコシダ－ゼ阻害薬）
セクターゲル3% 73.3 鎮痚・消炎・収れん・鎮痒薬
ゼスラン錠3mg 13.2

14.2
39.2

第二世代抗ヒスタミン薬

照射赤血球液-LR｢日赤｣ (Ir-RBC-LR) 26.9 特殊血液製剤
セニラン坐剤３mg 62.1 抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
セファクロル細粒10%「日医工」 1.9 抗菌薬（経口セフェム系薬）
セファゾリンNa点滴静注用１ｇバッグ
「ｵｰﾂｶ」

1.5 抗菌薬（注射用第一世代セフェム系薬）

セファゾリンナトリウム注射用0.5g・
1g「日医工」

1.5 抗菌薬（注射用第一世代セフェム系薬）

セフォタックス注射用0.5g・1g 1.7 抗菌薬（注射用第三世代セフェム系薬）



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
セフジニル細粒10%小児用・カプセル
100mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」

1.9 抗菌薬（経口セフェム系薬）

セフスパンｶﾌﾟｾﾙ50mg 1.9 抗菌薬（経口セフェム系薬）
セフタジジム静注用0.5g・1g「マイラ
ン」

1.7 抗菌薬（注射用第三世代セフェム系薬）

セフメタゾールNa静注用1g｢NP｣ 1.6 抗菌薬（注射用第二世代セフェム系薬）
セフメタゾン筋注用0.5g 1.6 抗菌薬（注射用第二世代セフェム系薬）
セボフレン吸入麻酔液 69.1 全身麻酔薬（吸入麻酔薬）
2mg・5mgセルシン錠・セルシン散1% 62.1 抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
セルベックスｶﾌﾟｾﾙ50mg 45.5 防御因子増強薬
セレザイム静注用400単位 19.4 先天性代謝異常症（ゴーシェ病）治療薬
セレジストＯＤ錠5mg 19.2 脳下垂体刺激ホルモン及び誘導体薬
セレスタミン配合錠 8 副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
セレニカＲ顆粒40% 55.4 抗てんかん薬（VPA製剤）
セレネース細粒1%・錠0.75mg・錠1mg 56.2 抗精神病薬（ブチロフェノン系薬）
セロクエル25mg錠 56.5 抗精神病薬（ＭＡＲＴＡ系薬）
照射洗浄赤血球-LR｢日赤｣[洗浄人赤血
球浮遊液］ (Ir-WRC-LR)

26.9 特殊血液製剤

［ソ］

ゾシン静注用2.25・4.5 1.4 抗菌薬（複合ペニシリン系薬）
ソセゴン注射液15mg 9.8 非麻薬性鎮痚薬
ゾビラックス眼軟膏3%(5g) 71.7 抗ウイルス薬
ソフラチュール貼付剤10cm 73.1 抗菌薬
ソリタ-Ｔ1号輸液 (500mL) 24.4 電解質輸液（低張電解質開始液）
ソリタ-Ｔ配合顆粒２号・３号 22.6 無機質製剤（配合剤）
ソルアセトＤ輸液 24.6 細胞外液補充液（等張液）
ソル･コーテフ注射用100mg・500mg 8 副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
ソルダクトン静注用100mg 37.2 Ｋ保持性利尿薬
ソルデム3Ａ・3ＡＧ輸液(500mL) 24.5 電解質輸液（維持液）
ソル･メドロール静注用125mg・1000mg 8 副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
ソルラクト輸液・Ｄ輸液(500mL) 24.6 細胞外液補充液（等張液）

［タ］

ダイアップ坐剤 4・6・10 55.3 抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン系薬）
ダイアート錠30mg 37.1 ル－プ利尿薬
ダイアモックス末・注射用500mg 37.3

55.7
71.3

利尿薬（炭酸脱水素酵素阻害薬）/緑内障治
療薬/抗てんかん薬

ダイオウ末鈴 47.3 大腸刺激性下剤
タウリン散98%｢大正｣ 31.8

49.1
心不全治療薬/肝機能改善薬

タガメット細粒20% 45.3 ヒスタミンＨ２受容体拮抗薬
タケキャブ錠10ｍｇ 45.4 プロトンポンプ阻害薬
タケプロンOD錠15 45.4 プロトンポンプ阻害薬
注射用タゴシッド200mg 1.16 抗菌薬（ペプチド系薬）
タチオン散20% 50.3 還元型解毒薬
タベジール錠1mg 13.1 第一世代抗ヒスタミン薬
タミフルｶﾌﾟｾﾙ75・ドライシロップ3% 3.2 抗インフルエンザウイルス薬
タリビッド眼軟膏0.3% 71.6 抗菌薬
タリビッド耳科用液0.3% 72.2 抗菌薬
単シロップ 80.3 甘味剤
ダントリウムｶﾌﾟｾﾙ25mg・静注用20mg 67.2 末梢性筋弛緩薬
タンニン酸アルブミン 46.5 腸疾患治療薬（収れん薬）

［チ］



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
血沈用チトラート「ﾊﾗｻﾜ」（クエン酸
ナトリウム）

29.4
79.4

検査用凝固阻止薬

注射用水5mL　20mL 100mL 1L 80.4 溶解剤
チラーヂンＳ散0.01%・Ｓ錠50μｇ 18.1 甲状腺ホルモン薬

［ツ］

ツインラインNF配合経腸用液
(400Kcal/400mL混合液/セット）

25.2 経腸栄養剤（消化態製剤）

一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人
用

6.7 結核診断薬

ﾂﾑﾗ茵蔯蒿湯エキス顆粒（No.135） 76 漢方製剤・生薬製剤
ﾂﾑﾗ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒
(No.26)

76 漢方製剤・生薬製剤

ﾂﾑﾗ十全大補湯エキス顆粒(No.48） 76 漢方製剤・生薬製剤
ﾂﾑﾗ小青竜湯エキス顆粒（No.19） 76 漢方製剤・生薬製剤
ﾂﾑﾗ大建中湯エキス顆粒(No.100) 76 漢方製剤・生薬製剤
ﾂﾑﾗ六君子湯エキス顆粒（No.43） 76 漢方製剤・生薬製剤
ﾂﾑﾗ抑肝散エキス顆粒(No.54) 76 漢方製剤・生薬製剤
ツロブテロールテープ0.5mg・1mg・
2mg「HMT」

38.2
39.2

気管支拡張・気管支喘息治療薬（交感神経
β刺激薬）

［テ］

ＴＲＨ注0.5mg「ﾀﾅﾍﾞ」 19.2
79.1

下垂体機能検査薬

テオドールドライシロップ20% 38.1
39.3

気管支拡張薬（キサンチン系）

デキサート注射液1.65mg・6.6mg 8 副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(5g) 77.2 口内炎治療薬
テグレトール細粒50%・錠100mg・錠
200mg

55.7
56.7

抗てんかん薬/抗精神病薬

デスモプレシン点鼻液0.01%協和 19.1 脳下垂体薬
テタノブリンＩＨ静注250単位 26.3 抗破傷風グロブリン製剤
デパケン錠100mg・錠200mg・シロップ
5%・細粒40%・Ｒ錠100mg・Ｒ錠200mg

55.4 抗てんかん薬（VPA製剤）

デパス錠0.5mg 62.2 抗不安薬（チアノジアゼピン系薬）
10%デヒドロコール酸注｢ﾆｯｼﾝ｣ 53 胆道疾患治療薬
デベルザ錠20mg 15.6 糖尿病治療薬（ＳＧＬＴ２阻害薬）
テラ･コートリル軟膏(5g) 73.4 副腎皮質ステロイド
テルネリン顆粒0.2%・錠1mg 67.1 中枢性筋弛緩薬
テレミンソフト坐薬2mg・10mg 47.3 大腸刺激性下剤

［ト］

トウモロコシデンプン「ホエイ」 80.1 賦形剤
ドパストン散98.5% 64.1 パーキンソン病治療薬（レボドパ製剤）
トピナ錠50mg・100mg・細粒10％ 55.7 抗てんかん薬
トプシム軟膏0.05%(5g) 73.4 副腎皮質ステロイド
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「ｻ
ﾜｲ」

31.3
36.1

心不全治療薬（交感神経β刺激薬）

トフラニール錠10mg 57.1 三環系抗うつ薬
トミロン細粒小児用20% 1.9 抗菌薬（経口セフェム系薬）
トラゼンタ錠5mg 15.5 糖尿病治療薬（ＤＰＰ－４阻害薬）
トラベルミン配合錠 48.2 鎮吐/抗めまい薬（抗ヒスタミン薬）
トランサミン散50%・ｶﾌﾟｾﾙ250mg・注
5%

28.2 止血薬（抗プラスミン薬）

トリクロリールシロップ10% 54.8 睡眠・鎮静薬



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
ドルナー錠20μg 29.3

34.1
血小板凝集抑制薬/末梢血管拡張薬

トレシーバ注フレックスタッチ 15.1 インスリン製剤
ドロレプタン注射液25mg 69.4 全身麻酔薬
トロンビン液モチダソフトボトル5千 28.3 止血薬（凝固因子製剤）

［ナ］

ナウゼリンドライシロップ1%・錠10・
ナウゼリン坐剤30・60

44.2
48.1

消化管運動改善薬/鎮吐/抗めまい薬（抗ド
パミン薬）

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 72.1 副腎皮質ステロイド
ナパゲルンローション3% 73.3 鎮痚・消炎・収れん・鎮痒薬

［ニ］

ニコリン注射液250mg 63 脳循環・脳代謝改善薬
ニゾラールクリーム2%(10g) 73.2 抗真菌薬
ニトロール錠5mg 33.1 狭心症治療薬
ニフレック配合内用剤（バッグ） 47.4 経口腸管洗浄薬
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（ジェー
ビックV)

6.4 予防接種薬（不活化ワクチン）

乳酸カルシウム水和物「ﾖｼﾀﾞ」G 20.3
22.2

カルシウム製剤

乳糖「ホエイ」 80.1 賦形剤
ニューモバックスNP（肺炎球菌） 6.5 予防接種薬（細菌抗原精製ワクチン）
ニューレプチル細粒10%・錠5mg 56.1 抗精神病薬（フェノチアジン系薬）
ニューロタン錠25mg 35.2 降圧薬（ｱﾝｷﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受容体拮抗薬）

［ヌ］

［ネ］

ネオシネジンｺｰﾜ5%点眼液 71.2 散瞳薬
ネオシネジンコーワ注1mg 36.2 昇圧薬
ネオメドロールＥＥ軟膏 71.5

72.1
副腎皮質ステロイド

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg 45.4 プロトンポンプ阻害薬
ネスプ注射液30μgプラシリンジ・60
μgプラシリンジ

27.2 造血薬（エリスロポエチン製剤）

［ノ］

ノイエル細粒40% 45.5 防御因子増強薬
照射濃厚血小板-LR｢日赤｣ (Ir-PC-LR) 26.9 血液成分製剤
ノーベルバール静注用250mg 55.2 抗てんかん薬（バルビツ－ル酸系薬）
ノルアドリナリン注1mg 36.1 昇圧薬（カテコラミン系薬）

［ハ］

ハイアラージン外用液2% 73.2 抗真菌薬
バイシリンＧ顆粒40万単位 1.1 抗菌薬（ペニシリン系薬）
ハイスコ皮下注0.5mg 54.8 睡眠・鎮静薬
ハイボン細粒10% 21.2 ビタミンＢ２製剤
パキシル錠10mg 57.3 抗うつ薬（ＳＳＲＩ系薬）
バクタ配合顆粒 2.1 化学療法薬（サルファ剤配合薬）
バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g) 72.2 抗菌薬
沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ ｷｯﾄ｢ﾀｹﾀﾞ｣ 6.1 予防接種薬（トキソイド）
パシル点滴静注液500mg 2.3 化学療法薬（ニュ－キノロン系薬）
パタノール点眼液0.1% 71.8 抗アレルギ－薬
バップフォー細粒2% 74.2 頻尿治療薬
バナン錠100mg・ドライシロップ5% 1.9 抗菌薬（経口セフェム系薬）



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
ハプトグロビン静注2000単位「JB」 26.5 ハプトグロビン製剤
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg・
30mg

20.2 骨代謝改善薬

ハルシオン0.25mg錠 54.2 睡眠・鎮静薬（BZ系薬（超短時間型））
ハルナールD錠0.2mg 74.3 前立腺肥大治療薬
バルネチール細粒50% 56.3 抗精神病薬（ベンズアミド系薬）
パレプラス輸液(500mL) 24.8 末梢静脈栄養用輸液
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5｢
MEEK｣

1.16 抗菌薬（ペプチド系薬）

パントシン散20%・注10% 21.3
30.3

ビタミン剤（パントテン酸製剤）/高脂血症
治療薬

調剤用パンビタン末 21.12 総合ビタミン製剤
ハンプ注射用1000 31.8 心不全治療薬

［ヒ］

ビアサン 43.2 健胃散製剤
ヒアロンサン点眼液0.1% 71.4 角膜治療薬
ＰＬ配合顆粒 10 総合感冒薬
ビオチン散0.2%「ﾌｿｰ」 21.10 ビタミンＨ製剤
ビオフェルミン配合散 46.1 活性生菌製剤
ビカーボン輸液 (500mL) 24.6 細胞外液補充液（等張液）
ビクシリン注射用0.25g・1g 1.2 抗菌薬(広範囲ペニシリン系薬)
ビクロックス顆粒40%・錠200 3.1 抗ヘルペスウイルス薬
ビクロックス点滴静注125mg・250mg 3.1 抗ヘルペスウイルス薬
ピコスルファートナトリウム内用液
0.75%・ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1％「日医工」

47.3 大腸刺激性下剤

乾燥ＢＣＧﾜｸﾁﾝ 6.3 細菌ワクチン
ピシバニール注射用1KE 7.1 抗悪性腫瘍薬（非特異的免疫賦活薬）
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「ｻ
ﾜｲ」

35.5 降圧薬/心不全治療薬（交感神経β遮断薬）

ビソルボン細粒2% 42.4 気道分泌促進薬
ビタジェクト注キット 21.12 総合ビタミン製剤
ビタミンB6散10％「ﾏﾙｲｼ」 21.4 ビタミンＢ６製剤
ビタメジン配合散・配合カプセルB25 21.11 複合ビタミン製剤
ヒダントール錠25mg 55.1 抗てんかん薬（ヒダントイン系薬）
照射人全血液-LR｢日赤｣ (IR-WB-LR) 26.9 全血製剤
ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ
「日医工」

1.3 抗菌薬（緑膿菌用ペニシリン系薬）

ビームゲン注0.25mL・0.5mL 6.6 予防接種薬（肝炎予防ワクチン）
ビムパット錠50mg・ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10% 55.7 抗てんかん薬
ヒューマリンN注100単位/mL・Ｒ注100
単位/mL

15.1 インスリン製剤

ヒューマログ注ミリオペン 15.1 インスリン製剤
ヒルドイドクリーム0.3%・ソフト軟膏
0.3%・ローション0.3%

73.7 抗血液凝固薬

ヒルトニン0.5mg注射液 79.1 下垂体機能検査薬
ヒルナミン細粒10%・錠5mg・錠25mg 56.1 抗精神病薬（フェノチアジン系薬）
ピレチア細粒10%・錠(25mg) 13.1

64.3
抗ヒスタミン/パーキンソン病治療薬（抗コ
リン薬）

［フ］

ファモチジン錠20・Ｄ錠10mg・散10%
「ｻﾜｲ」

45.3 ヒスタミンＨ２受容体拮抗薬

ファロムﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用10% 1.11 抗菌薬（ペネム系薬）
ファンギゾンシロップ100mg/mL 4.1 深在性抗真菌薬
フィコンパ錠2mg・4mg 55.7 抗てんかん薬



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
フィブラストｽﾌﾟﾚｰ250・500 73.5 皮膚潰瘍治療薬
フィブロガミンＰ静注用 26.6

28.3
血液凝固第ⅩⅢ因子製剤

乾燥弱毒生風しんﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣ 6.2 予防接種薬（弱毒生ワクチン）
フェジン静注40mg 22.1

27.1
鉄製剤

フエナゾール軟膏5%(10g) 73.3 鎮痚・消炎・収れん・鎮痒薬
フェノバール散10%・錠30mg・エリキ
シル0.4%・フェノバール注射液100mg

54.1
55.2

睡眠・鎮静薬/抗てんかん薬（バルビツ－ル
酸系薬）

フェブリク錠10mg 12.1 尿酸産生阻害薬
フェロミア錠50mg・顆粒8.3% 22.1

27.1
鉄製剤

フェンタニル注射液0.1mg「第一三
共」

9.7 麻薬性鎮痚薬

フオイパン錠100mg 52 膵疾患治療薬
フォリアミン散100mg/g 21.6 葉酸製剤
複方ヨード･グリセリン 77.2 口内炎治療薬
フスコデ配合錠 41 鎮咳薬（中枢性鎮咳薬）
ブスコパン錠10mg・注20mg 45.2

66.1
消化性潰瘍治療薬/鎮痙薬（抗コリン薬）

ブドウ糖 23
79.2

糖質製剤

糖液5% (20mL・100mL・250mL・500mL)
10%(500mL) 20%(20mL) 50%(20mL)

23
80.4

糖質製剤

プラノバール配合錠 16.2 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤
プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 30.2 高脂血症治療薬（HMG-CoA還元酵素阻害薬)
フラビタン眼軟膏0.1%(5g) 71.10 ビタミン剤
フランドルテープ40mg 33.1 狭心症治療薬
ブリディオン静注200mg 67.3 筋弛緩回復薬
プリミドン細粒99.5%「日医工」 55.2 抗てんかん薬（バルビツ－ル酸系薬）
プリンペラン錠5・シロップ0.1%・注
射液10mg

44.2
48.1

消化管運動改善薬/鎮吐剤（抗ドパミン薬）

プルゼニド錠12mg 47.3 大腸刺激性下剤
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 39.1 吸入用ステロイド薬
フルマゼニル静注液0.5mg「ｻﾜｲ」 40.1 中枢性呼吸刺激薬
フルメトロン点眼液0.1% 71.5 副腎皮質ステロイド
プレアミン－Ｐ注射液 24.1 総合アミノ酸製剤（小児用）
ブレオ注射用15mg 7.2 抗悪性腫瘍薬（抗生物質）
プレセデックス静注液200μg｢ﾏﾙｲｼ｣ 70 中枢性α２－アドレナリン受容体作動薬

プレドニゾロン散｢タケダ｣1% 8 副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
プレドニン錠5mg 8 副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
水溶性プレドニン20mg 8 副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
プレベナー13水性懸濁注（肺炎球菌） 6.5 予防接種薬（細菌抗原精製ワクチン）
フロジン外用液5% 73.9 脱毛治療薬
ﾌﾟﾛｽﾀﾙﾓﾝ･F注射液 1000 74.4 子宮収縮薬
プロスタンディン軟膏0.003%(10g) 73.5 皮膚潰瘍治療薬
フロセミド細粒4％「EMEC」 35.9

37.1
ル－プ利尿薬

プロタノールＬ注0.2mg 31.3
36.1
38.2
39.4

心不全治療薬/昇圧/気管支拡張（交感神経
β刺激薬）

プロタミン硫酸塩静注100mg「ﾓﾁﾀﾞ」 50.2 ヘパリン拮抗薬
ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 54.3 睡眠・鎮痚薬（BZ系薬（短時間型））
プロパジール錠50mg 18.2 抗甲状腺ホルモン薬



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
プロペト（白色ﾜｾﾘﾝ） 80.2 軟膏基剤
1%プロポフォール注｢ﾏﾙｲｼ｣ (20mL・
50mL)

69.4 全身麻酔薬

ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ﾆｯﾄｰ」 71.9 非ステロイド抗炎症薬
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「ﾀｲ
ﾖｰ」

42.4 気道分泌促進薬

ブロメライン軟膏５万単位/g 73.5 皮膚潰瘍治療薬

［ヘ］

ベサコリン散5% 44.1 消化管運動改善薬（コリン作動薬）
ベストロン点眼用0.5% 71.6 抗菌薬
ベストロン耳鼻科用1% 72.2 抗菌薬
ベトネベート軟膏0.12%・Ｎ軟膏 73.4 副腎皮質ステロイド
注射用ペニシリンＧカリウム100万単位 1.1 抗菌薬（ペニシリン系薬）
献血ベニロン-I静注用 500mg・ 2500mg 26.2 ヒト免疫グロブリン製剤
ベネトリン吸入液0.5% 38.2

39.4
気管支拡張薬（交感神経β刺激薬）

ベノキシール点眼液0.4% 71.11 局所麻酔薬
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL 29.1 ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「ﾓﾁﾀﾞ」 29.1 ヘパリン製剤
ペリアクチン散1%・シロップ0.04% 13.1 第一世代抗ヒスタミン薬
ベリチーム配合顆粒 43.1 消化酵素製剤
ベリプラストＰコンビセット組織接着
用(1mL)

26.7
28.3

フィブリノゲン製剤

ペルサンチン静注10mg 33.4 狭心症治療薬（その他）
ペルジピンＬＡｶﾌﾟｾﾙ20mg 35.4 降圧薬（カルシウム拮抗薬）
ペルジピン注射液10mg 31.7

35.4
心不全治療薬/降圧薬（Ca拮抗薬）

ベルソムラ錠10mg 54.7 オレキシン受容体拮抗薬
ヘルベッサー錠30 33.3

35.4
狭心症治療/降圧薬（Ca拮抗薬)

ベンザリン細粒1%・錠2・錠5 54.4 睡眠・鎮静薬（BZ系薬（中間作用型））
ペンレステープ18mg 68.2

73.10
局所麻酔薬

［ホ］

ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 38.2
39.4

気管支拡張薬（交感神経β刺激薬）

強力ポステリザン(軟膏) 75 痔疾患治療薬
ホスミシンＳ静注用 0.5g･1g・ドライ
シロップ400

1.18 抗菌薬（その他）

ボスミン外用液0.1% ・注1mg 36.1
38.2

昇圧/気管支拡張薬（交感神経β刺激薬）

ボトックス注用50単位・100単位 67.2 末梢性筋弛緩薬
ボナロン錠35mg 20.2 骨代謝改善薬
ポビドンヨードガーグル7％「ﾏｲﾗﾝ」 77.1 含嗽薬
ポラキス錠1・錠3 74.2 頻尿治療薬
ボラザG坐剤 75 痔疾患治療薬
ポラプレジンク顆粒15%「ﾌｧｲｻﾞｰ」 45.5 防御因子増強薬
ポララミン注5mg 13.1 第一世代抗ヒスタミン薬
ホリゾン注射液10mg 55.3

62.1
抗てんかん/抗不安薬（BZ系薬）

ボルタレンサポ12.5mg・錠25mg 9.3 非ステロイド抗炎症薬（アリ－ル酢酸系）
ボルベン輸液６％（500mL) 24.3 血漿代用剤
ポンタール散50%・ｶﾌﾟｾﾙ250mg 9.2 非ステロイド抗炎症薬（フェナム酸系）



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
［マ］

マイザー軟膏0.05%(5g) 73.4 副腎皮質ステロイド
マイスタン細粒1%・錠5mg 55.3 抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン系薬）
マイスリー錠5mg 54.5 睡眠・鎮静薬（非BZ系薬）
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 68.2 局所麻酔薬（アミド型）
マグテクト配合内服液 45.1 制酸薬
マグミット錠250mg・500mg 45.1

47.1
制酸薬/塩類下剤

乾燥弱毒生麻しんﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣ 6.2 予防接種薬（弱毒生ワクチン）
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣ 6.2 予防接種薬（弱毒生ワクチン）
マーズレンＳ配合顆粒 45.5 防御因子増強薬
20%マンニットール注射液「YD」(300mL) 37.4 浸透圧利尿薬

［ミ］

ミオナール顆粒10%・錠50mg 67.1 中枢性筋弛緩薬
ミケランＬＡ点眼液2% 71.3 緑内障治療薬
ミダゾラム注10mg「ｻﾝﾄﾞ」(2mL) 54.2

69.3
睡眠・鎮静/全身麻酔薬（BZ系薬（超短時間
型））

ミダフレッサ静注0.1％(10mg/10mL) 55.3 抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン系薬）
ミドリンＰ点眼液 71.2 散瞳薬
ミニプレス錠0.5mg 35.6

74.2
降圧/頻尿治療薬（交感神経α遮断薬）

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用
100mg「日医工」

1.15 抗菌薬（テトラサイクリン系薬）

ミノマイシン顆粒2%・ｶﾌﾟｾﾙ100mg 1.15 抗菌薬（テトラサイクリン系薬）
ミヤＢＭ細粒 46.1 活性生菌製剤
ミリスロール注5mg/10mL 31.6

33.1
35.8

心不全治療/狭心症治療/降圧薬（硝酸薬）

［ム］

ムコダインＤＳ50%・錠250mg・ｼﾛｯﾌﾟ
5%

42.1 気道粘液修復薬

ムコフィリン吸入液20%(2mL) 42.3 気道粘液溶解薬

［メ］

メイアクトＭＳ小児用細粒10% 1.9 抗菌薬（経口セフェム系薬）
メイロン静注７％(20mL) 48.4

50.4
51

制酸中和薬

メキシチールｶﾌﾟｾﾙ50mg 32.4 抗不整脈薬（クラス１ｂ群薬）
メジコン散10%・錠15mg 41 鎮咳薬（中枢性鎮咳薬）
メチエフ散10% 38.2

39.4
気管支拡張薬（交感神経β刺激薬）

メチコバール細粒0.1% 21.5 ビタミンＢ１２製剤
メトグルコ錠250mg 15.3 糖尿病治療薬（ビグアナイド系薬）
メトリジン錠2mg 36.2 昇圧薬（その他）
メドレニック注 22.7 微量元素製剤
メネシット配合錠100 64.1 パーキンソン病治療薬（レボドパ製剤）
メプチン顆粒0.01% 38.2 気管支拡張薬（交感神経β刺激薬）
メルカゾール錠5mg 18.2 抗甲状腺ホルモン薬
メロペン点滴用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g 1.10 抗菌薬（カルバペネム系薬）
メンドンカプセル7.5mg 62.1 抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）

［モ］



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
モニラック･ｼﾛｯﾌﾟ65% 47.2

49.2
糖類下剤/肝不全治療薬

モビコール配合内用剤 47.7 下剤（ポリエチレングリコール製剤）
モリヘパミン点滴静注(200mL) 24.1

49.2
総合アミノ酸製剤/肝不全治療薬

［ヤ］

［ユ］

ユナシン細粒小児用10% 1.2 抗菌薬（広範囲ペニシリン系薬）
ユービット錠100mg 45.7 ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬
ユビデカレノン顆粒1%「ﾂﾙﾊﾗ」 31.8 心不全治療薬
ユベ-Ｅ顆粒20% 21.8 ビタミンＥ製剤
ユベラ軟膏 73.7 抗血液凝固薬
ユベラＮｶﾌﾟｾﾙ100mg 30.1

34.2
高脂血症治療/末梢血管拡張（ニコチン酸系
薬）

ユーロジン散1%・1mg錠 54.4 睡眠・鎮静薬（BZ系薬（中間作用型））

［ヨ］

四種混合ワクチン（ＤＰＴ－ＩＰＶ） 6.4 予防接種薬（不活化ワクチン）

［ラ］

ラコールＮＦ配合経腸用液
(200Kcal/200mL/袋)

25.3 経腸栄養剤（半消化態製剤）

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤
(300Kcal/300g/ﾊﾟｯｸ)

25.3 経腸栄養剤（半消化態製剤）

ラシックス錠20mg・注20mg 35.9
37.1

ル－プ利尿薬

ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 71.3 緑内障治療薬
ラックビー微粒Ｎ 46.1 活性生菌製剤
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg 3.2 抗インフルエンザウイルス薬
ラボナ錠50mg 54.1 睡眠・鎮静薬（バルビツ－ル酸系薬）
ラミクタール錠小児用2mg・小児用
5mg・25mg・100mg

55.7 抗てんかん薬

ラミシールクリーム1%(10g) 73.2 抗真菌薬
ラミシール錠125mg 4.2 深在性・表在性抗真菌薬
ランツジールｺｰﾜ錠30mg 9.3 非ステロイド抗炎症薬（アリ－ル酢酸系）

［リ］

リザベン細粒10% 14.1
39.2

抗アレルギー/気管支喘息治療薬（メディエ
－タ－遊離抑制薬）

リスパダール細粒1%・ＯＤ錠0.5mg・
ＯＤ錠1mg・内用液1mg/mL(0.5mL,1mL
分包品）

56.4 抗精神病薬（ＳＤＡ系薬）

リスミー錠2mg 54.3 睡眠・鎮静薬（BZ系薬（短時間型））
リーゼ錠5mg 62.2 抗不安薬（チアノジアゼピン系薬）
リノジェット吸入液(2mL) 39.2 気管支喘息治療薬
リバロOD錠1mg 30.2 高脂血症治療薬（HMG-CoA還元酵素阻害薬)
リボトリール細粒0.1%・錠0.5mg 55.3 抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン系薬）
リーマス錠100・錠200 58 抗躁薬
硫酸Ｍｇ補正液1mEq/mL 22.5 マグネシウム製剤
リュープリン注射用1.88mg 16.1

19.2
脳下垂体刺激ホルモン及び誘導体薬

リン酸水素カルシウム水和物「ヨシ
ダ」

20.3
22.2

カルシウム製剤



薬　品　名 薬効番号 薬　効　分　類　名　　　
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 71.5

72.1
副腎皮質ステロイド

リンデロン散0.1%・錠0.5mg・注
2mg(0.4%)

8 副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）

リンデロンVG軟膏0.12% ・クリーム
0.12% ・VGローション

73.4 副腎皮質ステロイド

［ル］

ルナベル配合錠LD・ULD 16.2 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤
ルボックス錠25 57.3 抗うつ薬（ＳＳＲＩ系薬）
ルーラン錠4mg 56.4 抗精神病薬（ＳＤＡ系薬）

［レ］

レキソタン細粒1%・錠1 62.1 抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
新レシカルボン坐剤 47.3 大腸刺激性下剤
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 73.3 鎮痚・消炎・収れん・鎮痒薬
レスタミンコーワクリーム1% 73.3 鎮痚・消炎・収れん・鎮痒薬
レスリン錠25 57.4 抗うつ薬
レニベース錠5 31.9

35.1
心不全治療/降圧薬（ACE阻害薬）

［ロ］

ロキソニン錠60mg 9.4 非ステロイド抗炎症薬（プロピオン酸系）
ロコイド軟膏0.1%・クリーム0.1% 73.4 副腎皮質ステロイド
ロゼレム錠8mg 54.6 睡眠・鎮静薬（ﾒﾗﾄﾆﾝ受容体作動薬）
ロドピン細粒10% 56.7 抗精神病薬
ロピオン静注50mg 9.4 非ステロイド抗炎症薬（プロピオン酸系）
ロペミン小児用細粒0.05%・ｶﾌﾟｾﾙ1mg 46.7 止瀉薬
ロルカム錠4mg 9.5 非ステロイド抗炎症薬（オキシカム系）
ロルファン注射液1mg 40.2

50.1
呼吸促進/解毒薬（麻薬拮抗薬）

［ワ］

ワイパックス錠0.5 62.1 抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
ワゴスチグミン注0.5mg 44.1

65.2
消化管運動改善薬（コリン作動薬）

ワコビタール坐剤 15・ 30・ 50・100 54.1
55.2

睡眠・鎮静/抗てんかん薬（バルビツ－ル酸
系薬）

白色ワセリン（ﾌﾟﾛﾍﾟﾄ） 80.2 軟膏基剤
ワーファリン錠1mg 29.2 血液凝固阻止薬（ワ－ファリン製剤）
ワンアルファ錠0.5μg 20.1

21.7
活性型ビタミンＤ３製剤


