
採用品目 一般名

（ 減量 ）パキロビッドパック 【般】ニルマトレルビル１５０ｍｇ・リトナビル１００ｍｇ

( 通常 ）パキロビッドパック 【般】ニルマトレルビル３００ｍｇ・リトナビル１００ｍｇ

(０．０５mg)ラニラピッド錠 【般】メチルジゴキシン錠０．０５ｍｇ

(０．５mg)リスパダールＯＤ錠 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠０．５ｍｇ

(０．５mg)ワーファリン錠 【般】ワルファリンカリウム錠０．５ｍｇ

(１０ｍｇ)タケキャブ錠 【般】ボノプラザンフマル酸塩錠１０ｍｇ

(１０ｍｇ)フロセミド錠 【般】フロセミド錠１０ｍｇ

(２．５mg)アムロジン錠 【般】アムロジピン錠２．５ｍｇ

(２．５mg)ジプレキサ錠 【般】オランザピン錠２．５ｍｇ

(２５ｍｇ)テノーミン錠 【般】アテノロール錠２５ｍｇ（備考：ブランド名「テノーミン」または後発品）

(25μｇ)チラーヂンＳ錠 【般】レボチロキシンＮａ錠２５μｇ

(３mg)エビリファイ錠 【般】アリピプラゾール錠３ｍｇ

(４０ｍｇ)バルサルタン錠 【般】バルサルタン錠４０ｍｇ

(４ｍｇ)ブロプレス錠 【般】カンデサルタン錠４ｍｇ

(５０mg)ウルソ錠 【般】ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ

(５ｍｇ)アロチノロール塩酸塩錠 【般】アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ（備考：ブランド名「アロチノロール塩酸塩「DSP」」または後発品）

(５mg)リピトール錠 【般】アトルバスタチン錠５ｍｇ

(抗精神)ブロムペリドール錠１ｍｇ 【般】ブロムペリドール錠１ｍｇ

(抗精神)ブロムペリドール錠３ｍｇ 【般】ブロムペリドール錠３ｍｇ

（使用しない）トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター 【般】（使用しない）トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター

(小児用）ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｽ31G　8mm（14本入） (小児用）ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｽ31G　8mm（14本入）

(麻)ＭＳコンチン錠[３０ｍｇ] 【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠３０ｍｇ（１２時間持続）

(麻)ＭＳコンチン錠１０ｍｇ 【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠１０ｍｇ（１２時間持続）

(麻)アブストラル舌下錠１００μｇ 【般】フェンタニルクエン酸塩舌下錠１００μｇ

(麻)アヘンチンキ 【般】アヘンチンキ

(麻)アンペック坐剤１０ｍｇ 【般】モルヒネ塩酸塩水和物坐剤１０ｍｇ

(麻)オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ 【般】オキシコドン徐放錠２０ｍｇ（乱用防止製剤）

(麻)オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ 【般】オキシコドン徐放錠５ｍｇ（乱用防止製剤）

(麻)オキノーム散２．５mg 【般】オキシコドン塩酸塩水和物散２．５ｍｇ

(麻)オキノーム散5mg(1g） 【般】オキシコドン塩酸塩水和物散５ｍｇ

(麻)タペンタ錠２５mg 【般】タペンタドール塩酸塩徐放錠２５ｍｇ

(麻)デュロテップＭＴパッチ(４.２ｍｇ) 【般】フェンタニル貼付剤４．２ｍｇ

(麻)フェントステープ０．５ｍｇ 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ０．５ｍｇ（１日用）

(麻)フェントステープ１ｍｇ 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ１ｍｇ（１日用）

(麻)フェントステープ４ｍｇ 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ４ｍｇ（１日用）

[糖]アクトス錠１５ｍｇ 【般】ピオグリタゾン錠１５ｍｇ

《外用》炭酸水素ナトリウム原末 【般】炭酸水素ナトリウム

【糖】０.５ｍｇグリメピリド錠 【般】グリメピリド錠０．５ｍｇ

【糖】エクア錠５０ｍｇ 【般】ビルダグリプチン錠５０ｍｇ

【糖】エクメット配合錠ＨＤ 【般】ビルダグリプチン50mg・メトホルミン500mg配合錠

【糖】オングリザ錠２.５mg 【般】サキサグリプチン錠２．５ｍｇ

【糖】カナグル錠１００mg 【般】カナグリフロジン錠１００ｍｇ

【糖】グラクティブ錠５０ｍｇ 【般】シタグリプチンリン酸塩錠５０ｍｇ

【糖】グリミクロン錠４０ｍｇ 【般】グリクラジド錠４０ｍｇ

【糖】グリメピリド錠１ｍｇ 【般】グリメピリド錠１ｍｇ

【糖】グルファスト錠１０ｍｇ 【般】ミチグリニドＣａ錠１０ｍｇ

【糖】グルベス配合錠 【般】ミチグリニド・ボグリボース配合錠

【糖】ザファテック錠１００mg 【般】トレラグリプチンコハク酸塩錠１００ｍｇ

【糖】ジャディアンス錠１０mg 【般】エンパグリフロジン錠１０ｍｇ

【糖】シュアポスト錠０．２５ｍｇ 【般】レパグリニド錠０．２５ｍｇ

【糖】スーグラ錠５０ｍｇ 【般】イプラグリフロジン錠５０ｍｇ

【糖】テネリア錠２０ｍｇ 【般】テネリグリプチン錠２０ｍｇ

【糖】デベルザ錠２０mg 【般】トホグリフロジン錠２０ｍｇ

【糖】トラゼンタ錠５ｍｇ 【般】リナグリプチン錠５ｍｇ

【糖】フォシーガ錠５mg 【般】ダパグリフロジン錠５ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

【糖】メトグルコ錠２５０ｍｇ 【般】メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ：ＭＴ

【内服】炭酸水素ナトリウム原末 【般】炭酸水素ナトリウム

０．１％ヘキザック水Ｗ 60mL 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩液０．１％60mL

１％アトロピン点眼液５ｍｌ 【般】アトロピン硫酸塩水和物液１％　５ｍL

20%塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ液 60mL（院内処方） 【般】20%塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ液 60mL（院内処方）

２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠　 【般】フルスルチアミン錠２５ｍｇ

２ｍｇセルシン錠　 【般】ジアゼパム錠２ｍｇ

５％ヒビテン液５００ｍｌ 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩液５％　５００ｍＬ

５－ＦＵ軟膏5% ５ｇ 【般】フルオロウラシル軟膏５％　５ｇ

Ｄ－ソルビトール液 【般】Ｄ－ソルビトール液７５％

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ 【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル２５０ｍｇ

FreeStyleリブレReader(測定器本体) 【般】FreeStyleリブレReader(測定器本体)

FreeStyleリブレｾﾝｻｰ(1枚入り) 【般】FreeStyleリブレｾﾝｻｰ(1枚入り)

FSﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ血糖測定電極(30枚入り) 【般】FSﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ血糖測定電極(30枚入り)

LFSクイックセンサー（30枚入り） 【般】LFSクイックセンサー（30枚入り）

Ｌ－ケフレックス顆粒 【般】セファレキシン複合顆粒５０％

ＭＳ温シップ（5枚入） 【般】サリチル酸メチル・ｄｌ－カンフル・トウガラシエキス配合パップ×５枚入

ＭＳ温シップ「タイホウ」 【般】サリチル酸メチル等配合パップ１０ｇ（温感）

ＭＳ冷シップ「タイホウ」 【般】サリチル酸メチル・ｄｌ－カンフル・ｌ－メントール配合パップ

ＭＳ冷シップ「タカミツ」　 【般】サリチル酸メチル・ｄｌ－カンフル・ｌ－メントール配合パップ

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 【般】ポリビニルアルコールヨウ素点眼・洗眼液

ＰＬ配合顆粒１ｇ 【般】プロメタジン１．３５％等配合非ピリン系感冒剤１ｇ

Ｓ･Ｍ配合散 【般】タカヂアスターゼ・生薬配合剤散

ＳＧ配合顆粒１ｇ 【般】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤顆粒１ｇ

ＳＰトローチ0.25mg 【般】デカリニウム塩化物トローチ０．２５ｍｇ

ＶＣスティック(院内処方） 【般】ＶＣスティック(院内処方）

アーチスト錠【１０ｍｇ】 【般】カルベジロール錠１０ｍｇ

アーチスト錠１０ｍｇ　 【般】カルベジロール錠１０ｍｇ

アーチスト錠２．５ｍｇ 【般】カルベジロール錠２．５ｍｇ

アーチスト錠２．５ｍｇ　 【般】カルベジロール錠２．５ｍｇ

アーテン散１％ 【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散１％

アーテン錠（２ｍｇ）　 【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩錠	２ｍｇ

アーテン錠２ｍｇ 【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ

アーリーダ錠60mg 【般】アパルタミド錠６０ｍｇ

アイオピジンＵＤ点眼液1% 【般】アプラクロニジン塩酸塩点眼液１％

アイトロール錠２０ｍｇ　 【般】一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ（備考：ブランド名「アイトロール」または後発品）

アイピーディカプセル１００　 【般】スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ

アイピーディカプセル１００mg 【般】スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ

アイファガン点眼液０．１％ 【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％１ｍＬ　５ｍＬ

アイベータ配合点眼液 【般】ブリモニジン・チモロール配合点眼液（５ｍL)

アイミクス配合錠ＨＤ 【般】イルベサルタン・アムロジピン１０ｍｇ配合錠

アイミクス配合錠ＨＤ　 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠HD

アイミクス配合錠ＬＤ 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠

アイラミド配合懸濁性点眼液5mL 【般】ブリモニジン・ブリンゾラミド配合点眼液（５ｍL）

アキネトン細粒１％ 【般】ビペリデン塩酸塩細粒１％

アキネトン錠１ｍｇ 【般】ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ

アキネトン錠１ｍｇ　 【般】ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ

アキュチェックガイド(測定器本体) 【般】アキュチェックガイド(測定器本体)

アキュチェックガイド【セット】 【般】アキュチェックガイド【セット】

アキュチェックガイドｽﾄﾘｯﾌﾟ(30枚入り) 【般】アキュチェックガイドｽﾄﾘｯﾌﾟ(30枚入り)

アキュチェックセミディスポ（穿刺器具） 【般】アキュチェックセミディスポ（穿刺器具）

アキュチェックセミディスポランセット(針30本入) 【般】アキュチェックセミディスポランセット(針30本入)

アクアチムクリーム10g 【般】ナジフロキサシンクリーム１％10g

アクアチムローション１％２０ｍｌ 【般】ナジフロキサシン外用液１％２０ｍｌ

アクアチム軟膏１％　 【般】ナジフロキサシン軟膏１％１０ｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

アクテムラ皮下注１６２ｍｇｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 【般】トシリズマブ（遺伝子組換え）キット１６２ｍｇ０．９ｍＬオートインジェクター

アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ 【般】トシリズマブ（遺伝子組換え）キット１６２ｍｇ０．９ｍＬオートインジェクター

アクトシン軟膏３％ 【般】ブクラデシンナトリウム軟膏３％

アクトスＯＤ錠３０ 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠３０ｍｇ

アクトス錠１５　 【般】ピオグリタゾン錠１５ｍｇ

アクトス錠３０　 【般】ピオグリタゾン錠３０ｍｇ

アクトネル錠１７．５ｍｇ 【般】リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ

アクトネル錠７５ｍｇ 【般】リセドロン酸ナトリウム水和物錠７５ｍｇ

アクロマイシン軟膏３％ ２５ｇ 【般】テトラサイクリン塩酸塩軟膏３％　２５ｇ

アコファイド錠１００ｍｇ 【般】アコチアミド塩酸塩錠１００ｍｇ

アサコール錠４００ｍｇ 【般】メサラジン腸溶錠４００ｍｇ

アザニン錠５０ｍｇ 【般】アザチオプリン錠５０ｍｇ

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ（備考：ブランド名「アザルフィジンEN」または後発品）

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ 【般】アジスロマイシン錠２５０ｍｇ

アシノン錠７５ｍｇ 【般】ニザチジン錠７５ｍｇ

アジルバ錠１０ｍｇ 【般】アジルサルタン錠１０ｍｇ

アジルバ錠２０ｍｇ 【般】アジルサルタン錠２０ｍｇ

アジルバ錠２０ｍｇ　 【般】アジルサルタン錠２０ｍｇ

アジルバ錠４０ｍｇ 【般】アジルサルタン錠４０ｍｇ

アジレクト錠【１ｍｇ】 【般】ラサギリンメシル酸塩錠１ｍｇ

アジレクト錠０．５mg 【般】ラサギリンメシル酸塩錠０．５ｍｇ

アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ 【般】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物トローチ５ｍｇ

アズノールうがい液４％　 【般】アズレンスルホン酸Ｎａ含嗽用液４％

アズノールうがい液４％ 10mL 【般】アズレンスルホン酸Ｎａ含嗽用液４％10mL

アズノール軟膏０．０３３％　 【般】ジメチルイソプロピルアズレン軟膏０．０３３％

アズノール軟膏0.033% 20g 【般】ジメチルイソプロピルアズレン軟膏０．０３３％20g

アスパラカリウム散 【般】Ｌ－アスパラギン酸カリウム散５０％

アスパラカリウム錠３００ｍｇ 【般】Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ

アスピリン末(1000mg/g) 【般】アスピリン(1000mg/g)

アスベリンシロップ０．５％ 【般】チペピジンヒベンズ酸塩シロップ０．５％

アスベリンシロップ０．５％　 【般】チペピジンヒベンズ酸塩シロップ０．５％

アスベリンドライシロップ２％ 【般】チペピジンヒベンズ酸塩ドライシロップ２％

アスベリン散１０％ 【般】チペピジンヒベンズ酸塩散１０％

アスベリン散１０％　 【般】チペピジンヒベンズ酸塩散１０％

アスベリン錠１０　 【般】チペピジンヒベンズ酸塩錠１０

アズレンうがい液４％「ニットー」 【般】アズレンスルホン酸Ｎａ含嗽用液４％

アセチルシステイン内用液17.6%(20mL) 【般】アセチルシステイン液１７．６％（２０ｍL)

アセトアミノフェン 【般】アセトアミノフェン末（1000mg/g）

アセトアミノフェン末(1000mg/g) 【般】アセトアミノフェン(1000mg/g)

アゼプチン錠１ｍｇ 【般】アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ

アダプチノール錠５ｍｇ 【般】ヘレニエン錠５ｍｇ

アダラートＣＲ錠１０ｍｇ 【般】ニフェジピン徐放錠１０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ 【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ　 【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

アダラートＣＲ錠４０ｍｇ 【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

アタラックスＰカプセル２５ｍｇ 【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル２５ｍｇ

アタラックス錠１０ｍｇ 【般】ヒドロキシジン塩酸塩錠１０ｍｇ

アテデｨオ配合錠 【般】バルサルタン・シルニジピン配合錠

アテディオ配合錠 【般】バルサルタン・シルニジピン配合剤錠

アテノロール錠２５ｍｇ「サワイ」 【般】アテノロール錠２５ｍｇ（備考：ブランド名「テノーミン」または後発品）

アデホスコーワ顆粒１０％１ｇ 【般】アデノシン三リン酸二Ｎａ腸溶顆粒１０％

アテレック錠１０　 【般】シルニジピン錠１０ｍｇ

アテレック錠１０ｍｇ 【般】シルニジピン錠１０ｍｇ

アテレック錠２０ 【般】シルニジピン錠２０ｍｇ

アテレック錠５ 【般】シルニジピン錠５ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

アドエア１００ディスカス２８吸入用 【般】サルメテロール・フルチカゾン１００ディスカス２８吸入用

アドエア１００ディスカス６０吸入用 【般】サルメテロール・フルチカゾン１００ディスカス６０吸入用

アドエア１２５エアゾール１２０吸入用 【般】サルメテロール・フルチカゾン１２５エアゾール１２０吸入用

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 【般】サルメテロール・フルチカゾン２５０ディスカス６０吸入用

アドエア500ディスカス60吸入用 【般】サルメテロール・フルチカゾン５００ディスカス６０吸入用

アドエア５０エアゾール１２０吸入用 【般】サルメテロール・フルチカゾン５０エアゾール１２０吸入用

アトーゼット配合錠ＨＤ 【般】エゼチミブ１０ｍｇ・アトルバスタチン２０ｍｇ配合錠

アトーゼット配合錠ＬＤ　 【般】エゼチミブ１０ｍｇ・アトルバスタチン１０ｍｇ配合錠

アドシルカ錠20mg 【般】タダラフィル錠２０ｍｇ

アドナ錠【３０ｍｇ】 【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ

アドナ錠１０ｍｇ 【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠１０ｍｇ

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 【般】アトルバスタチン錠１０ｍｇ

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｍｅ」 【般】アトルバスタチン錠１０ｍｇ

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 【般】アトルバスタチン錠１０ｍｇ

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サンド」 【般】アトルバスタチン錠１０ｍｇ

アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 【般】アトルバスタチン錠５ｍｇ

アトルバスタチン錠５ｍｇ「Ｍｅ」 【般】アトルバスタチン錠５ｍｇ

アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」 【般】アトルバスタチン錠５ｍｇ

アナフラニール錠１０ｍｇ 【般】クロミプラミン塩酸塩錠１０ｍｇ

アノーロエリプタ３０吸入用 【般】ウメクリジニウム・ビランテロール配合吸入剤（３０吸入用エリプタ）

アバプロ錠１００ｍｇ 【般】イルベサルタン錠１００ｍｇ

アバプロ錠５０ｍｇ 【般】イルベサルタン錠５０ｍｇ

アピドラ注ソロスター 【般】インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）キット３００単位（アピドラ注ソロスター）

アピドラ注ソロスター　 【般】インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）キット（アピドラ注ソロスター３００単位）

アフィニトール錠５ｍｇ 【般】エベロリムス錠５ｍｇ

アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％

アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 【般】トリアムシノロンアセトニド貼付剤２５μｇ

アベロックス錠４００ｍｇ 【般】モキシフロキサシン塩酸塩錠４００ｍｇ

アボルブカプセル０．５ｍｇ 【般】デュタステリドカプセル０．５ｍｇ：ＡＶ

アマージ錠２．５ｍｇ 【般】ナラトリプタン塩酸塩錠２．５ｍｇ

アマリール０．５ｍｇ錠 【般】グリメピリド錠０．５ｍｇ

アマリール１ｍｇ錠　 【般】グリメピリド錠１ｍｇ

アマリール３ｍｇ錠 【般】グリメピリド錠３ｍｇ

アマルエット配合錠４番「ＫＮ」 【般】アムロジピン５ｍｇ・アトルバスタチン１０ｍｇ配合錠

アミティーザカプセル１２μｇ 【般】ルビプロストンカプセル１２µｇ

アミティーザカプセル２４μｇ 【般】ルビプロストンカプセル２４μｇ

アミティーザｶﾌﾟｾﾙ２４μｇ 【般】ルビプロストンカプセル２４μｇ

アミノレバンEN配合散 【般】肝不全用成分栄養剤散５０ｇ　（アミノレバンEN配合散）

アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝＯＤ錠2.5mg「日医工」 【般】アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠２．５ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

アムロジピン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「ＱＱ」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「あすか」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「アメル」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミファ」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「タナベ」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「杏林」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「科研」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠１０ｍｇ「明治」 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジピン錠２．５ｍｇ 【般】アムロジピン錠２．５ｍｇ

アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 【般】アムロジピン錠２．５ｍｇ

アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 【般】アムロジピン錠２．５ｍｇ

アムロジピン錠５ｍｇ 【般】アムロジピン錠５ｍｇ

アムロジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 【般】アムロジピン錠５ｍｇ

アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 【般】アムロジピン錠５ｍｇ

アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 【般】アムロジピン錠５ｍｇ

アムロジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 【般】アムロジピン錠５ｍｇ

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ

アムロジン錠１０ｍｇ 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

アムロジン錠２．５ｍｇ 【般】アムロジピン錠２．５ｍｇ

アムロジン錠５ｍｇ 【般】アムロジピンベシル酸塩錠５ｍｇ

アムロジン錠５ｍｇ　 【般】アムロジピン錠５ｍｇ

アメナリーフ錠２００ｍｇ 【般】アメナメビル錠２００ｍｇ

アモキサンカプセル２５ｍｇ　 【般】アモキサピンカプセル２５ｍｇ

アモバン錠１０ 【般】ゾピクロン錠１０ｍｇ

アモバン錠７．５ｍｇ 【般】ゾピクロン錠７．５ｍｇ

アラセナ－Ａ軟膏５ｇ 【般】ビダラビン軟膏３％５ｇ

アラミスト点鼻液２７．５μｇ１２０噴霧用 【般】フルチカゾンフランカルボン酸エステル液２７．５µｇ（１２０噴霧用）

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 【般】フルチカゾン点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用　 【般】フルチカゾン２７．５μｇ５６噴霧用

アリケイス吸入液５９０mg（２回目以降用） 【般】アミカシン硫酸塩吸入剤５９０ｍｇ（２回目以降用）

アリケイス吸入液５９０mg（初回用） 【般】アミカシン硫酸塩吸入剤５９０ｍｇ（初回用）

アリセプトＤ錠【５ｍｇ】 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ

アリセプトＤ錠１０ｍｇ 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠１０ｍｇ

アリセプトＤ錠３ｍｇ 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠３ｍｇ

アリセプト錠【５ｍｇ】 【般】ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ

アリナミンＦ錠２５ｍｇ 【般】フルスルチアミン錠２５ｍｇ

アリピプラゾール錠１２ｍｇ「タカタ」 【般】アリピプラゾール錠１２ｍｇ

アリピプラゾール錠３ｍｇ「サワイ」 【般】アリピプラゾール錠３ｍｇ

アリピプラゾール錠６ｍｇ「タカタ」 【般】アリピプラゾール錠６ｍｇ

アリミデックス錠１ｍｇ 【般】アナストロゾール錠１ｍｇ

アルケラン錠２ｍｇ 【般】メルファラン錠２ｍｇ

アルサルミン細粒 【般】スクラルファート細粒９０％

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ　 【般】スピロノラクトン錠２５ｍｇ

アルドメット錠２５０ｍｇ 【般】メチルドパ錠２５０ｍｇ

アルピニー坐剤１００　 【般】アセトアミノフェン坐剤１００ｍｇ

アルピニー坐剤１００ｍｇ 【般】アセトアミノフェン坐剤１００ｍｇ

ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙカプセル０．２５μｇ「サワイ」 【般】アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「日医工」 【般】アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ

アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「サワイ」 【般】アルファカルシドールカプセル０．５μｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「日医工」 【般】アルファカルシドールカプセル０．５μｇ

アルファカルシドールカプセル１μｇ「サワイ」 【般】アルファカルシドールカプセル１μｇ

アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」 【般】アルファカルシドール錠１μｇ

アルファロールカプセル０.２５μg 【般】アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ

アルファロールカプセル０．２５μｇ　 【般】アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ

アルファロールカプセル０．５μｇ 【般】アルファカルシドールカプセル０．５μｇ

アルファロールカプセル１μｇ 【般】アルファカルシドールカプセル１μｇ

アルファロール内用液 10mL 【般】アルファカルシドール液０．５μｇ／ｍＬ　１０ｍＬ

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ 【般】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ

アルメタ軟膏　 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％

アルメタ軟膏５ｇ 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％５ｇ

アルロイドＧ内用液5% 【般】アルギン酸Ｎａ経口液５％

アレギサールドライシロップ０．５％ 【般】ペミロラストＫシロップ用０．５％

アレグラドライシロップ５％ 【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用５％

アレグラ錠６０mg 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ

アレグラ錠６０ｍｇ　 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ

アレジオンＬＸ点眼液０．１％ 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液０．１％（５ｍL）

アレジオン錠２０ｍｇ 【般】エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ

アレジオン点眼液０．０５％　 【般】エピナスチン塩酸塩液０．０５％５ｍＬ

アレジオン点眼液0.05%　５mL 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液０．０５％　５mL

アレビアチン錠１００ｍｇ 【般】フェニトイン錠１００ｍｇ

アレロックＯＤ錠５　 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ

アレロックＯＤ錠５mg 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ

アレロック錠５　 【般】オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ

アレロック顆粒０．５％　 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％

アレロック顆粒0.5％（2.5mg/包） 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％　（2.5mg/包）

アローゼン０.５ｇ 【般】センナ・センナ実配合顆粒

アローゼン顆粒　 【般】センナ・センナ実配合顆粒

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ 【般】アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ（備考：ブランド名「アロチノロール塩酸塩「DSP」」または後発品）

アロフト錠２０ｍｇ 【般】アフロクアロン錠２０ｍｇ

アロプリノール錠100mg 【般】アロプリノール錠１００ｍｇ

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 【般】アロプリノール錠１００ｍｇ

アロプリノール錠５０ｍｇ「アメル」 【般】アロプリノール錠５０ｍｇ

アンカロン錠１００ｍｇ 【般】アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ

アンジュ２８錠 【般】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠（２８日用）

アンテベートクリーム0.05% 5g 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム０．０５％５ｇ（備考：ブランド名「アンテベート」または後発品）

アンテベートローション０．０５％ 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液０．０５％０．５ｍｇ／ｇ　１０ｇ

アンテベート軟膏０．０５％ 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏０．０５％（備考：ブランド名「アンテベート」または後発品）

アンテベート軟膏0.05% 5g 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏０．０５％5g（備考：ブランド名「アンテベート」または後発品）

イーケプラ錠２５０ｍｇ 【般】レベチラセタム錠２５０ｍｇ

イーケプラ錠５００ｍｇ 【般】レベチラセタム錠５００ｍｇ

イーシー・ドパール配合錠 【般】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩錠

イオウ・カンフルローション100mL 【般】イオウ・カンフルローション（１００ｍL)

イオダインＭ消毒液10% 【般】イオダインＭ消毒液10%

イグザレルト錠【１５ｍｇ】 【般】リバーロキサバン錠１５ｍｇ

イグザレルト錠１０ｍｇ 【般】リバーロキサバン錠１０ｍｇ

イクスタンジ錠４０mg 【般】エンザルタミド錠４０ｍｇ

イクセロンパッチ１３．５ｍｇ 【般】リバスチグミン貼付剤１３．５ｍｇ

イクセロンパッチ13.5mg 【般】リバスチグミン貼付剤１３．５ｍｇ

イクセロンパッチ１８ｍｇ 【般】リバスチグミン貼付剤１８ｍｇ

イクセロンパッチ１８mg 【般】リバスチグミン貼付剤１８ｍｇ

イクセロンパッチ９mg 【般】リバスチグミン貼付剤９ｍｇ

イスコチン錠１００ｍｇ 【般】イソニアジド錠１００ｍｇ

イソジンガーグル液７％　 【般】ポビドンヨード含嗽用液７％

イソバイドｼﾛｯﾌﾟ70%分包30mL 【般】イソソルビド液７０％分包３０ｍＬ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

イソメニールカプセル７．５ｍｇ 【般】ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩徐放カプセル７．５ｍｇ

イトラコナゾール内用液１％　140mL 【般】イトラコナゾール液１％（１４０ｍL）

イトリゾールカプセル５０　 【般】イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ

イニシンク配合錠 【般】アログリプチン２５ｍｇ・メトホルミン５００ｍｇ配合錠

イノリン錠３ｍｇ 【般】トリメトキノール塩酸塩錠３ｍｇ

イノレット３０Ｒ（300単位） 【般】インスリン　ヒト（遺伝子組換え）キット（イノレット３０Ｒ（300単位））

イフェクサーＳＲカプセル３７．５mg 【般】ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル３７．５ｍｇ

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ 【般】ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル３７．５ｍｇ

イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ 【般】ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル７５ｍｇ

イブプロフェン錠２００ｍｇ「タイヨー」 【般】イブプロフェン錠２００ｍｇ

イブランスカプセル25mg 【般】パルボシクリブカプセル２５ｍｇ

イミグラン錠５０ｍｇ 【般】スマトリプタン錠５０ｍｇ

イミグラン点鼻液２０ 【般】スマトリプタン点鼻液２０ｍｇ

イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 【般】イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ

イミドール糖衣錠（２５） 【般】イミプラミン塩酸塩錠２５ｍｇ

イムセラカプセル０．５mg 【般】フィンゴリモド塩酸塩カプセル０．５ｍｇ

イムノブラダー膀注用８０ｍｇ 【般】乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株）８０ｍｇ

イメンドカプセル【１２５ｍｇ】 【般】アプレピタントカプセル１２５ｍｇ

イメンドカプセル８０ｍｇ 【般】アプレピタントカプセル８０ｍｇ

イリボーOD錠２．５μｇ 【般】ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠２．５μｇ

イリボー錠２．５μｇ 【般】ラモセトロン塩酸塩錠２．５μｇ

イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」 【般】イルベサルタン１００ｍｇ・アムロジピン１０ｍｇ配合錠

イルアミクス配合錠ＨＤ「ＥＥ」 【般】イルベサルタン１００ｍｇ・アムロジピン１０ｍｇ配合錠

イルアミクス配合錠ＬＤ「ＹＤ」 【般】イルベサルタン１００ｍｇ・アムロジピン５ｍｇ配合錠

イルベサルタン錠１００ｍｇ「ケミファ」 【般】イルベサルタン錠１００ｍｇ

イルベタン錠１００ｍｇ 【般】イルベサルタン錠１００ｍｇ

イルベタン錠２００ｍｇ 【般】イルベサルタン錠２００ｍｇ

インクレミンシロップ５％ 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ５％

インスリン　アスパルトＢＳ注ソロスター　ＮＲ「サノフィ」 【般】インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）キット（ＢＳ注ソロスター　ＮＲ「サノフィ」３００単位）

インスリン　グラルギンＢＳ注カート「リリー」 【般】インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）注射液（ＢＳ注カート「リリー」３００単位）

インスリン グラルギンＢＳ注キット｢FFP｣ 【般】インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）キット（ＢＳ注キット｢FFP｣３００単位）

インスリン　グラルギンＢＳ注キット「ＦＦＰ」　 【般】インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）キット（３００単位）

インスリン　リスプロＢＳ注カート　ＨＵ「サノフィ」 【般】インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）注射液（ＢＳ注カート　ＨＵ「サノフィ」３００単位）

インスリン　リスプロＢＳ注ソロスター　ＨＵ「サノフィ」 【般】インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）キット（ＢＳ注ソロスター　ＨＵ「サノフィ」３００単位）

ｲﾝｽﾘﾝグラルギンＢＳ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ｢ﾘﾘｰ｣ 【般】インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）キット３００単位（ｲﾝｽﾘﾝグラルギンＢＳ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ｢ﾘﾘｰ｣）

インスリンリスプロBS注ｿﾛｽﾀｰHU(300単位) 【般】インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）キット（インスリンリスプロBS注ｿﾛｽﾀｰHU(300単位)）

インタール吸入液１％ 【般】クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％

インチュニブ錠１ｍｇ 【般】グアンファシン塩酸塩徐放錠１ｍｇ

インテバンクリーム１％ ５０ｇ 【般】インドメタシンクリーム１％５０ｇ

インテバン外用液１％ ５０ｍｌ 【般】インドメタシン外用液１％５０ｍｌ

インデラル錠１０ｍｇ　 【般】プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ

インドメタシン坐剤５０ 【般】インドメタシン坐剤５０ｍｇ

ウインタミン細粒 【般】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩細粒１０％

ウェールナラ配合錠 【般】エストラジオール・レボノルゲストレル錠

ヴォトリエント錠200mg 【般】パゾパニブ塩酸塩錠２００ｍｇ

ヴォリブリス錠２．５mg 【般】アンブリセンタン錠２．５ｍｇ

ウテメリン錠５ｍｇ 【般】リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ

ウテメリン錠５ｍｇ　 【般】リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ

ウプトラビ錠０．４mg 【般】セレキシパグ錠０．４ｍｇ

ウブレチド錠５ｍｇ 【般】ジスチグミン臭化物錠５ｍｇ

ウラリット－Ｕ配合散 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散

ウラリット配合錠 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠

ウリアデック錠２０ｍｇ 【般】トピロキソスタット錠２０ｍｇ

ウリアデック錠４０ｍｇ 【般】トピロキソスタット錠４０ｍｇ

ウリアデック錠４０mg 【般】トピロキソスタット錠４０ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ウリアデック錠６０ｍｇ 【般】トピロキソスタット錠６０ｍｇ

ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠０．１ｍｇ

ウリトス錠０．１ｍｇ 【般】イミダフェナシン錠０．１ｍｇ

ウルソ錠１００ｍｇ 【般】ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ

ウルソ錠５０ｍｇ 【般】ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ

ウルティブロ吸入用カプセル　 【般】インダカテロール・グリコピロニウム吸入用カプセル

ウレパールクリーム１０％ 【般】尿素クリーム１０％

ウレパールローション１０％ 【般】尿素液１０％

ウロカルン錠２２５ｍｇ 【般】ウラジロガシエキス錠２２５ｍｇ

エイゾプト懸濁性点眼液 1% 5mL 【般】ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％5mL

エースコール錠４ｍｇ 【般】テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ

エカード配合錠ＨＤ 【般】カンデサルタン８ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠

エカード配合錠ＬＤ 【般】カンデサルタン４ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠

エキセメスタン錠２５ｍｇ 【般】エキセメスタン錠２５ｍｇ

エクア錠５０ｍｇ　 【般】ビルダグリプチン錠５０ｍｇ

エクセラーゼ配合錠　 【般】サナクターゼ５０ｍｇ等消化酵素配合錠

エクメット配合錠ＨＤ　 【般】ビルダグリプチン５０ｍｇ・メトホルミン塩酸塩５００ｍｇ配合錠

エクメット配合錠ＬＤ 【般】ビルダグリプチン５０ｍｇ・メトホルミン塩酸塩２５０ｍｇ配合錠

エクロックゲル5％ 【般】ソフピロニウム臭化物ゲル５％２０ｇ×１本

エスエーワン配合OD錠T20 【般】テガフール２０ｍｇ・ギメラシル・オテラシルカリウム配合口腔内崩壊錠

エスエーワン配合OD錠T25 【般】テガフール２５ｍｇ・ギメラシル・オテラシルカリウム配合口腔内崩壊錠

エストラーナﾃｰﾌﾟ 0.72mg 【般】エストラジオール貼付剤０．７２ｍｇ

エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 【般】エゼチミブ錠１０ｍｇ

エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＴＥ」 【般】エゼチミブ錠１０ｍｇ

エチゾラム錠【１ｍｇ】 【般】エチゾラム錠１ｍｇ（備考：ブランド名「デパス」または後発品）

エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 【般】エチゾラム錠０．２５ｍｇ（備考：ブランド名「デパス」または後発品）

エチゾラム錠０.５ｍｇ 【般】エチゾラム錠０．５ｍｇ（備考：ブランド名「デパス」または後発品）

エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医工」 【般】エチゾラム錠０．５ｍｇ（備考：ブランド名「デパス」または後発品）

エックスフォージ配合錠 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠

エディロールカプセル０．５μｇ 【般】エルデカルシトールカプセル０．５μｇ

エディロールカプセル０．７５μｇ 【般】エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ

エディロールカプセル０．７５μｇ　 【般】エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ

エトドラク錠２００ｍｇ「ＪＧ」 【般】エトドラク錠２００ｍｇ

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ

エバステルＯＤ錠１０ｍｇ 【般】エバスチン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

エパデールＳ６００　 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ

エパデールＳ顆粒【９００ｍｇ】 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ

エパデールカプセル３００ 【般】イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ

エバミール錠１．０　 【般】ロルメタゼパム錠１ｍｇ

エバミール錠１ｍｇ 【般】ロルメタゼパム錠１ｍｇ

エパルレスタット錠５０「ＥＫ」 【般】エパルレスタット錠５０ｍｇ

エビスタ錠６０ｍｇ 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ

エピデュオゲル 【般】アダパレン・過酸化ベンゾイルゲル（１５ｇ）

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 【般】エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 【般】エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ

エピビル錠１５０ｍｇ 【般】ラミブジン錠１５０ｍｇ

エビプロスタット配合錠ＤＢ 【般】オオウメガサソウエキス１．０ｍｇ・ハコヤナギエキス等配合錠

エピペン注射液０．３ｍｇ 【般】アドレナリン注射液０．３ｍｇ（エピペン注射液０．３ｍｇ）

エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠１２ｍｇ

エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠２４ｍｇ

エビリファイＯＤ錠３ｍｇ 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠３ｍｇ

エビリファイＯＤ錠６ｍｇ 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠６ｍｇ

エビリファイ錠１２ｍｇ 【般】アリピプラゾール錠１２ｍｇ

エビリファイ錠１ｍｇ 【般】アリピプラゾール錠１ｍｇ

エビリファイ錠３ｍｇ 【般】アリピプラゾール錠３ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

エビリファイ錠６ｍｇ 【般】アリピプラゾール錠６ｍｇ

エビリファイ錠６ｍｇ　 【般】アリピプラゾール錠６ｍｇ

エフィエント錠２．５ｍｇ 【般】プラスグレル塩酸塩錠２．５ｍｇ

エフィエント錠３．７５mg 【般】プラスグレル塩酸塩錠３．７５ｍｇ

エフィエント錠３．７５ｍｇ　 【般】プラスグレル塩酸塩錠３．７５ｍｇ

エプクルｰサ配合錠 【般】ソホスブビル４００ｍｇ・ベルパタスビル１００ｍｇ配合錠

エブトール錠２５０ｍｇ 【般】エタンブトール塩酸塩錠２５０ｍｇ

エフピーＯＤ錠２．５ｍｇ 【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠２．５ｍｇ

エブランチルカプセル１５ｍｇ 【般】ウラピジル徐放カプセル１５ｍｇ

エブランチルカプセル３０ｍｇ 【般】ウラピジル徐放カプセル３０ｍｇ

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ 【般】エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ

エムラクリーム５ｇ 【般】リドカイン・プロピトカイン配合剤クリーム（５ｇ）

エリキュース錠【２．５ｍｇ】 【般】アピキサバン錠２．５ｍｇ

エリキュース錠２．５ｍｇ　 【般】アピキサバン錠２．５ｍｇ

エリキュース錠５ｍｇ 【般】アピキサバン錠５ｍｇ

エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 【般】デキサメタゾン点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用

エリスロシンドライシロップ 【般】エリスロマイシンエチルコハク酸エステルシロップ用１０％

エルカルチンＦＦ内用液10% (10mL) 【般】レボカルニチン液１０％（１０ｍL）

エルカルチンＦＦ内用液分包10% (10mL) 【般】レボカルニチン液１０％１０ｍＬ１包

エレンタール配合内用剤80g 【般】エレンタール配合内用剤80g

エンシュア・Ｈ 250mL（バニラ味） 【般】エンシュア・Ｈ 250mL

エンシュア・リキッド　 【般】エンシュア・リキッド　２５０ｍＬ

エンドキサン錠５０ｍｇ 【般】シクロホスファミド錠５０ｍｇ

エンブレル皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ0.5mL 【般】エタネルセプト（遺伝子組換え）キット２５ｍｇ０．５ｍＬ（ｼﾘﾝｼﾞ）

エンペシドクリーム1%１０ｇ 【般】クロトリマゾールクリーム１％１０ｇ

エンレスト錠１００mg 【般】サクビトリルバルサルタンＮａ錠１００ｍｇ

エンレスト錠１００ｍｇ 【般】サクビトリルバルサルタンＮａ錠１００ｍｇ

エンレスト錠２００ｍｇ 【般】サクビトリルバルサルタンＮａ錠２００ｍｇ

エンレスト錠５０ｍｇ 【般】サクビトリルバルサルタンＮａ錠５０ｍｇ

オイグルコン錠２．５ｍｇ　 【般】グリベンクラミド錠２．５ｍｇ

オイラックスクリーム10% １０ｇ 【般】クロタミトンクリーム１０％１０ｇ

オーグメンチン配合錠250RS 【般】アモキシシリン250mg・クラブラン酸カリウム125mg配合錠

オークル錠１００ｍｇ 【般】アクタリット錠１００ｍｇ

オースギ当帰芍薬散料エキスＴ錠 【般】当帰芍薬散エキス錠（オースギ６錠）

オーラノフィン錠３ｍｇ 【般】オーラノフィン錠３ｍｇ

オキサトミド錠３０ｍｇ「日医工」 【般】オキサトミド錠３０ｍｇ

オキサロールローション25μg/g 10g 【般】マキサカルシトール液０．００２５％10g

オキサロール軟膏25μｇ/g １０ｇ 【般】マキサカルシトール軟膏０．００２５％１０ｇ

オキシグルタチオン眼灌流液０．０１８４％キット 【般】オキシグルタチオン０．０１８４％キット

オキシドール（500mL） 【般】オキシドール（５００ｍL）

オキナゾール腟錠６００mg 【般】オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ

オゼックス点眼液０．３％ 【般】トスフロキサシントシル酸塩点眼液０．３％３ｍｇ／ｍＬ　５ｍＬ

オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ 【般】セマグルチド（遺伝子組換え）キット０．２５ｍｇ０．５ｍＬ

オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ 【般】セマグルチド（遺伝子組換え）キット０．５ｍｇ０．５ｍＬ

オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ 【般】セマグルチド（遺伝子組換え）キット１ｍｇ０．５ｍＬ

オテズラ錠【スターターパック】 【般】アプレミラスト錠【スターターパック】

オテズラ錠30ｍｇ 【般】アプレミラスト錠３０ｍｇ

オノンカプセル１１２．５ｍｇ 【般】プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ

オノンドライシロップ１０％ 【般】プランルカストシロップ用１０％

オパルモン錠５μｇ 【般】リマプロストアルファデクス錠５μｇ

オムニトロープペン１０ 【般】オムニトロープペン１０

オメプラール錠１０　 【般】オメプラゾール錠１０ｍｇ

オメプラール錠２０ 【般】オメプラゾール錠２０ｍｇ

オメプラゾール錠「トーワ」２０ｍｇ 【般】オメプラゾール錠２０ｍｇ

オメプラゾール錠１０ｍｇ「日医工」 【般】オメプラゾール錠１０ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

オメプラゾン錠１０ｍｇ 【般】オメプラゾール錠１０ｍｇ

オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」 【般】オランザピン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ

オランザピン錠２．５ｍｇ 【般】オランザピン錠２．５ｍｇ

オランザピン錠５ｍｇ 【般】オランザピン錠５ｍｇ

オリブ油 【般】オリブ油

オルセノン軟膏0.25% ３０ｇ 【般】トレチノイン　トコフェリル軟膏０．２５％　３０ｇ

オルテクサー口腔用軟膏０．１％ 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏０．１％５ｇ

オルベスコ１００μｇインヘラー１１２吸入用 【般】シクレソニド１００μｇインヘラー１１２吸入用

オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 【般】シクレソニド２００μｇインヘラー５６吸入用

オルミエント錠　２ｍｇ 【般】バリシチニブ錠２ｍｇ

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠２０ｍｇ

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠２０ｍｇ

オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワイ」 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠４０ｍｇ

オルメサルタン錠５ｍｇ「ＪＧ」 【般】オルメサルタン錠５ｍｇ

オルメサルタン錠５ｍｇ「アメル」 【般】オルメサルタン錠５ｍｇ

オルメテックＯＤ錠１０mg 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

オルメテックＯＤ錠２０mg 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠２０ｍｇ

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠２０ｍｇ

オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠４０ｍｇ

オルメテックＯＤ錠５ｍｇ 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠５ｍｇ

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ

オングリザ錠５ｍｇ 【般】サキサグリプチン水和物錠５ｍｇ

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ　 【般】インダカテロールマレイン酸塩カプセル１５０μｇ／カプセル（ブリーズヘラー付）

ガスコン錠４０ｍｇ 【般】ジメチコン錠４０ｍｇ

ガスコン錠８０ｍｇ 【般】ジメチコン錠８０ｍｇ

ガスターＤ錠１０ｍｇ 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

ガスターＤ錠２０ｍｇ 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠２０ｍｇ

ガスターＤ錠２０ｍｇ　 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠２０ｍｇ

ガスター錠１０ｍｇ 【般】ファモチジン錠１０ｍｇ

ガスター錠２０ｍｇ 【般】ファモチジン錠２０ｍｇ

ガスモチン錠５ｍｇ 【般】モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ

ガスロンＮ・OD錠２ｍｇ 【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠２ｍｇ

カソデックス錠８０ｍｇ 【般】ビカルタミド錠８０ｍｇ

カタプレス錠７５μｇ 【般】クロニジン塩酸塩錠７５μｇ

ガチフロ点眼液０.３％５ｍｌ 【般】ガチフロキサシン点眼液０．３％５ｍｌ

カチリ（フェノール亜鉛華リニメント） 【般】フェノール・亜鉛華リニメント

カデックス軟膏0.9% ４０ｇ 【般】ヨウ素軟膏０．９％　４０ｇ

カデュエット配合錠１番 【般】アムロジピン２．５ｍｇ・アトルバスタチン５ｍｇ配合錠：１

カデュエット配合錠２番 【般】アムロジピン２．５ｍｇ・アトルバスタチン１０ｍｇ配合錠：２

カデュエット配合錠３番 【般】アムロジピン５ｍｇ・アトルバスタチン５ｍｇ配合錠：３

カデュエット配合錠４番 【般】アムロジピン５ｍｇ・アトルバスタチン１０ｍｇ配合錠：４

カトレップパップ70mg（７枚） 【般】インドメタシンパップ７０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）

カナグル錠１００ｍｇ 【般】カナグリフロジン水和物錠１００ｍｇ

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ 【般】カナマイシン一硫酸塩カプセル２５０ｍｇ

カナリア配合錠 【般】テネリグリプチン２０ｍｇ・カナグリフロジン１００ｍｇ配合錠

カバサール錠０．２５ｍｇ 【般】カベルゴリン錠０．２５ｍｇ

カバサール錠１．０ｍｇ　 【般】カベルゴリン錠１ｍｇ

ガバペン錠２００ｍｇ 【般】ガバペンチン錠２００ｍｇ

カプトプリル錠12.5mg（負荷試験用） 【般】カプトプリル錠１２．５ｍｇ

カペシタビン錠３００ｍｇ 【般】カペシタビン錠３００ｍｇ

カムシア配合錠ＨＤ「あすか」 【般】カンデサルタン８ｍｇ・アムロジピン５ｍｇ配合錠

カムシア配合錠ＨＤ「武田テバ」 【般】カンデサルタン８ｍｇ・アムロジピン５ｍｇ配合錠

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 【般】カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ

ガランターゼ散５０％ 【般】β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）散５０％

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「サワイ」 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠１２ｍｇ

ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ 【般】ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠４ｍｇ

ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「サワイ」 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠８ｍｇ

ｶﾘｳﾑ　アスパラＫ錠３００ｍｇ 【般】Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ

カリメート経口液２０％ 【般】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口液２０％

カリメート経口液20% 【般】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口液２０％２５ｇ１包

カリメート散 【般】ポリスチレンスルホン酸カルシウム散

カルグート錠５mg 【般】デノパミン錠５ｍｇ

ｶﾙｼｳﾑ　アスパラＣａ錠２００ｍｇ 【般】Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ

カルスロット錠１０ 【般】マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ

カルスロット錠２０ｍｇ 【般】マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ

カルデナリンＯＤ錠１ｍｇ 【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠１ｍｇ

カルデナリン錠０．５ｍｇ 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠０．５ｍｇ

カルデナリン錠１ｍｇ 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠１ｍｇ

カルデナリン錠２ｍｇ 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠２ｍｇ

カルデナリン錠４ｍｇ 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠４ｍｇ

カルナクリン錠２５単位 【般】カリジノゲナーゼ錠２５単位

カルナクリン錠５０ 【般】カリジノゲナーゼ錠５０単位

カルブロック錠１６ｍｇ 【般】アゼルニジピン錠１６ｍｇ

カルブロック錠１６ｍｇ　 【般】アゼルニジピン錠１６ｍｇ

カルブロック錠８ｍｇ 【般】アゼルニジピン錠８ｍｇ

カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 【般】カルベジロール錠１０ｍｇ

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 【般】カルベジロール錠２．５ｍｇ

カルベジロール錠２．５ｍｇ「トーワ」 【般】カルベジロール錠２．５ｍｇ

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 【般】カルボシステイン錠２５０ｍｇ

カロナール細粒２０％ 【般】アセトアミノフェン細粒２０％

カロナール細粒５０％ 【般】アセトアミノフェン細粒５０％

カロナール錠２００ 【般】アセトアミノフェン錠２００ｍｇ

カロナール錠３００ 【般】アセトアミノフェン錠３００ｍｇ

カロナール錠３００　 【般】アセトアミノフェン錠３００ｍｇ

カロナール錠５００ 【般】アセトアミノフェン錠５００ｍｇ

カンデサルタン錠１２ｍｇ「日医工」 【般】カンデサルタン錠１２ｍｇ

カンデサルタン錠２ｍｇ「あすか」 【般】カンデサルタン錠２ｍｇ

カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 【般】カンデサルタン錠４ｍｇ

カンデサルタン錠４ｍｇ「モチダ」 【般】カンデサルタン錠４ｍｇ

カンデサルタン錠４ｍｇ「杏林」 【般】カンデサルタン錠４ｍｇ

キサラタン点眼液２.５ｍｌ 【般】ラタノプロスト点眼液０．００５％２.５ｍｌ

キシロカインゼリー２％ 【般】リドカイン塩酸塩ゼリー２％

キシロカインビスカス２％１００ｍｌ 【般】リドカイン塩酸塩液２％　１００ｍL

キシロカインポンプスプレー８０ｍｇ 【般】リドカイン噴霧剤８％　８０ｇ

キネダック錠５０ｍｇ 【般】エパルレスタット錠５０ｍｇ

キプレスＯＤ錠１０ｍｇ 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠１０ｍｇ

キプレスチュアブル錠５ｍｇ 【般】モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ

キプレス細粒４ｍｇ 【般】モンテルカスト細粒４ｍｇ

キプレス錠１０ｍｇ 【般】モンテルカスト錠１０ｍｇ

キプレス錠５ｍｇ 【般】モンテルカスト錠５ｍｇ

キャブピリン配合錠 【般】アスピリン１００ｍｇ・ボノプラザン１０ｍｇ配合腸溶錠

キャベジンＵコーワ錠２５ｍｇ 【般】メチルメチオニンスルホニウムクロリド錠２５ｍｇ

キュバール１００エアゾール 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤１００μｇ

キンダベート軟膏０．０５％　 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％（備考：ブランド名「キンダベート」または後発品）

キンダベート軟膏0.05% ５ｇ 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％５ｇ（備考：ブランド名「キンダベート」または後発品）

グーフィス錠５ｍｇ 【般】エロビキシバット錠５ｍｇ

クエチアピン細粒５０％「ＭＥＥＫ」 【般】クエチアピン細粒５０％

クエチアピン錠１００ｍｇ 【般】クエチアピン錠１００ｍｇ

クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 【般】クエチアピン錠１００ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

クエチアピン錠１００ｍｇ「ヨシトミ」 【般】クエチアピン錠１００ｍｇ

クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 【般】クエチアピン錠１００ｍｇ

クエチアピン錠１２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 【般】クエチアピン錠１２．５ｍｇ

クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 【般】クエチアピン錠１２．５ｍｇ

クエチアピン錠１２．５ｍｇ「明治」　 【般】クエチアピン錠１２．５ｍｇ

クエチアピン錠２００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 【般】クエチアピン錠２００ｍｇ

クエチアピン錠２００ｍｇ「明治」 【般】クエチアピン錠２００ｍｇ

クエチアピン錠２５ｍｇ 【般】クエチアピン錠２５ｍｇ

クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 【般】クエチアピン錠２５ｍｇ

クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 【般】クエチアピン錠２５ｍｇ

クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 【般】クエチアピン錠２５ｍｇ

クエン酸第一鉄錠５０ｍｇ 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ（鉄として）

グラクティブ錠１００ｍｇ 【般】シタグリプチンリン酸塩錠１００ｍｇ

グラクティブ錠２５ｍｇ 【般】シタグリプチンリン酸塩錠２５ｍｇ

グラクティブ錠５０ｍｇ 【般】シタグリプチンリン酸塩錠５０ｍｇ

グラケーカプセル１５ｍｇ 【般】メナテトレノンカプセル１５ｍｇ

クラシエ黄連解毒湯エキス錠 【般】黄連解毒湯エキス錠（クラシエ３錠）

クラシエ乙字湯エキス細粒 【般】乙字湯エキス細粒（クラシエ２ｇ）

クラシエ小青竜湯エキス細粒 【般】小青竜湯エキス細粒（クラシエ２ｇ）

クラシエ防風通聖散エキス錠 【般】防風通聖散エキス錠（クラシエ３錠）

グラッシュビスタ　0.03% 5mL 【般】ビマトプロスト外用液剤０．０３％５ｍＬ

グラナテック点眼液０．４％ 5mL 【般】リパスジル塩酸塩点眼液０．４％１ｍＬ　５ｍＬ

クラビット錠(５００ｍｇ) 【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ

クラビット錠５００ｍｇ　 【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ

クラビット点眼液０．５％ 【般】レボフロキサシン点眼液０．５％５ｍＬ

クラビット点眼液１.５％ 5mL 【般】レボフロキサシン点眼液１．５％5mL

グラマリール錠２５ｍｇ 【般】チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ

クラリシッドドライシロップ10%小児用 【般】クラリスロマイシンシロップ用１０％（１００ｍｇ/１ｇ）

クラリスドライシロップ１０％小児用 【般】クラリスロマイシンシロップ用１０％

クラリス錠２００ 【般】クラリスロマイシン錠２００ｍｇ

クラリチンドライシロップ１％ 【般】ロラタジンシロップ用１％

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ　 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

クラリチン錠１０ｍｇ　 【般】ロラタジン錠１０ｍｇ

グランダキシン錠５０ｍｇ 【般】トフィソパム錠５０ｍｇ

クリアスルーＪＢ３食セット 【般】クリアスルーＪＢ４食セット

グリセリン 【般】グリセリン

グリセリンＢＣ液 500mL 【般】0.025％ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン（滅菌済）

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ 【般】グリセリン浣腸液５０％３０ｍＬ

グリセリン浣腸【１２０ｍｌ】 【般】グリセリン浣腸５０％　１２０ｍL

グリセリン浣腸６０ｍｌ 【般】グリセリン浣腸５０％　６０ｍL

グリチロン配合錠 【般】グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合錠

クリノリル錠１００ 【般】スリンダク錠１００ｍｇ

グリベック錠１００ｍｇ 【般】イマチニブメシル酸塩錠１００ｍｇ

グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ 【般】グリクラジド錠２０ｍｇ

グリミクロン錠４０ｍｇ 【般】グリクラジド錠４０ｍｇ

グリメサゾン軟膏５ｇ 【般】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール軟膏

グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠１ｍｇ

グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠３ｍｇ

グリメピリド錠０．５ｍｇ「三和」 【般】グリメピリド錠０．５ｍｇ

グリメピリド錠１ｍｇ「三和」 【般】グリメピリド錠１ｍｇ

グリメピリド錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 【般】グリメピリド錠３ｍｇ

グリメピリド錠３ｍｇ「サワイ」 【般】グリメピリド錠３ｍｇ

グリメピリド錠３ｍｇ「三和」 【般】グリメピリド錠３ｍｇ

グルカゴンＧ・ノボ注１ｍｇバイアル 【般】グルカゴン（遺伝子組換え）注射用１ｍｇ

グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ 【般】アカルボース口腔内崩壊錠１００ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

グルタチオン錠１００ｍｇ「ツルハラ」 【般】グルタチオン錠１００ｍｇ

グルテストNeo【アルファ】（測定機本体） 【般】グルテストNeo【アルファ】（測定機本体）

グルテストアイ(測定器本体) 【般】グルテストアイ(測定器本体)

グルテストアイ【セット】 【般】グルテストアイ【セット】

グルファストＯＤ錠５ｍｇ 【般】ミチグリニドＣａ口腔内崩壊錠５ｍｇ

グルファスト錠５ｍｇ 【般】ミチグリニドＣａ錠５ｍｇ

グルベス配合ＯＤ錠 【般】ミチグリニド１０ｍｇ・ボグリボース０．２ｍｇ配合口腔内崩壊錠

グレースビット錠５０ｍｇ　 【般】シタフロキサシン水和物錠５０ｍｇ

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ

クレストールＯＤ錠５ｍｇ 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠５ｍｇ

クレストール錠２．５ｍｇ 【般】ロスバスタチン錠２．５ｍｇ

クレストール錠５ｍｇ 【般】ロスバスタチン錠５ｍｇ

クレナフィン爪外用液10% ４ｍL 【般】エフィナコナゾール液１０％１ｇ　３．５６ｇ（４ｍＬ）

クレメジン細粒分包２ｇ 【般】球形吸着炭細粒２ｇ

クレメジン速崩錠５００ｍｇ 【般】球形吸着炭錠５００ｍｇ

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＦＦＰ」 【般】クロピドグレル錠７５ｍｇ

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＪＧ」 【般】クロピドグレル錠７５ｍｇ

クロフェクトン錠２５ｍｇ 【般】クロカプラミン塩酸塩錠２５ｍｇ

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「ＭＹＫ」 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％（備考：ブランド名「デルモベート」または後発品）

クロマイ膣錠１００ｍｇ 【般】クロラムフェニコール腟錠１００ｍｇ

クロミッド錠５０ｍｇ 【般】クロミフェンクエン酸塩錠５０ｍｇ

ケアラム錠２５ｍｇ 【般】イグラチモド錠２５ｍｇ

ケアラム錠25mg 【般】イグラチモド錠２５ｍｇ

ケアロードＬＡ錠６０μｇ 【般】ベラプロストナトリウム徐放錠６０μｇ

ケイキサレートドライシロップ７６％ 【般】ポリスチレンスルホン酸Ｎａシロップ７６％１ｇ　分包　３．２７ｇ

ケイキサレート散５ｇ 【般】ポリスチレンスルホン酸Ｎａ原末５ｇ

ケイツーシロップ1mL(2mg)/包 【般】メナテトレノンシロップ０．２％１ｍＬ

ゲーベンクリーム１％ ５０ｇ 【般】スルファジアジン銀クリーム１％　５０ｇ

ケタスカプセル１０ｍｇ 【般】イブジラスト徐放カプセル１０ｍｇ

ケタス点眼液５ｍｌ 【般】イブジラスト液０．５ｍｇ５ｍＬ

ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 【般】ケトコナゾールクリーム２％１ｇ　１０ｇ

ケトチフェン点眼液０．０５％「ＳＷ」 【般】ケトチフェン点眼液０．０５％５ｍＬ

ケトプロフェンﾃｰﾌﾟ40mg「ﾃｲｺｸ」(7枚) 【般】ケトプロフェンテープ４０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）

ケフラールカプセル２５０ｍｇ 【般】セファクロルカプセル２５０ｍｇ

ケフレックスカプセル２５０ｍｇ 【般】セファレキシンカプセル２５０ｍｇ

ケラチナミンｺｰﾜｸﾘｰﾑ20% 25g 【般】尿素クリーム２０％ 25g

ゲンタシン軟膏０．１％ 【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％１０ｇ

ゲンタシン軟膏０．１％１０ｇ 【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％１０ｇ

ゲンチアナ末 【般】ゲンチアナ末

ｹﾞﾝﾎﾞｲﾔ配合錠 【般】エルビテグラビル１５０ｍｇ・コビシスタット１５０ｍｇ・エムトリシタビン２００ｍｇ・テノホビル１０ｍｇ配合錠

コートリル錠１０ｍｇ 【般】ヒドロコルチゾン錠１０ｍｇ

コールタイジン点鼻液１５ｍｌ 【般】塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン点鼻液１５ｍｌ

コスパノン錠８０ｍｇ 【般】フロプロピオン錠８０ｍｇ

コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン 【般】セクキヌマブ（遺伝子組換え）キット１５０ｍｇペン

コソプトミニ配合点眼液 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液（０．４ｍL）

コソプト配合点眼液5mL 【般】ドルゾラミド・チモロール点眼液5mL

コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 【般】大柴胡湯去大黄エキス細粒（コタロー３ｇ）

コタロー半夏厚朴湯エキス細粒 【般】半夏厚朴湯エキス細粒（コタロー２ｇ）

コディオ配合錠ＭＤ 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド６．２５ｍｇ配合錠

コデインリン酸塩錠５ｍｇ「シオエ」 【般】コデインリン酸塩錠５ｍｇ

ゴナールエフ皮下注ペン３００ 【般】フォリトロピンアルファ（遺伝子組換え）キット３００国際単位

コニール錠２ 【般】ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ

コニール錠４ｍｇ 【般】ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ

コニール錠８ 【般】ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ

コバシル錠２ｍｇ 【般】ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

コムクロシャンプー０．０５％ 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル液０．０５％（１２５ｍL)

コムタン錠１００ｍｇ 【般】エンタカポン錠１００ｍｇ

コメリアンコーワ錠１００ 【般】ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ

コメリアンコーワ錠５０ｍｇ 【般】ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ

コランチル配合顆粒 【般】ジサイクロミン塩酸塩・水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム顆粒

コルドリン錠１２．５ｍｇ 【般】クロフェダノール塩酸塩錠１２．５ｍｇ

コルヒチン錠０．５ｍｇ 【般】コルヒチン錠０．５ｍｇ

コルベット錠２５mg 【般】コルベット錠２５mg

コレキサミン錠２００ｍｇ 【般】ニコモール錠２００ｍｇ

コレクチム軟膏0.5％ 【般】デルゴシチニブ軟膏０．５％５ｇ

コレバインミニ83% １.８１ｇ 【般】コレスチミド顆粒８３％

コレミナール錠４ｍｇ 【般】フルタゾラム錠４ｍｇ

コロネル細粒０．６ｇ 【般】ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％０．６ｇ

コロネル錠５００ｍｇ 【般】ポリカルボフィルカルシウム錠５００ｍｇ

コンサータ錠１８mg 【般】メチルフェニデート塩酸塩徐放錠１８ｍｇ

コンサータ錠２７ｍｇ 【般】メチルフェニデート塩酸塩徐放錠２７ｍｇ

コンサータ錠２７mg 【般】メチルフェニデート塩酸塩徐放錠２７ｍｇ

コンサータ錠３６ｍｇ 【般】メチルフェニデート塩酸塩徐放錠３６ｍｇ

コンスタン０．４ｍｇ錠　 【般】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ

コンスタン錠０．４ｍｇ 【般】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ

コントミン錠【５０ｍｇ】 【般】クロルプロマジン塩酸塩錠５０ｍｇ

コントミン錠１２.５ｍｇ 【般】クロルプロマジン塩酸塩錠１２．５ｍｇ

コントミン錠２５ｍｇ 【般】クロルプロマジン塩酸塩錠２５ｍｇ

コントミン糖衣錠２５ｍｇ 【般】クロルプロマジン塩酸塩錠２５ｍｇ

コンバントリンドライシロップ100mg 【般】ピランテルパモ酸塩シロップ用１０％

ザーネ軟膏０．５％ 【般】ビタミンＡ油軟膏０．５％

サアミオン錠５ｍｇ 【般】ニセルゴリン錠５ｍｇ（備考：ブランド名「サアミオン」または後発品）

ザイザルシロップ０．０５％ 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％

ザイザル錠５ｍｇ 【般】レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ

ザイティガ錠250mg(抗癌剤) 【般】アビラテロン酢酸エステル錠２５０ｍｇ

サイトテック錠２００μｇ 【般】ミソプロストール錠２００μｇ

ザイボックス錠６００ｍｇ 【般】リネゾリド錠６００ｍｇ

サイレース錠１ｍｇ 【般】フルニトラゼパム錠１ｍｇ

サイレース錠２ｍｇ 【般】フルニトラゼパム錠２ｍｇ

ザイロリック錠１００　 【般】アロプリノール錠１００ｍｇ

ザイロリック錠５０ 【般】アロプリノール錠５０ｍｇ

サインバルタカプセル２０ｍｇ 【般】デュロキセチン塩酸塩カプセル２０ｍｇ

サインバルタカプセル２０ｍｇ　 【般】デュロキセチン塩酸塩カプセル２０ｍｇ

サインバルタカプセル３０ｍｇ 【般】デュロキセチン塩酸塩カプセル３０ｍｇ

ザガーロカプセル０.５ｍｇ 【般】デュタステリドカプセル０．５ｍｇ：ＺＡ

ザクラス配合錠HD 【般】アジルサルタン20mg・アムロジピン5mg配合錠

ザクラス配合錠ＨＤ 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠

ザクラス配合錠ＬＤ 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠

ザジテン【点鼻液】0.05% 8mL 【般】ケトチフェン点鼻液０．０５％8mL

ザジテンカプセル１ｍｇ 【般】ケトチフェンカプセル１ｍｇ

ザジテンカプセル１ｍｇ　 【般】ケトチフェンカプセル１ｍｇ

ザジテンドライシロップ０．１％ 【般】ケトチフェンフマル酸塩シロップ用０．１％

ザジテン点眼液０．０５％ 【般】ケトチフェン点眼液０．０５％５ｍＬ

ザジテン点鼻液０．０５％　 【般】ケトチフェン点鼻液０．０５％

サトウザルベ10%(亜鉛華単軟膏) 【般】亜鉛華単軟膏１０％

サトウザルベ軟膏１０％ 【般】亜鉛華単軟膏１０％

サムスカＯＤ錠７．５mg 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠７．５ｍｇ

サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠７．５ｍｇ

サムチレール内用懸濁液15% 5mL 【般】アトバコン液１５％（５ｍL）

サラジェン錠５ｍｇ 【般】ピロカルピン塩酸塩錠５ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

サラゾピリン錠５００ｍｇ 【般】サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ（備考：ブランド名「サラゾピリン」または後発品）

サリチル酸ワセリン１０％軟膏 【般】サリチル酸軟膏１０％

サリベートエアゾール50g 【般】リン酸二カリウム・無機塩類配合口腔用噴霧剤50g

サルタノールインヘラー１００μｇ　 【般】サルブタモール硫酸塩吸入剤０．１６％１３．５ｍＬ

サルタノールインヘラー100μg 13.5mL 【般】サルブタモール硫酸塩吸入剤１００μｇ13.5mL

ザルティア錠２．５ｍｇ 【般】タダラフィル錠２．５ｍｇ

ザルティア錠５ｍｇ 【般】タダラフィル錠５ｍｇ：ＺＡ

サワシリンカプセル２５０　 【般】アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ

サワシリン細粒１０％ 【般】アモキシシリン水和物細粒１０％

サワシリン細粒１０％　 【般】アモキシシリン水和物細粒１０％

サワシリン錠２５０ 【般】アモキシシリン錠２５０ｍｇ

サンコバ点眼液０.０２％５ｍｌ 【般】シアノコバラミン点眼液０．０２％５ｍｌ

サンピロ１％点眼液５ｍｌ 【般】ピロカルピン塩酸塩液１％５ｍＬ

サンピロ２％点眼液５ｍｌ 【般】ピロカルピン塩酸塩液２％５ｍＬ

サンリズムカプセル２５ｍｇ 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ

サンリズムカプセル５０ｍｇ 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ

ジアスターゼ 【般】ジアスターゼ

シアナマイド内用液１％ 【般】シアナミド液１％

シアリス錠１０ｍｇ 【般】タダラフィル錠１０ｍｇ

ジェイゾロフト錠１００ｍｇ 【般】セルトラリン錠１００ｍｇ

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 【般】セルトラリン錠２５ｍｇ

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ　 【般】セルトラリン錠２５ｍｇ

ジェイゾロフト錠５０ｍｇ 【般】セルトラリン錠５０ｍｇ

ジェニナック錠200mg 【般】メシル酸ガレノキサシン錠２００ｍｇ

ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「モチダ」 【般】ジエノゲスト口腔内崩壊錠１ｍｇ

ジエノゲスト錠１ｍｇ「Ｆ」 【般】ジエノゲスト錠１ｍｇ

ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 【般】ジエノゲスト錠１ｍｇ

ジェミーナ配合錠 【般】レボノルゲストレル０．０９ｍｇ・エチニルエストラジオール０．０２ｍｇ配合錠

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% 10mL 【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％（１０ｍL)

ジクアス点眼液３％ 5mL 【般】ジクアホソルＮａ点眼液３％ 5mL

ジクトルテープ75mg 【般】ジクロフェナクナトリウム貼付剤７５ｍｇ

シグマート錠2.5mg 【般】ニコランジル錠２．５ｍｇ（備考：ブランド名「シグマート」または後発品）

シグマート錠５mg 【般】ニコランジル錠５ｍｇ（備考：ブランド名「シグマート」または後発品）

シグマート錠５ｍｇ　 【般】ニコランジル錠５ｍｇ（備考：ブランド名「シグマート」または後発品）

シクレスト舌下錠１０ｍｇ 【般】アセナピンマレイン酸塩舌下錠１０ｍｇ

シクレスト舌下錠５mg 【般】アセナピンマレイン酸塩舌下錠５ｍｇ

シクレスト舌下錠５ｍｇ 【般】アセナピンマレイン酸塩舌下錠５ｍｇ

ジクロフェナクNa坐剤《２５ｍｇ》 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ

ジクロフェナクNa坐剤【５０ｍｇ】 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ

ジクロフェナクNa坐剤〔１２．５ｍｇ〕 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 【般】ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ

ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「テイコク」 【般】ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）

ジゴシン散0.1% 【般】ジゴキシン散０．１％

ジスロマック錠２５０ｍｇ　 【般】アジスロマイシン錠２５０ｍｇ

ジソピラミドカプセル５０ｍｇ 【般】ジソピラミドカプセル５０ｍｇ

シダキュア スギ花粉舌下錠２，０００JAU 【般】スギ花粉エキス舌下錠２，０００単位

シダキュア スギ花粉舌下錠５，０００JAU 【般】スギ花粉エキス舌下錠５，０００ＪＡＵ／錠

シナール配合錠 【般】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠

シナール配合錠　 【般】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠

シナール配合顆粒１ｇ 【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ｃａ配合顆粒１ｇ

ジピリダモール錠１００ｍｇ「トーワ」 【般】ジピリダモール錠１００ｍｇ

ジフルカンカプセル５０ｍｇ 【般】フルコナゾールカプセル５０ｍｇ

ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ 【般】オランザピン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ　 【般】オランザピン口腔内崩壊錠５ｍｇ

ジプレキサ細粒１％ 【般】オランザピン細粒１％

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ジプレキサ錠１０ｍｇ 【般】オランザピン錠１０ｍｇ

ジプレキサ錠２．５ｍｇ 【般】オランザピン錠２．５ｍｇ

ジプレキサ錠５ｍｇ 【般】オランザピン錠５ｍｇ

ジプレキサ錠５ｍｇ　 【般】オランザピン錠５ｍｇ

シプロキサン錠２００ｍｇ 【般】シプロフロキサシン錠２００ｍｇ

ジベトス錠５０ｍｇ 【般】ブホルミン塩酸塩錠５０ｍｇ

シベノール錠１００ｍｇ 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ

シムジア皮下注２００mgｼﾘﾝｼﾞ 【般】セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え）キット２００ｍｇ

シムビコートタービュヘイラー６０吸入　 【般】ブデソニド・ホルモテロール吸入剤６０吸入

ジメチコン内用液2％ 【般】ジメチコンシロップ２％

ジャディアンス錠１０ｍｇ 【般】エンパグリフロジン錠１０ｍｇ

ジャディアンス錠２５ｍｇ 【般】エンパグリフロジン錠２５ｍｇ

ジャヌビア錠１００ｍｇ 【般】シタグリプチンリン酸塩錠１００ｍｇ

ジャヌビア錠２５ｍｇ 【般】シタグリプチンリン酸塩錠２５ｍｇ

ジャヌビア錠５０ｍｇ 【般】シタグリプチンリン酸塩水和物錠５０ｍｇ

シュアポスト錠０．２５ｍｇ　 【般】レパグリニド錠０．２５ｍｇ

シュアポスト錠０．５ｍｇ　 【般】レパグリニド錠	０．５ｍｇ

ジルテック錠１０　 【般】セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ

シルデナフィル錠２５ｍｇＶＩ 【般】シルデナフィルクエン酸塩25ｍｇ：ＶＩ

シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 【般】シルニジピン錠５ｍｇ

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠５０ｍｇ

シロスタゾール錠１００ｍｇ「サワイ」 【般】シロスタゾール錠１００ｍｇ

シロドシンOD錠4mg「ケミファ」 【般】シロドシン口腔内崩壊錠４ｍｇ

シングレアＯＤ錠１０ｍｇ 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠１０ｍｇ

シングレアチュアブル錠５ｍｇ 【般】モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ

シングレア細粒４ｍｇ 【般】モンテルカスト細粒４ｍｇ

シングレア錠１０ｍｇ 【般】モンテルカスト錠１０ｍｇ

シングレア錠５ｍｇ 【般】モンテルカスト錠５ｍｇ

シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ 【般】ゴリムマブ（遺伝子組換え）キット５０ｍｇシリンジ

シンメトレル錠５０ｍｇ 【般】アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ

シンレスタール錠２５０ｍｇ 【般】プロブコール錠２５０ｍｇ

スイニー錠１００ｍｇ 【般】アナグリプチン錠100mg

スインプロイク錠０．２mg 【般】ナルデメジントシル酸塩錠０．２ｍｇ

スーグラ錠２５ｍｇ　 【般】イプラグリフロジン　Ｌ－プロリン錠２５ｍｇ

スーグラ錠５０ｍｇ　 【般】イプラグリフロジン　Ｌ－プロリン錠５０ｍｇ

スージャヌ配合錠 【般】シタグリプチン５０ｍｇ・イプラグリフロジン５０ｍｇ配合錠

スクラルファート内用液10% 10mL 【般】スクラルファート内容液１０％ 　１０ｍＬ

スタデルムクリーム5%１０ｇ 【般】イブプロフェンピコノールクリーム５％ １０ｇ

スタデルム軟膏5%１０ｇ 【般】イブプロフェンピコノール軟膏５％　１０ｇ

スタレボ配合錠Ｌ100 【般】レボドパ100mg・カルビドパ水和物10.8mg・エンタカポン100mg錠

スタレボ配合錠Ｌ５０ 【般】レボドパ５０ｍｇ・カルビドパ５ｍｇ・エンタカポン１００ｍｇ配合錠

スチバーガ錠４０ｍｇ 【般】レゴラフェニブ錠４０ｍｇ

ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠０．１ｍｇ

ストラテラカプセル２５ｍｇ 【般】アトモキセチン塩酸塩カプセル２５ｍｇ

ストラテラカプセル４０ｍｇ 【般】アトモキセチン塩酸塩カプセル40mg

ストラテラカプセル４０mg 【般】アトモキセチン塩酸塩カプセル４０ｍｇ

スパトニン錠５０ｍｇ 【般】ジエチルカルバマジンクエン酸塩錠５０ｍｇ

スピール膏Ｍ 【般】サリチル酸絆創膏

スピオルトレスピマット６０吸入 【般】チオトロピウム・オロダテロール吸入剤６０吸入１キット

スピリーバ2.5μgﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ60吸入 【般】チオトロピウム２．５μｇレスピマット６０吸入

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 【般】スピロノラクトン錠２５ｍｇ

スピロペント錠１０μｇ 【般】クレンブテロール塩酸塩錠１０μｇ

ズファジラン錠１０ｍｇ 【般】イソクスプリン塩酸塩錠１０ｍｇ

スプリセル錠【５０ｍｇ】 【般】ダサチニブ錠５０ｍｇ

スプリセル錠２０ｍｇ 【般】ダサチニブ錠２０ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

スプリセル錠２０ｍｇ　 【般】ダサチニブ水和物錠２０ｍｇ

スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 【般】スマトリプタン錠５０ｍｇ

スルピリド細粒 【般】スルピリド細粒５０％

スルピリド錠１００ｍｇ 【般】スルピリド錠１００ｍｇ

スルピリド錠５０ｍｇ 【般】スルピリド錠５０ｍｇ

スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 【般】スルピリド錠５０ｍｇ

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 【般】スルピリド錠５０ｍｇ

セイブル錠２５ｍｇ 【般】ミグリトール錠２５ｍｇ

セイブル錠５０ｍｇ 【般】ミグリトール錠５０ｍｇ

セキソビット錠１００ｍｇ 【般】シクロフェニル錠１００ｍｇ

ゼスタッククリーム 【般】副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム

ゼスラン小児用細粒０．６％ 【般】メキタジン小児用細粒０．６％

ゼスラン錠３ｍｇ 【般】メキタジン錠３ｍｇ

ゼチーア錠１０ｍｇ 【般】エゼチミブ錠１０ｍｇ

ゼチーア錠１０ｍｇ　 【般】エゼチミブ錠10ｍｇ

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＴＢ」 【般】セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 【般】セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 【般】セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ

セディール錠１０ｍｇ 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ

セディール錠１０ｍｇ　 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ

セパゾン錠１　 【般】クロキサゾラム錠１ｍｇ

セパゾン錠１ｍｇ 【般】クロキサゾラム錠１ｍｇ

セパミットＲ細粒１０ｍｇ 【般】ニフェジピン徐放性腸溶細粒２％

ゼビアックスローション２％ 10g 【般】オゼノキサシン液２％１ｇ　１０ｇ

ゼビアックス油性クリーム２％ 【般】オゼノキサシンクリーム２％（１０ｇ）

セファドール錠２５ｍｇ 【般】ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ

セファドール錠２５ｍｇ　 【般】ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ

セファランチン錠１ｍｇ 【般】セファランチン錠１ｍｇ

セファランチン末１％ 【般】セファランチン末１％

ゼフィックス錠１００ｍｇ 【般】ラミブジン錠１００ｍｇ

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ（備考：ブランド名「フロモックス」または後発品）

セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ 【般】セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ（備考：ブランド名「メイアクト」または後発品）

セフジニルカプセル１００ｍｇ 【般】セフジニルカプセル１００ｍｇ（備考：ブランド名「セフゾン」または後発品）

セフゾンカプセル１００ｍｇ 【般】セフジニルカプセル１００ｍｇ（備考：ブランド名「セフゾン」または後発品）

セフゾン細粒小児用１０％ 【般】セフジニル細粒１０％（備考：ブランド名「セフゾン」または後発品）

セフゾン細粒小児用１０％　 【般】セフジニル細粒１０％（備考：ブランド名「セフゾン」または後発品）

ゼフナートクリーム２％１０ｇ 【般】リラナフタートクリーム２％１０ｇ

ゼペリン点眼液０．１％ 【般】アシタザノラスト点眼液０．１％５ｍＬ

セボフルラン吸入麻酔液 【般】セボフルラン吸入剤

ゼポラスパップ４０ｍｇ（６枚） 【般】フルルビプロフェンパップ４０ｍｇ（６枚）（１０×１４ｃｍ非温感）

セララ錠２５ｍｇ 【般】エプレレノン錠２５ｍｇ

セララ錠50mg 【般】エプレレノン錠５０ｍｇ

セララ錠５０ｍｇ　 【般】エプレレノン錠５０ｍｇ

セルシン散１％ 【般】ジアゼパム散１％

セルシン錠【５ｍｇ】 【般】ジアゼパム錠５ｍｇ

セルシン錠２ｍｇ 【般】ジアゼパム錠２ｍｇ

セルセプトカプセル250 【般】ミコフェノール酸　モフェチルカプセル２５０ｍｇ

セルタッチパップ７０　 【般】フェルビナクパップ７０ｍｇ（６枚）（１０×１４ｃｍ非温感）

セルタッチパップ７０（６枚） 【般】フェルビナクパップ７０ｍｇ（６枚）（１０×１４ｃｍ非温感）

セルニルトン錠 【般】セルニチンポーレンエキス錠

セルニルトン錠　 【般】セルニチンポーレンエキス錠

セルベックスカプセル５０ｍｇ　 【般】テプレノンカプセル５０ｍｇ

セルベックス細粒１０％ 【般】テプレノン細粒１０％

ゼルボラフ錠２４０ｍｇ 【般】ベムラフェニブ錠２４０ｍｇ

ゼルヤンツ錠5mg 【般】トファシチニブクエン酸塩錠５ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

セレキノン錠１００ｍｇ 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ

セレキノン錠１００ｍｇ　 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ

セレクトール錠１００ｍｇ 【般】セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ

セレクトール錠２００ｍｇ 【般】セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ

セレクトール錠２００ｍｇ　 【般】セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ

セレコックス錠１００ｍｇ 【般】セレコキシブ錠１００ｍｇ

セレジスト錠５ｍｇ 【般】タルチレリン錠５ｍｇ

セレスタミン配合錠 【般】ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミン配合錠

セレニカＲ錠２００ｍｇ 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠２００ｍｇ

セレニカＲ錠４００ｍｇ 【般】バルプロ酸ナトリウム徐放錠４００ｍｇ

セレネース細粒 【般】ハロペリドール細粒１％

セレネース錠[１.５ｍｇ] 【般】ハロペリドール錠１．５ｍｇ

セレネース錠【３ｍｇ】 【般】ハロペリドール錠３ｍｇ

セレネース錠０．７５ｍｇ 【般】ハロペリドール錠０．７５ｍｇ

セレネース錠０．７５ｍｇ　 【般】ハロペリドール錠０．７５ｍｇ

セレネース錠１．５ｍｇ　 【般】ハロペリドール錠１．５ｍｇ

セレネース錠１ｍｇ 【般】ハロペリドール錠１ｍｇ

セレネース内服液０．２％ 【般】ハロペリドール液０．２％

セレベント５０ディスカス　 【般】サルメテロールキシナホ酸塩吸入剤５０μｇ／６０ブリスター

ゼローダ錠３００ 【般】カペシタビン錠３００ｍｇ

セロクエル【１００ｍｇ】錠 【般】クエチアピン錠１００ｍｇ

セロクエル１００ｍｇ錠　 【般】クエチアピン錠１００ｍｇ

セロクエル２５ｍｇ錠　 【般】クエチアピン錠２５ｍｇ

セロクエル錠２５ｍｇ 【般】クエチアピン錠２５ｍｇ

セロクラール錠１０ｍｇ 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ

センノシド錠１２ｍｇ 【般】センノシド錠１２ｍｇ

センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 【般】センノシド錠１２ｍｇ

センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 【般】センノシド錠１２ｍｇ

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ

ゾーミッグ錠２．５ｍｇ 【般】ゾルミトリプタン錠２．５ｍｇ

ソセゴン錠２５ｍｇ 【般】塩酸ペンタゾシン錠２５ｍｇ

ソニアス配合錠ＬＤ 【般】ピオグリタゾン１５ｍｇ・グリメピリド１ｍｇ配合錠

ソバルディ錠４００mg 【般】ソバルディ錠４００mg

ゾピクロン錠７．５ｍｇ 【般】ゾピクロン錠７．５ｍｇ

ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 【般】ゾピクロン錠７．５ｍｇ

ゾビラックスクリーム５％ 【般】アシクロビルクリーム５％２ｇ

ゾビラックス眼軟膏３％５ｇ 【般】アシクロビル眼軟膏３％　５ｇ

ゾビラックス錠２００ｍｇ 【般】アシクロビル錠２００ｍｇ

ゾビラックス軟膏５％ 【般】アシクロビル軟膏５％５ｇ

ソフラチュール 【般】フラジオマイシン硫酸塩貼付剤１０．８ｍｇ１０ｃｍ

ソメリン錠１０ｍｇ 【般】ハロキサゾラム錠１００ｍｇ

ソラナックス０．４ｍｇ錠 【般】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ

ソランタール錠１００ｍｇ 【般】チアラミド塩酸塩錠１００ｍｇ

ソリクア配合注ソロスター 【般】インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤キット

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 【般】インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤キット（ゾルトファイ配合注３００単位フレックスタッチ）

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「明治」 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ

ソレトン錠８０ｍｇ 【般】ザルトプロフェン錠８０ｍｇ

ダーブロック錠２ｍｇ 【般】ダプロデュスタット錠２ｍｇ

ダイアート錠３０ｍｇ 【般】アゾセミド錠３０ｍｇ

ダイアコート軟膏０．０５％ 【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．０５％

ダイアップ坐剤６　 【般】ジアゼパム坐剤６ｍｇ

ダイアップ坐剤６ｍｇ 【般】ジアゼパム坐剤６ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ダイアモックス錠２５０ｍｇ 【般】アセタゾラミド錠２５０ｍｇ

ダイオウ末 【般】ダイオウ末

タウリン散９８％ 【般】タウリン散９８０ｍｇ／ｇ　分包　１．０２ｇ

タガメット細粒２０％ 【般】シメチジン細粒２０％

タガメット錠２００ｍｇ 【般】シメチジン錠２００ｍｇ

タケキャブ錠１０ｍｇ　 【般】ボノプラザンフマル酸塩錠１０ｍｇ

タケキャブ錠２０ｍｇ 【般】ボノプラザンフマル酸塩錠２０ｍｇ

タケプロンＯＤ錠１５ 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５ｍｇ

タケプロンＯＤ錠３０ 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠３０ｍｇ

タケルダ配合錠 【般】アスピリン・ランソプラゾール配合剤腸溶錠

タシグナカプセル１５０ｍｇ 【般】タシグナカプセル１５０ｍｇ

タシグナカプセル２００ｍｇ 【般】ニロチニブ塩酸塩水和物カプセル２００ｍｇ

タチオン錠１００ｍｇ 【般】グルタチオン錠１００ｍｇ

タチオン錠１００ｍｇ　 【般】グルタチオン錠１００ｍｇ

タナドーパ顆粒７５％ 【般】ドカルパミン顆粒７５％（１ｇ）

タナトリル錠２．５ 【般】イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ

タナトリル錠５ｍｇ 【般】イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ

タフィンラーカプセル５０mg 【般】ダブラフェニブメシル酸塩カプセル５０ｍｇ

タプコム配合点眼液　 【般】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩液２．５ｍＬ

タフマックＥ配合カプセル 【般】ジアスターゼ配合剤カプセル

タプロス点眼液0.0015% 2.5mL 【般】タフルプロスト点眼液０．００１５％2.5mL

タミフルカプセル７５ｍｇ 【般】オセルタミビルリン酸塩カプセル７５ｍｇ

タモキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 【般】タモキシフェン錠２０ｍｇ

ダラシンＴゲル１％１０ｇ 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％１０ｇ

ダラシンカプセル１５０ｍｇ 【般】クリンダマイシン塩酸塩カプセル１５０ｍｇ

タリージェ錠２．５ｍｇ 【般】ミロガバリンベシル酸塩錠２．５ｍｇ

タリージェ錠５mg 【般】ミロガバリンベシル酸塩錠５ｍｇ

タリオンＯＤ錠１０ｍｇ 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠１０ｍｇ

タリオン錠１０ｍｇ 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ

タリオン錠１０ｍｇ　 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ

タリビッド眼軟膏０.３％ ３．５ｇ 【般】オフロキサシン眼軟膏０．３％　３．５ｇ

タリビッド耳科用液０.３％ ５ｍｌ 【般】オフロキサシン点耳液０．３％５ｍｌ

タリビッド点眼液０．３％ 【般】オフロキサシン点眼液０．３％３ｍｇ／ｍＬ　５ｍＬ

ダントリウムカプセル２５ｍｇ 【般】ダントロレンナトリウム水和物カプセル２５ｍｇ

タンニン酸アルブミン原末 【般】タンニン酸アルブミン原末

タンボコール錠５０ｍｇ 【般】フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ

チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 【般】チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ

チアプリド錠２５ｍｇ 【般】チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ

チウラジール錠５０ｍｇ 【般】プロピルチオウラシル錠５０ｍｇ

チオラ錠１００ 【般】チオプロニン錠１００ｍｇ

チザニジン錠１ｍｇ 【般】チザニジン錠１ｍｇ

チモプトール【ＸＥ】０.５％点眼液2.5ml 【般】チモロール点眼液０．２５％（持続性）2.5ｍｌ

チャンピックス錠０．５ｍｇ　 【般】バレニクリン酒石酸塩錠０．５ｍｇ

チャンピックス錠１ｍｇ 【般】バレニクリン酒石酸塩錠１ｍｇ

チャンピックス錠１ｍｇ　 【般】バレニクリン酒石酸塩錠１ｍｇ

チョコラＡ錠１万単位 【般】ビタミンＡ錠１０，０００単位

チラーヂンＳ錠１００ 【般】レボチロキシンＮａ錠１００μｇ

チラーヂンＳ錠１００μｇ 【般】レボチロキシンナトリウム水和物錠１００μｇ

チラーヂンＳ錠１２．５μｇ 【般】レボチロキシンＮａ錠１２．５μｇ

チラーヂンＳ錠２５ 【般】レボチロキシンナトリウム水和物錠２５μｇ

チラーヂンＳ錠２５μｇ 【般】レボチロキシンＮａ錠２５μｇ

チラーヂンＳ錠５０ 【般】レボチロキシンＮａ錠５０μｇ

チラーヂンＳ錠５０μｇ 【般】レボチロキシンＮａ錠５０μｇ

チラーヂンＳ錠５０μｇ　 【般】レボチロキシンナトリウム水和物錠５０μｇ

チラーヂンＳ錠７５μｇ 【般】レボチロキシンＮａ錠７５μｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用） 【般】よく苡仁湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ安中散エキス顆粒（医療用） 【般】安中散エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用） 【般】胃苓湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） 【般】乙字湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）　 【般】温経湯エキス顆粒(ツムラ２．５ｇ)

ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） 【般】温清飲エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）　 【般】加味逍遙散エキス顆粒(ツムラ２．５ｇ)

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 【般】葛根湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用） 【般】葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） 【般】桔梗湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）　 【般】牛車腎気丸エキス顆粒(ツムラ２．５ｇ)

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 【般】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） 【般】桂枝加芍薬湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用） 【般】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用） 【般】三黄瀉心湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） 【般】酸棗仁湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） 【般】四逆散エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用） 【般】七物降下湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） 【般】柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） 【般】柴胡桂枝湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用） 【般】十味敗毒湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用） 【般】小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 【般】小青竜湯エキス顆粒（ツムラ３ｇ）

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用） 【般】小半夏加茯苓湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） 【般】真武湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用） 【般】清暑益気湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 【般】釣藤散エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） 【般】桃核承気湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）　 【般】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(ツムラ７．５ｇ)

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）　 【般】半夏白朮天麻湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 【般】半夏瀉心湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 【般】防風通聖散エキス顆粒（ﾂﾑﾗ2.5ｇ）

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） 【般】防已黄耆湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用） 【般】麻杏甘石湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） 【般】麻黄湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） 【般】麻子仁丸エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） 【般】抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） 【般】苓桂朮甘湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

ティーエスワン配合【顆粒】Ｔ２０ 【般】テガフール２０ｍｇ・ギメラシル・オテラシルカリウム配合顆粒

ティーエスワン配合OD錠T　【25mg】 【般】テガフール２５ｍｇ・ギメラシル・オテラシルカリウム配合口腔内崩壊錠

ティーエスワン配合OD錠T　20 【般】テガフール２０ｍｇ・ギメラシル・オテラシルカリウム配合口腔内崩壊錠

ティーエスワン配合カプセルＴ【２５】 【般】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル２５ｍｇ

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ 【般】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル２０ｍｇ

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ 【般】テガフール２５ｍｇ・ギメラシル・オテラシルカリウム配合顆粒

ディオバンＯＤ錠４０ｍｇ 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠４０ｍｇ

ディオバンＯＤ錠８０ｍｇ 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠８０ｍｇ

ディオバン錠１６０ｍｇ 【般】バルサルタン錠１６０ｍｇ

ディオバン錠４０ｍｇ 【般】バルサルタン錠４０ｍｇ

ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ 【般】ジエノゲスト口腔内崩壊錠１ｍｇ

ディナゲスト錠０．５ｍｇ 【般】ジエノゲスト錠０．５ｍｇ

ディナゲスト錠1mg 【般】ジエノゲスト錠１ｍｇ

ディナゲスト錠１ｍｇ　 【般】ジエノゲスト錠１ｍｇ

ディフェリンゲル0.1% 15g 【般】アダパレンゲル０．１％15g

ディレグラ配合錠 【般】フェキソフェナジン３０ｍｇ・プソイドエフェドリン６０ｍｇ配合錠

ディレグラ配合錠　 【般】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤錠

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

デエビゴ錠１０ｍｇ 【般】レンボレキサント錠１０ｍｇ

デエビゴ錠２．５ｍｇ 【般】レンボレキサント錠２．５ｍｇ

デエビゴ錠５mg 【般】レンボレキサント錠５ｍｇ

デエビゴ錠５ｍｇ 【般】レンボレキサント錠５ｍｇ

テオドール錠２００ｍｇ 【般】テオフィリン徐放錠２００ｍｇ（１２～２４時間持続）（備考：ブランド名「テオドール」または後発品）

テオロング錠１００ｍｇ 【般】テオフィリン徐放錠１００ｍｇ（１２～２４時間持続）

デカドロン錠０．５ｍｇ 【般】デキサメタゾン錠０．５ｍｇ

デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％ 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ

テグレトール細粒５０％ 【般】カルバマゼピン細粒５０％

テグレトール錠１００ｍｇ 【般】カルバマゼピン錠１００ｍｇ

テグレトール錠１００mg 【般】カルバマゼピン錠１００ｍｇ

テグレトール錠２００ｍｇ 【般】カルバマゼピン錠２００ｍｇ

デザレックス錠５mg 【般】デスロラタジン錠５ｍｇ

テシプール錠１ｍｇ 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ

デスモプレシン・スプレー２．５ 【般】デスモプレシン酢酸塩スプレー液２．５μｇ

デタントール０．０１％点眼液　 【般】ブナゾシン塩酸塩液０．０１％点眼液０．１ｍｇ／ｍＬ　５ｍＬ

デタントールＲ錠６ｍｇ 【般】ブナゾシン塩酸塩徐放錠６ｍｇ

テトラミド錠１０ｍｇ 【般】ミアンセリン塩酸塩錠１０ｍｇ

テトラミド錠１０ｍｇ　 【般】ミアンセリン塩酸塩錠１０ｍｇ

テトラミド錠３０ｍｇ 【般】ミアンセリン塩酸塩錠３０ｍｇ

テネリア錠２０ｍｇ　 【般】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物錠２０ｍｇ

テネリア錠４０ｍｇ 【般】テネリグリプチン臭化水素酸塩錠４０ｍｇ

テノーミン錠５０mg 【般】アテノロール錠５０ｍｇ（備考：ブランド名「テノーミン」または後発品）

テノゼット錠300mg 【般】テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩錠３００ｍｇ

デノタスチュアブル配合錠 【般】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウムチュアブル錠

デパケン【細粒】４０％ 【般】バルプロ酸Ｎａ細粒４０％

デパケンＲ錠【２００】 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠２００ｍｇ

デパケンＲ錠１００ｍｇ 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠１００ｍｇ

デパケンＲ錠１００ｍｇ　 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠１００ｍｇ

デパケンＲ錠２００ｍｇ 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠２００ｍｇ

デパケンＲ錠２００ｍｇ　 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠２００ｍｇ

デパケンシロップ５％ 【般】バルプロ酸Ｎａシロップ５％

デパケン錠２００ｍｇ 【般】バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ

デパス細粒１％ 【般】エチゾラム細粒１％（備考：ブランド名「デパス」または後発品）

デパス錠０．２５ｍｇ 【般】エチゾラム錠０．２５ｍｇ（備考：ブランド名「デパス」または後発品）

デパス錠０．５ｍｇ　 【般】エチゾラム錠０．５ｍｇ（備考：ブランド名「デパス」または後発品）

テプレノンカプセル５０ｍｇ 【般】テプレノンカプセル５０ｍｇ

テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 【般】テプレノンカプセル５０ｍｇ

デプロメール錠２５ 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ

デプロメール錠２５　 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ

デベルザ錠２０ｍｇ 【般】トホグリフロジン水和物錠２０ｍｇ

デュアック配合ゲル 【般】クリンダマイシンリン酸エステル・過酸化ベンゾイル配合ゲル１０ｇ

デュオトラバ配合点眼液2.5mL 【般】トラボプロスト・チモロールマレイン配合点眼液（２．５ｍＬ）

デュタステリドカプセル0.5mgAV「ＤＳＥＰ」 【般】デュタステリドカプセル０．５ｍｇ

デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＹＤ」 【般】デュタステリド錠０．５ｍｇ：ＡＶ

デュピクセント皮下注３００ｍｇペン 【般】デュピルマブ（遺伝子組換え）キット３００ｍｇペン

デュファストン錠５ｍｇ 【般】ジドロゲステロン錠５ｍｇ

テラムロ配合錠ＡＰ「サワイ」 【般】テルミサルタン４０ｍｇ・アムロジピン５ｍｇ配合錠

テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター 【般】テリパラチド酢酸塩キット２８．２μｇ

テリルジー１００エリプタ３０吸入用 【般】フルチカゾン１００µｇ・ウメクリジニウム・ビランテロール配合吸入剤（３０吸入用エリプタ）

テリルジー100ｴﾘﾌﾟﾀ３０吸入用 【般】フルチカゾン１００μｇ・ウメクリジニウム・ビランテロール吸入剤（エリプタ３０吸入用）

テリルジー２００ｴﾘﾌﾟﾀ３０吸入用 【般】フルチカゾン２００μｇ・ウメクリジニウム・ビランテロール吸入剤（エリプタ３０吸入用）

テルネリン錠１ｍｇ 【般】チザニジン錠１ｍｇ

テルミサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠２０ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワイ」 【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠４０ｍｇ

テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 【般】テルミサルタン錠２０ｍｇ

テルミサルタン錠２０ｍｇ「ケミファ」 【般】テルミサルタン錠２０ｍｇ

テルミサルタン錠２０ｍｇ「サワイ」 【般】テルミサルタン錠２０ｍｇ

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 【般】テルミサルタン錠４０ｍｇ

テルミサルタン錠４０ｍｇ「トーワ」 【般】テルミサルタン錠４０ｍｇ

テルミサルタン錠４０ｍｇ「武田テバ」 【般】テルミサルタン錠４０ｍｇ

テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 【般】テルミサルタン錠８０ｍｇ

テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＮＰＩ」 【般】テルミサルタン錠８０ｍｇ

テルミサルタン錠８０ｍｇ「ケミファ」 【般】テルミサルタン錠８０ｍｇ

テルミサルタン錠８０ｍｇ「サワイ」 【般】テルミサルタン錠８０ｍｇ

テルミサルタン錠８０ｍｇ「杏林」 【般】テルミサルタン錠８０ｍｇ

デルモベートクリーム0.05% ５ｇ 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム０．０５％５ｇ（備考：ブランド名「デルモベート」または後発品）

デルモベートｽｶﾙﾌﾟﾛｰｼｮﾝ0.05% 10g 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液０．０５％10g（備考：ブランド名「デルモベート」または後発品）

デルモベート軟膏0.05% ５ｇ 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％５ｇ（備考：ブランド名「デルモベート」または後発品）

てんかん　エクセグラン錠１００ｍｇ 【般】ゾニサミド錠１００ｍｇ

ドグマチールカプセル５０ｍｇ 【般】スルピリドカプセル５０ｍｇ

ドグマチール細粒５０％ 【般】スルピリド細粒５０％

ドグマチール錠(１００ｍｇ) 【般】スルピリド錠１００ｍｇ

ドグマチール錠【２００ｍｇ】 【般】スルピリド錠２００ｍｇ

ドグマチール錠５０ｍｇ 【般】スルピリド錠５０ｍｇ

ドグマチール錠５０ｍｇ　 【般】スルピリド錠５０ｍｇ

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」　 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ

トコフェロール酢酸エステルカプセル１００ｍｇ「ＴＣ」 【般】トコフェロール酢酸エステルカプセル１００ｍｇ

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠３ｍｇ

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ

トビエース錠4mg 【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠４ｍｇ

トピナ細粒１0% 【般】トピラマート細粒１０％

トピナ錠２５ｍｇ 【般】トピラマート錠２５ｍｇ

トピナ錠５０ｍｇ 【般】トピラマート錠５０ｍｇ

トピロリック錠４０ｍｇ 【般】トピロキソスタット錠４０ｍｇ

トフィソパム錠５０ｍｇ「トーワ」 【般】トフィソパム錠５０ｍｇ

トプシム軟膏0.05% ５ｇ 【般】フルオシノニド軟膏０．０５％

ドプス細粒 【般】ドロキシドパ細粒２０％

トフラニール錠１０ｍｇ 【般】イミプラミン塩酸塩錠１０ｍｇ

ドボベットゲル 【般】カルシポトリオール・ベタメタゾンジプロピオン酸エステルゲル

ドボベットゲル15g 【般】カルシポトリオール・ベタメタゾンゲル１５ｇ×１本　（ポリエチレンボトル）

ドボベット軟膏 １５ｇ 【般】カルシポトリオール・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏１５ｇ

トミロン錠１００ｍｇ 【般】セフテラム　ピボキシル錠１００ｍｇ

ドラール錠１５ 【般】クアゼパム錠１５ｍｇ

ドラール錠２０ 【般】クアゼパム錠２０ｍｇ

トライコア錠８０ｍｇ 【般】フェノフィブラート錠８０ｍｇ

トラゼンタ錠５ｍｇ　 【般】リナグリプチン錠５ｍｇ

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ 【般】トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 【般】トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ

トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 【般】トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ

トラディアンス配合錠ＡＰ 【般】エンパグリフロジン１０ｍｇ・リナグリプチン５ｍｇ配合錠

トラディアンス配合錠ＢＰ 【般】エンパグリフロジン２５ｍｇ・リナグリプチン５ｍｇ配合錠

トラニラスト点眼液０．５％「ＪＧ」 【般】トラニラスト点眼液０．５％２５ｍｇ５ｍＬ

トラネキサム酸錠５００ｍｇ「ＹＤ」 【般】トラネキサム酸錠５００ｍｇ

トラバタンズ点眼液０．００４％　 【般】トラボプロスト液０．００４％１ｍＬ　２．５ｍＬ

トラベルミン配合錠 【般】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン錠

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠２５ｍｇ

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ　 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠２５ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

トラムセット配合錠 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合剤錠

トランサミン錠２５０ｍｇ 【般】トラネキサム酸錠２５０ｍｇ

トランサミン錠２５０mg 【般】トラネキサム酸錠２５０ｍｇ

トランサミン錠５００ｍｇ 【般】トラネキサム酸錠５００ｍｇ

トリアゾラム錠０.２５ｍｇ 【般】トリアゾラム錠０．２５ｍｇ

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＣＫ」 【般】トリアゾラム錠０．２５ｍｇ

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 【般】トリアゾラム錠０．２５ｍｇ

トリクロリールシロップ１０％ 【般】トリクロホスナトリウムシロップ１０％

トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「ＮＰ」 【般】トリクロルメチアジド錠１ｍｇ

トリプタノール錠【２５ｍｇ】 【般】アミトリプチリン塩酸塩錠２５ｍｇ

トリプタノール錠１０ 【般】アミトリプチリン塩酸塩錠１０ｍｇ

トリプタノール錠１０ｍｇ 【般】アミトリプチリン塩酸塩錠１０ｍｇ

トリンテリックス錠１０mg 【般】ボルチオキセチン臭化水素酸塩錠１０ｍｇ

トリンテリックス錠１０ｍｇ 【般】ボルチオキセチン錠１０ｍｇ

トリンテリックス錠２０ｍｇ 【般】ボルチオキセチン錠２０ｍｇ

トルソプト点眼液１％５ｍｌ 【般】ドルゾラミド塩酸塩点眼液１％５ｍｌ

トルツ皮下注80mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 【般】イキセキズマブ（遺伝子組換え）８０ｍｇキットｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ

トルツ皮下注８０mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 【般】イキセキズマブ（遺伝子組換え）８０ｍｇキットｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ

ドルナー錠２０μｇ 【般】ベラプロストＮａ錠２０μｇ

ドルナー錠２０μｇ　 【般】ベラプロストＮａ錠２０μｇ

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス 【般】デュラグルチド（遺伝子組換え）キット０．７５ｍｇ０．５ｍＬ

トレーランＧ７５（２２５ｍｌ） 【般】デンプン部分加水分解物液２２５ｍＬ

トレーランG液50g 【般】デンプン部分加水分解物液（５０ｇ）

トレシーバ注　フレックスタッチ　 【般】インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）キット（トレシーバ注３００単位フレックスタッチ）

トレシーバ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ３００単位 【般】インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）キット３００単位（トレシーバ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ）

トレドミン錠１５ｍｇ 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ

トレドミン錠１５ｍｇ　 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ

ドレニゾンテープ（7.5×10cm/袋） 【般】フルドロキシコルチド貼付剤７．５ｃｍ×１０ｃｍ/袋

トレリーフ錠ＯＤ２５ｍｇ 【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠２５ｍｇ

ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 【般】ドンペリドン錠１０ｍｇ

ナイキサン錠１００ｍｇ 【般】ナプロキセン錠１００ｍｇ

ナイキサン錠100mg 【般】ナプロキセン錠１００ｍｇ

ナウゼリンＯＤ錠１０ 【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

ナウゼリンＯＤ錠１０　 【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

ナウゼリンＯＤ錠５ 【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠５ｍｇ

ナウゼリン坐剤【６０ ｍｇ】 【般】ドンペリドン坐剤６０ｍｇ

ナウゼリン坐剤〔３０ｍｇ〕 【般】ドンペリドン坐剤３０ｍｇ

ナウゼリン坐剤１０ｍｇ 【般】ドンペリドン坐剤１０ｍｇ

ナウゼリン坐剤３０　 【般】ドンペリドン坐剤３０ｍｇ

ナサニール点鼻液0.2% 【般】ナファレリン酢酸塩点鼻液０．２％

ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ 【般】ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠０．１ｍｇ

ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 【般】モメタゾン点鼻液５０μｇ１８ｇ（１１２噴霧用）

ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用　 【般】モメタゾン点鼻液５０μｇ１０ｇ（５６噴霧用）

ナトリックス錠１　 【般】インダパミド錠１ｍｇ

ナトリックス錠１ｍｇ 【般】インダパミド錠１ｍｇ

ナノパスニードルⅡ　３４G（14本入り） ナノパスニードルⅡ　３４G（14本入り）

ナパゲルンクリーム3% ２５ｇ 【般】フェルビナククリーム３％　２５ｇ

ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠５０ｍｇ

ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「日医工」 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠７５ｍｇ

ナボールＳＲカプセル３７．５ｍｇ 【般】ジクロフェナクナトリウム徐放カプセル３７．５ｍｇ

ニコチネルＴＴＳ(２０) 【般】ニコチン貼付剤（３５ｍｇ）２０ｃｍ（２）

ニコチネルＴＴＳ【３０】 【般】ニコチン貼付剤（５２．５ｍｇ）３０ｃｍ（２）

ニコチネルＴＴＳ１０ 【般】ニコチン貼付剤（１７．５ｍｇ）１０ｃｍ（２）

ニコチン酸アミド散 【般】ニコチン酸アミド散

ニコランジル錠２．５ｍｇ 【般】ニコランジル錠２．５ｍｇ（備考：ブランド名「シグマート」または後発品）

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 【般】ニコランジル錠５ｍｇ（備考：ブランド名「シグマート」または後発品）

ニゾラールクリーム２％ １０ｇ 【般】ケトコナゾールクリーム２％１ｇ　１０ｇ

ニゾラールローション２％１０ｇ 【般】ケトコナゾール外用液２％１０ｇ

ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 【般】ニトラゼパム錠５ｍｇ

ニトロールＲカプセル２０ｍｇ 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ

ニトロール錠５ｍｇ 【般】硝酸イソソルビド錠５ｍｇ（備考：ブランド名「ニトロール」または後発品）

ニトロダームＴＴＳ25mg 【般】ニトログリセリン貼付剤２５ｍｇ

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 【般】ニトログリセリン舌下錠０．３ｍｇ

ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」 【般】ニフェジピン徐放錠１０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「日医工」 【般】ニフェジピン徐放錠１０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ 【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＮＰ」 【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＺＥ」 【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワイ」 【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「トーワ」 【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「日医工」 【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）

ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ 【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（１２時間持続）（備考：ブランド名「アダラートL」または後発品）

ニフラン点眼液５ｍｌ 【般】プラノプロフェン点眼液０．１％１ｍＬ　５ｍＬ

ニフレック配合内用剤 【般】ナトリウム・カリウム配合剤散

ニプロスタットストリップＸＰ２ 【般】ニプロスタットストリップＸＰ２

ニプロスタットストリップXP２　GLU専用チップ（50枚） 【般】ニプロスタットストリップXP２　GLU専用チップ（50枚）

ニポラジン錠３ｍｇ 【般】メキタジン錠３ｍｇ

ニュープロパッチ【9ｍｇ】 【般】ロチゴチン貼付剤９ｍｇ

ニュープロパッチ１８ｍｇ 【般】ロチゴチン貼付剤１８ｍｇ

ニュープロパッチ4.5ｍｇ 【般】ロチゴチン貼付剤４．５ｍｇ

ニュープロパッチ９ｍｇ 【般】ロチゴチン貼付剤９ｍｇ

ニューレプチル錠５ｍｇ 【般】プロペリシアジン錠５ｍｇ

ニューロタン錠(２５mg) 【般】ロサルタンＫ錠２５ｍｇ

ニューロタン錠１００ｍｇ 【般】ロサルタンＫ錠１００ｍｇ

ニューロタン錠２５ｍｇ 【般】ロサルタンＫ錠２５ｍｇ

ニューロタン錠５０ｍｇ 【般】ロサルタンＫ錠５０ｍｇ

ニュベクオ錠３００ｍｇ 【般】ダロルタミド錠３００ｍｇ

ニュベクオ錠３００mg 【般】ダロルタミド錠３００ｍｇ

ネイリンカプセル１００mg 【般】ホスラブコナゾール　Ｌ－リシンエタノール付加物カプセル１００ｍｇ

ネオーラルカプセル１０ｍｇ 【般】シクロスポリンカプセル１０ｍｇ

ネオキシテープ７３．５mg 【般】オキシブチニン塩酸塩貼付剤７３．５ｍｇ

ネオキシテープ７３．５ｍｇ（７枚） 【般】オキシブチニン塩酸塩貼付剤７３．５ｍｇ（７枚）

ネオシネジンコーワ５％点眼液１０ｍｌ 【般】フェニレフリン塩酸塩点眼液５０ｍｇ／ｍＬ　１０ｍＬ

ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 【般】レボドパ１００ｍｇ・カルビドパ配合錠

ネオメドロールＥＥ軟膏 【般】フラジオマイシン・メチルプレドニゾロン軟膏３ｇ

ネキシウムカプセル１０ｍｇ 【般】エソメプラゾールＭｇ腸溶カプセル１０ｍｇ

ネキシウムカプセル２０ｍｇ 【般】エソメプラゾールＭｇ腸溶カプセル２０ｍｇ

ネキシウムカプセル２０ｍｇ　 【般】エソメプラゾールマグネシウム水和物腸溶カプセル２０ｍｇ

ネクサバール錠200mg 【般】ソラフェニブトシル酸塩錠２００ｍｇ

ネグミンシュガー軟膏100g 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏１００ｇ×１本　（ポリエチレンチューブ）

ネシーナ錠１２．５ｍｇ 【般】アログリプチン安息香酸塩錠１２．５ｍｇ

ネシーナ錠２５ｍｇ　 【般】アログリプチン安息香酸塩錠２５ｍｇ

ネブライザハンドセット（ラミラネブライザシステム） 【般】ネブライザハンドセット（ラミラネブライザシステム）

ネリゾナソリューション０．１% １０ｍL 【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル液０．１％１ｍＬ　１０ｍＬ

ネリゾナユニバーサルｸﾘｰﾑ0.1% ５ｇ 【般】ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム０．１％５ｇ

ネリゾナ軟膏0.1% ５ｇ 【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏０．１％５ｇ

ネリプロクト【坐剤】 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤

ネリプロクト軟膏２ｇ 【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン軟膏２ｇ

ノイエルカプセル２００ｍｇ 【般】セトラキサート塩酸塩カプセル２００ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ノイキノン錠１０ｍｇ 【般】ユビデカレノン錠１０ｍｇ

ノイロトロピン錠４単位 【般】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液錠４単位

ノイロトロピン錠４単位　 【般】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液錠４単位　

ノイロビタン配合錠 【般】オクトチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤錠

ノウリアスト錠20mg 【般】イストラデフィリン錠２０ｍｇ

ノックビン　原末 【般】ジスルフィラム末

ノバミン錠５ｍｇ 【般】プロクロルペラジンマレイン酸塩錠５ｍｇ

ノボペンエコー 【般】ノボペンエコー

ノボペンエコー プラス 【般】ノボペンエコー プラス

ノボラピッド30ミックス注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ 【般】インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）キット３００単位（ノボラピッド30ミックス注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ）

ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン　 【般】インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）キット（ノボラピッド３０ミックス注３００単位フレックスペン）

ノボラピッド５０ミックス注　フレックスペン 【般】インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）キット（ノボラピッド５０ミックス注３００単位フレックスペン）

ノボラピッド注　フレックスタッチ　 【般】インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）キット（ノボラピッド注３００単位フレックスタッチ）

ノボラピッド注　ペンフィル　 【般】インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）注射液（ノボラピッド注　ペンフィル３００単位）

ノボラピッド注【ﾌﾚｯｸｽタッチ】300単位 【般】インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）キット３００単位ノボラピッド注【ﾌﾚｯｸｽタッチ】300単位

ノボラピッド注１００ 【般】インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）注射液（ノボラピッド注１００）

ノボラピッド注ペンフィル 【般】インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）注射液（ノボラピッド注ペンフィル３００単位）

ノボリン３０Ｒ注フレックスペン300単位 【般】インスリン　ヒト（遺伝子組換え）キット３００単位（ノボリン３０Ｒ注フレックスペン）

ノボリンＮ注フレックスペン300単位 【般】インスリン　ヒト（遺伝子組換え）キット　３００単位／３ｍL（ノボリンＮ）

ノボリンＲ注フレックスペン　 【般】インスリン　ヒト（遺伝子組換え）キット（ノボリンＲ注３００単位フレックスペン）

ノボリンＲ注フレックスペン300単位 【般】インスリン　ヒト（遺伝子組換え）キット３００単位（ノボリンＲ注フレックスペン）

ノリトレン錠１０ｍｇ 【般】ノルトリプチリン塩酸塩錠１０ｍｇ

ノリトレン錠２５ｍｇ 【般】ノルトリプチリン塩酸塩錠２５ｍｇ

ノルスパンテープ５ｍｇ 【般】ブプレノルフィン貼付剤５ｍｇ

ノルディトロピンフレックスプロ注10mg 【般】ソマトロピン（遺伝子組換え）１０ｍｇキット（ノルディトロピンフレックスプロ注10mg）

ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ

ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ

ノルバスク錠１０ｍｇ 【般】アムロジピン錠１０ｍｇ

ノルバスク錠２．５ｍｇ 【般】アムロジピン錠２．５ｍｇ

ノルバスク錠５ｍｇ 【般】アムロジピン錠５ｍｇ

ノルバデックス錠【２０ｍｇ】 【般】タモキシフェン錠２０ｍｇ

ノルレボ錠１．５ｍｇ 【般】ノルレボ錠１．５ｍｇ

ハーボニー配合錠 【般】レジパスビル９０ｍｇ・ソホスブビル４００ｍｇ配合錠

パーロデル錠２．５ｍｇ 【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠２．５ｍｇ

バイアスピリン錠１００ｍｇ 【般】アスピリン腸溶錠１００ｍｇ

バイアスピリン錠１００ｍｇ　 【般】アスピリン腸溶錠１００ｍｇ

バイエッタ皮下注【１０μｇ】ペン３００ 【般】エキセナチド１０μｇキット（バイエッタ皮下注【１０μｇ】３００単位ペン）

バイエッタ皮下注５μｇペン３００ 【般】エキセナチド５μｇキット（バイエッタ皮下注５μｇペン３００単位）

ハイシー顆粒１ｇ 【般】アスコルビン酸顆粒２５０ｍｇ／ｇ

ハイセチンＰ軟膏 10g 【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合軟膏（１０ｇ）

ハイチオール錠８０ 【般】Ｌ－システイン錠８０ｍｇ

ハイドレアカプセル５００ｍｇ 【般】ヒドロキシカルバミドカプセル５００ｍｇ

バイナス錠７５ｍｇ　 【般】ラマトロバン錠７５ｍｇ

ハイパジール錠６ｍｇ 【般】ニプラジロール錠６ｍｇ

ハイパジール点眼液０.２５％５ｍｌ 【般】ニプラジロール点眼液０．２５％　５ｍL

ハイペン錠２００ｍｇ　 【般】エトドラク錠２００ｍｇ

ハイボン錠２０ｍｇ 【般】リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ

パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ 【般】パロキセチン塩酸塩徐放性腸溶錠１２．５ｍｇ

パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ　 【般】パロキセチン塩酸塩水和物徐放性腸溶錠１２．５ｍｇ

パキシルＣＲ錠２５ｍｇ 【般】パロキセチン塩酸塩徐放性腸溶錠２５ｍｇ

パキシルＣＲ錠６．２５ｍｇ 【般】パロキセチン塩酸塩徐放性腸溶錠６．２５ｍｇ

パキシル錠１０ｍｇ 【般】パロキセチン塩酸塩水和物錠１０ｍｇ

パキシル錠２０ｍｇ 【般】パロキセチン錠２０ｍｇ

パキシル錠５mg 【般】パロキセチン塩酸塩水和物錠５ｍｇ

バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ 【般】グルカゴン噴霧剤３ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ　 【般】グルカゴン噴霧剤３ｍｇ

バクタ配合錠 【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠

バクトロバン鼻腔用軟膏2% ３ｇ 【般】ムピロシンカルシウム鼻腔用軟膏２％　３ｇ

パスタロンクリーム１０％ ２０ｇ 【般】尿素クリーム１０％ ２０ｇ

パスタロンソフト軟膏１０％ 【般】尿素軟膏１０％

パタノール点眼液０．１％　 【般】オロパタジン塩酸塩液０．１％１ｍＬ　５ｍＬ

パタノール点眼液０．１％５ｍｌ 【般】オロパタジン塩酸塩点眼液０．１％５ｍｌ

ハｯカ油 【般】ハッカ油

バップフォー錠１０ｍｇ 【般】プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ

パナルジン錠１００ｍｇ 【般】チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ

バナン錠１００ｍｇ　 【般】セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ（備考：ブランド名「バナン」または後発品）

バラクルード錠０．５ｍｇ 【般】エンテカビル錠０．５ｍｇ

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 【般】バラシクロビル錠５００ｍｇ

パラミヂンカプセル３００ｍｇ 【般】ブコロームカプセル３００ｍｇ

パリエット錠１０ｍｇ 【般】ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ

パリエット錠１０ｍｇ　 【般】ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ

パリエット錠２０ｍｇ 【般】ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ

バリキサ錠４５０mg 【般】バルガンシクロビル塩酸塩錠４５０ｍｇ

バルサルタン錠２０ｍｇ「オーハラ」　 【般】バルサルタン錠２０ｍｇ

バルサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 【般】バルサルタン錠４０ｍｇ

バルサルタン錠４０ｍｇ「タカタ」 【般】バルサルタン錠４０ｍｇ

バルサルタン錠８０ｍｇ 【般】バルサルタン錠８０ｍｇ

バルサルタン錠８０ｍｇ「オーハラ」 【般】バルサルタン錠８０ｍｇ

ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 【般】トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ

ハルシオン０．２５ｍｇ錠　 【般】トリアゾラム錠０．２５ｍｇ

パルタンＭ錠0.125mg 【般】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠０．１２５ｍｇ

バルトレックス錠５００ｍｇ 【般】バラシクロビル錠５００ｍｇ

バルトレックス顆粒５０％ 【般】バラシクロビル顆粒５０％

ハルナールＤ錠０．１ｍｇ 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．１ｍｇ

ハルナールＤ錠０.２ｍｇ 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．２ｍｇ

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ　 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．２ｍｇ

バルプロ酸Ｎａシロップ５％ 【般】バルプロ酸ナトリウムシロップ５％

バルプロ酸ナトリウム細粒40％ 【般】バルプロ酸ナトリウム細粒４０％

バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ１００ｍｇ 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠１００ｍｇ

バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ 【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠２００ｍｇ

パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入　 【般】ブデソニド２００μｇタービュヘイラー１１２吸入

パルミコート吸入液０．２５ｍｇ 【般】ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ

パルミコート吸入液０.５ｍｇ 【般】ブデソニド吸入液０．５ｍｇ

パルミコ－ト200μgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ112吸入 【般】ブデソニド200μgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ112吸入

パルモディア錠０．１mg 【般】ペマフィブラート錠０．１ｍｇ

パルモディア錠０．１ｍｇ 【般】ペマフィブラート錠０．１ｍｇ

ハルロピテープ32mg 【般】ロピニロール塩酸塩貼付剤３２ｍｇ

バロス消泡内用液2% 【般】バロス消泡内用液2%

バンコマイシン眼軟膏１％ 5g 【般】バンコマイシン塩酸塩眼軟膏１％（５ｇ）

パンテチン散２０％「テバ」 【般】パンテチン散２０％

パンデル軟膏0.1% ５ｇ 【般】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏０．１％５ｇ

パントシン散２０％ 【般】パンテチン散２０％

パンビタン末 【般】レチノール・カルシフェロール配合剤

ビ・シフロール錠０．１２５mg 【般】プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ

ビ・シフロール錠０.５ｍｇ 【般】プラミペキソール塩酸塩水和物錠０．５ｍｇ

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％ 【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％５ｍＬ

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「センジュ」　 【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％（５ｍＬ）

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ファイザー」 【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％５ｍＬ

ヒアレイン【ミニ】０.３％ 点眼液０.４ｍｌ 【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液１．２ｍｇ／０．４ｍＬ

ヒアレイン点眼液【０．３％】5ml 【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％５ｍＬ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ヒアレイン点眼液０.１％ ５ｍｌ 【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％５ｍＬ

ピーエイ配合錠 【般】プロメタジン６．７５ｍｇ等配合非ピリン系感冒剤

ピーゼットシー散１％ 【般】ペルフェナジンフェンジゾ酸塩散１％

ピーゼットシー錠２ｍｇ 【般】ペルフェナジンマレイン酸塩錠２ｍｇ

ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰ」 【般】ピオグリタゾン錠３０ｍｇ

ビオスミン配合散 【般】ラクトミン・ビフィズス菌配合散

ビオスリー配合錠 【般】ラクトミン・酪酸菌・糖化菌配合錠(ビオスリー配合錠)

ビオチン散０．２％「ホエイ」 【般】ビオチン散０．２％

ビオフェルミンＲ散 【般】耐性乳酸菌散０．６％(ビオフェルミンＲ散)

ビオフェルミンＲ錠 【般】耐性乳酸菌錠６ｍｇ(ビオフェルミンＲ錠)

ビオフェルミン錠剤 【般】ビフィズス菌錠１２ｍｇ

ビオフェルミン配合散 【般】ラクトミン散

ビオフェルミン配合散　 【般】ラクトミン散

ビクシリンカプセル２５０ｍｇ 【般】アンピシリン水和物カプセル２５０ｍｇ

ビクトーザ皮下注18ｍｇ 【般】リラグルチド（遺伝子組換え）キット１８ｍｇ３ｍＬ（ビクトーザ）

ピコスルファートＮａ内用液0.75% 【般】ピコスルファートＮａ経口液０．７５％

ピコスルファートﾅﾄﾘｳﾑ錠2.5mg 【般】ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ

ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%「CHOS」 【般】ピコスルファートＮａ経口液０．７５％

ピコプレップ配合内用剤（専用コップ付） 【般】ピコスルファート・酸化マグネシウム・無水クエン酸配合内用剤

ビジクリア配合錠 【般】リン酸二水素ナトリウム・無水リン酸水素二ナトリウム配合錠

ビソノテープ４mg 【般】ビソプロロール貼付剤４ｍｇ

ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「日医工」 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ

ビタノイリンカプセル５０ｍｇ 【般】フルスルチアミン５０ｍｇ・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合カプセル

ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「杏林」 【般】ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ

ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＺＥ」 【般】ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ

ビタメジンカプセル25 【般】ベンフォチアミン２５ｍｇ（Ｂ１）・Ｂ６・Ｂ１２配合カプセル

ビタメジン配合カプセルＢ２５ 【般】ベンフォチアミン２５ｍｇ（Ｂ１）・Ｂ６・Ｂ１２配合カプセル

ビタメジン配合カプセルＢ５０ 【般】ベンフォチアミン５０ｍｇ（Ｂ１）・Ｂ６・Ｂ１２配合カプセル

ヒダントールＤ錠 【般】フェニトイン１６．７ｍｇ・フェノバルビタール・安息香酸Ｎａカフェイン配合錠

ヒダントールＥ錠 【般】フェニトイン２０．８ｍｇ・フェノバルビタール・安息香酸Ｎａカフェイン配合錠

ヒダントールＦ錠 【般】フェニトイン２５ｍｇ・フェノバルビタール・安息香酸Ｎａカフェイン配合錠

ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン 【般】エキセナチドキット２ｍｇペン

ピドキサール錠１０ｍｇ 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠１０ｍｇ

ヒドロクロロチアジドＯＤ錠１２．５ｍｇ「トーワ」 【般】ヒドロクロロチアジド口腔内崩壊錠１２．５ｍｇ

ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トーワ」 【般】ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ

ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 【般】ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ

ビビアント錠２０ｍｇ 【般】バゼドキシフェン酢酸塩錠２０ｍｇ

ビブラマイシン錠１００ｍｇ 【般】ドキシサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ

ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ 【般】クエチアピンフマル酸塩徐放錠５０ｍｇ

ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」 【般】ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ

ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「ヨシトミ」 【般】ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ

ビムパットドライシロップ１0% 【般】ラコサミドシロップ用１０％

ビムパット錠５０mg 【般】ラコサミド錠５０ｍｇ

ピメノールカプセル５０ｍｇ 【般】ピルメノール塩酸塩水和物カプセル５０ｍｇ

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ 【般】ピモベンダン錠１．２５ｍｇ

ヒューマログ【ﾐｯｸｽ50】注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ(300単位) 【般】インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）キット３００単位（ヒューマログ【ﾐｯｸｽ50】注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ)

ヒューマログﾐｯｸｽ25注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ300単位 【般】インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）キット３００単位（ヒューマログﾐｯｸｽ25注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ）

ヒューマログ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ(300単位) 【般】インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）キット３００単位（ヒューマログ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ)

ヒュミラ皮下注４０ｍｇｼﾘﾝｼﾞ0.4mL 【般】アダリムマブ（遺伝子組換え）４０ｍｇキットシリンジ（０．４ｍＬ）

ビラノア錠２０mg 【般】ビラスチン錠２０ｍｇ

ビラノア錠２０ｍｇ 【般】ビラスチン錠２０ｍｇ

ピラマイド 【般】ピラジナミド

ヒルドイド【ローション】0.3% 50g 【般】ヘパリン類似物質外用液０．３％50g

ヒルドイドクリーム０．３％ 【般】ヘパリン類似物質クリーム０．３％

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ヒルドイドソフト軟膏０．３％　 【般】ヘパリン類似物質軟膏０．３％

ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g 【般】ヘパリン類似物質軟膏０．３％25g

ヒルドイドフォーム０．３％ 【般】ヘパリン類似物質スプレー０．３％

ヒルドイドローション０．３％　 【般】ヘパリン類似物質外用液０．３％

ヒルナミン錠(２５ｍｇ) 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠２５ｍｇ

ヒルナミン錠（２５ｍｇ）　 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠２５ｍｇ

ヒルナミン錠（５ｍｇ）　 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠５ｍｇ

ヒルナミン錠【５０ｍｇ】 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠５０ｍｇ

ヒルナミン錠５ｍｇ 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠５ｍｇ

ピルフェニドン錠２００ｍｇ 【般】ピルフェニドン錠２００ｍｇ

ビレーズトリエアロスフィア56吸入 【般】ブデソニド・グリコピロニウム・ホルモテロール配合吸入剤（５６吸入エアロスフィア）

ピレスパ錠２００mg 【般】ピルフェニドン錠２００ｍｇ

ピレチア錠【２５ｍｇ】 【般】プロメタジン塩酸塩錠２５ｍｇ

ピレチア錠５ｍｇ 【般】プロメタジン塩酸塩錠５ｍｇ

ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％ 【般】ピレノキシン点眼液０．００５％５ｍＬ

ファスティック錠３０ 【般】ナテグリニド錠３０ｍｇ

ファスティック錠９０ 【般】ナテグリニド錠９０ｍｇ

ファムビル錠250mg 【般】ファムシクロビル錠２５０ｍｇ

ファムビル錠２５０ｍｇ　 【般】ファムシクロビル錠２５０ｍｇ

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠２０ｍｇ

ファモチジン錠２０ｍｇ「オーハラ」 【般】ファモチジン錠２０ｍｇ

ファモチジン錠２０ｍｇ「ケミファ」 【般】ファモチジン錠２０ｍｇ

ファロム錠２００ｍｇ 【般】ファロペネムナトリウム水和物錠２００ｍｇ

ファンギゾン１０倍液うがい用 【般】ファンギゾン１０倍液うがい用

ファンギゾンシロップ100mg/ml( 24ml/瓶) 【般】アムホテリシンＢシロップ１００ｍｇ２４ｍＬ

フィアスプ注　フレックスタッチ 【般】インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）キット（フィアスプ注３００単位フレックスタッチ）

フィアスプ注　ペンフィル 【般】インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）注射液（フィアスプ注３００単位ペンフィル）

フィコンパ錠２ｍｇ 【般】ペランパネル錠２ｍｇ

フィコンパ錠４mg 【般】ペランパネル錠４ｍｇ

フィブラストスプレー【５００】 【般】トラフェルミン（遺伝子組換え）噴霧剤５００μｇ

フェアストン錠４０ 【般】トレミフェンクエン酸塩錠４０ｍｇ

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＺＥ」 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ

フェノバール散１０％ 【般】フェノバルビタール散１０％

フェノバール錠３０ｍｇ 【般】フェノバルビタール錠３０ｍｇ

フェノフィブラート錠５３．３ｍｇ「武田テバ」 【般】フェノフィブラート錠５３．３ｍｇ

フェブリク錠(１０mg) 【般】フェブキソスタット錠１０ｍｇ

フェブリク錠１０ｍｇ 【般】フェブキソスタット錠１０ｍｇ

フェブリク錠２０ｍｇ 【般】フェブキソスタット錠２０ｍｇ

フェブリク錠２０ｍｇ　 【般】フェブキソスタット錠２０ｍｇ

フェブリク錠４０ｍｇ 【般】フェブキソスタット錠４０ｍｇ

フェマーラ錠２．５ｍｇ 【般】レトロゾール錠２．５ｍｇ

フェルビナクスチック軟膏３％ 【般】フェルビナク軟膏３％４０ｇ

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」 【般】フェルビナクパップ７０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）

フェルムカプセル１００ｍｇ 【般】フマル酸第一鉄徐放カプセル１００ｍｇ

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ　 【般】乾燥硫酸鉄徐放錠１０５ｍｇ

フェロミア錠５０ｍｇ　 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ（鉄として）

フオイパンうがい液＋重曹水 【般】フオイパンうがい液＋重曹水

フオイパン錠１００ｍｇ 【般】カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ

フォシーガ錠１０ｍｇ 【般】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物錠１０ｍｇ

フォシーガ錠５ｍｇ 【般】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物錠５ｍｇ

フォリアミン錠５ｍｇ 【般】葉酸錠５ｍｇ

フォルテオ皮下注キット６００μｇ 【般】テリパラチド（遺伝子組換え）皮下注キット６００μｇ

フシジンレオ軟膏２％ 【般】フシジン酸ナトリウム軟膏２％

フスコデ配合錠 【般】ジヒドロコデイン・メチルエフェドリン・クロルフェニラミン配合錠

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ブスコパン錠１０ｍｇ 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ

ブデホル吸入粉末剤６０吸入 【般】ブデソニド１６０μｇ・ホルモテロール４．５μｇ吸入剤６０吸入

ブドウ糖(固形ﾀｲﾌﾟ) ブドウ糖(固形ﾀｲﾌﾟ)

ブドウ糖１０ｇ ブドウ糖１０ｇ

プラケニル錠　２００ｍｇ 【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠２００ｍｇ

プラケニル錠２００ｍｇ 【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠２００ｍｇ

プラザキサカプセル１１０ｍｇ 【般】ダビガトランカプセル１１０ｍｇ

プラザキサカプセル７５ｍｇ 【般】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル７５ｍｇ

フラジール内服錠２５０ｍｇ 【般】メトロニダゾール錠２５０ｍｇ

フラジール腟錠250mg 【般】メトロニダゾール腟錠２５０ｍｇ

ブラダロン錠２００ｍｇ　 【般】フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ

プラノバール　配合錠 【般】ノルゲストレル０．５ｍｇ・エチニルエストラジオール０．０５ｍｇ配合錠

プラノプロフェン点眼液０．１％ 【般】プラノプロフェン点眼液０．１％５ｍＬ

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 【般】プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ（備考：ブランド名「メバロチン」または後発品）

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 【般】プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ（備考：ブランド名「メバロチン」または後発品）

フラビタン眼軟膏0.1% ５ｇ 【般】フラビンアデニンジヌクレオチド軟膏０．１％　５ｇ

フラビタン点眼液０．０５％ 【般】ＦＡＤ点眼液０．０５％２．５ｍｇ／５ｍＬ

プラビックス錠２５ｍｇ 【般】クロピドグレル錠２５ｍｇ

プラビックス錠７５ｍｇ 【般】クロピドグレル錠７５ｍｇ

プラビックス錠７５ｍｇ　 【般】クロピドグレル錠７５ｍｇ

プラルエント皮下注７５ｍｇペン 【般】アリロクマブ（遺伝子組換え）キット７５ｍｇペン

フランドルテープ４０ｍｇ 【般】硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ（備考：ブランド名「フランドル」または後発品）

フリウェル配合錠　ＵＬＤ 【般】ノルエチステロン1mg・エチニルエストラジオール0.02mg錠

フリウェル配合錠LD 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール０．０３５配合錠

フリバスＯＤ錠２５ｍｇ 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠２５ｍｇ

フリバスＯＤ錠７５ｍｇ 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠７５ｍｇ

プリビナ液（点鼻・吸入用）１０ｍｌ 【般】ナファゾリン硝酸塩液０．０５％

プリビナ液０．０５％　 【般】ナファゾリン硝酸塩液０．０５％１ｍＬ

プリビナ眼科用液 【般】ナファゾリン硝酸塩点眼液０．０５％

プリモボラン錠５ｍｇ 【般】メテノロン酢酸エステル錠５ｍｇ

プリンペラン錠５　 【般】メトクロプラミド錠５ｍｇ

フルイトラン錠１ｍｇ 【般】トリクロルメチアジド錠１ｍｇ

フルイトラン錠２ｍｇ 【般】トリクロルメチアジド錠２ｍｇ

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 【般】フルコナゾールカプセル１００ｍｇ

プルゼニド錠１２ｍｇ　 【般】センノシド錠１２ｍｇ

フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル５０μｇエアゾール１２０吸入用

フルティフォーム１２５ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用 【般】フルチカゾン125μg・ホルモテロール5μg吸入剤（120）

フルティフォーム５０エアゾール１２０吸入用 【般】フルチカゾン５０エアゾール１２０吸入用

フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ５６噴霧用

フルニトラゼパム錠１ｍｇ 【般】フルニトラゼパム錠１ｍｇ

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＪＧ」 【般】フルニトラゼパム錠１ｍｇ

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 【般】フルニトラゼパム錠１ｍｇ

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 【般】フルニトラゼパム錠１ｍｇ

フルニトラゼパム錠２ｍｇ「ＪＧ」 【般】フルニトラゼパム錠２ｍｇ

フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 【般】フルニトラゼパム錠２ｍｇ

フルバスタチン錠３０ｍｇ「三和」 【般】フルバスタチン錠３０ｍｇ（備考：ブランド名「ローコール」または後発品）

ブルフェン錠１００ｍｇ 【般】イブプロフェン錠１００ｍｇ

ブルフェン錠２００ 【般】イブプロフェン錠２００ｍｇ

フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ

フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ

フルメタクリーム５ｇ 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム０．１％　５ｇ

フルメタ軟膏５ｇ 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏０．１％５ｇ

フルメトロン【０.１】％点眼液５ｍｌ 【般】フルオロメトロン点眼液０．１％５ｍｌ

フルメトロン０．０２％点眼液５ｍｌ 【般】フルオロメトロン点眼液０．０２％５ｍｌ

フルルバンﾊﾟｯﾌﾟ40mg(6枚) 【般】フルルビプロフェン貼付剤４０ｍｇ　６枚

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

プレグランディン腟坐剤１ｍｇ 【般】ゲメプロスト腟坐剤１ｍｇ

プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠１００ｍｇ

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠５０ｍｇ

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ　 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠５０ｍｇ

ブレディニン錠５０ｍｇ 【般】ミゾリビン錠５０ｍｇ

プレドニゾロン錠１ｍｇ 【般】プレドニゾロン錠１ｍｇ

プレドニゾロン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 【般】プレドニゾロン錠２．５ｍｇ

プレドニン　眼軟膏 【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏０．２５％５ｇ

プレドニン錠【５ｍｇ】 【般】プレドニゾロン錠５ｍｇ

プレドニン錠５ｍｇ 【般】プレドニゾロン錠５ｍｇ

プレドネマ注腸２０ｍｇ 【般】プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤２０ｍｇ／６０ｍL

プレマリン錠０．６２５ｍｇ 【般】結合型エストロゲン錠０．６２５ｍｇ

プレマリン錠０．６２５ｍｇ　 【般】結合型エストロゲン錠０．６２５ｍｇ

プレミネント配合錠ＨＤ　 【般】ロサルタン１００ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠

プレミネント配合錠ＬＤ 【般】ロサルタン５０ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠

プロ・バンサイン錠１５ｍｇ 【般】プロパンテリン臭化物錠１５ｍｇ

プログラフｶﾌﾟｾﾙ0.5mg 【般】タクロリムスカプセル０．５ｍｇ

プログラフカプセル１mg 【般】タクロリムスカプセル１ｍｇ

フロジン外用液５％ ３０ｍｌ 【般】カルプロニウム塩化物外用液５％３０ｍｌ

プロスタール錠２５ｍｇ 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ

プロスタンディン軟膏０．００３％　 【般】アルプロスタジル　アルファデクス軟膏０．００３％

プロスタンディン軟膏0.003% 10g 【般】アルプロスタジル　アルファデクス軟膏０．００３％10g

フロセミド錠２０ｍｇ 【般】フロセミド錠２０ｍｇ

フロセミド錠４０ｍｇ「ＪＧ」 【般】フロセミド錠４０ｍｇ

フロセミド錠４０ｍｇ「トーワ」 【般】フロセミド錠４０ｍｇ

ブロチゾラムOD錠0.25mg 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「オーハラ」 【般】ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 【般】ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ

プロテカジン錠１０ｍｇ 【般】ラフチジン錠１０ｍｇ（備考：ブランド名「プロテカジン」または後発品）

プロトピック軟膏【小児用】0.03% ５ｇ 【般】タクロリムス軟膏０．０３％【小児用】0.03% ５ｇ

プロトピック軟膏0.1% ５ｇ 【般】タクロリムス軟膏０．１％５ｇ

プロナーゼＭＳ（20，000単位） 【般】プロナーゼ散０．５ｇ

ブロナック点眼液0.1% ５ｍｌ 【般】ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％　５ｍL

プロノン錠１５０ｍｇ 【般】プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ

プロパジール錠５０ｍｇ 【般】プロピルチオウラシル錠５０ｍｇ

ブロバリン原末 【般】ブロモバレリル尿素

プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 【般】プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ

ブロプレス錠１２ 【般】カンデサルタン錠１２ｍｇ

ブロプレス錠２ 【般】カンデサルタン錠２ｍｇ

ブロプレス錠４ 【般】カンデサルタン錠４ｍｇ

ブロプレス錠８　 【般】カンデサルタン錠８ｍｇ

ブロプレス錠８ｍｇ 【般】カンデサルタン錠８ｍｇ

プロペシア錠１ｍｇ 【般】フィナステリド錠１ｍｇ

プロペト 【般】白色ワセリン

プロベラ錠２．５ｍｇ 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２．５ｍｇ

ブロマゼパム錠２ｍｇ 【般】ブロマゼパム錠２ｍｇ

ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」　 【般】ブロマゼパム錠２ｍｇ

ブロマゼパム錠５ｍｇ 【般】ブロマゼパム錠５ｍｇ

ブロマゼパム錠５ｍｇ「サンド」　 【般】ブロマゼパム錠５ｍｇ

プロマックＤ錠７５ｍｇ 【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠７５ｍｇ

ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 【般】ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％１ｍＬ　５ｍＬ

ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩吸入液0.2% 45mL 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入剤０．２％（４５ｍL)

フロモックス小児用細粒１０％ 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒１０％（備考：ブランド名「フロモックス」または後発品）

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

フロモックス錠１００ｍｇ 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ（備考：ブランド名「フロモックス」または後発品）

フロモックス錠１００ｍｇ　 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ（備考：ブランド名「フロモックス」または後発品）

フロモックス錠７５ｍｇ 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ（備考：ブランド名「フロモックス」または後発品）

フロリードＤクリーム１％ 【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム１％

フロリネフ錠０.１ｍｇ 【般】フルドロコルチゾン酢酸エステル錠０．１ｍｇ

プロレナール錠５μｇ 【般】リマプロストアルファデクス錠５μｇ

プロレナール錠５μｇ　 【般】リマプロストアルファデクス錠５μｇ

ベイスンＯＤ錠０．２ 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．２ｍｇ

ベイスンＯＤ錠０．３　 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．３ｍｇ

ベイスン錠０．２ 【般】ボグリボース錠０．２ｍｇ

ベイスン錠０．３　 【般】ボグリボース錠０．３ｍｇ

ベージニオ錠50mg 【般】アベマシクリブ錠５０ｍｇ

ベオーバ錠５０mg 【般】ビベグロン錠５０ｍｇ

ペキロンクリーム0.5% １０ｇ 【般】アモロルフィン塩酸塩クリーム０．５％１０ｇ

ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ 【般】ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ 【般】ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 【般】ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ

ベシケアＯＤ錠５ｍｇ 【般】ソリフェナシンコハク酸口腔内崩壊錠５ｍｇ

ベストロン点眼用0.5% ５ｍｌ 【般】セフメノキシム塩酸塩点眼液０．５％　５ｍL

ベセルナクリーム5％ 【般】イミキモドクリーム５％　２５０ｍｇ

ベタセレミン配合錠 【般】ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミン配合錠

ベタニス錠２５ｍｇ 【般】ミラベグロン徐放錠２５ｍｇ

ベタニス錠５０ｍｇ 【般】ミラベグロン徐放錠５０ｍｇ

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ

ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻科用液０．１％「日点」 【般】ベタメタゾンリン酸エステルＮａ点眼点耳点鼻液０．１％

ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％「イワキ」 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％

ベネット錠75mg 【般】リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ【月1回】

ベノキシール点眼液０.４% 10mL 【般】オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．４％10mL

ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2mlｼﾘﾝｼﾞ 【般】ヘパリンカルシウムキット５千単位（０．２ｍL）

ヘパリン類似物質ローション０．３％「ＹＤ」 【般】ヘパリン類似物質外用液０．３％

ヘパリン類似物質ローション０．３％「日医工」 【般】ヘパリン類似物質外用液０．３％

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「サトウ」 【般】ヘパリン類似物質スプレー０．３％

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 【般】ヘパリン類似物質スプレー０．３％

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日医工」 【般】ヘパリン類似物質スプレー０．３％

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」 【般】ヘパリン類似物質スプレー０．３％

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 【般】ヘパリン類似物質軟膏０．３％

ベピオゲル２．５％ １５ｇ 【般】過酸化ベンゾイルゲル２．５％１ｇ　１５ｇ

ベプリコール錠５０ｍｇ 【般】ベプリジル塩酸塩錠５０ｍｇ

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ

ベムリディ錠２５mg 【般】テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩錠２５ｍｇ

ヘモナｰゼ配合錠 【般】ブロメライン・トコフェロール酢酸エステル腸溶錠

ヘモポリゾン軟膏 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏

ペリアクチンシロップ 【般】シプロヘプタジン塩酸塩水和物シロップ０．０４％

ペリアクチン散 【般】シプロヘプタジン塩酸塩水和物散１％

ペリシット錠２５０ｍｇ 【般】ニセリトロール錠２５０ｍｇ

ベリチーム配合顆粒 【般】濃厚膵臓性消化酵素・アスペルギルス産生消化酵素・細菌性脂肪分解酵素・線維素分解酵素配合顆粒

ペルサンチン錠１００ｍｇ 【般】ジピリダモール錠１００ｍｇ

ペルサンチン錠２５ｍｇ 【般】ジピリダモール錠２５ｍｇ

ペルジピン錠２０ｍｇ 【般】ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ

ベルソムラ錠１０ｍｇ 【般】スボレキサント錠１０ｍｇ

ベルソムラ錠１５mg 【般】スボレキサント錠１５ｍｇ

ベルソムラ錠１５ｍｇ 【般】スボレキサント錠１５ｍｇ

ベルソムラ錠２０mg 【般】スボレキサント錠２０ｍｇ

ベルソムラ錠２０ｍｇ 【般】スボレキサント錠２０ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ

ヘルベッサー錠３０　 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ

ヘルベッサー錠３０ｍｇ 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ

ヘルミチンＳ坐剤 【般】リドカイン・アミノ安息香酸エチル・次没食子酸ビスマス配合坐剤

ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 【般】ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ

ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」 【般】ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ

ベロテックエロゾル１００　 【般】フェノテロール臭化水素酸塩吸入剤２０ｍｇ／１０ｍＬ

ベンザリン錠１０ 【般】ニトラゼパム錠１０ｍｇ

ベンザリン錠２ 【般】ニトラゼパム錠２ｍｇ

ベンザリン錠５　 【般】ニトラゼパム錠５ｍｇ

ベンザリン錠５ｍｇ 【般】ニトラゼパム錠５ｍｇ

ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「テバ」 【般】ベンズブロマロン錠２５ｍｇ

ペンタサ【坐剤】1g 【般】メサラジン坐剤１ｇ

ペンタサ錠２５０ｍｇ 【般】メサラジン錠２５０ｍｇ

ペンタサ錠５００ｍｇ　 【般】メサラジン錠５００ｍｇ

ペンタサ注腸１ｇ(１００ｍｌ) 【般】メサラジン注腸剤１ｇ

ペンタサ顆粒94%(1000mg/包) 【般】メサラジン顆粒９４％１ｇ　分包　１．０６ｇ

ペンニードルプラス32G4mm(14本入り) 【般】ペンニードルプラス32G4mm(15本入り)

ペンレステープ 【般】リドカイン貼付剤１８ｍｇ

ボアラ軟膏５ｇ 【般】デキサメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％　５ｇ

ホーリット錠２０ｍｇ 【般】オキシペルチン錠２０ｍｇ

ホーリンＶ膣錠１ｍｇ 【般】エストリオール腟錠１ｍｇ

ホクナリンテープ【２ｍｇ】 【般】ツロブテロールテープ２ｍｇ

ホクナリンテープ０．５ｍｇ 【般】ツロブテロールテープ０．５ｍｇ

ホクナリンテープ０．５ｍｇ　 【般】ツロブテロールテープ０．５ｍｇ

ホクナリンテープ１ｍｇ 【般】ツロブテロールテープ１ｍｇ

ホクナリンテープ２ｍｇ　 【般】ツロブテロールテープ２ｍｇ

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ケミファ」 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．３ｍｇ

ボグリボース錠０．３ｍｇ「ケミファ」 【般】ボグリボース錠０．３ｍｇ

ホスミシンＳ耳科用３％　 【般】ホスホマイシンナトリウム液１０ｍＬ

ホスミシンドライシロップ 【般】ホスホマイシンカルシウム水和物シロップ用４００ｍｇ／ｇ

ホスミシン錠５００ｍｇ 【般】ホスホマイシンカルシウム水和物錠５００ｍｇ

ﾎｽﾘﾎﾞﾝ配合顆粒　100mg/包 【般】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム顆粒１００ｍｇ

ホスレノールＯＤ錠２５０mg 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠２５０ｍｇ

ボセンタン錠６２．５ｍｇ 【般】ボセンタン錠６２．５ｍｇ

ボナロン経口ゼリー35mg 【般】アレンドロン酸Ｎａ経口ゼリー３５ｍｇ《週1回》

ボナロン錠３５ｍｇ　 【般】アレンドロン酸錠３５ｍｇ

ボノサップパック400 【般】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン・クラリスロマイシン４００ｍｇシート

ボノテオ錠【５０ｍｇ】 【般】ミノドロン酸錠５０ｍｇ【月1回】

ボノテオ錠１ｍｇ 【般】ミノドロン酸錠１ｍｇ

ポビドンヨードガーグル液７％ 【般】ポビドンヨード含嗽用液７％

ポビドンヨードゲル１０％ 90g 【般】ポビドンヨードゲル１０％（９０ｇ）

ポビドンヨードスクラブ液7.5% 500mL 【般】ポビドンヨードスクラブ液７．５％（５００ｍL)

ポビドンヨード外用液１０％ 【般】ポビドンヨード外用液１０％

ボラザＧ坐剤 【般】トリベノシド・リドカイン坐剤

ボラザＧ軟膏２．４ｇ 【般】トリベノシド・リドカイン軟膏２．４ｇ

ポララミンシロップ 【般】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ０．０４％

ポララミン錠２ｍｇ 【般】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２ｍｇ

ボリコナゾール錠５０ｍｇ 【般】ボリコナゾール錠５０ｍｇ

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%25g 【般】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％２５ｇ

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」　 【般】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％（２５ｇ）

ホリナート錠２５ｍｇ 【般】ホリナートカルシウム錠２５ｍｇ

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 【般】ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ

ボルタレンゲル1% ２５ｇ 【般】ジクロフェナクＮａゲル１％２５ｇ

ボルタレンサポ１２．５ｍｇ　 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ボルタレンサポ２５ｍｇ　 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ

ボルタレンサポ５０ｍｇ　 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ

ボルタレンテープ15mg(７枚) 【般】ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ（７枚）（７×１０ｃｍ非温感）

ボルタレンテープ３０ｍｇ 【般】ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）

ボルタレンローション１％ 【般】ジクロフェナクＮａ外用液１％１０ｍｇ／ｇ　５０ｇ

ボルタレン錠２５ｍｇ(内服) 【般】ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ

ポンタールカプセル２５０ｍｇ 【般】メフェナム酸カプセル２５０ｍｇ

ポンタールシロップ 【般】メフェナム酸シロップ３．２５％

ボンビバ錠１００ｍｇ 【般】イバンドロン酸Ｎａ錠１００ｍｇ

マーズレンＳ配合顆粒【0.67ｇ】 【般】アズレンスルホン酸Ｎａ・Ｌ－グルタミン配合顆粒0.67ｇ

マーデュオックス軟膏 10g 【般】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏１０ｇ×１本

マーベロン２１ 【般】デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠（21日分）

マーロックス懸濁用配合顆粒　 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用

マーロックス懸濁用配合顆粒1.2g 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用1.2g

マイクロファインプラス31G5mm(14本入り) マイクロファインプラス31G5mm(14本入り)

マイコスポールクリーム1% 10g 【般】ビホナゾールクリーム１％　１０ｇ

マイザー軟膏０．０５％ 【般】ジフルプレドナート軟膏０．０５％

マイスリー錠１０ｍｇ　 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ

マイスリー錠５ｍｇ　 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ

マヴィレット配合錠 【般】グレカプレビル１００ｍｇ・ピブレンタスビル４０ｍｇ配合錠

マグコロール散６８％ 【般】クエン酸マグネシウム散６８％分包（１００ｇ）

マグコロール内用液１３．６％ 【般】クエン酸マグネシウム液１３．６％

マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

マクサルト錠１０ｍｇ 【般】リザトリプタン錠１０ｍｇ

マグミット錠２００ｍｇ 【般】酸化マグネシウム錠２００ｍｇ

マグミット錠２５０ｍｇ 【般】酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ

マグミット錠３３０ｍｇ 【般】酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ

マグミット錠５００ｍｇ 【般】酸化マグネシウム錠５００ｍｇ

マリゼブ錠１２．５ｍｇ 【般】オマリグリプチン錠１２．５ｍｇ

マリゼブ錠２５ｍｇ 【般】オマリグリプチン錠２５ｍｇ

マルツエキス分包（高田） 【般】マルツエキス液９ｇ

ミオコールスプレー０.３ｍｇ 【般】ニトログリセリン噴霧剤０．３ｍｇ

ミオナール錠５０ｍｇ 【般】エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ

ミカトリオ配合錠 【般】テルミサルタン８０ｍｇ・アムロジピン５ｍｇ・ヒドロクロロチアジド１２．５ｍｇ配合錠

ミカムロ配合錠ＡＰ 【般】テルミサルタン４０ｍｇ・アムロジピン配合錠

ミカムロ配合錠ＡＰ　 【般】テルミサルタン４０ｍｇ・アムロジピン配合錠

ミカムロ配合錠ＢＰ 【般】テルミサルタン８０ｍｇ・アムロジピン配合錠

ミカルディス錠２０ｍｇ 【般】テルミサルタン錠２０ｍｇ

ミカルディス錠４０ｍｇ 【般】テルミサルタン錠４０ｍｇ

ミカルディス錠８０ｍｇ 【般】テルミサルタン錠８０ｍｇ

ミグシス錠５mg 【般】ロメリジン塩酸塩錠５ｍｇ

ミケランＬＡ点眼液２％ 2.5mL 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液２％（持続性）2.5mL

ミケラン錠５mg 【般】カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ

ミケルナ　配合点眼液 【般】カルテオロール・ラタノプロスト配合点眼液２．５ｍＬ

ミコンビ配合錠ＡＰ 【般】テルミサルタン４０ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠

ミコンビ配合錠ＢＰ 【般】テルミサルタン８０ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠

ミゾリビン錠５０ｍｇ 【般】ミゾリビン錠５０ｍｇ

ミドリン〔Ｐ〕点眼液５ｍｌ 【般】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩点眼液５ｍL

ミドリンＭ点眼液５ｍｌ 【般】トロピカミド点眼液０．４％　５ｍL

ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ 【般】デスモプレシン酢酸塩口腔内崩壊錠１２０μｇ

ミニリンメルトOD錠５０μｇ 【般】デスモプレシン酢酸塩口腔内崩壊錠５０μｇ

ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ 【般】デスモプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠６０μｇ

ミネブロ錠１．２５mg 【般】エサキセレノン錠１．２５ｍｇ

ミネブロ錠２．５ｍｇ 【般】エサキセレノン錠２．５ｍｇ

ミネブロ錠５ｍｇ 【般】エサキセレノン錠５ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ

ミノマイシンカプセル５０ｍｇ 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル５０ｍｇ

ミノマイシン顆粒 【般】ミノサイクリン塩酸塩顆粒２%

ミヤＢＭ細粒 【般】酪酸菌製剤細粒(ミヤＢＭ細粒)

ミヤＢＭ錠 【般】酪酸菌製剤錠

ミラペックスＬＡ錠【１．５ｍｇ】 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠１．５ｍｇ

ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠０．３７５ｍｇ

ミルタザピン錠１５mg「トーワ」 【般】ミルタザピン錠１５ｍｇ

ミルラクト細粒５０％ 【般】β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウム）細粒５０％

ミレーナ５２mg 【般】レボノルゲストレルキット５２ｍｇ

ムコスタ錠１００ｍｇ　 【般】レバミピド錠１００ｍｇ

ムコスタ点眼液ＵＤ２％ 【般】レバミピド点眼液ＵＤ２％

ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ　 【般】アンブロキソール塩酸塩徐放錠４５ｍｇ

ムコソルバン錠１５ｍｇ　 【般】アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ

ムコダインＤＳ 【般】Ｌ－カルボシステインドライシロップ５０％

ムコダインＤＳ５０％　 【般】カルボシステインシロップ用５０％

ムコダインシロップ５％ 【般】カルボシステインシロップ５％

ムコダインシロップ５％　 【般】カルボシステインシロップ５％

ムコダイン錠(５００ｍｇ) 【般】カルボシステイン錠５００ｍｇ

ムコダイン錠２５０ｍｇ 【般】Ｌ－カルボシステイン錠２５０ｍｇ

ムコダイン錠２５０ｍｇ　 【般】カルボシステイン錠２５０ｍｇ

ムコダイン錠５００ｍｇ　 【般】カルボシステイン錠５００ｍｇ

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％　 【般】セフジトレンピボキシル細粒１０％（備考：ブランド名「メイアクト」または後発品）

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ 【般】セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ（備考：ブランド名「メイアクト」または後発品）

メイラックス錠１ｍｇ 【般】ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ（備考：ブランド名「メイラックス」または後発品）

メイラックス錠１ｍｇ　 【般】ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ（備考：ブランド名「メイラックス」または後発品）

メインテート錠(0.625mg) 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ

メインテート錠０．６２５ｍｇ 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ

メインテート錠２．５ｍｇ 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ

メインテート錠２．５mg 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ

メインテート錠５ ｍｇ 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ

メキシチールカプセル１００ｍｇ 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ

メキニスト錠０．５mg 【般】トラメチニブ　ジメチルスルホキシド付加物錠０．５ｍｇ

メコバラミン錠５００「トーワ」 【般】メコバラミン錠０．５ｍｇ

メジコン錠１５ｍｇ 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ

メスチノン錠６０ｍｇ 【般】ピリドスチグミン臭化物錠６０ｍｇ

メソトレキセート錠２．５ｍｇ 【般】メトトレキサート錠２．５ｍｇ

メタクト配合錠ＨＤ 【般】ピオグリタゾン３０ｍｇ・メトホルミン配合錠

メタクト配合錠ＬＤ 【般】ピオグリタゾン１５ｍｇ・メトホルミン配合錠

メチコバール錠５００μｇ 【般】メコバラミン錠５００μｇ

メチコバール錠５００μｇ　 【般】メコバラミン錠０．５ｍｇ

メディセーフファインタッチディスポ 【般】メディセーフファインタッチディスポ

メディセーフフィットスマイル（血糖測定器） 【般】メディセーフフィットスマイル（血糖測定器）

メディセーフﾌｨｯﾄｽﾏｲﾙ【セット】１式 【般】メディセーフﾌｨｯﾄｽﾏｲﾙ【セット】１式

メディセーフフィットチップ(30個入) 【般】メディセーフフィットチップ(30個入)

メトアナ配合錠ＨＤ 【般】アナグリプチン１００ｍｇ・メトホルミン５００ｍｇ配合錠

メトアナ配合錠ＬＤ 【般】アナグリプチン１００ｍｇ・メトホルミン２５０ｍｇ配合錠

メトグルコ錠２５０ｍｇ　 【般】メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ：MT

メトグルコ錠５００ｍｇ 【般】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇ：ＭＴ

メトクロプラミド錠５ｍｇ 【般】メトクロプラミド錠５ｍｇ

メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 【般】メトトレキサート錠２ｍｇ

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ「トーワ」 【般】メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ：ＧＬ

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＥＰ」 【般】メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ：ＭＴ

メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＪＧ」 【般】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇ：ＭＴ

メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「トーワ」 【般】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇ：MT

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。
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メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ニプロ」 【般】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇ：ＭＴ

メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ファイザー」 【般】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇ：ＭＴ

メトリジンＤ錠２ｍｇ 【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠２ｍｇ

メネシット配合錠１００　 【般】レボドパ１００ｍｇ・カルビドパ配合錠

メネシット配合錠100mg 【般】レボドパ１００ｍｇ・カルビドパ配合錠

メノエイドコンビパッチ 【般】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン貼付剤

メバロチン錠１０ｍｇ 【般】プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ（備考：ブランド名「メバロチン」または後発品）

メバロチン錠５ 【般】プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ（備考：ブランド名「メバロチン」または後発品）

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 【般】プロカテロール塩酸塩１０μｇ吸入１００回

メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 【般】プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤５μｇ（１００回）

メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回　 【般】プロカテロール塩酸塩吸入剤０．０１４３％２．５ｍＬ

メプチンシロップ5μg/ml 【般】プロカテロール塩酸塩水和物シロップ５μｇ／ｍＬ

メプチンドライシロップ０．００５％ 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ用０．００５％

メプチンミニ錠２５μｇ 【般】プロカテロール塩酸塩錠０．０２５ｍｇ

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ 【般】プロカテロール塩酸塩吸入剤０．３ｍＬ

メプチン吸入液ユニット０.５ｍｌ 【般】プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤０．５ｍL

メマリーＯＤ錠２０mg 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠２０ｍｇ

メマリーＯＤ錠５mg 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠５mg

メマリー錠１０ｍｇ 【般】メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ

メマリー錠２０ｍｇ　 【般】メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「フェルゼン」 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠１０ｍｇ

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠１０ｍｇ

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「フェルゼン」 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ

メラトベル顆粒小児用０．２％ 【般】メラトニン顆粒小児用０．２％

メリスロン錠６ｍｇ　 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ

メルカゾール錠２．５ｍｇ 【般】チアマゾール錠２．５ｍｇ

メルカゾール錠５mg 【般】チアマゾール錠５ｍｇ

メレックス錠１ｍｇ 【般】メキサゾラム錠１ｍｇ

メンタックスクリーム1% １０ｇ 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム１％１０ｇ

メンタックス外用液1% １０ｍｌ 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液１％１０ｍｌ

モービック錠１０ｍｇ 【般】メロキシカム錠１０ｍｇ

モーラステープ２０ｍｇ 【般】ケトプロフェンテープ２０ｍｇ（７×１０ｃｍ非温感）

モーラステープＬ ４０ｍｇ（７枚） 【般】ケトプロフェンテープ４０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）

モーラステープＬ４０ｍｇ　 【般】ケトプロフェンテープ４０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）

モーラスパップ６０ｍｇ 【般】ケトプロフェンパップ６０ｍｇ（２０×１４ｃｍ非温感）

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ 【般】ケトプロフェンパップ１２０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ 【般】モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 【般】モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 【般】モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ

モニラック・シロップ１０ｍｌ 【般】ラクツロースシロップ６５％

モニラックシロップ１００ｍｌ(注腸用) 【般】ラクツロースシロップ６５％(注腸用)

モビコール配合内用剤　ＬＤ 【般】マクロゴール４０００・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム配合散（６．８５２３ｇ）

モビコール配合内用剤ＬＤ 【般】マクロゴール４０００・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム配合剤（６．８５２３ｇ）

モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＭＹＬ」１１２噴霧用 【般】モメタゾン点鼻液５０µｇ１３ｇ（１１２噴霧用）

モメタゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」１１２噴霧用 【般】モメタゾン点鼻液５０μｇ１８ｇ（１１２噴霧用）

モメタゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」５６噴霧用 【般】モメタゾン点鼻液５０µｇ１０ｇ（５６噴霧用）

モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」１１２噴霧用 【般】モメタゾン点鼻液５０μｇ１８ｇ（１１２噴霧用）

モメタゾン点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 【般】モメタゾン点鼻液５０μｇ１８ｇ（１１２噴霧用）

モンテルカストOD錠１０ｍｇ 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠１０ｍｇ

モンテルカスト細粒４ｍｇ「タカタ」 【般】モンテルカスト細粒４ｍｇ

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 【般】モンテルカスト錠１０ｍｇ

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 【般】モンテルカスト錠１０ｍｇ

モンテルカスト錠１０ｍｇ「日医工」 【般】モンテルカスト錠１０ｍｇ

ヤーズﾌﾚｯｸｽ配合錠 【般】ドロスピレノン3mg・エチニルエストラジオール0.020mg　ベータデクス錠（プラセボ無し）

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ヤーズフレックス配合錠 【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠（プラセボ錠無し）

ヤーズ配合錠 【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール　ベータデクス錠(プラセボ有）

ヤクバンテープ４０ｍｇ 【般】フルルビプロフェン貼付剤４０ｍｇ（６枚）（１０×１４ｃｍ非温感）

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ150 【般】テガフール・ウラシル腸溶顆粒１５０ｍｇ

ユーエフティ配合ｶﾌﾟｾﾙT100 【般】テガフール・ウラシルカプセル１００ｍｇ

ユーパスタコーワ軟膏　 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏

ユーパスタコーワ軟膏３０ｇ 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏３０ｇ

ユービット錠１００ｍｇ 【般】尿素（１３Ｃ）錠１００ｍｇ

ユーロジン１ｍｇ錠 【般】エスタゾラム錠１ｍｇ（備考：ブランド名「ユーロジン」または後発品）

ユーロジン２ｍｇ錠　 【般】エスタゾラム錠２ｍｇ（備考：ブランド名「ユーロジン」または後発品）

ユーロジン錠２ｍｇ 【般】エスタゾラム錠２ｍｇ（備考：ブランド名「ユーロジン」または後発品）

ユナシン錠３７５ｍｇ 【般】スルタミシリントシル酸塩水和物錠３７５ｍｇ

ユニシア配合錠ＨＤ　 【般】カンデサルタン・アムロジピン５ｍｇ配合錠

ユニシア配合錠ＬＤ 【般】カンデサルタン・アムロジピン２．５ｍｇ配合錠

ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 【般】テオフィリン徐放錠２００ｍｇ（２４時間持続）（備考：ブランド名「ユニフィルLA、ユニコン」または後発品）

ユベラＮカプセル１００ｍｇ 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ

ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ　 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ

ユベラ錠５０ｍｇ 【般】トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ

ユベラ錠５０ｍｇ　 【般】トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ

ユベラ軟膏５６ｇ 【般】トコフェロール・ビタミンＡ油軟膏５６ｇ

ユリーフＯＤ錠２ｍｇ 【般】シロドシン口腔内崩壊錠２ｍｇ

ユリーフＯＤ錠４ｍｇ 【般】シロドシン口腔内崩壊錠４ｍｇ

ユリス錠０．５ｍｇ 【般】ドチヌラド錠０．５ｍｇ

ユリノーム錠２５ｍｇ 【般】ベンズブロマロン錠２５ｍｇ

ユリノーム錠５０ｍｇ 【般】ベンズブロマロン錠５０ｍｇ

ヨウ化カリウム 【般】ヨウ化カリウム

ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 【般】ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ

ヨードホルムガーゼ 【般】ヨードホルムガーゼ３０ｃｍ×５ｍ

ヨクイニンエキス散　２g/包 【般】ヨクイニンエキス末（２ｇ）

ヨクイニンエキス錠「コタロー」　 【般】ヨクイニンエキス錠「コタロー」　

ライゾデグ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ300単位 【般】インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）配合剤キット３００単位（ライゾデグ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ）

ラキソベロン内用液０．７５％　 【般】ピコスルファートＮａ経口液０．７５％

ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ 【般】ラクツロースゼリー分包（１２ｇ）

ラゲブリオカプセル200mg 【般】モルヌピラビルカプセル２００ｍｇ

ラコールNF【半固形剤】300g 【般】ラコールＮＦ【半固形剤】300g

ラコールＮＦ配合経腸用液【400mL】 【般】ラコールＮＦ配合経腸用液【400mL】

ラコールNF配合経腸用液200mL 【般】ラコールNF配合経腸用液200mL

ラシックス錠１０ｍｇ 【般】フロセミド錠１０ｍｇ

ラシックス錠２０ｍｇ　 【般】フロセミド錠２０ｍｇ

ラシックス錠４０ｍｇ　 【般】フロセミド錠４０ｍｇ

ラジレス錠１５０ｍｇ 【般】アリスキレンフマル酸塩錠１５０ｍｇ

ラステットＳカプセル２５ｍｇ 【般】エトポシドカプセル２５ｍｇ

ラスビック錠７５ｍｇ 【般】ラスクフロキサシン塩酸塩錠７５ｍｇ

ラスビック錠７５mg 【般】ラスクフロキサシン塩酸塩錠７５ｍｇ

ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」 【般】ラタノプロスト点眼液０．００５％１ｍＬ　２．５ｍＬ

ラタノプロスト点眼液０．００５％「キッセイ」 【般】ラタノプロスト点眼液０．００５％１ｍＬ　２．５ｍＬ

ラツーダ錠２０mg 【般】ルラシドン塩酸塩錠２０ｍｇ

ラツーダ錠２０ｍｇ 【般】ルラシドン塩酸塩錠２０ｍｇ

ラツーダ錠４０ｍｇ 【般】ルラシドン塩酸塩錠４０ｍｇ

ラックビーＲ散 【般】耐性乳酸菌散

ラックビー錠 【般】ビフィズス菌製剤錠 

ラックビー微粒Ｎ 【般】ビフィズス菌製剤散１％

ラックビー微粒Ｎ　 【般】ビフィズス菌製剤散１％

ラニラピッド錠０．１ｍｇ　 【般】メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ

ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 【般】ラフチジン錠１０ｍｇ（備考：ブランド名「プロテカジン」または後発品）

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 【般】ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ

ラミクタール錠１００ｍｇ 【般】ラモトリギン錠１００ｍｇ

ラミクタール錠１００mg 【般】ラモトリギン錠１００ｍｇ

ラミクタール錠２５ｍｇ 【般】ラモトリギン錠２５ｍｇ

ラミクタール錠２５ｍｇ　 【般】ラモトリギン錠25ｍｇ

ラミシールクリーム１％ １０ｇ 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム１％１０ｇ

ラミシール外用液１％ １０ｇ 【般】テルビナフィン塩酸塩液１％　１０ｇ

ラミシール錠１２５ｍｇ 【般】テルビナフィン塩酸塩錠１２５ｍｇ

ラミラネブライザｼｽﾃﾑ（吸入器） 【般】ラミラネブライザｼｽﾃﾑ（吸入器）

ラモトリギン錠100mg 【般】ラモトリギン錠１００ｍｇ

ラモトリギン錠25mg 【般】ラモトリギン錠２５ｍｇ

ランソプラゾールＯＤ錠15mg 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５ｍｇ

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５ｍｇ

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５ｍｇ

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５ｍｇ

ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「日医工」 【般】ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ

ランタスＸＲ注ソロスター 【般】インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）キット４５０単位（ランタスＸＲ注ソロスター）

ランタス注ソロスター　 【般】インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）キット（ランタス注ソロスター　３００単位）

ランタス注ソロスター(300単位) 【般】インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）キット３００単位（ランタス注ソロスター)

ランドセン錠０．５ｍｇ 【般】クロナゼパム錠０．５ｍｇ

ランドセン錠０．５ｍｇ　 【般】クロナゼパム錠０．５ｍｇ

ランドセン錠１ｍｇ 【般】クロナゼパム錠１ｍｇ

リアルダ錠１２００ｍｇ 【般】メサラジン腸溶錠１２００ｍｇ

リーゼ錠５ｍｇ 【般】クロチアゼパム錠５ｍｇ

リーゼ錠５ｍｇ　 【般】クロチアゼパム錠５ｍｇ

リーバクト配合顆粒 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒

リーマス錠１００ 【般】炭酸リチウム錠１００ｍｇ

リーマス錠１００ｍｇ 【般】炭酸リチウム錠１００ｍｇ

リーマス錠２００　 【般】炭酸リチウム錠２００ｍｇ

リーマス錠２００ｍｇ 【般】炭酸リチウム錠２００ｍｇ

リウマトレックスカプセル２ｍｇ 【般】メトトレキサートカプセル２ｍｇ

リオナ錠２５０ｍｇ　 【般】クエン酸第二鉄水和物錠２５０ｍｇ

リオベル配合錠ＨＤ 【般】アログリプチン・ピオグリタゾン３０ｍｇ配合錠

リオベル配合錠ＬＤ 【般】アログリプチン・ピオグリタゾン１５ｍｇ配合錠

リオレサール錠５ｍｇ 【般】バクロフェン錠５ｍｇ

リカルボン錠５０ｍｇ 【般】ミノドロン酸錠５０ｍｇ

リキスミア皮下注３００μｇ 【般】リキシセナチドキット３００μｇ

リクシアナＯＤ錠１５mg 【般】エドキサバントシル酸塩口腔内崩壊錠１５ｍｇ

リクシアナＯＤ錠３０mg 【般】エドキサバントシル酸塩口腔内崩壊錠３０ｍｇ

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ 【般】エドキサバントシル酸塩口腔内崩壊錠６０ｍｇ

リクシアナ錠３０ｍｇ 【般】エドキサバントシル酸塩錠３０ｍｇ

リクシアナ錠６０ｍｇ 【般】エドキサバントシル酸塩錠６０ｍｇ

リザベンカプセル１００ｍｇ 【般】トラニラストカプセル１００ｍｇ

リザベン点眼液0.5% ５ｍｌ 【般】トラニラスト点眼液０．５％５ｍｌ

リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠０．５ｍｇ

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠１ｍｇ

リスパダールＯＤ錠１mg 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠１ｍｇ

リスパダールＯＤ錠２ｍｇ 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠２ｍｇ

リスパダール錠１ｍｇ　 【般】リスペリドン錠１ｍｇ

リスパダール内用液(0.5mg)0.5ml 【般】リスペリドン経口液０．１％(0.5mg)0.5ml

リスパダール内用液1mg/mL 【般】リスペリドン経口液０．１％1mg/mL

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ　 【般】リスペリドン経口液０．１％

リスペリドン錠０．５ｍｇ「クニヒロ」 【般】リスペリドン錠０．５ｍｇ

リスペリドン錠１「オーハラ」 【般】リスペリドン錠１ｍｇ

リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」 【般】リスペリドン錠１ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

リスペリドン錠１ｍｇ「クニヒロ」 【般】リスペリドン錠１ｍｇ

リスペリドン内用液分包３ｍｇ「アメル」 【般】リスペリドン経口液０．１％３ｍＬ

リスミー錠１ｍｇ 【般】リルマザホン塩酸塩錠１ｍｇ

リスミー錠２ｍｇ 【般】リルマザホン塩酸塩錠２ｍｇ

リスミー錠２ｍｇ　 【般】リルマザホン塩酸塩錠２ｍｇ

リズミック錠１０ｍｇ 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ

リスモダンＲ錠１５０ｍｇ 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ

リタリン錠１０ｍｇ 【般】メチルフェニデート塩酸塩錠１０ｍｇ

リドカイン塩酸塩ゼリー２％ 【般】リドカイン塩酸塩ゼリー２％

リドメックスローション１０ｇ 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液０．３％１０ｇ

リドメックス軟膏５ｇ 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏０．３％５ｇ

リネゾリド錠６００ｍｇ 【般】リネゾリド錠６００ｍｇ

リパクレオンカプセル150mg 【般】パンクレリパーゼ腸溶カプセル１５０ｍｇ

リパクレオンカプセル１５０mg 【般】パンクレリパーゼ腸溶カプセル１５０ｍｇ

リパクレオン顆粒３００ｍｇ 【般】パンクレリパーゼ顆粒３００ｍｇ分包

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 【般】パンクレリパーゼ顆粒３００ｍｇ分包

リバロＯＤ錠１ｍｇ 【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠１ｍｇ

リバロＯＤ錠２ｍｇ 【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠２ｍｇ

リバロ錠１ｍｇ 【般】ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ

リバロ錠２ｍｇ 【般】ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ

リバロ錠２ｍｇ　 【般】ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ

リバロ錠４ｍｇ 【般】ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ

リピディル錠５３．３ｍｇ 【般】フェノフィブラート錠５３．３ｍｇ

リピディル錠80mg　 【般】フェノフィブラート錠８０ｍｇ

リピディル錠８０ｍｇ　 【般】フェノフィブラート錠８０ｍｇ

リピトール錠１０ｍｇ 【般】アトルバスタチン錠１０ｍｇ

リピトール錠５ｍｇ 【般】アトルバスタチン錠５ｍｇ

リファジンカプセル150mg 【般】リファンピシンカプセル１５０ｍｇ

リフキシマ錠２００ｍｇ 【般】リファキシミン錠２００ｍｇ

リフキシマ錠200mg 【般】リファキシミン錠２００ｍｇ

リフレックス錠１５ｍｇ 【般】ミルタザピン錠１５ｍｇ

リベルサス錠１４ｍｇ 【般】セマグルチド（遺伝子組換え）錠１４ｍｇ

リベルサス錠３ｍｇ 【般】セマグルチド（遺伝子組換え）錠３ｍｇ

リベルサス錠７ｍｇ 【般】セマグルチド（遺伝子組換え）錠７ｍｇ

リボスチン【点鼻液】0.025mg112噴霧用 【般】レボカバスチン塩酸塩点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用

リボスチン点眼液０．０２５％　 【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％０．２５ｍｇ／ｍＬ　５ｍＬ

リボトリール細粒０．１％ 【般】クロナゼパム細粒０．１％

リボトリール錠０．５ｍｇ 【般】クロナゼパム錠０．５ｍｇ

リボトリール錠１ｍｇ 【般】クロナゼパム錠１ｍｇ

リポバス錠１０ 【般】シンバスタチン錠１０ｍｇ

リポバス錠５ｍｇ 【般】シンバスタチン錠５ｍｇ

リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツルハラ」 【般】リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ

リマチル錠１００ｍｇ 【般】ブシラミン錠１００ｍｇ

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 【般】リマプロストアルファデクス錠５μｇ

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医工」 【般】リマプロストアルファデクス錠５μｇ

リムパーザ錠１００mg 【般】オラパリブ錠１００ｍｇ

リムパーザ錠１５０mg 【般】オラパリブ錠１５０ｍｇ

リリカＯＤ錠２５ｍｇ 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠２５ｍｇ

リリカカプセル【２５ｍｇ】 【般】プレガバリンカプセル２５ｍｇ

リリカカプセル７５ｍｇ 【般】プレガバリンカプセル７５ｍｇ

リリカカプセル７５ｍｇ　 【般】プレガバリンカプセル７５ｍｇ

リルテック錠５０ｍｇ 【般】リルゾール錠５０ｍｇ

リンゼス錠０．２５ｍｇ 【般】リナクロチド錠０．２５ｍｇ

リンゼス錠0.25mg 【般】リナクロチド錠０．２５mｇ

リンデロンＡ軟膏 ５ｇ 【般】ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・フラジオマイシン硫酸塩軟膏５ｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

リンデロン－ＤＰゾル１０ｇ 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルゾル０．０６４％　１０ｇ（備考：ブランド名「リンデロン-DP」または後発品）

リンデロン－ＶＧクリーム５ｇ 【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合クリーム５ｇ

リンデロン－ＶＧローション１０ｍｌ 【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液１０ｍｌ

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％　 【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏

リンデロン－ＶＧ軟膏５ｇ 【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏５ｇ

リンデロン－Ｖクリーム５ｇ 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム０．１２％　５ｇ

リンデロン－Ｖ軟膏５ｇ 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％５ｇ

リンデロン液(眼･耳･鼻)0.1% 5mL 【般】ベタメタゾンリン酸エステルＮａ点眼点耳点鼻液０．１％5mL

リンデロン坐剤【１ｍｇ】 【般】ベタメタゾン坐剤１．０ｍｇ

リンデロン坐剤０．５ｍｇ 【般】ベタメタゾン坐剤０．５ｍｇ

リンデロン錠０．５ｍｇ 【般】ベタメタゾン錠０．５ｍｇ

リンデロン点眼液０．０１％ 【般】ベタメタゾンリン酸エステルＮａ液０．０１％１ｍＬ　５ｍＬ

リンラキサー錠２５０ｍｇ 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ｍｇ

ル・エストロジェル０．０６％ 【般】エストラジオールゲル０．０６％

ルーラン錠４ｍｇ 【般】ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ

ルーラン錠８ｍｇ 【般】ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ

ルコナック爪外用液５％ 4mL 【般】ルリコナゾール液５％１ｇ　４ｍＬ

ルジオミール錠【２５ｍｇ】 【般】マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ

ルジオミール錠１０ｍｇ 【般】マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ

ルジオミール錠１０ｍｇ　 【般】マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ

ルジオミール錠２５ｍｇ　 【般】マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ

ルセフィ錠２．５ｍｇ 【般】ルセオグリフロジン水和物錠２，５ｍｇ

ルセフィ錠５ｍｇ 【般】ルセオグリフロジン水和物錠５ｍｇ

ルナベル配合錠ＬＤ　 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール０．０３５配合錠

ルナベル配合錠ＵＬＤ 【般】ノルエチステロン1mg・エチニルエストラジオール）0.02mg錠

ルネスタ錠１ｍｇ 【般】エスゾピクロン錠１ｍｇ

ルネスタ錠１mg 【般】エスゾピクロン錠１ｍｇ

ルネスタ錠２ｍｇ 【般】エスゾピクロン錠２ｍｇ

ルネスタ錠３ｍｇ 【般】エスゾピクロン錠３ｍｇ

ルパフィン錠10mg 【般】ルパタジンフマル酸塩錠１０ｍｇ

ルミガン点眼液0.03% 2.5mL 【般】ビマトプロスト点眼液０．０３％ 2.5mL

ルミセフ皮下注２１０ｍｇｼﾘﾝｼﾞ 【般】ブロダルマブ（遺伝子組換え）キット２１０ｍｇシリンジ

ルムジェブ注１００単位／ｍＬ 【般】インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）注射液（ルムジェブ注１００単位／ｍL）

ルムジェブ注ミリオペン 【般】インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）キット（ルムジェブ注３００単位ミリオペン）

ルリコンクリーム１％１０ｇ 【般】ルリコナゾールクリーム１％１０ｇ

ルリコン液１％１０ｍｌ 【般】ルリコナゾール液１％１０ｍｌ

ルリコン軟膏１％ １０ｇ 【般】ルリコナゾール軟膏１％１ｇ　１０ｇ

ルリッド錠１５０ｍｇ 【般】ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ

レキサルティ錠１mg 【般】ブレクスピプラゾール錠１ｍｇ

レキサルティ錠１ｍｇ 【般】ブレクスピプラゾール錠１ｍｇ

レキソタン細粒１％ 【般】ブロマゼパム細粒１％

レキソタン錠【５ｍｇ】 【般】ブロマゼパム錠５ｍｇ

レキソタン錠１ 【般】ブロマゼパム錠１ｍｇ

レキソタン錠２　 【般】ブロマゼパム錠２ｍｇ

レキソタン錠２ｍｇ 【般】ブロマゼパム錠２ｍｇ

レキソタン錠５　 【般】ブロマゼパム錠５ｍｇ

レキップＣＲ錠２ｍｇ 【般】ロピニロール塩酸塩徐放錠２ｍｇ

レキップＣＲ錠８ｍｇ 【般】ロピニロール塩酸塩徐放錠８ｍｇ

レクサプロ錠１０ｍｇ 【般】エスシタロプラムシュウ酸塩錠１０ｍｇ

レクサプロ錠１０ｍｇ　 【般】エスシタロプラムシュウ酸塩錠１０ｍｇ

レクタブル2mg注腸フォーム(14回) 【般】ブデソニド注腸剤４８ｍｇ３０．８ｇ

レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回　 【般】ブデソニド注腸剤４８ｍｇ３０．８ｇ

レクチゾール錠２５ｍｇ 【般】ジアフェニルスルホン錠２５ｍｇ

レグテクト錠３３３ｍｇ 【般】アカンプロサートカルシウム腸溶錠３３３ｍｇ

レグテクト錠３３３mg 【般】アカンプロサートカルシウム腸溶錠３３３ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

レグナイト錠３００ｍｇ 【般】ガバペンチン　エナカルビル徐放錠３００ｍｇ

レザルタス配合錠ＨＤ 【般】オルメサルタン２０ｍｇ・アゼルニジピン１６ｍｇ配合錠

レザルタス配合錠ＨＤ　 【般】オルメサルタン20mg・アゼルニジピン16mg配合錠

レザルタス配合錠ＬＤ 【般】オルメサルタン１０ｍｇ・アゼルニジピン８ｍｇ配合剤錠

レスキュラ点眼液０.１２％５ｍｌ 【般】イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％　５ｍL

レスタミンｺｰﾜクリーム1% 【般】ジフェンヒドラミンクリーム１％

レスタミンコーワクリーム１％　 【般】ジフェンヒドラミンクリーム１％

レスタミン錠１０ｍｇ 【般】ジフェンヒドラミン塩酸塩錠１０ｍｇ

レスプレン錠２０mg 【般】エプラジノン塩酸塩錠２０ｍｇ

レスミット錠５ｍｇ 【般】メダゼパム錠５ｍｇ

レスリン錠２５ｍｇ 【般】トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ

レスリン錠５０ 【般】トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ

レトロゾール錠２．５ｍｇ「トーワ」 【般】レトロゾール錠２．５ｍｇ

レトロビルカプセル１００ｍｇ 【般】ジドブジンカプセル１００ｍｇ

レナデックス錠４ｍｇ 【般】デキサメタゾン錠４ｍｇ

レニベース錠１０ 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ

レニベース錠２．５ 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ

レニベース錠５　 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ

レニベース錠５ｍｇ 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン 【般】エボロクマブ（遺伝子組換え）キットペン１４０ｍｇ

レバミピド錠１００ｍｇ 【般】レバミピド錠１００ｍｇ

レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 【般】レバミピド錠１００ｍｇ

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 【般】レバミピド錠１００ｍｇ

レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 【般】レバミピド錠１００ｍｇ

レビトラ錠20mg 【般】バルデナフィル塩酸塩水和物

レブラミドカプセル５ｍｇ 【般】レナリドミドカプセル５ｍｇ

レペタン坐剤０．２ｍｇ 【般】ブプレノルフィン塩酸塩坐剤０．２ｍｇ

レベトールカプセル２００ｍｇ 【般】リバビリンカプセル２００ｍｇ

レベミル注【イノレット】(300単位） 【般】インスリン　デテミル（遺伝子組換え）キット（レベミル注３００単位イノレット）

レベミル注フレックスペン(300単位) 【般】インスリン　デテミル（遺伝子組換え）キット３００単位（レベミル注フレックスペン)

レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「わかもと」 【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％１ｍＬ　５ｍＬ

レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ０．５％「日本臓器」 【般】レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ０．５％

レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 【般】レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ

レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「フェルゼン」 【般】レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ

レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」 【般】レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ

レボトミン錠２５ｍｇ 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠２５ｍｇ

レボフロキサシンＯＤ錠５００ｍｇ「トーワ」 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠５００ｍｇ

レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「イセイ」 【般】レボフロキサシン錠２５０ｍｇ

レボフロキサシン錠５００ｍｇ 【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ

レミカットカプセル１ｍｇ 【般】エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル１ｍｇ

レミッチカプセル2.5μｇ 【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５μｇ

レミニールＯＤ錠１２ｍｇ 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠１２ｍｇ

レミニールＯＤ錠４ｍｇ 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠４ｍｇ

レミニールＯＤ錠８ｍｇ 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠８ｍｇ

レミニール錠８ｍｇ 【般】ガランタミン錠８ｍｇ

レメロン錠１５ｍｇ 【般】ミルタザピン錠１５ｍｇ

レメロン錠１５ｍｇ　 【般】ミルタザピン錠１５ｍｇ

レメロン錠３０ｍｇ 【般】ミルタザピン錠３０ｍｇ

レルパックス錠２０ｍｇ 【般】エレトリプタン臭化水素酸塩錠２０ｍｇ

レルベア１００エリプタ３０吸入用 【般】ビランテロール・フルチカゾン１００μg配合吸入剤（３０吸入用エリプタ）

レルベア200エリプタ30吸入用 【般】ビランテロール40μｇ・フルチカゾン200μｇ吸入剤３０配合吸入用

レルミナ錠４０ｍｇ 【般】レルゴリクス錠４０ｍｇ

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ　 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ

レンドルミン錠０．２５ｍｇ 【般】ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ

ロイケリン散 【般】メルカプトプリン水和物散１０％

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ローコール錠３０ｍｇ 【般】フルバスタチン錠３０ｍｇ（備考：ブランド名「ローコール」または後発品）

ロカルトロールカプセル０．２５μｇ 【般】カルシトリオールカプセル０．２５μｇ

ロキソニンゲル１％ 【般】ロキソプロフェンＮａゲル１％

ロキソニンテープ ５０ｍｇ（７枚） 【般】ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ（７×１０ｃｍ非温感）

ロキソニンテープ【１００ｍｇ】(7枚） 【般】ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温）

ロキソニンテープ１００ｍｇ　 【般】ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温）

ロキソニンパップ１００ｍｇ　 【般】ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温）

ロキソニン錠６０ｍｇ　 【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ

ロキソプロフェンNaﾃｰﾌﾟ100mg「ﾕｰﾄｸ」(7枚) 【般】ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温）

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「杏林」 【般】ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温）

ロキソプロフェンNaﾃｰﾌﾟ50mg「ﾕｰﾄｸ」(7枚) 【般】ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ（７×１０ｃｍ非温感）

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ 【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」 【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ

ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「日医工」 【般】ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温）

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ

ロコアテープ(7枚入り) 【般】エスフルルビプロフェン・ハッカ油貼付剤１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚　７枚

ロコイドクリーム５ｇ 【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム０．１％５ｇ

ロコイド軟膏０．１％ 【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏０．１％

ロコイド軟膏５ｇ 【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏０．１％５ｇ

ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「オーハラ」 【般】ロサルタンＫ錠２５ｍｇ

ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「明治」 【般】ロサルタンＫ錠２５ｍｇ

ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サンド」 【般】ロサルタンＫ錠５０ｍｇ

ロスーゼット配合錠ＨＤ 【般】エゼチミブ１０ｍｇ・ロスバスタチン５ｍｇ配合錠

ロスーゼット配合錠ＬＤ 【般】エゼチミブ１０ｍｇ・ロスバスタチン２．５ｍｇ配合錠

ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ

ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 【般】ロスバスタチン錠２．５ｍｇ

ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 【般】ロスバスタチン錠２．５ｍｇ

ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「杏林」 【般】ロスバスタチン錠２．５ｍｇ

ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 【般】ロスバスタチン錠５ｍｇ

ロスバスタチン錠５ｍｇ「ファイザー」 【般】ロスバスタチン錠５ｍｇ

ロスバスタチン錠５ｍｇ「杏林」 【般】ロスバスタチン錠５ｍｇ

ロゼックスゲル０．７５％ 【般】メトロニダゾールゲル０．７５％

ロゼックスゲル0.75%　(50g) 【般】メトロニダゾールゲル０．７５％（５０ｇ）

ロゼレム錠８ｍｇ 【般】ラメルテオン錠８ｍｇ

ロゼレム錠８ｍｇ　 【般】ラメルテオン錠８ｍｇ

ロタテック内用液 【般】５価経口弱毒生ロタウイルスワクチン内用液

ロタリックス内用液 【般】経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン内用液

ロドピン錠２５ｍｇ 【般】ゾテピン錠２５ｍｇ

ロドピン錠２５ｍｇ　 【般】ゾテピン錠２５ｍｇ

ロトリガ粒状カプセル２ｇ 【般】オメガ－３脂肪酸エチルカプセル２ｇ

ロトリガ粒状カプセル２g 【般】オメガ－３脂肪酸エチルカプセル２ｇ

ロナセンテープ２０mg 【般】ブロナンセリン貼付剤２０ｍｇ

ロナセン錠２ｍｇ 【般】ブロナンセリン錠２ｍｇ

ロナセン錠４ｍｇ 【般】ブロナンセリン錠４ｍｇ

ロナセン錠４ｍｇ　 【般】ブロナンセリン錠４ｍｇ

ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ 【般】ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ（備考：ブランド名「メイラックス」または後発品）

ロプレソールＳＲ錠１２０ｍｇ 【般】メトプロロール酒石酸塩徐放錠１２０ｍｇ

ロプレソール錠４０ｍｇ 【般】メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ

ロペミンカプセル１ｍｇ 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ

ロペミンカプセル１ｍｇ　 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ

ロメフロン【耳科用液】0.3% 5mL 【般】塩酸ロメフロキサシン点耳液０．３％　５ｍL

ロラゼパム錠０．５ｍｇ 【般】ロラゼパム錠０．５ｍｇ（備考：ブランド名「ワイパックス」または後発品）

ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 【般】ロラゼパム錠０．５ｍｇ（備考：ブランド名「ワイパックス」または後発品）

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 【般】ロラタジン錠１０ｍｇ

ロルカム錠４ｍｇ 【般】ロルノキシカム錠４ｍｇ

ロレルコ錠２５０ｍｇ 【般】プロブコール錠２５０ｍｇ

ロンゲス錠２０ｍｇ 【般】リシノプリル錠２０ｍｇ

ロンサーフ配合錠T　【20】 【般】トリフルリジン２０ｍｇ・チピラシル塩酸塩９．４２ｍｇ配合錠

ロンサーフ配合錠T　15 【般】トリフルリジン１５ｍｇ・チピラシル塩酸塩７．０６５ｍｇ配合錠

ワーファリン錠１ｍｇ 【般】ワルファリンカリウム錠１ｍｇ

ワイパックス錠０．５　 【般】ロラゼパム錠０．５ｍｇ（備考：ブランド名「ワイパックス」または後発品）

ワイパックス錠０．５ｍｇ 【般】ロラゼパム錠０．５ｍｇ（備考：ブランド名「ワイパックス」または後発品）

ワイパックス錠１．０ 【般】ロラゼパム錠１ｍｇ（備考：ブランド名「ワイパックス」または後発品）

ワソラン錠４０ｍｇ 【般】ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ

ワンアルファ錠０．５μｇ 【般】アルファカルシドール錠０．５μｇ

ワントラム錠１００mg 【般】トラマドール塩酸塩徐放錠１００ｍｇ

亜鉛華（１０％）単軟膏 50g 【般】亜鉛華単軟膏１０％

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ 【般】一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ（備考：ブランド名「アイトロール」または後発品）

塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ 【般】塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ

塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 【般】塩化ナトリウム

塩酸チアミン散１％ 【般】チアミン塩化物塩酸塩散０．１％

塩酸バンコマイシン散０．５ｇ 【般】バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ

塩酸ベニジピン錠４「ＮＰ」 【般】ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ

温経湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】温経湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

加味帰脾湯エキス顆粒2.5g(ﾂﾑﾗ） 【般】加味帰脾湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

加味逍遙散エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】加味逍遙散エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

葛根湯エキス細粒２．５ｇ(ｺﾀﾛｳ) 【般】葛根湯エキス細粒（コタロー２．５ｇ）

含嗽用ハチアズレ顆粒　 【般】アズレンスルホン酸Ｎａ・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤

眼・耳科用リンデロンＡ軟膏　 【般】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩軟膏５ｇ

逆性石ケン液0.025% 【250mL】 【般】ベンザルコニウム塩化物液０．０２５％　２５０ｍＬ

逆性石ケン液0.025% 60mL 【般】ベンザルコニウム塩化物液０．０２５％60mL

吸水クリーム 【般】吸水クリーム

牛車腎気丸エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】牛車腎気丸エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

去痰アンブロキソール塩酸塩錠15mg 【般】アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ

強力ポステリザン軟膏２ｇ 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏２ｇ

強力レスタミンコーチゾン軟膏１０ｇ 【般】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤軟膏１０ｇ

局麻ストロカイン錠５ｍｇ 【般】オキセサゼイン錠５ｍｇ

駆虫ストロメクトール錠３ｍｇ 【般】イベルメクチン錠３ｍｇ

桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 ２．５ｇ 【般】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

桂枝茯苓丸エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】桂枝茯苓丸エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

経口用トロンビン細粒１万単位 １ｇ 【般】トロンビン細粒１０，０００単位

五苓散エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】五苓散エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

呉茱萸湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】呉茱萸湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

抗ﾋｽ　クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ

抗癌剤エストラサイトカプセル156.7mg 【般】エストラムスチンリン酸エステルＮａカプセル１５６．７ｍｇ

抗菌エリスロシン錠１００ｍｇ 【般】エリスロマイシンステアリン酸塩錠１００ｍｇ

抗菌クラリシッド錠２００ｍｇ 【般】クラリスロマイシン錠２００ｍｇ

抗菌サワシリンカプセル２５０ｍｇ 【般】アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ

抗不安エリスパン錠０．２５ｍｇ 【般】フルジアゼパム錠０．２５ｍｇ

抗不整脈アスペノンカプセル20 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ

抗鬱アンプリット錠１０ｍｇ 【般】ロフェプラミン塩酸塩錠１０ｍｇ

抗鬱剤アモキサンカプセル２５ｍｇ 【般】アモキサピンカプセル２５ｍｇ

降圧剤インデラル錠１０mg 【般】プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ

降圧剤コディオ配合錠ＥＸ 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド１２．５ｍｇ配合錠

高脂血症クレストール錠２.５ｍｇ 【般】ロスバスタチンＣａ錠２．５ｍｇ

骨粗鬆症アクトネル錠２．５ｍｇ 【般】リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

産婦人科用イソジンクリーム5% 250g 【般】ポビドンヨードクリーム５％　２５０ｇ

酸化マグネシウム 【般】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム〈ハチ〉 【般】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム細粒83%（0.6g/包） 【般】酸化マグネシウム細粒８３％（0.6g/包）

酸化マグネシウム細粒８３％「ケンエー」 【般】酸化マグネシウム細粒８３％

酸化マグネシウム錠250mg 【般】酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」　 【般】酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「モチダ」 【般】酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」　 【般】酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ

酸化マグネシウム錠４００ｍｇ「ヨシダ」 【般】酸化マグネシウム錠４００ｍｇ

酸棗仁湯エキス顆粒 ２．５ｇ 【般】酸棗仁湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

柴朴湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】柴朴湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

柴苓湯エキス顆粒３ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】柴苓湯エキス顆粒（ツムラ３ｇ）

十全大補湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】十全大補湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

十味敗毒湯エキス細粒２ｇ(ｺﾀﾛｳ) 【般】十味敗毒湯エキス細粒（コタロー２ｇ）

循環改善アンプラーグ錠１００ｍｇ 【般】サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ

潤腸湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】潤腸湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ)

小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液２５μｇ５６噴霧用

小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ 【般】アンブロキソール塩酸塩ドライシロップ１．５％

小児用ムコソルバンシロップ０．３％ 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ０．３％

小柴胡湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】小柴胡湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

小青竜湯エキス細粒２．５ｇ(ｺﾀﾛｳ) 【般】小青竜湯エキス細粒（コタロー２．５ｇ）

消化剤エクセラーゼ配合錠 【般】サナクターゼ５０ｍｇ等消化酵素配合錠

消毒用エタノール 【般】消毒用エタノール

消毒用エタライト液． 【般】消毒用エタノール

硝酸銀 【般】硝酸銀

新レシカルボン坐剤 【般】炭酸水素Ｎａ・無水リン酸二水素Ｎａ坐剤

親水クリーム 【般】親水クリーム

人工涙液マイティア点眼液 5mL 【般】塩化Ｎａ・塩化カリウム・乾燥炭酸Ｎａ・リン酸水素Ｎａ・ホウ酸配合点眼液（5mL）

人参養栄湯エキス顆粒３ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】人参養栄湯エキス顆粒（ツムラ３ｇ）

水溶性プレドニン【２０ｍｇ】（注腸用） 【般】注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム２０ｍｇ

水溶性プレドニン１０ｍｇ（注腸用） 【般】注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム１０ｍｇ

整腸トランコロン錠７．５ｍｇ 【般】メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ

整腸剤フェロベリン配合錠 【般】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス錠

生食500ｍL（細口開栓） 【般】生理食塩液（５００ｍL細口開栓）

生食注２０ｍＬ 【般】生理食塩液20mL

造影剤ガストログラフィン１００ｍｌ 【般】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン液１００ｍＬ

大建中湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】大建中湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

大柴胡湯エキス細粒２ｇ(ｶﾈﾎﾞｳ) 【般】大柴胡湯エキス細粒３ｇ(ｶﾈﾎﾞｳ)

大柴胡湯エキス顆粒２.５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】大柴胡湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

単シロップ 【般】単シロップ

炭酸リチウム錠１００ 【般】炭酸リチウム錠１００ｍｇ

炭酸リチウム錠１００「ヨシトミ」 【般】炭酸リチウム錠１００ｍｇ

炭酸リチウム錠１００ｍｇ「アメル」 【般】炭酸リチウム錠１００ｍｇ

炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 【般】炭酸リチウム錠２００ｍｇ

炭酸リチウム錠２００ｍｇ 【般】炭酸リチウム錠２００ｍｇ

炭酸リチウム錠２００ｍｇ「アメル」 【般】炭酸リチウム錠２００ｍｇ

炭酸水素ナトリウム(外用) 【般】炭酸水素ナトリウム

炭酸水素ナトリウム【内服】 【般】炭酸水素ナトリウム

炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ファイザー」 【般】炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ

猪苓湯合四物湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】猪苓湯合四物湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

沈降炭酸カルシウム 【般】沈降炭酸カルシウム

鎮咳アスベリン錠１０ｍｇ 【般】チペピジンヒベンズ酸塩錠１０ｍｇ

鎮咳コデインリン酸塩散(10mg/包) 【般】コデインリン酸塩水和物散１％

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。



採用品目 一般名

鎮咳コデインリン酸塩散1% 【般】コデインリン酸塩散１％

鎮痛インフリーＳカプセル２００ｍｇ 【般】インドメタシン　ファルネシルカプセル２００ｍｇ

潰瘍剤アプレース錠１００ｍｇ 【般】トロキシピド錠１００ｍｇ

潰瘍剤アルタットカプセル７５ｍｇ 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル７５ｍｇ

潰瘍剤ガストローム顆粒66.7% １.５ｇ 【般】エカベトＮａ顆粒６６．７％１.５ｇ

鉄剤フェロ･グラデュメット錠105mg 【般】乾燥硫酸鉄徐放錠１０５ｍｇ

点眼・点鼻用リンデロンＡ【液】５ｍｌ 【般】ベタメタゾン・フラジオマイシン配合点眼点鼻液　５ｍL

当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒2.5g（ﾂﾑﾗ） 【般】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

当帰芍薬散エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】当帰芍薬散エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

乳酸カルシウム 【般】乳酸カルシウム

乳糖 【般】乳糖

白色ワセリン 【般】白色ワセリン

白色ワセリン　 【般】白色ワセリン

白色ワセリン 50g 【般】白色ワセリン

麦門冬湯エキス顆粒３ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】麦門冬湯エキス顆粒（ツムラ３ｇ）

八味地黄丸エキス顆粒２.５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】八味地黄丸エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

半夏厚朴湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】半夏厚朴湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

普通点鼻 １０ｍｌ 【般】普通点鼻 １０ｍｌ

複方ヨード・グリセリン 【般】複方ヨード・グリセリン５００ｍＬ

補中益気湯エキス顆粒２.５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】補中益気湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

麻黄附子細辛湯エキスカプセル 【般】麻黄附子細辛湯エキスカプセル

木防已湯エキス顆粒２.５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】木防已湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

抑肝散エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】抑肝散エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

卵胞エストリール錠１ｍｇ 【般】エストリオール錠１ｍｇ

利尿(３０mg)ダイアート錠 【般】アゾセミド錠３０ｍｇ

利尿ダイアート錠６０ｍｇ 【般】アゾセミド錠６０ｍｇ

利尿トラセミドＯＤ錠４ｍｇ 【般】トラセミド口腔内崩壊錠４ｍｇ

利尿剤アルダクトンＡ錠２５ｍｇ 【般】スピロノラクトン錠２５ｍｇ

六君子湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】六君子湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液 【般】ベンチロミド液５００ｍｇ

芍薬甘草湯エキス顆粒２．５ｇ(ﾂﾑﾗ) 【般】芍薬甘草湯エキス顆粒（ツムラ２．５ｇ）

 2022/06/14 （注）システムの都合上、内容が重複している箇所があります。


