
医薬品名 成分名 販売会社

「エビス」カンフル精 ｄｌ－カンフル エビス薬品、日興製薬

「エビス」クリゲン液 クロルヘキシジングルコン酸塩 エビス製薬、兼一薬品工業

「山善」第二リン灰 リン酸水素カルシウム水和物 山善製薬

「純生」ｄｌ－カンフル ｄｌ－カンフル 純生薬品工業、小堺製薬、日興製薬販売

「純生」アスピリン アスピリン 純生薬品工業、小堺製薬、日興製薬販売

「純生」ノスカピン ノスカピン 純生薬品工業、小堺製薬

「純生」ミョウバン 硫酸アルミニウムカリウム水和物 純生薬品工業、小堺製薬、日興製薬販売

「純生」無水カフェイン 無水カフェイン 純生薬品工業、小堺製薬、日興製薬販売

〔東洋〕よく苡仁湯エキス細粒 よく苡仁湯 東洋薬行

〔東洋〕安中散料エキス細粒 安中散 東洋薬行

〔東洋〕黄連解毒湯エキス細粒 黄連解毒湯 東洋薬行

〔東洋〕黄連湯エキス細粒 黄連湯 東洋薬行

〔東洋〕黄耆建中湯エキス細粒 黄耆建中湯 東洋薬行

〔東洋〕温清飲エキス細粒 温清飲 東洋薬行

〔東洋〕加味帰脾湯エキス細粒 加味帰脾湯 東洋薬行

〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒 加味逍遙散 東洋薬行

〔東洋〕葛根湯エキス細粒 葛根湯 東洋薬行

〔東洋〕葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 葛根湯加川きゅう辛夷 東洋薬行

〔東洋〕啓脾湯エキス細粒 啓脾湯 東洋薬行

〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 桂枝加黄耆湯 東洋薬行

〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒 桂枝加葛根湯 東洋薬行

〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒 桂枝加厚朴杏仁湯 東洋薬行

〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス細粒 桂枝加芍薬湯 東洋薬行

〔東洋〕桂枝茯苓丸料エキス細粒 桂枝茯苓丸 東洋薬行

〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒 桂麻各半湯 東洋薬行

〔東洋〕五淋散エキス細粒 五淋散 東洋薬行

〔東洋〕五苓散料エキス細粒 五苓散 東洋薬行

〔東洋〕四君子湯エキス細粒 四君子湯 東洋薬行

〔東洋〕七物降下湯エキス細粒 七物降下湯 東洋薬行

〔東洋〕十全大補湯エキス細粒 十全大補湯 東洋薬行

〔東洋〕十味敗毒湯エキス細粒 十味敗毒湯 東洋薬行

〔東洋〕小柴胡湯エキス細粒 小柴胡湯 東洋薬行

〔東洋〕神秘湯エキス細粒 神秘湯 東洋薬行

〔東洋〕人参湯エキス細粒 人参湯 東洋薬行

〔東洋〕清心連子飲エキス細粒 清心蓮子飲 東洋薬行

〔東洋〕大柴胡湯エキス細粒 大柴胡湯 東洋薬行

〔東洋〕猪苓湯エキス細粒 猪苓湯 東洋薬行

〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒 当帰芍薬散 東洋薬行

〔東洋〕二陳湯エキス細粒 二陳湯 東洋薬行

〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒 半夏厚朴湯 東洋薬行

〔東洋〕半夏瀉心湯エキス細粒 半夏瀉心湯 東洋薬行

〔東洋〕補中益気湯エキス細粒 補中益気湯 東洋薬行

〔東洋〕防風通聖散料エキス細粒 防風通聖散 東洋薬行

〔東洋〕龍胆瀉肝湯エキス細粒 竜胆瀉肝湯 東洋薬行

〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒 苓桂朮甘湯 東洋薬行

〔東洋〕六君子湯エキス細粒 六君子湯 東洋薬行

〔東洋〕六味地黄丸料エキス細粒 六味地黄丸 東洋薬行

〔東洋〕芍薬甘草湯エキス細粒 芍薬甘草湯 東洋薬行

０．０２％グルコジンＷ水 クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロファーマ、ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

０．０２％ヘキザック水Ｗ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 ベンザルコニウム塩化物 丸石製薬、日興製薬

０．０２Ｗ／Ｖ％マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬、日興製薬

０．０５％グルコジンＲ水 クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロファーマ、ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

０．０５％グルコジンＷ水 クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロファーマ、ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

０．０５％ヘキザック水Ｒ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

０．０５％ヘキザック水Ｗ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

０．０５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 ベンザルコニウム塩化物 丸石製薬、日興製薬

０．０５Ｗ／Ｖ％ハイジール水 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩丸石製薬、日興製薬

０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬、日興製薬

０．１％アクリノール液「ヤクハン」 アクリノール水和物 ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

０．１％グルコジンＲ水 クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロファーマ、ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

０．１％グルコジンＷ水 クロルヘキシジングルコン酸塩 Ｃｅｎｔｏｃｏｒ、ニプロファーマ、ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

０．１％ヘキザック水Ｒ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

０．１％ヘキザック水Ｗ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

０．１Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 ベンザルコニウム塩化物 丸石製薬、日興製薬

０．１Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水Ｅ ベンザルコニウム塩化物 丸石製薬、日興製薬

０．１Ｗ／Ｖ％ハイジール水 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩丸石製薬、日興製薬

０．１Ｗ／Ｖ％マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬、日興製薬

０．２Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 ベンザルコニウム塩化物 丸石製薬、日興製薬

０．２Ｗ／Ｖ％ハイジール水 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩丸石製薬、日興製薬

０．５％グルコジンＲ水 クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロファーマ、ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

０．５％グルコジンＷ水 クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロファーマ、ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

０．５％グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール液「東海」クロルヘキシジングルコン酸塩 東海製薬

０．５％ヘキザックアルコール液 クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

０．５％ヘキザックアルコール液Ｎ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

０．５％ヘキザック水Ｒ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

０．５％ヘキザック水Ｗ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

０．５％ラポテックアルコール（Ｗ）液 クロルヘキシジングルコン酸塩 ファイザー、マイラン製薬、日興製薬、日興製薬販売

０．５％ラポテックアルコール液 クロルヘキシジングルコン酸塩 ファイザー、マイラン製薬、兼一薬品工業、日興製薬、日興製薬販売

０．５Ｗ／Ｖ％ハイジール水 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩丸石製薬、日興製薬

０．５Ｗ／Ｖ％マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬、日興製薬

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸、白色ワセリン ヤクハン製薬、吉田製薬、東豊薬品、日医工

２％グルタルアルデヒド－兼一 グルタラール 兼一薬品工業

２％ステリキット グルタラール 山善製薬

２０％グルタルアルデヒド－兼一 グルタラール 兼一薬品工業

２０％ステリキット グルタラール 山善製薬

２０Ｗ／Ｖ％マスキン液 クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬

２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 フルスルチアミン塩酸塩 武田テバ薬品、武田薬品工業



５％グルクロ液 クロルヘキシジングルコン酸塩 三恵薬品

５％グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」 クロルヘキシジングルコン酸塩 東海製薬

５％グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」 クロルヘキシジングルコン酸塩 日医工

５％クロルヘキシジン液「ヤマゼン」 クロルヘキシジングルコン酸塩 山善製薬

５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸、白色ワセリン ヤクハン製薬、吉田製薬、東豊薬品、日医工

５％ヒビテン液 クロルヘキシジングルコン酸塩 ジーシー、住友製薬、大日本住友製薬

５％フェルマジン液 クロルヘキシジングルコン酸塩 シオエ製薬、日本新薬

５％ヘキザック液 クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

５０％イソプロパノールワコー イソプロパノール ワコーケミカル、和光純薬工業

５０％イソプロピルアルコール イソプロパノール 丸石製薬

５０％イソプロ消アル「ヤマゼン」 イソプロパノール 山善製薬

５０％塩化ベンザルコニウム液「ヤクハン」 ベンザルコニウム塩化物 ヤクハン製薬、日医工

５０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 イソプロパノール ファイザー、マイラン製薬、日興製薬、日興製薬販売

５０％消毒用イソプロパノール「三恵」 イソプロパノール 三恵薬品

５０％消毒用イソプロパノール「東海」 イソプロパノール 東海製薬

５０ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 フルスルチアミン塩酸塩 武田テバ薬品、武田薬品工業

５０Ｖ／Ｖ％東豊消毒アルコール イソプロパノール 東豊薬品

５０ｖｏｌ％消毒用イソプロ「コザカイ」 イソプロパノール 小堺製薬

５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 フルスルチアミン 武田テバ薬品、武田薬品工業

７０％イソプロパノール「東海」 イソプロパノール 東海製薬

７０％イソプロパノールワコー イソプロパノール ワコーケミカル、和光純薬工業

７０％イソプロピルアルコール イソプロパノール 丸石製薬

７０％イソプロ液「ヤクハン」 イソプロパノール ヤクハン製薬、岩城製薬、日医工

７０％イソプロ消アル「ヤマゼン」 イソプロパノール 山善製薬

７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 イソプロパノール ファイザー、マイラン製薬、中北薬品、日興製薬、日興製薬販売

７０Ｖ／Ｖ％東豊消毒アルコール イソプロパノール サラヤ、東豊薬品

ＡＬクレミール ベンザルコニウム塩化物 サンケミファ

ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「ＡＦＰ」 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物アルフレッサ　ファーマ

ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「ＮＰ」 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物ニプロ、ニプロファーマ

ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「第一三共」 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物第一三共

ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物日医工

ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、炭酸水素ナトリウムニプロ、ニプロファーマ

ＡＺ点眼液０．０２％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ゼリア新薬工業

Ｃ－チステンシロップ５％ Ｌ－カルボシステイン 鶴原製薬

Ｃ－チステン細粒５０％ Ｌ－カルボシステイン 鶴原製薬、日医工

Ｃ－チステン錠２５０ｍｇ Ｌ－カルボシステイン 鶴原製薬、日医工、日本ジェネリック

Ｃ－チステン錠５００ｍｇ Ｌ－カルボシステイン 鶴原製薬

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０２％点眼液Ｔ デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム日東メディック

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０５％点眼液Ｔ デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム日東メディック

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％眼軟膏Ｔ デキサメタゾン 日東メディック

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％点眼液Ｔ デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム日東メディック

ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散１０％「マルイシ」ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩 丸石製薬

ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散１０％「三恵」ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩 三恵薬品

ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン散１０％「メタル」ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩 吉田製薬、中北薬品、日興製薬販売

ｄ－カンフル「コザカイ・Ｍ」 ｄ－カンフル 小堺製薬

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ０．０４％「ツルハラ」ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 鶴原製薬

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ０．０４％「トーワ」ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 東和薬品

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６ｍｇ「武田テバ」ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 武田テバファーマ、武田薬品工業

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２ｍｇ「武田テバ」ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 武田テバファーマ、武田薬品工業

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ ポリエンホスファチジルコリン アルフレッサ　ファーマ

ＥＳポリタミン配合顆粒 Ｌ－アルギニン塩酸塩、Ｌ－イソロイシン、Ｌ－トリプトファン、Ｌ－トレオニン、Ｌ－バリン、Ｌ－ヒスチジン塩酸塩水和物、Ｌ－フェニルアラニン、Ｌ－メチオニン、Ｌ－リシン塩酸塩、Ｌ－ロイシン、グリシンＥＡファーマ、日本製薬、武田薬品工業、味の素製薬

ＦＡＤシロップ０．３％「ツルハラ」 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム鶴原製薬

ＦＡＤ錠「１５」タツミ フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム辰巳化学、日医工

ＦＡＤ錠１０ｍｇ「ツルハラ」 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム鶴原製薬

ＦＡＤ錠５ｍｇ「ツルハラ」 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム鶴原製薬

ＦＡＤ腸溶錠１０ｍｇ「わかもと」 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムわかもと製薬

ＦＡＤ腸溶錠１５ｍｇ「わかもと」 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムわかもと製薬

ＦＡＤ腸溶錠５ｍｇ「わかもと」 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムわかもと製薬

ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテン」 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム参天製薬

ＦＡＤ点眼液０．０５％「日東」 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム日東メディック

ＦＫ配合散 ウイキョウ末、オウレン末、カンゾウ末、ケイヒ末、サンショウ末、ジアスターゼ、ショウキョウ末、チョウジ末、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム扶桑薬品工業

Ｆバニッシュ歯科用５％ フッ化ナトリウム ビーブランド・メディコ・デンタル、東洋製薬化成

ＧＳプラスターＣ「ユートク」 ｌ－メントール、サリチル酸グリコール久光製薬、祐徳薬品工業

ＨＭ散 ウイキョウ末、オウレン末、カンゾウ末、ケイヒ末、サンショウ末、ジアスターゼ、ショウキョウ末、チョウジ末、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウムメルク・ホエイ、メルク製薬、小西製薬

ＪＰＳ安中散料エキス顆粒〔調剤用〕 安中散 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ越婢加朮湯エキス顆粒〔調剤用〕 越婢加朮湯 ジェーピーエス製薬、大杉製薬

ＪＰＳ黄連解毒湯エキス顆粒〔調剤用〕 黄連解毒湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ乙字湯エキス顆粒〔調剤用〕 乙字湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ加味逍遙散料エキス顆粒〔調剤用〕 加味逍遙散 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ葛根湯エキス顆粒〔調剤用〕 葛根湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒〔調剤用〕葛根湯加川きゅう辛夷 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ桂枝加朮附湯エキス顆粒〔調剤用〕 桂枝加朮附湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ桂枝湯エキス顆粒〔調剤用〕 桂枝湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ桂枝茯苓丸料エキス顆粒〔調剤用〕 桂枝茯苓丸 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ五苓散料エキス顆粒〔調剤用〕 五苓散 ジェーピーエス製薬、大杉製薬

ＪＰＳ三黄瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕 三黄瀉心湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒〔調剤用〕 柴胡加竜骨牡蛎湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ柴胡桂枝湯エキス顆粒〔調剤用〕 柴胡桂枝湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ十味敗毒湯エキス顆粒〔調剤用〕 十味敗毒湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ小柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 小柴胡湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ小青竜湯エキス顆粒〔調剤用〕 小青竜湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ真武湯エキス顆粒〔調剤用〕 真武湯 ジェーピーエス製薬、大杉製薬

ＪＰＳ大柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 大柴胡湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ猪苓湯エキス顆粒〔調剤用〕 猪苓湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ桃核承気湯エキス顆粒〔調剤用〕 桃核承気湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ当帰芍薬散料エキス顆粒〔調剤用〕 当帰芍薬散 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ麦門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕 麦門冬湯 ジェーピーエス製薬、大杉製薬

ＪＰＳ八味地黄丸料エキス顆粒〔調剤用〕 八味地黄丸 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤用〕 半夏厚朴湯 ジェーピーエス製薬



ＪＰＳ半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕 半夏瀉心湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ補中益気湯エキス顆粒〔調剤用〕 補中益気湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ防風通聖散料エキス顆粒〔調剤用〕 防風通聖散 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ防已黄耆湯エキス顆粒〔調剤用〕 防已黄耆湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ麻杏よく甘湯エキス顆粒〔調剤用〕 麻杏よく甘湯 ジェーピーエス製薬

ＪＰＳ苓桂朮甘湯エキス顆粒〔調剤用〕 苓桂朮甘湯 ジェーピーエス製薬

Ｋ．Ｃ．Ｌ．エリキシル（１０ｗ／ｖ％） 塩化カリウム 丸石製薬

ＫＭ散 ウイキョウ末、オウレン末、カンゾウ末、ケイヒ末、サンショウ末、ジアスターゼ、ショウキョウ末、チョウジ末、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム東和薬品

Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワイ」Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 メディサ新薬、沢井製薬

Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トーワ」Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 東和薬品

Ｌ－グルタミン顆粒９９％「ＮＰ」 Ｌ－グルタミン ニプロ

ｌ－メントール「ケンエー」 ｌ－メントール 健栄製薬

ｌ－メントール「コザカイ・Ｍ」 ｌ－メントール 小堺製薬、日興製薬販売、模範薬品研究所

ｌ－メントール「ホエイ」 ｌ－メントール ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

ｌ－メントール「ヤマゼン」 ｌ－メントール 山善製薬

ｌ－メントール「ヨシダ」 ｌ－メントール 吉田製薬、中北薬品

ｌ－メントール「司生堂」 ｌ－メントール 司生堂製薬

ｌ－メントール「日医工」 ｌ－メントール 日医工

ｌ－メントール＜ハチ＞ ｌ－メントール 小野薬品工業、東洋製薬化成

Ｍ・Ｍ配合散 ウイキョウ末、オウレン末、カンゾウ末、ケイヒ末、サナルミン、サンショウ末、ショウキョウ末、チョウジ末、ビオヂアスターゼ、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム日新製薬

ＭＤＳコーワ錠１５０ デキストラン硫酸エステルナトリウム　イオウ１８興和、興和創薬

ＭＤＳコーワ錠３００ デキストラン硫酸エステルナトリウム　イオウ１８興和、興和創薬

ＭＭＤ配合散 ゲンチアナ末、ビオヂアスターゼ１０００、炭酸水素ナトリウム吉田製薬

ＭＳ温シップ「タイホウ」 ｄｌ－カンフル、カプサイシン、サリチル酸メチルテイコクメディックス、岡山大鵬薬品、三笠製薬、大鵬薬品工業、帝國製薬、日本化薬

ＭＳ温シップ「タカミツ」 ｄｌ－カンフル、カプサイシン、サリチル酸メチル
コーアイセイ、タカミツ、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、

三和化学研究所、日本ジェネリック、摩耶堂製薬

ＭＳ冷シップ「タイホウ」 ｄｌ－カンフル、ｌ－メントール、サリチル酸メチル
テイカ製薬、テイコクメディックス、岡山大鵬薬品、久光製薬、三笠製薬、大鵬薬品工

業

ＭＳ冷シップ「タカミツ」 ｄｌ－カンフル、ｌ－メントール、サリチル酸メチル
コーアイセイ、タカミツ、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、

三和化学研究所、日本ジェネリック、摩耶堂製薬

ＮＥソフトカプセル２００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル
キョーリンリメディオ、杏林製薬、興和テバ、東洋カプセル、日清キョーリン製薬、武

田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ＮＩＭ配合散 ウイキョウ末、オウレン末、カンゾウ末、ケイヒ末、サンショウ末、ジアスターゼ、ショウキョウ末、チョウジ末、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム日医工

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコール、ヨウ素 日本点眼薬研究所

ＰＬ配合顆粒 アセトアミノフェン、サリチルアミド、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、無水カフェインシオノギファーマ、塩野義製薬

Ｓ・Ｍ配合散 ウイキョウ末、オウレン末、カンゾウ末、ケイヒ末、サンショウ末、ショウキョウ末、タカヂアスターゼ、チョウジ末、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウムアルフレッサ　ファーマ、第一三共、第一三共エスファ

Ｓ・アドクノン錠３０ アドレノクロムモノアミノグアニジンメシル酸塩水和物アルフレッサ　ファーマ、三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

ＳＧ配合顆粒 アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、イソプロピルアンチピリン、無水カフェインシオノギファーマ、塩野義製薬

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 デカリニウム塩化物 MeijiSeikaファルマ

Ｓ－アドカル錠３０ｍｇ アドレノクロムモノアミノグアニジンメシル酸塩水和物日新製薬

Ｔ＆Ｔ　オルファクトメーター 第一薬品産業

ＴＭ配合散 ウイキョウ末、ウルソデオキシコール酸、カンゾウ末、ケイヒ末、ケイ酸マグネシウム、ゲンチアナ末、サンショウ末、ジアスターゼ、ショウキョウ末、チョウジ末、リパーゼ、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウムファイザー、マイラン製薬

ＹＭ散「イセイ」 ウイキョウ末、オウレン末、カンゾウ末、ケイヒ末、サナルミン、サンショウ末、ジアスターゼ、ショウキョウ末、チョウジ末、ビオヂアスターゼ、合成ケイ酸アルミニウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウムコーアイセイ、共和薬品工業

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ ポリスチレンスルホン酸カルシウム アステラス製薬、三和化学研究所

アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ ポリスチレンスルホン酸カルシウム アステラス製薬、三和化学研究所

アイケア点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム テイカ製薬、科研製薬

アイケア点眼液０．３％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム テイカ製薬、科研製薬

アイスフラット懸濁用配合顆粒 乾燥水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウムニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

アイドロイチン１％点眼液 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム参天製薬

アイドロイチン３％点眼液 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム参天製薬

アイピーディカプセル１００ スプラタストトシル酸塩 大鵬薬品工業

アイピーディカプセル５０ スプラタストトシル酸塩 大鵬薬品工業

アイピーディドライシロップ５％ スプラタストトシル酸塩 大鵬薬品工業

アキョウダイコーＭ アキョウ 大晃生薬

アグサール ベンゼトニウム塩化物 アグサジャパン

アクトシン軟膏３％ ブクラデシンナトリウム ニプロパッチ、ニプロファーマ、マルホ、埼玉第一製薬、第一三共

アクリノール／山善製薬 アクリノール水和物 山善製薬

アクリノール「ケンエー」 アクリノール水和物 健栄製薬

アクリノール「ホエイ」 アクリノール水和物 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

アクリノール「東海」 アクリノール水和物 東海製薬

アクリノール・チンク油「ヨシダ」 アクリノール・チンク油 吉田製薬

アクリノール０．１％液「ヨシダ」 アクリノール水和物 吉田製薬

アクリノール０．２％液「ヨシダ」 アクリノール水和物 吉田製薬

アクリノール０．５％液「ヨシダ」 アクリノール水和物 吉田製薬

アクリノール液０．１％「シオエ」 アクリノール水和物 シオエ製薬、日本新薬

アクリノール液０．２％「ヤクハン」 アクリノール水和物 ヤクハン製薬、日医工

アクリノール外用液０．２％「ヤマゼン」 アクリノール水和物 山善製薬

アクリノール消毒液０．１％「ＮＰ」 アクリノール水和物 ニプロ、ニプロファーマ

アクリノール消毒液０．１％「タイセイ」 アクリノール水和物 大成薬品工業

アクリノール消毒液０．１％「ニッコー」 アクリノール水和物 日興製薬

アクリノール消毒液０．１％「昭和」 アクリノール水和物 昭和製薬

アクリノール消毒液０．１％「東豊」 アクリノール水和物 東豊薬品

アクリノール消毒液０．２％「タイセイ」 アクリノール水和物 大成薬品工業

アクリノール消毒用液０．１％「マルイシ」 アクリノール水和物 丸石製薬

アクリノール水和物原末「ニッコー」 アクリノール水和物 日興製薬、日興製薬販売

アクリノール水和物原末「マルイシ」 アクリノール水和物 丸石製薬

アクロマイシントローチ１５ｍｇ テトラサイクリン塩酸塩 ポーラファルマ、ポーラ化成工業

アクロマイシン軟膏３％ テトラサイクリン塩酸塩 ポーラファルマ、ポーラ化成工業

アコニップパップ７０ｍｇ インドメタシン テイカ製薬、第一薬品、東和薬品

アコニンサン錠 ブシ末 化研生薬、三和生薬

アシクロビルクリーム５％「ラクール」 アシクロビル ラクール薬品販売、東光薬品工業

アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」 アシクロビル 東亜薬品、日東メディック

アシクロビル軟膏５％「テバ」 アシクロビル 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

アシクロビル軟膏５％「トーワ」 アシクロビル 東和薬品

アシクロビル軟膏５％「ラクール」 アシクロビル ラクール薬品販売、東光薬品工業

アシドレス配合内服液 水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウムペーストカイゲン、カイゲンファーマ、中北薬品

アシノン錠１５０ｍｇ ニザチジン ゼリア新薬工業

アシノン錠７５ｍｇ ニザチジン ゼリア新薬工業



アジャストＡコーワ錠４０ｍｇ センナエキス 興和、興和創薬

アズガグルうがい液Ｔ４％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 沢井製薬、東亜薬品、日本ケミファ

アズクレニンＳ配合顆粒 Ｌ－グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物アルフレッサ　ファーマ、ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

アスケート錠３００ｍｇ Ｌ－アスパラギン酸カリウム 共和薬品工業

アスコルビン酸「イワキ」 アスコルビン酸 岩城製薬

アスコルビン酸「ケンエー」 アスコルビン酸 健栄製薬

アスコルビン酸「ニッコー」 アスコルビン酸 中北薬品、日興製薬、日興製薬販売

アスコルビン酸「ヤマゼン」Ｍ アスコルビン酸 山善製薬

アスコルビン酸「ヨシダ」 アスコルビン酸 吉田製薬

アスコルビン酸原末「タケダ」 アスコルビン酸 武田薬品工業

アスコルビン酸原末「マルイシ」 アスコルビン酸 丸石製薬

アズサレオン錠１０ エピナスチン塩酸塩 シオノケミカル

アズサレオン錠２０ エピナスチン塩酸塩 シオノケミカル

アスタットクリーム１％ ラノコナゾール ツムラ、マルホ

アスタット外用液１％ ラノコナゾール ツムラ、マルホ

アスタット軟膏１％ ラノコナゾール ツムラ、マルホ

アストーマ配合カプセル クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジプロフィリン、ノスカピン、メトキシフェナミン塩酸塩日医工

アストフィリン配合錠 エフェドリン塩酸塩、ジフェンヒドラミン塩酸塩、ジプロフィリン、ノスカピン、パパベリン塩酸塩エーザイ、サンノーバ

アストマリ細粒１０％ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物鶴原製薬

アストマリ錠１５ｍｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物鶴原製薬

アストミンシロップ０．２５％ ジメモルファンリン酸塩 アステラス製薬、オーファンパシフィック

アストミン散１０％ ジメモルファンリン酸塩 アステラス製薬、オーファンパシフィック

アストミン錠１０ｍｇ ジメモルファンリン酸塩 アステラス製薬、オーファンパシフィック

アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日本新薬

アズノールうがい液４％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日本新薬、日本点眼薬研究所

アズノール錠２ｍｇ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日本新薬

アズノール軟膏０．０３３％ ジメチルイソプロピルアズレン 日本新薬

アスパラ－ＣＡ錠２００ Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

アスパラカリウム散５０％ Ｌ－アスパラギン酸カリウム ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

アスパラカリウム錠３００ｍｇ Ｌ－アスパラギン酸カリウム ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

アスパラ配合錠 Ｌ－アスパラギン酸カリウム、Ｌ－アスパラギン酸マグネシウムニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

アスピリン　シオエ アスピリン シオエ製薬、日本新薬

アスピリン「ケンエー」 アスピリン 健栄製薬

アスピリン「バイエル」 アスピリン バイエル薬品

アスピリン「ホエイ」 アスピリン ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

アスピリン「メタル」 アスピリン 中北薬品

アスピリン「ヤマゼン」 アスピリン 山善製薬

アスピリン「ヨシダ」 アスピリン 吉田製薬

アスピリン「日医工」 アスピリン 日医工

アスピリン原末「マルイシ」 アスピリン 丸石製薬

アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＪＧ」 アスピリン 日本ジェネリック

アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「トーワ」 アスピリン 東和薬品

アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ファイザー」 アスピリン ファイザー、マイラン製薬

アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「日医工」 アスピリン 日医工

アスファネート配合錠Ａ８１ アスピリン、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセタート、炭酸マグネシウム中北薬品

アスベリンシロップ「調剤用」２％ チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

アスベリンシロップ０．５％ チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

アスベリンドライシロップ２％ チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

アスベリン散１０％ チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

アスベリン錠１０ チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

アスベリン錠２０ チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

アズラビン点眼液０．０２％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日本点眼薬研究所

アズレイうがい液４％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 協和新薬、昭和薬品化工

アズレミン配合細粒 Ｌ－グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物ニプロ、ニプロファーマ

アズレワンうがい液１％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 コーアイセイ、高田製薬、和光堂

アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」 Ｌ－グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

アズレンうがい液４％「ＴＳＵ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 鶴原製薬

アズレンうがい液４％「ＴＹＫ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

アズレンうがい液４％「ケンエー」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 健栄製薬、日本ジェネリック

アズレンスルホン酸ナトリウム・Ｌ－グルタミン配合顆粒「クニヒロ」Ｌ－グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物皇漢堂製薬

アズレン含嗽液アーズミンうがい液１％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 本草製薬

アズレン含嗽用散０．４％「トーワ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 東和薬品

アズレン含嗽用顆粒０．４％「ツルハラ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 鶴原製薬

アズレン含嗽用顆粒０．４％「日医工」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日医工

アズレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 鶴原製薬

アズレン点眼液０．０２％「ニットー」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日東メディック

アズレン点眼液０．０２％「わかもと」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 わかもと製薬

アズレン顆粒１％「ツルハラ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 鶴原製薬

アセサイド６％消毒液 エタンペルオキソ酸 オリンパスメディカルシステムズ、サラヤ、ジーシー

アセサイドＭＡ６％消毒液 エタンペルオキソ酸 サラヤ、ジーシー

アセスＡ 佐藤製薬

アセスクリン手指消毒液０．２％ クロルヘキシジングルコン酸塩 日医工

アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」アセチルシステイン あゆみ製薬

アセチロールクリーム１０％ 尿素 ポーラファルマ

アセチロールクリーム２０％ 尿素 ポーラファルマ

アセトアミノフェン「ＪＧ」原末 アセトアミノフェン 長生堂製薬、日本ジェネリック

アセトアミノフェン「ファイザー」原末 アセトアミノフェン ファイザー、マイラン製薬

アセトアミノフェン「ヨシダ」 アセトアミノフェン 吉田製薬

アセトアミノフェン＜ハチ＞ アセトアミノフェン 健栄製薬、小野薬品工業、東洋製薬化成

アセトアミノフェンＤＳ小児用２０％「タカタ」アセトアミノフェン 高田製薬

アセトアミノフェンＤＳ小児用２０％「トーワ」アセトアミノフェン 東和薬品

アセトアミノフェンシロップ小児用２％「トーワ」アセトアミノフェン 東和薬品

アセトアミノフェン原末「マルイシ」 アセトアミノフェン 丸石製薬

アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＪＧ」アセトアミノフェン 長生堂製薬、日本ジェネリック

アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＴＹＫ」アセトアミノフェン 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「日新」アセトアミノフェン 日新製薬

アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＪＧ」アセトアミノフェン 長生堂製薬、日本ジェネリック

アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＴＹＫ」アセトアミノフェン 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「日新」アセトアミノフェン 日新製薬



アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「ＪＧ」アセトアミノフェン 長生堂製薬、日本ジェネリック

アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「ＴＹＫ」アセトアミノフェン 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「日新」アセトアミノフェン 日新製薬

アセトアミノフェン細粒２０％（ＴＹＫ） アセトアミノフェン 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

アセトアミノフェン細粒２０％「ＪＧ」 アセトアミノフェン 長生堂製薬、日本ジェネリック

アセトアミノフェン細粒２０％「タツミ」 アセトアミノフェン 辰巳化学

アセトアミノフェン細粒２０％「トーワ」 アセトアミノフェン 東和薬品

アセトアミノフェン錠２００「タツミ」 アセトアミノフェン 辰巳化学、日本ジェネリック

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 アセトアミノフェン 長生堂製薬、日本ジェネリック

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 アセトアミノフェン ニプロ、ニプロファーマ

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「タカタ」 アセトアミノフェン 高田製薬

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「テバ」 アセトアミノフェン 武田テバファーマ、武田薬品工業

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「トーワ」 アセトアミノフェン 東和薬品

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 アセトアミノフェン 丸石製薬

アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「ＪＧ」 アセトアミノフェン 長生堂製薬、日本ジェネリック

アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マルイシ」 アセトアミノフェン 丸石製薬

アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マルイシ」 アセトアミノフェン 丸石製薬

アゼプチン錠０．５ｍｇ アゼラスチン塩酸塩 エーザイ

アゼプチン錠１ｍｇ アゼラスチン塩酸塩 エーザイ

アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 アゼラスチン塩酸塩 辰巳化学

アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「タイヨー」 アゼラスチン塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ツルハラ」 アゼラスチン塩酸塩 鶴原製薬

アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「トーワ」 アゼラスチン塩酸塩 東和薬品

アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「日医工」 アゼラスチン塩酸塩 日医工

アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 アゼラスチン塩酸塩 辰巳化学

アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ「タイヨー」 アゼラスチン塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ「ツルハラ」 アゼラスチン塩酸塩 鶴原製薬、日本ジェネリック

アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 アゼラスチン塩酸塩 東和薬品

アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ「日医工」 アゼラスチン塩酸塩 日医工

アゾテシン点眼液０．０２％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 参天製薬

アタバニン散 ラクトミン 大日本住友製薬、日東薬品工業

アダプチノール錠５ｍｇ ヘレニエン バイエル薬品

アデスタンクリーム１％ イソコナゾール硝酸塩 インテンディス、バイエル薬品

アデスタン腟錠３００ｍｇ イソコナゾール硝酸塩 バイエル薬品

アデフロニックゲル１％ ジクロフェナクナトリウム 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

アデホスコーワ腸溶錠２０ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物興和、興和創薬

アデホスコーワ腸溶錠６０ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物興和、興和創薬

アデホスコーワ顆粒１０％ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物興和、興和創薬

アデロキザール散７．８％ ピリドキサールリン酸エステル水和物 ゾンネボード製薬、鳥居薬品

アデロキシン散１０％ ピリドキシン塩酸塩 ゾンネボード製薬、鳥居薬品

アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム アルフレッサ　ファーマ、第一三共

アドナ散１０％ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

アドナ錠１０ｍｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

アドナ錠３０ｍｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

アトピクト錠３０ｍｇ オキサトミド 共和薬品工業

アドフィードパップ４０ｍｇ フルルビプロフェン リードケミカル、科研製薬

アドフィードパップ８０ｍｇ フルルビプロフェン リードケミカル、科研製薬

アトラントクリーム１％ ネチコナゾール塩酸塩 エスエス製薬、久光製薬、三菱ウェルファーマ、鳥居薬品、田辺三菱製薬

アトラント外用液１％ ネチコナゾール塩酸塩 エスエス製薬、久光製薬、三菱ウェルファーマ、鳥居薬品、田辺三菱製薬

アトラント軟膏１％ ネチコナゾール塩酸塩 エスエス製薬、久光製薬、三菱ウェルファーマ、鳥居薬品、田辺三菱製薬

アニスーマ坐剤 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、ジプロフィリンニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

アニミングシロップ０．０４％ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 日新製薬

アネトカインゼリー２％ リドカイン ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬、小林化工

アネトカインビスカス２％ リドカイン塩酸塩 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、小林化工

アフタシール２５μｇ トリアムシノロンアセトニド 大正製薬、大正富山医薬品、帝國製薬

アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ デキサメタゾン あゆみ製薬、昭和薬品化工

アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ トリアムシノロンアセトニド 帝人ファーマ

アプレース細粒２０％ トロキシピド 杏林製薬、日清キョーリン製薬

アプレース錠１００ｍｇ トロキシピド 杏林製薬、日清キョーリン製薬

アボビスカプセル２５ アクラトニウムナパジシル酸塩 大正富山医薬品、富山化学工業、富士フイルム富山化学

アボビスカプセル５０ アクラトニウムナパジシル酸塩 大正富山医薬品、富山化学工業、富士フイルム富山化学

アミノバクト配合顆粒 Ｌ－イソロイシン、Ｌ－バリン、Ｌ－ロイシン日医工

アミノレバンＥＮ配合散 大塚製薬

アミノ安息香酸エチル「ファイザー」原末 アミノ安息香酸エチル ファイザー、マイラン製薬

アミノ安息香酸エチル「ヤマゼン」 アミノ安息香酸エチル 山善製薬

アミユー配合顆粒 Ｌ－イソロイシン、Ｌ－トリプトファン、Ｌ－バリン、Ｌ－ヒスチジン塩酸塩水和物、Ｌ－フェニルアラニン、Ｌ－メチオニン、Ｌ－リシン塩酸塩、Ｌ－ロイシンＥＡファーマ、味の素、味の素ファルマ、味の素製薬、陽進堂

アムリードクリーム１％ ミコナゾール硝酸塩 摩耶堂製薬

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 アメジニウムメチル硫酸塩 長生堂製薬、日本ジェネリック

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 アメジニウムメチル硫酸塩 小林化工

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」アメジニウムメチル硫酸塩 大原薬品工業

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」アメジニウムメチル硫酸塩 沢井製薬

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」アメジニウムメチル硫酸塩 東和薬品

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「フソー」アメジニウムメチル硫酸塩 扶桑薬品工業

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医工」アメジニウムメチル硫酸塩 日医工

アラセナ－Ａクリーム３％ ビダラビン 持田製薬

アラセナ－Ａ軟膏３％ ビダラビン 持田製薬

アラビアゴム／司生堂製薬 アラビアゴム 司生堂製薬

アラビアゴム末／山善製薬 アラビアゴム末 山善製薬

アラビアゴム末／司生堂製薬 アラビアゴム末 司生堂製薬

アラビアゴム末／小堺製薬 アラビアゴム末 小堺製薬、模範薬品研究所

アラビアゴム末／鈴粉末薬品 アラビアゴム末 鈴粉末薬品

アリチア配合錠 シアノコバラミン、チアミンジスルフィド、ピリドキシン塩酸塩ファイザー、マイラン製薬

アリメジンシロップ０．０５％ アリメマジン酒石酸塩 ニプロパッチ、ニプロファーマ、埼玉第一製薬、第一三共

アル・パッド イソプロパノール アドマル産業

アルギＵ配合顆粒 Ｌ－アルギニン、Ｌ－アルギニン塩酸塩ＥＡファーマ、味の素、味の素ファルマ、味の素製薬

アルキサ錠１００ｍｇ アルジオキサ 小林化工

アルキサ軟膏２％ アルクロキサ ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬、小林化工

アルギノン点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム 東亜薬品、日東メディック

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液１０％「メタル」アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩中北薬品



アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒用液１０％「ＮＰ」アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩ニプロ

アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液１０Ｗ／Ｗ％「ファイザー」アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩ファイザー、マイラン製薬

アルクレイン内用液５％ アルギン酸ナトリウム 鶴原製薬、日医工

アルサルミン細粒９０％ スクラルファート水和物 中外製薬

アルサルミン内用液１０％ スクラルファート水和物 中外製薬

アルジオキサ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 アルジオキサ 小林化工

アルジオキサ錠１００ｍｇ「あすか」 アルジオキサ あすか製薬、武田薬品工業

アルジオキサ錠１００ｍｇ「イセイ」 アルジオキサ コーアイセイ

アルジオキサ錠１００ｍｇ「ツルハラ」 アルジオキサ コーアイセイ、鶴原製薬

アルジオキサ錠１００ｍｇ「トーワ」 アルジオキサ 東和薬品

アルジオキサ顆粒１０％「トーワ」 アルジオキサ 東和薬品

アルジオキサ顆粒２０％「日医工」 アルジオキサ 日医工

アルジオキサ顆粒２５％「あすか」 アルジオキサ あすか製薬、武田薬品工業

アルジオキサ顆粒２５％「ツルハラ」 アルジオキサ 鶴原製薬

アルジオキサ顆粒５０％「ＹＤ」 アルジオキサ 陽進堂

アルジオキサ顆粒５０％「あすか」 アルジオキサ あすか製薬、武田薬品工業

アルジオキサ顆粒５０％「ツルハラ」 アルジオキサ 鶴原製薬

アルシオドールカプセル０．２５μｇ アルファカルシドール シオノケミカル

アルシオドールカプセル０．５μｇ アルファカルシドール
シオノケミカル、ファイザー、ポーラファルマ、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メル

ク製薬、科薬、大興製薬、辰巳化学

アルシオドールカプセル１μｇ アルファカルシドール
シオノケミカル、ファイザー、ポーラファルマ、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メル

ク製薬、科薬、大興製薬、辰巳化学

アルシオドールカプセル３μｇ アルファカルシドール シオノケミカル

アルジキサール錠１０ ペミロラストカリウム 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

アルジキサール錠５ ペミロラストカリウム 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

アルタットカプセル３７．５ｍｇ ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 あすか製薬、武田薬品工業

アルタットカプセル７５ｍｇ ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 あすか製薬、武田薬品工業

アルタット細粒２０％ ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 あすか製薬、武田薬品工業

アルピード錠１０ エピナスチン塩酸塩 あすか製薬、グレラン製薬、セオリアファーマ、ダイト、武田薬品工業

アルピード錠２０ エピナスチン塩酸塩 あすか製薬、グレラン製薬、セオリアファーマ、ダイト、武田薬品工業

アルピニー坐剤１００ アセトアミノフェン 久光製薬、三和化学研究所

アルピニー坐剤２００ アセトアミノフェン 久光製薬

アルピニー坐剤５０ アセトアミノフェン 久光製薬

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「ＢＭＤ」アルファカルシドール ビオメディクス、高田製薬、日本ジェネリック

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「ＥＥ」アルファカルシドール エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「あすか」アルファカルシドール あすか製薬、武田薬品工業

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「サワイ」アルファカルシドール ニプロＥＳファーマ、沢井製薬、田辺三菱製薬

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「テバ」アルファカルシドール 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「トーワ」アルファカルシドール 東和薬品

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「フソー」アルファカルシドール 扶桑薬品工業

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

アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「ＢＭＤ」アルファカルシドール ビオメディクス、高田製薬、日本ジェネリック

アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「ＥＥ」アルファカルシドール エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「あすか」アルファカルシドール あすか製薬、武田薬品工業

アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「サワイ」アルファカルシドール ニプロＥＳファーマ、沢井製薬、田辺三菱製薬

アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「タイヨー」アルファカルシドール 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「テバ」アルファカルシドール 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「トーワ」アルファカルシドール 東和薬品

アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「フソー」アルファカルシドール 扶桑薬品工業

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

アルファカルシドールカプセル１．０μｇ「ＢＭＤ」アルファカルシドール ビオメディクス、高田製薬、日本ジェネリック

アルファカルシドールカプセル１．０μｇ「あすか」アルファカルシドール あすか製薬、武田薬品工業

アルファカルシドールカプセル１．０μｇ「フソー」アルファカルシドール 扶桑薬品工業

アルファカルシドールカプセル１μｇ「ＥＥ」 アルファカルシドール エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

アルファカルシドールカプセル１μｇ「サワイ」アルファカルシドール ニプロＥＳファーマ、沢井製薬、田辺三菱製薬

アルファカルシドールカプセル１μｇ「タイヨー」アルファカルシドール 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

アルファカルシドールカプセル１μｇ「テバ」 アルファカルシドール 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

アルファカルシドールカプセル１μｇ「トーワ」アルファカルシドール 東和薬品

アルファカルシドールカプセル１μｇ「日医工」アルファカルシドール 日医工

アルファカルシドールカプセル３．０μｇ「あすか」アルファカルシドール あすか製薬、武田薬品工業

アルファカルシドールカプセル３．０μｇ「フソー」アルファカルシドール 扶桑薬品工業

アルファカルシドールカプセル３μｇ「ＢＭＤ」アルファカルシドール ビオメディクス

アルファカルシドールカプセル３μｇ「ＥＥ」 アルファカルシドール エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

アルファカルシドールカプセル３μｇ「サワイ」アルファカルシドール 沢井製薬

アルファカルシドールカプセル３μｇ「タイヨー」アルファカルシドール 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

アルファカルシドールカプセル３μｇ「テバ」 アルファカルシドール 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

アルファカルシドールカプセル３μｇ「トーワ」アルファカルシドール 東和薬品

アルファカルシドールカプセル３μｇ「日医工」アルファカルシドール 日医工

アルファロールカプセル０．２５μｇ アルファカルシドール 中外製薬

アルファロールカプセル０．５μｇ アルファカルシドール 中外製薬

アルファロールカプセル１μｇ アルファカルシドール 中外製薬

アルファロールカプセル３μｇ アルファカルシドール 中外製薬

アルファロール散１μｇ／ｇ アルファカルシドール 中外製薬

アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ アルファカルシドール 中外製薬

アルボ錠１００ｍｇ オキサプロジン 大正製薬、大正富山医薬品

アルボ錠２００ｍｇ オキサプロジン 大正製薬、大正富山医薬品

アルミゲル細粒９９％ 乾燥水酸化アルミニウムゲル 中外製薬

アルメタ軟膏 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル塩野義製薬

アルロイドＧ内用液５％ アルギン酸ナトリウム カイゲン、カイゲンファーマ、共成製薬

アルロイドＧ顆粒溶解用６７％ アルギン酸ナトリウム カイゲン、カイゲンファーマ、共成製薬

アレギサールドライシロップ０．５％ ペミロラストカリウム ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

アレギサール錠１０ｍｇ ペミロラストカリウム ニプロＥＳファーマ、三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬、日研化学

アレギサール錠５ｍｇ ペミロラストカリウム ニプロＥＳファーマ、三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬、日研化学

アレギサール点眼液０．１％ ペミロラストカリウム 参天製薬

アレグラＯＤ錠６０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩 サノフィ

アレグラドライシロップ５％ フェキソフェナジン塩酸塩 サノフィ

アレグラ錠３０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩 サノフィ

アレグラ錠６０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩 アベンティスファーマ、サノフィ

アレジオンドライシロップ１％ エピナスチン塩酸塩 三共、日本ベーリンガーインゲルハイム



アレジオン錠１０ エピナスチン塩酸塩 三共、日本ベーリンガーインゲルハイム

アレジオン錠２０ エピナスチン塩酸塩 三共、日本ベーリンガーインゲルハイム

アレジオン点眼液０．０５％ エピナスチン塩酸塩 参天製薬

アレニスト点眼液０．５％ トラニラスト 東亜薬品、日東メディック

アレベール吸入用溶解液０．１２５％ チロキサポール アルフレッサ　ファーマ

アレルギン散１％ クロルフェニラミンマレイン酸塩 アルフレッサ　ファーマ、第一三共

アレロックＯＤ錠２．５ オロパタジン塩酸塩 協和発酵キリン

アレロックＯＤ錠５ オロパタジン塩酸塩 協和発酵キリン

アレロック錠２．５ オロパタジン塩酸塩 協和発酵キリン、協和醗酵工業

アレロック錠５ オロパタジン塩酸塩 協和発酵キリン、協和醗酵工業

アレロック顆粒０．５％ オロパタジン塩酸塩 協和発酵キリン

アロエ末　鈴 アロエ末 鈴粉末薬品

アローゼン顆粒 センノシドＡ・Ｂ ポーラファルマ

アロビックス外用液５％ カルプロニウム塩化物 ニプロＥＳファーマ、佐藤製薬、長生堂製薬、日本ジェネリック

アロミドンクリーム０．３％ デプロドンプロピオン酸エステル 岩城製薬

アロミドン軟膏０．３％ デプロドンプロピオン酸エステル 岩城製薬

アロンアルフアＡ「三共」 シアノアクリレートモノマー 三共、第一三共、東亜合成

アン・スワブ ポビドンヨード アドマル産業

アンソッコウチンキ／小堺製薬 安息香チンキ 小堺製薬

アンテベートクリーム０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル鳥居薬品

アンテベートローション０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル鳥居薬品

アンテベート軟膏０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル鳥居薬品

アンナカ「ホエイ」 安息香酸ナトリウムカフェイン ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ アセトアミノフェン アボットジャパン、マイランＥＰＤ

アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ アセトアミノフェン アボットジャパン、マイランＥＰＤ

アンヒバ坐剤小児用５０ｍｇ アセトアミノフェン アボットジャパン、マイランＥＰＤ

アンピロームカプセル１３．５ｍｇ アンピロキシカム 東和薬品

アンピロームカプセル２７ｍｇ アンピロキシカム 東和薬品

アンプラーグ細粒１０％ サルポグレラート塩酸塩 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

アンプラーグ錠１００ｍｇ サルポグレラート塩酸塩 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

アンプラーグ錠５０ｍｇ サルポグレラート塩酸塩 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

アンフラベート０．０５％クリーム ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルテイコクメディックス、佐藤製薬、前田薬品工業、日医工

アンフラベート０．０５％ローション ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルテイコクメディックス、佐藤製薬、前田薬品工業、日医工

アンフラベート０．０５％軟膏 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルテイコクメディックス、佐藤製薬、前田薬品工業、日医工

アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ｍｇ「サワイ」アンブロキソール塩酸塩 沢井製薬

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「ＴＣＫ」アンブロキソール塩酸塩 辰巳化学

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「イワキ」アンブロキソール塩酸塩 岩城製薬

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「タイヨー」アンブロキソール塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「トーワ」アンブロキソール塩酸塩 東和薬品

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ＺＥ」アンブロキソール塩酸塩 三和化学研究所、全星薬品、全星薬品工業

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サワイ」アンブロキソール塩酸塩 沢井製薬

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」アンブロキソール塩酸塩 ニプロ

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ「ＴＣＫ」アンブロキソール塩酸塩 辰巳化学

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ「ＺＥ」アンブロキソール塩酸塩 ニプロ、科研製薬、全星薬品、全星薬品工業

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ「トーワ」アンブロキソール塩酸塩 東和薬品

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ「日医工」アンブロキソール塩酸塩 日医工、日本薬品工業

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＪＧ」 アンブロキソール塩酸塩 長生堂製薬、日本ジェネリック

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＫＮ」 アンブロキソール塩酸塩 小林化工

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 アンブロキソール塩酸塩 ニプロ

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 アンブロキソール塩酸塩 辰巳化学、富士フイルムファーマ

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＹＤ」 アンブロキソール塩酸塩 日本ジェネリック、陽進堂

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＺＥ」 アンブロキソール塩酸塩 全星薬品、全星薬品工業

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「アメル」 アンブロキソール塩酸塩 共和薬品工業

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「クニヒロ」アンブロキソール塩酸塩 皇漢堂製薬

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 アンブロキソール塩酸塩 メディサ新薬、沢井製薬

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タイヨー」アンブロキソール塩酸塩 三和化学研究所、大洋薬品工業、日本ジェネリック、武田テバファーマ、武田薬品工業

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ツルハラ」アンブロキソール塩酸塩 鶴原製薬

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 アンブロキソール塩酸塩 東和薬品

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「わかもと」アンブロキソール塩酸塩 わかもと製薬

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 アンブロキソール塩酸塩 日医工

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日新」 アンブロキソール塩酸塩 第一三共、第一三共エスファ、日新製薬

アンブロキソール塩酸塩内用液０．３％「日医工」アンブロキソール塩酸塩 日医工

アンブロキソール塩酸塩内用液０．７５％「ＪＧ」アンブロキソール塩酸塩 長生堂製薬、日本ジェネリック

アンブロキソール塩酸塩内用液０．７５％「タイヨー」アンブロキソール塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

アンブロキソール塩酸塩内用液０．７５％「ツルハラ」アンブロキソール塩酸塩 鶴原製薬

アンモニア水　恵美須 アンモニア水 恵美須薬品

アンモニア水「ケンエー」 アンモニア水 健栄製薬

アンモニア水「コザカイ・Ｍ」 アンモニア水 小堺製薬、中北薬品

アンモニア水「タイセイ」 アンモニア水 大成薬品工業

アンモニア水「タツミ」Ｍ アンモニア水 タツミ薬品工業

アンモニア水「ニッコー」 アンモニア水 日興製薬、日興製薬販売

アンモニア水「マルイシ」 アンモニア水 丸石製薬

アンモニア水「ヤマゼン」Ｍ アンモニア水 山善製薬

アンモニア水「東海」 アンモニア水 東海製薬

イオウ「コザカイ・Ｍ」 イオウ 小堺製薬

イオウ・カンフルローション「東豊」 ｄｌ－カンフル、イオウ ヤクハン製薬、丸石製薬、吉田製薬、東豊薬品、日医工

イオダイン１０％綿球１４ ポビドンヨード 健栄製薬

イオダイン１０％綿球２０ ポビドンヨード 健栄製薬

イオダイン１０％綿球３０ ポビドンヨード 健栄製薬

イオダイン１０％綿球４０ ポビドンヨード 健栄製薬

イオダイン１０％綿棒１２ ポビドンヨード 健栄製薬

イオダイン１０％綿棒１６ ポビドンヨード 健栄製薬

イオダイン１０％綿棒２７ ポビドンヨード 健栄製薬

イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＣＨ」イコサペント酸エチル 長生堂製薬、日本ジェネリック

イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「Ｈｐ」イコサペント酸エチル 原沢製薬工業

イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＪＧ」イコサペント酸エチル 日本ジェネリック

イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＹＤ」イコサペント酸エチル 陽進堂

イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「サワイ」イコサペント酸エチル メディサ新薬、沢井製薬



イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「トーワ」イコサペント酸エチル 東和薬品

イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「フソー」イコサペント酸エチル 扶桑薬品工業

イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「日医工」イコサペント酸エチル 日医工

イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「ＣＨ」イコサペント酸エチル 長生堂製薬、日本ジェネリック

イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「ＴＣ」イコサペント酸エチル ニプロ、ニプロファーマ、東洋カプセル

イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「ＴＣＫ」イコサペント酸エチル 辰巳化学

イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「サワイ」イコサペント酸エチル メディサ新薬、沢井製薬

イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「日医工」イコサペント酸エチル 日医工

イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「ＣＨ」イコサペント酸エチル 長生堂製薬、日本ジェネリック

イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「ＴＣ」イコサペント酸エチル ニプロ、ニプロファーマ、東洋カプセル

イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「ＴＣＫ」イコサペント酸エチル 辰巳化学

イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「サワイ」イコサペント酸エチル メディサ新薬、沢井製薬

イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「日医工」イコサペント酸エチル 日医工

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＣＨ」イコサペント酸エチル 長生堂製薬、日本ジェネリック

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＴＣ」イコサペント酸エチル ニプロ、ニプロファーマ、東洋カプセル

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＴＣＫ」イコサペント酸エチル 辰巳化学

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」イコサペント酸エチル メディサ新薬、沢井製薬

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」イコサペント酸エチル 日医工

イスキア配合錠Ａ３３０ アスピリン、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセタート、炭酸マグネシウムシオノケミカル

イソコナゾール硝酸塩腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 イソコナゾール硝酸塩 富士製薬工業

イソコナゾール硝酸塩腟錠３００ｍｇ「Ｆ」 イソコナゾール硝酸塩 富士製薬工業

イソジンガーグル液７％ ポビドンヨード MeijiSeikaファルマ、ムンディファーマ、塩野義製薬

イソジンゲル１０％ ポビドンヨード MeijiSeikaファルマ、ムンディファーマ、塩野義製薬

イソジンシュガーパスタ軟膏 ポビドンヨード、精製白糖 MeijiSeikaファルマ、ムンディファーマ、塩野義製薬、日東メディック

イソジンスクラブ液７．５％ ポビドンヨード MeijiSeikaファルマ、ムンディファーマ、塩野義製薬

イソジンパーム液０．５％ ポビドンヨード MeijiSeikaファルマ、ムンディファーマ、塩野義製薬

イソジンフィールド液１０％ ポビドンヨード MeijiSeikaファルマ、ムンディファーマ、塩野義製薬

イソジン液１０％ ポビドンヨード MeijiSeikaファルマ、ムンディファーマ、塩野義製薬

イソプロ－５０％消毒液「シオエ」 イソプロパノール シオエ製薬、日本新薬

イソプロ－７０％消毒液「シオエ」 イソプロパノール シオエ製薬、日本新薬

イソプロパノール（カネイチ）Ｍ イソプロパノール 兼一薬品工業

イソプロパノール／ワコーケミカル イソプロパノール ワコーケミカル、和光純薬工業

イソプロパノール／山善 イソプロパノール 山善製薬

イソプロパノール「イマヅ」 イソプロパノール 今津薬品工業

イソプロパノール「ケンエー」 イソプロパノール 健栄製薬

イソプロパノール「コザカイ・Ｍ」 イソプロパノール 小堺製薬

イソプロパノール「タイセイ」 イソプロパノール 大成薬品工業

イソプロパノール「タツミ」Ｍ イソプロパノール タツミ薬品工業、日興製薬

イソプロパノール「ニッコー」 イソプロパノール ファイザー、マイラン製薬、日興製薬

イソプロパノール「マルイシ」 イソプロパノール 丸石製薬

イソプロパノール「ヨシダ」 イソプロパノール 吉田製薬

イソプロパノール「三恵」 イソプロパノール 三恵薬品

イソプロパノール「東海」 イソプロパノール 東海製薬

イソプロパノール「東豊」 イソプロパノール 東豊薬品

イソプロパノール消毒液５０％「イマヅ」 イソプロパノール 今津薬品工業

イソプロパノール消毒液５０％「カネイチ」 イソプロパノール 兼一薬品工業、日興製薬販売

イソプロパノール消毒液５０％「タイセイ」 イソプロパノール 大成薬品工業

イソプロパノール消毒液５０％「メタル」 イソプロパノール 中北薬品

イソプロパノール消毒液５０％「ヨシダ」 イソプロパノール 吉田製薬

イソプロパノール消毒液５０％「昭和」 イソプロパノール 昭和製薬

イソプロパノール消毒液７０％「カネイチ」 イソプロパノール 兼一薬品工業

イソプロパノール消毒液７０％「タイセイ」 イソプロパノール 大成薬品工業

イソプロパノール消毒液７０％「メタル」 イソプロパノール 中北薬品

イソプロパノール消毒液７０％「ヨシダ」 イソプロパノール 吉田製薬

イソプロパノール消毒液７０％「純生」 イソプロパノール 純生薬品工業、小堺製薬

イソプロパノール消毒液７０％「昭和」 イソプロパノール 昭和製薬

イソプロピルウノプロストンＰＦ点眼液０．１２％「日点」イソプロピルウノプロストン 日本点眼薬研究所

イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％「ＴＳ」イソプロピルウノプロストン テイカ製薬、ニプロＥＳファーマ、千寿製薬、田辺三菱製薬、武田薬品工業

イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％「サワイ」イソプロピルウノプロストン わかもと製薬、沢井製薬

イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％「ニッテン」イソプロピルウノプロストン ニッテン、日本点眼薬研究所

イソプロ消毒液５０％「ＮＰ」 イソプロパノール ニプロ、ニプロファーマ

イソプロ消毒液７０％「ＮＰ」 イソプロパノール ニプロ、ニプロファーマ

イソメニールカプセル７．５ｍｇ ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 科研製薬

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＣＨ」 イトプリド塩酸塩 長生堂製薬、日本ジェネリック

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 イトプリド塩酸塩 ニプロ、ニプロファーマ

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＳ」 イトプリド塩酸塩 日新製薬

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＰＨ」 イトプリド塩酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 イトプリド塩酸塩 ザイダスファーマ、辰巳化学、日本ユニバーサル薬品

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 イトプリド塩酸塩 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 イトプリド塩酸塩 陽進堂

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 イトプリド塩酸塩 沢井製薬

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タナベ」 イトプリド塩酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 イトプリド塩酸塩 東和薬品

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 イトプリド塩酸塩 日医工

イドメシンコーワクリーム１％ インドメタシン 興和、興和創薬、日研化学

イドメシンコーワゲル１％ インドメタシン 興和、興和創薬、日研化学

イドメシンコーワゾル１％ インドメタシン 興和、興和創薬、日研化学

イドメシンコーワパップ７０ｍｇ インドメタシン 興和、興和創薬、日研化学

イノラス配合経腸用液 イーエヌ大塚製薬、大塚製薬、大塚製薬工場

イノリンシロップ０．１％ トリメトキノール塩酸塩水和物 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

イノリン散１％ トリメトキノール塩酸塩水和物 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

イノリン錠３ｍｇ トリメトキノール塩酸塩水和物 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

イフェンプロジル酒石酸塩細粒４％「ＴＣＫ」 イフェンプロジル酒石酸塩 辰巳化学

イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」イフェンプロジル酒石酸塩 辰巳化学

イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 イフェンプロジル酒石酸塩 日本ジェネリック、陽進堂

イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「あすか」イフェンプロジル酒石酸塩 あすか製薬、武田薬品工業

イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」イフェンプロジル酒石酸塩 沢井製薬

イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「ツルハラ」イフェンプロジル酒石酸塩 鶴原製薬

イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」イフェンプロジル酒石酸塩 東和薬品



イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「日医工」イフェンプロジル酒石酸塩 日医工

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」イフェンプロジル酒石酸塩 辰巳化学

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 イフェンプロジル酒石酸塩 陽進堂

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「あすか」イフェンプロジル酒石酸塩 あすか製薬、武田薬品工業

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」イフェンプロジル酒石酸塩 沢井製薬

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「ツルハラ」イフェンプロジル酒石酸塩 わかもと製薬、鶴原製薬

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」イフェンプロジル酒石酸塩 東和薬品

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日医工」イフェンプロジル酒石酸塩 日医工

イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイヨー」 イブプロフェン 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

イブプロフェン錠１００ｍｇ「タツミ」 イブプロフェン 辰巳化学

イブプロフェン錠２００ｍｇ「タイヨー」 イブプロフェン 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

イブプロフェン錠２００ｍｇ「タツミ」 イブプロフェン 辰巳化学

イブプロフェン顆粒２０％「ツルハラ」 イブプロフェン 鶴原製薬

イルソグラジンマレイン酸塩細粒０．８％「日医工」イルソグラジンマレイン酸塩 日医工

イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「サワイ」イルソグラジンマレイン酸塩 沢井製薬

イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」イルソグラジンマレイン酸塩 日医工

イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ「サワイ」イルソグラジンマレイン酸塩 沢井製薬

イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ「日医工」イルソグラジンマレイン酸塩 日医工

イレイセンダイコーＭ イレイセン 大晃生薬

イワコールエタノール消毒液０．５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 岩城製薬、山田製薬、小堺製薬

イワコールラブ消毒液０．２％ クロルヘキシジングルコン酸塩 岩城製薬、山田製薬、小堺製薬

インクレミンシロップ５％ 溶性ピロリン酸第二鉄 アルフレッサ　ファーマ

インサイドパップ７０ｍｇ インドメタシン 久光製薬

インスベン液０．１ ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

インタールエアロゾル１ｍｇ クロモグリク酸ナトリウム アステラス製薬、サノフィ

インタール吸入液１％ クロモグリク酸ナトリウム アステラス製薬、サノフィ

インタール細粒１０％ クロモグリク酸ナトリウム アステラス製薬、サノフィ

インタール点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム アステラス製薬、サノフィ

インタール点眼液ＵＤ２％ クロモグリク酸ナトリウム アステラス製薬、サノフィ

インタール点鼻液２％ クロモグリク酸ナトリウム アステラス製薬、サノフィ

インチンコウダイコーＭ インチンコウ 大晃生薬

インテナースパップ７０ｍｇ インドメタシン ラクール薬品販売、東光薬品工業、日医工、祐徳薬品工業

インテナシンパップ７０ｍｇ インドメタシン 原沢製薬工業、高田製薬

インテバンクリーム１％ インドメタシン 大日本住友製薬、帝國製薬

インテバン外用液１％ インドメタシン 大日本住友製薬、帝國製薬

インテバン軟膏１％ インドメタシン 大日本住友製薬、帝國製薬

インドメタシンクリーム１％「サワイ」 インドメタシン 沢井製薬

インドメタシンクリーム１％「日医工」 インドメタシン 日医工、日医工ファーマ

インドメタシンゲル１％「日医工」 インドメタシン 日医工、日医工ファーマ

インドメタシンパップ７０ｍｇ「ＢＭＤ」 インドメタシン ビオメディクス、ファイザー

インドメタシンパップ７０ｍｇ「ＹＤ」 インドメタシン 陽進堂

インドメタシンパップ７０ｍｇ「三友」 インドメタシン ラクール薬品販売、三友薬品

インドメタシンパップ７０ｍｇ「日医工」 インドメタシン 日医工

インドメタシン外用液１％「日医工」 インドメタシン 日医工、日医工ファーマ

インドメタシン坐剤２５「イセイ」 インドメタシン コーアイセイ

インドメタシン坐剤５０「イセイ」 インドメタシン コーアイセイ

ウイキョウダイコーＭ ウイキョウ 大晃生薬

ウイキョウ油「司生堂」 ウイキョウ油 司生堂製薬

ウイルクリーン ベンゼトニウム塩化物 Ｋ．Ｏ．デンタル、東豊薬品

ウイルソン軟膏「東豊」 サラシミツロウ、硬化油、酸化亜鉛、豚脂吉田製薬、東豊薬品

ウエッシュクリーン ベンザルコニウム塩化物 ニプロ、ニプロファーマ

ウエルアップハンドローション０．５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬、吉田製薬

ウエルアップハンドローション１％ クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬、吉田製薬

ウエルアップ手指消毒液０．２％ クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬

ウエルパス手指消毒液０．２％ ベンザルコニウム塩化物 アルフレッサ　ファーマ、丸石製薬

ウスノン消毒液１０％ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩岩城製薬、山田製薬、小堺製薬

ウチダのアキョウＭ アキョウ ウチダ和漢薬

ウチダのアセンヤク末Ｍ アセンヤク末 ウチダ和漢薬

ウチダのアマチャＭ アマチャ ウチダ和漢薬

ウチダのアマチャ末Ｍ アマチャ末 ウチダ和漢薬

ウチダのアロエ末Ｍ アロエ末 ウチダ和漢薬

ウチダのイレイセンＭ イレイセン ウチダ和漢薬

ウチダのインチンコウＭ インチンコウ ウチダ和漢薬

ウチダのウイキョウＭ ウイキョウ ウチダ和漢薬

ウチダのウコンＭ ウコン ウチダ和漢薬

ウチダのウバイＭ ウバイ ウチダ和漢薬

ウチダのウヤクＭ ウヤク ウチダ和漢薬

ウチダのウワウルシＭ ウワウルシ ウチダ和漢薬

ウチダのエイジツＭ エイジツ ウチダ和漢薬

ウチダのエイジツ末Ｍ エイジツ末 ウチダ和漢薬

ウチダのエンゴサクＭ エンゴサク ウチダ和漢薬

ウチダのエンメイソウＭ エンメイソウ ウチダ和漢薬

ウチダのオウギＭ オウギ ウチダ和漢薬

ウチダのオウギ末Ｍ オウギ末 ウチダ和漢薬

ウチダのオウゴンＭ オウゴン ウチダ和漢薬

ウチダのオウゴン末Ｍ オウゴン末 ウチダ和漢薬

ウチダのオウバクＭ オウバク ウチダ和漢薬

ウチダのオウバク末Ｍ オウバク末 ウチダ和漢薬

ウチダのオウヒＭ オウヒ ウチダ和漢薬

ウチダのオウレンＭ オウレン ウチダ和漢薬

ウチダのオウレン末Ｍ オウレン末 ウチダ和漢薬

ウチダのオンジＭ オンジ ウチダ和漢薬

ウチダのオンジ末Ｍ オンジ末 ウチダ和漢薬

ウチダのカイカＭ カイカ ウチダ和漢薬

ウチダのガイヨウＭ ガイヨウ ウチダ和漢薬

ウチダのカゴソウＭ カゴソウ ウチダ和漢薬

ウチダのカシＭ カシ ウチダ和漢薬

ウチダのカシュウＭ カシュウ ウチダ和漢薬

ウチダのガジュツＭ ガジュツ ウチダ和漢薬



ウチダのガジュツ末Ｍ ガジュツ末 ウチダ和漢薬

ウチダのカッコウＭ カッコウ ウチダ和漢薬

ウチダのカッコンＭ カッコン ウチダ和漢薬

ウチダのカッセキＭ カッセキ ウチダ和漢薬

ウチダのカノコソウＭ カノコソウ ウチダ和漢薬

ウチダのカノコソウ末Ｍ カノコソウ末 ウチダ和漢薬

ウチダのカロコンＭ カロコン ウチダ和漢薬

ウチダのカロニンＭ カロニン ウチダ和漢薬

ウチダのカンキョウＭ カンキョウ ウチダ和漢薬

ウチダのカンゾウＭ カンゾウ ウチダ和漢薬

ウチダのカンゾウ末Ｍ カンゾウ末 ウチダ和漢薬

ウチダのキキョウＭ キキョウ ウチダ和漢薬

ウチダのキキョウ末Ｍ キキョウ末 ウチダ和漢薬

ウチダのキクカＭ キクカ ウチダ和漢薬

ウチダのキササゲＭ キササゲ ウチダ和漢薬

ウチダのキジツＭ キジツ ウチダ和漢薬

ウチダのキッピＭ キッピ ウチダ和漢薬

ウチダのキナＭ キナ ウチダ和漢薬

ウチダのキナ末Ｍ キナ末 ウチダ和漢薬

ウチダのキョウカツＭ キョウカツ ウチダ和漢薬

ウチダのキョウニンＭ キョウニン ウチダ和漢薬

ウチダのキンギンカＭ キンギンカ ウチダ和漢薬

ウチダのクコシＭ クコシ ウチダ和漢薬

ウチダのクコヨウＭ クコヨウ ウチダ和漢薬

ウチダのクジンＭ クジン ウチダ和漢薬

ウチダのクジン末Ｍ クジン末 ウチダ和漢薬

ウチダのケイガイＭ ケイガイ ウチダ和漢薬

ウチダのケイヒＭ ケイヒ ウチダ和漢薬

ウチダのケイヒ末Ｍ ケイヒ末 ウチダ和漢薬

ウチダのケツメイシＭ ケツメイシ ウチダ和漢薬

ウチダのケンゴシＭ ケンゴシ ウチダ和漢薬

ウチダのゲンジンＭ ゲンジン ウチダ和漢薬

ウチダのゲンチアナＭ ゲンチアナ ウチダ和漢薬

ウチダのゲンチアナ末Ｍ ゲンチアナ末 ウチダ和漢薬

ウチダのゲンノショウコＭ ゲンノショウコ ウチダ和漢薬

ウチダのゲンノショウコ末Ｍ ゲンノショウコ末 ウチダ和漢薬

ウチダのコウイＭ コウイ ウチダ和漢薬

ウチダのコウカＭ コウカ ウチダ和漢薬

ウチダのコウジンＭ コウジン ウチダ和漢薬

ウチダのコウジン末Ｍ コウジン末 ウチダ和漢薬

ウチダのコウブシＭ コウブシ ウチダ和漢薬

ウチダのコウブシ末Ｍ コウブシ末 ウチダ和漢薬

ウチダのコウベイＭ コウベイ ウチダ和漢薬

ウチダのコウボクＭ コウボク ウチダ和漢薬

ウチダのコウボク末Ｍ コウボク末 ウチダ和漢薬

ウチダのコウホンＭ コウホン ウチダ和漢薬

ウチダのゴオウＭ ゴオウ ウチダ和漢薬

ウチダのゴシツＭ ゴシツ ウチダ和漢薬

ウチダのゴシュユＭ ゴシュユ ウチダ和漢薬

ウチダのゴボウシＭ ゴボウシ ウチダ和漢薬

ウチダのゴマＭ ゴマ ウチダ和漢薬

ウチダのゴミシＭ ゴミシ ウチダ和漢薬

ウチダのコロンボＭ コロンボ ウチダ和漢薬

ウチダのコロンボ末Ｍ コロンボ末 ウチダ和漢薬

ウチダのサイコＭ サイコ ウチダ和漢薬

ウチダのサイシンＭ サイシン ウチダ和漢薬

ウチダのサフランＭ サフラン ウチダ和漢薬

ウチダのサンキライＭ サンキライ ウチダ和漢薬

ウチダのサンキライ末Ｍ サンキライ末 ウチダ和漢薬

ウチダのサンザシＭ サンザシ ウチダ和漢薬

ウチダのサンシシＭ サンシシ ウチダ和漢薬

ウチダのサンシシ末Ｍ サンシシ末 ウチダ和漢薬

ウチダのサンシュユＭ サンシュユ ウチダ和漢薬

ウチダのサンショウＭ サンショウ ウチダ和漢薬

ウチダのサンショウ末Ｍ サンショウ末 ウチダ和漢薬

ウチダのサンズコンＭ サンズコン ウチダ和漢薬

ウチダのサンソウニンＭ サンソウニン ウチダ和漢薬

ウチダのサンヤクＭ サンヤク ウチダ和漢薬

ウチダのジオウＭ ジオウ ウチダ和漢薬

ウチダのシオンＭ シオン ウチダ和漢薬

ウチダのジコッピＭ ジコッピ ウチダ和漢薬

ウチダのシコンＭ シコン ウチダ和漢薬

ウチダのシソシＭ シソシ ウチダ和漢薬

ウチダのシツリシＭ シツリシ ウチダ和漢薬

ウチダのシテイＭ シテイ ウチダ和漢薬

ウチダのシャクヤクＭ シャクヤク ウチダ和漢薬

ウチダのシャクヤク末Ｍ シャクヤク末 ウチダ和漢薬

ウチダのジャショウシＭ ジャショウシ ウチダ和漢薬

ウチダのシャジンＭ シャジン ウチダ和漢薬

ウチダのシャゼンシＭ シャゼンシ ウチダ和漢薬

ウチダのシャゼンソウＭ シャゼンソウ ウチダ和漢薬

ウチダのジュウヤクＭ ジュウヤク ウチダ和漢薬

ウチダのシュクシャＭ シュクシャ ウチダ和漢薬

ウチダのシュクシャ末Ｍ シュクシャ末 ウチダ和漢薬

ウチダのショウキョウＭ ショウキョウ ウチダ和漢薬

ウチダのショウキョウ末Ｍ ショウキョウ末 ウチダ和漢薬

ウチダのショウズクＭ ショウズク ウチダ和漢薬

ウチダのショウバクＭ ショウバク ウチダ和漢薬

ウチダのショウマＭ ショウマ ウチダ和漢薬



ウチダのシンイＭ シンイ ウチダ和漢薬

ウチダのシンギＭ シンギ ウチダ和漢薬

ウチダのセキシャクＭ セキシャク ウチダ和漢薬

ウチダのセッコウＭ セッコウ ウチダ和漢薬

ウチダのセネガＭ セネガ ウチダ和漢薬

ウチダのセネガ末Ｍ セネガ末 ウチダ和漢薬

ウチダのセンキュウＭ センキュウ ウチダ和漢薬

ウチダのセンキュウ末Ｍ センキュウ末 ウチダ和漢薬

ウチダのゼンコＭ ゼンコ ウチダ和漢薬

ウチダのセンコツＭ センコツ ウチダ和漢薬

ウチダのセンタイＭ センタイ ウチダ和漢薬

ウチダのセンナＭ センナ ウチダ和漢薬

ウチダのセンナ末Ｍ センナ末 ウチダ和漢薬

ウチダのセンブリＭ センブリ ウチダ和漢薬

ウチダのセンブリ末Ｍ センブリ末 ウチダ和漢薬

ウチダのソウジュツＭ ソウジュツ ウチダ和漢薬

ウチダのソウジュツ末Ｍ ソウジュツ末 ウチダ和漢薬

ウチダのソウハクヒＭ ソウハクヒ ウチダ和漢薬

ウチダのソボクＭ ソボク ウチダ和漢薬

ウチダのソヨウＭ ソヨウ ウチダ和漢薬

ウチダのダイオウＭ ダイオウ ウチダ和漢薬

ウチダのダイオウ末Ｍ ダイオウ末 ウチダ和漢薬

ウチダのタイソウＭ タイソウ ウチダ和漢薬

ウチダのダイフクヒＭ ダイフクヒ ウチダ和漢薬

ウチダのタクシャＭ タクシャ ウチダ和漢薬

ウチダのタクシャ末Ｍ タクシャ末 ウチダ和漢薬

ウチダのタンジンＭ タンジン ウチダ和漢薬

ウチダのチクジョＭ チクジョ ウチダ和漢薬

ウチダのチクセツニンジンＭ チクセツニンジン ウチダ和漢薬

ウチダのチクセツニンジン末Ｍ チクセツニンジン末 ウチダ和漢薬

ウチダのチモＭ チモ ウチダ和漢薬

ウチダのチャヨウＭ チャヨウ ウチダ和漢薬

ウチダのチョウジＭ チョウジ ウチダ和漢薬

ウチダのチョウジ末Ｍ チョウジ末 ウチダ和漢薬

ウチダのチョウトウコウＭ チョウトウコウ ウチダ和漢薬

ウチダのチョレイＭ チョレイ ウチダ和漢薬

ウチダのチンピＭ チンピ ウチダ和漢薬

ウチダのテンナンショウＭ テンナンショウ ウチダ和漢薬

ウチダのテンマＭ テンマ ウチダ和漢薬

ウチダのテンモンドウＭ テンモンドウ ウチダ和漢薬

ウチダのトウガシＭ トウガシ ウチダ和漢薬

ウチダのトウガラシＭ トウガラシ ウチダ和漢薬

ウチダのトウガラシ末Ｍ トウガラシ末 ウチダ和漢薬

ウチダのトウキＭ トウキ ウチダ和漢薬

ウチダのトウキ末Ｍ トウキ末 ウチダ和漢薬

ウチダのトウジンＭ トウジン ウチダ和漢薬

ウチダのトウドクカツＭ トウドクカツ ウチダ和漢薬

ウチダのトウニンＭ トウニン ウチダ和漢薬

ウチダのトウヒＭ トウヒ ウチダ和漢薬

ウチダのトウヒ末Ｍ トウヒ末 ウチダ和漢薬

ウチダのドクカツＭ ドクカツ ウチダ和漢薬

ウチダのトチュウＭ トチュウ ウチダ和漢薬

ウチダのナンテンジツＭ ナンテンジツ ウチダ和漢薬

ウチダのニガキＭ ニガキ ウチダ和漢薬

ウチダのニガキ末Ｍ ニガキ末 ウチダ和漢薬

ウチダのニンジンＭ ニンジン ウチダ和漢薬

ウチダのニンジン末Ｍ ニンジン末 ウチダ和漢薬

ウチダのニンドウＭ ニンドウ ウチダ和漢薬

ウチダのバイモＭ バイモ ウチダ和漢薬

ウチダのバクガＭ バクガ ウチダ和漢薬

ウチダのバクモンドウＭ バクモンドウ ウチダ和漢薬

ウチダのハッカＭ ハッカ ウチダ和漢薬

ウチダのハマボウフウＭ ハマボウフウ ウチダ和漢薬

ウチダのハンゲＭ ハンゲ ウチダ和漢薬

ウチダのヒシノミＭ ヒシノミ ウチダ和漢薬

ウチダのビャクゴウＭ ビャクゴウ ウチダ和漢薬

ウチダのビャクシＭ ビャクシ ウチダ和漢薬

ウチダのビャクジュツＭ ビャクジュツ ウチダ和漢薬

ウチダのビャクジュツ末Ｍ ビャクジュツ末 ウチダ和漢薬

ウチダのビワヨウＭ ビワヨウ ウチダ和漢薬

ウチダのビンロウジＭ ビンロウジ ウチダ和漢薬

ウチダのブクリョウＭ ブクリョウ ウチダ和漢薬

ウチダのブクリョウ末Ｍ ブクリョウ末 ウチダ和漢薬

ウチダのベッコウＭ ドベッコウ ウチダ和漢薬

ウチダのボウイＭ ボウイ ウチダ和漢薬

ウチダのボウコンＭ ボウコン ウチダ和漢薬

ウチダのボウフウＭ ボウフウ ウチダ和漢薬

ウチダのボクソクＭ ボクソク ウチダ和漢薬

ウチダのボタンピＭ ボタンピ ウチダ和漢薬

ウチダのボタンピ末Ｍ ボタンピ末 ウチダ和漢薬

ウチダのボレイＭ ボレイ ウチダ和漢薬

ウチダのボレイ末Ｍ ボレイ末 ウチダ和漢薬

ウチダのマオウＭ マオウ ウチダ和漢薬

ウチダのマシニンＭ マシニン ウチダ和漢薬

ウチダのマンケイシＭ マンケイシ ウチダ和漢薬

ウチダのモクツウＭ モクツウ ウチダ和漢薬

ウチダのモッカＭ モッカ ウチダ和漢薬

ウチダのモッコウＭ モッコウ ウチダ和漢薬

ウチダのモッコウ末Ｍ モッコウ末 ウチダ和漢薬



ウチダのヤクチＭ ヤクチ ウチダ和漢薬

ウチダのヤクモソウＭ ヤクモソウ ウチダ和漢薬

ウチダのヨウバイヒＭ ヨウバイヒ ウチダ和漢薬

ウチダのヨクイニンＭ ヨクイニン ウチダ和漢薬

ウチダのヨクイニン末Ｍ ヨクイニン末 ウチダ和漢薬

ウチダのリュウガンニクＭ リュウガンニク ウチダ和漢薬

ウチダのリュウコツＭ リュウコツ ウチダ和漢薬

ウチダのリュウタンＭ リュウタン ウチダ和漢薬

ウチダのリュウタン末Ｍ リュウタン末 ウチダ和漢薬

ウチダのリョウキョウＭ リョウキョウ ウチダ和漢薬

ウチダのレンギョウＭ レンギョウ ウチダ和漢薬

ウチダのレンニクＭ レンニク ウチダ和漢薬

ウチダのワキョウカツＭ ワキョウカツ ウチダ和漢薬

ウチダの烏頭 ウズ ウチダ和漢薬

ウチダの修治ブシＭ ブシ ウチダ和漢薬

ウチダの八味丸Ｍ 八味丸 ウチダ和漢薬、クラシエ薬品

ウチダの附子 ブシ ウチダ和漢薬

ウチダの炮附子 ブシ ウチダ和漢薬

ウテロン錠５ｍｇ リトドリン塩酸塩 サンド、日本ヘキサル

ウブレチド点眼液０．５％ ジスチグミン臭化物 鳥居薬品

ウブレチド点眼液１％ ジスチグミン臭化物 鳥居薬品

ウリモックスクリーム１０％ 尿素 池田薬品工業、日医工

ウルグートカプセル２００ｍｇ ベネキサート塩酸塩ベータデクス 塩野義製薬、共和薬品工業

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＪＧ」 ウルソデオキシコール酸 日本ジェネリック

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」ウルソデオキシコール酸 辰巳化学

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」 ウルソデオキシコール酸 高田製薬、全星薬品、全星薬品工業、日医工

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サワイ」ウルソデオキシコール酸 沢井製薬

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テバ」 ウルソデオキシコール酸 武田テバファーマ、武田薬品工業

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」ウルソデオキシコール酸 東和薬品

ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 ウルソデオキシコール酸 日本ジェネリック

ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 ウルソデオキシコール酸 武田テバファーマ、武田薬品工業

ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「トーワ」 ウルソデオキシコール酸 東和薬品

ウルソ錠１００ｍｇ ウルソデオキシコール酸 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

ウルソ錠５０ｍｇ ウルソデオキシコール酸 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

ウルソ顆粒５％ ウルソデオキシコール酸 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

ウレパールクリーム１０％ 尿素 大塚製薬、大塚製薬工場

ウレパールローション１０％ 尿素 大塚製薬、大塚製薬工場

ウロカルン錠２２５ｍｇ ウラジロガシエキス 日本新薬

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ Ｄ－ソルビトール バクスター

エアーサロンパス サリチル酸グリコール、サリチル酸メチル、ジフェンヒドラミン久光製薬

エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＮＳ」 エカベトナトリウム水和物 日新製薬

エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＹＤ」 エカベトナトリウム水和物 日医工、日本ジェネリック、富士フイルムファーマ、陽進堂

エカベトＮａ顆粒６６．７％「サワイ」 エカベトナトリウム水和物 沢井製薬

エカベトＮａ顆粒６６．７％「トーワ」 エカベトナトリウム水和物 東和薬品

エカベトＮａ顆粒６６．７％「ファイザー」 エカベトナトリウム水和物 ファイザー、マイラン製薬

エキザルベ ヒドロコルチゾン、混合死菌浮遊液 マルホ

エキテック９５ 酸化エチレン 日本液炭

エクセラーゼ配合錠 オリパーゼ２Ｓ、サナクターゼＭ、プロクターゼ、メイセラーゼ、膵臓性消化酵素ＴＡMeijiSeikaファルマ

エクセルダームクリーム１％ スルコナゾール硝酸塩 田辺三菱製薬

エクセルダーム外用液１％ スルコナゾール硝酸塩 田辺三菱製薬

エクラークリーム０．３％ デプロドンプロピオン酸エステル 久光製薬、鳥居薬品

エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２ デプロドンプロピオン酸エステル 久光製薬

エクラーローション０．３％ デプロドンプロピオン酸エステル 久光製薬、鳥居薬品

エクラー軟膏０．３％ デプロドンプロピオン酸エステル 久光製薬、鳥居薬品

エコ消エタ消毒液 消毒用エタノール 吉田製薬

エスサイド消毒液６％ エタンペルオキソ酸 富士フイルムＲＩファーマ、富士フイルムメディカル、富士フイルム富山化学

エステルチンドライシロップ０．０１％ プロカテロール塩酸塩水和物 高田製薬、日本化薬

エタノール　シオエ エタノール シオエ製薬、日本新薬

エタノール（カネイチ）Ｍ エタノール 兼一薬品工業

エタノール（ミツマル） エタノール サンケミファ

エタノール／ワコーケミカル エタノール ワコーケミカル、和光純薬工業

エタノール「イマヅ」 エタノール 今津薬品工業

エタノール「ケンエー」 エタノール 健栄製薬

エタノール「コザカイ・Ｍ」 エタノール 岩城製薬、小堺製薬

エタノール「コニシ」 エタノール エビス薬品、コニシ

エタノール「タイセイ」 エタノール 大成薬品工業

エタノール「タカスギ」 エタノール 高杉製薬

エタノール「タツミ」Ｍ エタノール タツミ薬品工業

エタノール「ニッコー」 エタノール ファイザー、マイラン製薬、日興製薬、日興製薬販売

エタノール「マルイシ」 エタノール ニプロ、丸石製薬

エタノール「ヤクハン」 エタノール ヤクハン製薬、中北薬品、日医工

エタノール「ヤマゼン」 エタノール 山善製薬

エタノール「ヨシダ」 エタノール 吉田製薬

エタノール「司生堂」 エタノール 司生堂製薬

エタノール「昭和」（Ｍ） エタノール 昭和製薬

エタノール「東海」 エタノール 東海製薬

エタノール「東豊」 エタノール 中北薬品、東豊薬品

エタノール＜ハチ＞ エタノール 小野薬品工業、東洋製薬化成

エチコール イソプロパノール、メタノール変性アルコール小堺製薬

エテンザミド「ヨシダ」 エテンザミド 吉田製薬

エトドラク錠１００ｍｇ「ＪＧ」 エトドラク 大興製薬、日本ジェネリック

エトドラク錠１００ｍｇ「ＳＷ」 エトドラク 沢井製薬

エトドラク錠１００ｍｇ「タイヨー」 エトドラク 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

エトドラク錠１００ｍｇ「トーワ」 エトドラク 東和薬品

エトドラク錠１００ｍｇ「日医工」 エトドラク 日医工

エトドラク錠２００ｍｇ「ＪＧ」 エトドラク 大興製薬、日本ジェネリック

エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 エトドラク 旭化成ファーマ、沢井製薬

エトドラク錠２００ｍｇ「タイヨー」 エトドラク 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

エトドラク錠２００ｍｇ「トーワ」 エトドラク 東和薬品



エトドラク錠２００ｍｇ「日医工」 エトドラク 日医工

エヌ・エス配合散 α－アミラーゼ、ウイキョウ末、オウバク末、カンゾウ末、ケイヒ末、ショウキョウ末、ニガキ末、乾燥水酸化アルミニウムゲル、炭酸マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム日新製薬

エネーボ配合経腸用液 アボットジャパン

エパキャップソフトカプセル３００ｍｇ イコサペント酸エチル キョーリンリメディオ、杏林製薬、東洋カプセル

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 エバスチン ニプロ、ニプロファーマ

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 エバスチン 日新製薬

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 エバスチン 陽進堂

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 エバスチン サンド、全星薬品、全星薬品工業

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 エバスチン 共和薬品工業

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 エバスチン
共創未来ファーマ、興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本ケミファ、富士フイルム

ファーマ

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 エバスチン 沢井製薬

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「タイヨー」 エバスチン 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 エバスチン 高田製薬

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 エバスチン ファイザー

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 エバスチン ダイト、科研製薬

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 エバスチン 日医工

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 エバスチン ニプロ、ニプロファーマ

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 エバスチン 日新製薬

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 エバスチン 陽進堂

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 エバスチン サンド、全星薬品、全星薬品工業

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 エバスチン 共和薬品工業

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 エバスチン
共創未来ファーマ、興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本ケミファ、富士フイルム

ファーマ

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 エバスチン 沢井製薬

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「タイヨー」 エバスチン 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 エバスチン 高田製薬

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 エバスチン ファイザー

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 エバスチン ダイト、科研製薬

エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 エバスチン 日医工

エバスチン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 エバスチン ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

エバスチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 エバスチン 日新製薬

エバスチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 エバスチン 辰巳化学

エバスチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 エバスチン あすかActavis、武田薬品工業、陽進堂

エバスチン錠１０ｍｇ「アメル」 エバスチン 共和薬品工業

エバスチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 エバスチン
共創未来ファーマ、興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本ケミファ、富士フイルム

ファーマ

エバスチン錠１０ｍｇ「サワイ」 エバスチン 沢井製薬

エバスチン錠１０ｍｇ「タカタ」 エバスチン 高田製薬

エバスチン錠１０ｍｇ「トーワ」 エバスチン 東和薬品

エバスチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 エバスチン ファイザー

エバスチン錠１０ｍｇ「科研」 エバスチン ダイト、科研製薬

エバスチン錠１０ｍｇ「日医工」 エバスチン 日医工

エバスチン錠５ｍｇ「ＣＨ」 エバスチン ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

エバスチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 エバスチン 日新製薬

エバスチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 エバスチン 辰巳化学

エバスチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 エバスチン あすかActavis、武田薬品工業、陽進堂

エバスチン錠５ｍｇ「アメル」 エバスチン 共和薬品工業

エバスチン錠５ｍｇ「ケミファ」 エバスチン
共創未来ファーマ、興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本ケミファ、富士フイルム

ファーマ

エバスチン錠５ｍｇ「サワイ」 エバスチン 沢井製薬

エバスチン錠５ｍｇ「タカタ」 エバスチン 高田製薬

エバスチン錠５ｍｇ「トーワ」 エバスチン 東和薬品

エバスチン錠５ｍｇ「ファイザー」 エバスチン ファイザー

エバスチン錠５ｍｇ「科研」 エバスチン ダイト、科研製薬

エバスチン錠５ｍｇ「日医工」 エバスチン 日医工

エバステルＯＤ錠１０ｍｇ エバスチン MeijiSeikaファルマ、大日本住友製薬、大日本製薬

エバステルＯＤ錠５ｍｇ エバスチン MeijiSeikaファルマ、大日本住友製薬、大日本製薬

エバステル錠１０ｍｇ エバスチン MeijiSeikaファルマ、大日本住友製薬、大日本製薬

エバステル錠５ｍｇ エバスチン MeijiSeikaファルマ、大日本住友製薬、大日本製薬

エパデールＳ３００ イコサペント酸エチル 持田製薬

エパデールＳ６００ イコサペント酸エチル 持田製薬

エパデールＳ９００ イコサペント酸エチル 持田製薬

エパデールカプセル３００ イコサペント酸エチル 持田製薬、大日本住友製薬、大日本製薬

エパラカプセル３００ イコサペント酸エチル 日本臓器製薬

エパラ粒状カプセル３００ｍｇ イコサペント酸エチル 日本臓器製薬

エパラ粒状カプセル６００ｍｇ イコサペント酸エチル 日本臓器製薬

エパラ粒状カプセル９００ｍｇ イコサペント酸エチル 日本臓器製薬

エパロースカプセル３００ｍｇ イコサペント酸エチル 共和薬品工業

エパロース粒状カプセル３００ｍｇ イコサペント酸エチル 共和薬品工業

エパロース粒状カプセル６００ｍｇ イコサペント酸エチル 共和薬品工業

エパロース粒状カプセル９００ｍｇ イコサペント酸エチル 共和薬品工業

エピカルスＳ配合錠 オオウメガサソウエキス、スギナエキス、セイヨウオキナグサエキス、ハコヤナギエキス、小麦胚芽油シオノケミカル、ファイザー、マイラン製薬

エピカルス配合錠 オオウメガサソウエキス、スギナエキス、セイヨウオキナグサエキス、ハコヤナギエキス、小麦胚芽油シオノケミカル、岩城製薬、日本ジェネリック

エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用「日医工」 エピナスチン塩酸塩 日医工

エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワイ」 エピナスチン塩酸塩 沢井製薬

エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「トーワ」 エピナスチン塩酸塩 東和薬品

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨＯＳ」 エピナスチン塩酸塩 シー・エイチ・オー新薬、マイラン製薬

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 エピナスチン塩酸塩 長生堂製薬、日本ジェネリック

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 エピナスチン塩酸塩 辰巳化学

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 エピナスチン塩酸塩 共創未来ファーマ、日本ジェネリック、富士フイルムファーマ、陽進堂

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 エピナスチン塩酸塩 興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本ケミファ、日本薬品工業

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 エピナスチン塩酸塩 沢井製薬

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 エピナスチン塩酸塩 武田テバファーマ、武田薬品工業

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 エピナスチン塩酸塩 東和薬品

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 エピナスチン塩酸塩 ファイザー

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 エピナスチン塩酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 エピナスチン塩酸塩 日医工

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 エピナスチン塩酸塩 日新製薬



エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＣＨＯＳ」 エピナスチン塩酸塩 シー・エイチ・オー新薬、マイラン製薬

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」 エピナスチン塩酸塩 長生堂製薬、日本ジェネリック

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 エピナスチン塩酸塩 辰巳化学

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 エピナスチン塩酸塩 共創未来ファーマ、日本ジェネリック、富士フイルムファーマ、本草製薬、陽進堂

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 エピナスチン塩酸塩 興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本ケミファ、日本薬品工業

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 エピナスチン塩酸塩 沢井製薬

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「テバ」 エピナスチン塩酸塩 武田テバファーマ、武田薬品工業

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 エピナスチン塩酸塩 東和薬品

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 エピナスチン塩酸塩 ファイザー

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏林」 エピナスチン塩酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 エピナスチン塩酸塩 日医工

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日新」 エピナスチン塩酸塩 日新製薬

エピナスチン塩酸塩内用液０．２％「タイヨー」エピナスチン塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

エピナスチン錠１０ｍｇ「ＫＴ」 エピナスチン塩酸塩 寿製薬

エピナスチン錠２０ｍｇ「ＫＴ」 エピナスチン塩酸塩 寿製薬

エビプロスタット配合錠ＤＢ オオウメガサソウエキス、スギナエキス、セイヨウオキナグサエキス、ハコヤナギエキス、精製小麦胚芽油日本新薬

エフェドリン塩酸塩散１０％「マルイシ」 エフェドリン塩酸塩 丸石製薬

エボザックカプセル３０ｍｇ セビメリン塩酸塩水和物 第一三共、第一製薬

エホチール錠５ｍｇ エチレフリン塩酸塩 サノフィ、日本ベーリンガーインゲルハイム

エポン－１２ 酸化エチレン 日本液炭

エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル１ｍｇ「トーワ」エメダスチンフマル酸塩 東和薬品

エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル２ｍｇ「トーワ」エメダスチンフマル酸塩 東和薬品

エラスチーム錠１８００ エラスターゼＥＳ エーザイ

エリックス点眼液０．２５％ アンレキサノクス 千寿製薬、武田薬品工業

エルエイジー０．０５液 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩吉田製薬

エルエイジー０．１液 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩吉田製薬

エルエイジー０．２液 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩吉田製薬

エルエイジー０．５液 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩吉田製薬

エルエイジー１０液 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩吉田製薬

エルサメットＳ配合錠 オオウメガサソウエキス、スギナエキス、セイヨウオキナグサエキス、ハコヤナギエキス、小麦胚芽油大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

エルサメット配合錠 オオウメガサソウエキス、スギナエキス、セイヨウオキナグサエキス、ハコヤナギエキス、小麦胚芽油大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

エルシド腟錠１００ｍｇ クロトリマゾール 富士製薬工業

エルナックＨ－１０ 酸化エチレン 和歌山酸素

エルナックＨ－２０ 酸化エチレン 和歌山酸素

エルナックＳ－９５ 酸化エチレン 和歌山酸素

エルモナーゼ錠１８００ エラスターゼＥＳ 東和薬品

エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 ＥＡファーマ、味の素、味の素ファルマ、味の素製薬

エレンタール配合内用剤 ＥＡファーマ、味の素、味の素ファルマ、味の素製薬

エンゴサクＭ永大 エンゴサク 永大薬業

エンゴサクダイコーＭ エンゴサク 大晃生薬

エンシュア・Ｈ アボットジャパン、大日本住友製薬、大日本製薬、明治

エンシュア・リキッド アボットジャパン、大日本住友製薬、大日本製薬、明治

エンゼトニン液０．０１ ベンゼトニウム塩化物 吉田製薬

エンゼトニン液０．０２ ベンゼトニウム塩化物 吉田製薬

エンゼトニン液０．０２５ ベンゼトニウム塩化物 吉田製薬

エンゼトニン液０．０５ ベンゼトニウム塩化物 吉田製薬

エンゼトニン液０．１ ベンゼトニウム塩化物 吉田製薬

エンテロノン－Ｒ散 耐性乳酸菌 ＥＡファーマ、味の素、味の素ファルマ、味の素製薬

エンペシドクリーム１％ クロトリマゾール バイエル薬品

エンペシドトローチ１０ｍｇ クロトリマゾール バイエル薬品

エンペシド外用液１％ クロトリマゾール バイエル薬品

エンペシド腟錠１００ｍｇ クロトリマゾール バイエル薬品

オイラゾンクリーム０．０５％ デキサメタゾン
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン、ノバルティス

ファーマ、日新製薬

オイラゾンクリーム０．１％ デキサメタゾン
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン、ノバルティス

ファーマ、日新製薬

オイラックスＨクリーム クロタミトン、ヒドロコルチゾン
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン、ノバルティス

ファーマ、日新製薬

オイラックスクリーム１０％ クロタミトン
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン、ノバルティス

ファーマ、日新製薬

オウギＭ永大 オウギ 永大薬業

オウギダイコーＭ オウギ 大晃生薬

オウゴンＭ永大 オウゴン 永大薬業

オウゴンダイコーＭ オウゴン 大晃生薬

オウゴン末ダイコーＭ オウゴン末 大晃生薬

オウバク「司生堂」 オウバク 司生堂製薬

オウバクＭ永大 オウバク 永大薬業

オウバクダイコーＭ オウバク 大晃生薬

オウバク末　鈴 オウバク末 鈴粉末薬品

オウバク末「司生堂」 オウバク末 司生堂製薬

オウレンＭ永大 オウレン 永大薬業

オウレンダイコーＭ オウレン 大晃生薬

オウレン末　鈴 オウレン末 鈴粉末薬品

オースギよく苡仁湯エキスＴＧ よく苡仁湯 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ安中散料エキスＧ 安中散 大杉製薬

オースギ安中散料エキスＴ錠 安中散 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ黄連解毒湯エキスＧ 黄連解毒湯 大杉製薬

オースギ黄連解毒湯エキスＴ錠 黄連解毒湯 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ乙字湯エキスＧ 乙字湯 大杉製薬

オースギ温清飲エキスＧ 温清飲 大杉製薬

オースギ加工ブシ末 ブシ末 高砂薬業、大杉製薬

オースギ加味帰脾湯エキスＧ 加味帰脾湯 大杉製薬

オースギ加味逍遙散エキスＧ 加味逍遙散 大杉製薬

オースギ葛根湯エキスＧ 葛根湯 大杉製薬

オースギ葛根湯エキスＴ錠 葛根湯 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ葛根湯加川きゅう辛夷エキスＧ 葛根湯加川きゅう辛夷 大杉製薬

オースギ甘麦大棗湯エキスＴＧ 甘麦大棗湯 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ桂枝加竜骨牡蛎湯エキスＧ 桂枝加竜骨牡蛎湯 大杉製薬

オースギ桂枝加苓朮附湯エキスＧ 桂枝加苓朮附湯 大杉製薬



オースギ桂枝加芍薬湯エキスＧ 桂枝加芍薬湯 大杉製薬

オースギ桂枝湯エキスＧ 桂枝湯 大杉製薬

オースギ桂枝茯苓丸料エキスＧ 桂枝茯苓丸 大杉製薬

オースギ荊芥連翹湯エキスＧ 荊芥連翹湯 大杉製薬

オースギ五虎湯エキス錠 五虎湯 大杉製薬

オースギ三黄瀉心湯エキスＧ 三黄瀉心湯 大杉製薬

オースギ酸棗仁湯エキスＧ 酸棗仁湯 大杉製薬

オースギ四君子湯エキス錠 四君子湯 大杉製薬

オースギ四苓湯細粒（調剤用） 四苓湯 大杉製薬

オースギ七物降下湯エキスＧ 七物降下湯 大杉製薬

オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスＧ 柴胡加竜骨牡蛎湯 大杉製薬

オースギ柴胡桂枝湯エキスＧ 柴胡桂枝湯 大杉製薬

オースギ十全大補湯エキスＧ 十全大補湯 大杉製薬

オースギ十味敗毒湯エキスＧ 十味敗毒湯 大杉製薬

オースギ小建中湯エキスＧ 小建中湯 大杉製薬

オースギ小柴胡湯エキスＧ 小柴胡湯 大杉製薬

オースギ小柴胡湯エキスＴ錠 小柴胡湯 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ小青竜湯エキスＧ 小青竜湯 大杉製薬

オースギ小青竜湯エキスＴ錠 小青竜湯 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ小半夏加茯苓湯エキスＧ 小半夏加茯苓湯 大杉製薬

オースギ消風散エキスＧ 消風散 大杉製薬

オースギ神秘湯エキスＧ 神秘湯 大杉製薬

オースギ辛夷清肺湯エキスＧ 辛夷清肺湯 大杉製薬

オースギ人参湯エキスＧ 人参湯 大杉製薬

オースギ人参養栄湯エキスＧ 人参養栄湯 大杉製薬

オースギ清上防風湯エキスＧ 清上防風湯 大杉製薬

オースギ川きゅう茶調散料エキスＴＧ 川きゅう茶調散 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ疎経活血湯エキスＧ 疎経活血湯 大杉製薬

オースギ大黄甘草湯エキスＧ 大黄甘草湯 大杉製薬

オースギ大黄甘草湯エキスＴ錠 大黄甘草湯 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ大柴胡湯エキスＧ 大柴胡湯 大杉製薬

オースギ大柴胡湯エキスＴ錠 大柴胡湯 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ猪苓湯エキスＧ 猪苓湯 大杉製薬

オースギ桃核承気湯エキスＧ 桃核承気湯 大杉製薬

オースギ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキスＧ 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 大杉製薬

オースギ当帰芍薬散料エキスＧ 当帰芍薬散 大杉製薬

オースギ当帰芍薬散料エキスＴ錠 当帰芍薬散 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ八味地黄丸料エキスＧ 八味地黄丸 大杉製薬

オースギ八味地黄丸料エキスＴ錠 八味地黄丸 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ半夏厚朴湯エキスＧ 半夏厚朴湯 大杉製薬

オースギ半夏厚朴湯エキスＴ錠 半夏厚朴湯 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ半夏瀉心湯エキスＧ 半夏瀉心湯 大杉製薬

オースギ平胃散料エキスＧ 平胃散 大杉製薬

オースギ補中益気湯エキスＧ 補中益気湯 大杉製薬

オースギ防風通聖散エキスＧ 防風通聖散 大杉製薬

オースギ防已黄耆湯エキスＧ 防已黄耆湯 大杉製薬

オースギ麻杏よく甘湯エキスＧ 麻杏よく甘湯 大杉製薬

オースギ麻杏甘石湯エキスＧ 麻杏甘石湯 大杉製薬

オースギ麻子仁丸料エキスＧ 麻子仁丸 大杉製薬

オースギ抑肝散料エキスＴＧ 抑肝散 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ苓桂朮甘湯エキスＴＧ 苓桂朮甘湯 高砂薬業、常盤薬品工業、大杉製薬

オースギ六君子湯エキスＧ 六君子湯 大杉製薬

オースギ茵ちん蒿湯エキスＧ 茵ちん蒿湯 大杉製薬

オーネスＮ配合顆粒 ビオヂアスターゼ２０００、プロザイム６、リパーゼＡＰ１２、膵臓性消化酵素８ＡＰ鶴原製薬

オーネスＳＰ配合カプセル セルラーゼＡＰ３、ニューラーゼ、ビオヂアスターゼ２０００、プロザイム６、膵臓性消化酵素ＴＡ鶴原製薬

オーネスＳＴ配合錠 セルラーゼＡＰ３、ニューラーゼ、ビオヂアスターゼ２０００、プロザイム６、膵臓性消化酵素ＴＡ鶴原製薬

オー消エタ消毒液 消毒用エタノール 日医工

オキサトーワＤＳ小児用２％ オキサトミド 東和薬品

オキサトーワ錠３０ｍｇ オキサトミド 東和薬品

オキサトミドＤＳ小児用２％「サワイ」 オキサトミド 沢井製薬

オキサトミドシロップ小児用０．２％「ファイザー」オキサトミド ファイザー、マイラン製薬

オキサトミドドライシロップ小児用２％「イワキ」オキサトミド 岩城製薬

オキサトミドドライシロップ小児用２％「ツルハラ」オキサトミド 鶴原製薬

オキサトミドドライシロップ小児用２％「日医工」オキサトミド 日医工

オキサトミド錠３０ｍｇ「ＣＨ」 オキサトミド 長生堂製薬、日本ジェネリック

オキサトミド錠３０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 オキサトミド エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

オキサトミド錠３０ｍｇ「ＮＰ」 オキサトミド ニプロ

オキサトミド錠３０ｍｇ「ＺＥ」 オキサトミド 全星薬品、全星薬品工業

オキサトミド錠３０ｍｇ「イワキ」 オキサトミド 岩城製薬

オキサトミド錠３０ｍｇ「クニヒロ」 オキサトミド 皇漢堂製薬

オキサトミド錠３０ｍｇ「ケミファ」 オキサトミド
興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本ケミファ、日本薬品工業、富士フイルム

ファーマ

オキサトミド錠３０ｍｇ「サワイ」 オキサトミド 沢井製薬

オキサトミド錠３０ｍｇ「ツルハラ」 オキサトミド 鶴原製薬

オキサトミド錠３０ｍｇ「日医工」 オキサトミド 日医工

オキシコナゾール硝酸塩腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 オキシコナゾール硝酸塩 富士製薬工業

オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「Ｆ」 オキシコナゾール硝酸塩 富士製薬工業

オキシドール　シオエ オキシドール シオエ製薬、日本新薬

オキシドール　恵美須 オキシドール 恵美須薬品

オキシドール「ケンエー」 オキシドール ケーオーデンタル、健栄製薬

オキシドール「コザカイ・Ｍ」 オキシドール 小堺製薬、中北薬品、東豊薬品

オキシドール「タイセイ」 オキシドール 三恵薬品、大成薬品工業

オキシドール「タカスギ」 オキシドール 高杉製薬

オキシドール「タツミ」Ｍ オキシドール タツミ薬品工業、日興製薬販売

オキシドール「ニッコー」 オキシドール 日興製薬、日興製薬販売

オキシドール「ホエイ」 オキシドール ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

オキシドール「ヤクハン」 オキシドール ヤクハン製薬、岩城製薬、日医工

オキシドール「ヤマゼン」Ｍ オキシドール 山善製薬

オキシドール「ヨシダ」 オキシドール 吉田製薬



オキシドール「司生堂」 オキシドール 司生堂製薬

オキシドール「昭和」（Ｍ） オキシドール 昭和製薬

オキシドール「東海」 オキシドール 東海製薬

オキシドール消毒用液「マルイシ」 オキシドール ニプロ、丸石製薬

オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 オキシブチニン塩酸塩 陽進堂

オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「サワイ」 オキシブチニン塩酸塩 沢井製薬

オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「テバ」 オキシブチニン塩酸塩 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 オキシブチニン塩酸塩 東和薬品

オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「日医工」 オキシブチニン塩酸塩 日医工

オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 オキシブチニン塩酸塩 日本ジェネリック、陽進堂

オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 オキシブチニン塩酸塩 沢井製薬

オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「テバ」 オキシブチニン塩酸塩 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 オキシブチニン塩酸塩 東和薬品

オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「日医工」 オキシブチニン塩酸塩 日医工

オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ「ＹＤ」 オキシブチニン塩酸塩 陽進堂

オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ「サワイ」 オキシブチニン塩酸塩 沢井製薬

オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ「タイヨー」 オキシブチニン塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ「テバ」 オキシブチニン塩酸塩 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ「トーワ」 オキシブチニン塩酸塩 東和薬品

オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ「日医工」 オキシブチニン塩酸塩 日医工

オキシブプロカイン塩酸塩ミニムス点眼液０．４％「センジュ」オキシブプロカイン塩酸塩 千寿製薬、武田薬品工業

オキシブプロカイン塩酸塩ミニ点眼液０．４％「参天」オキシブプロカイン塩酸塩 参天製薬

オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．４％「ニットー」オキシブプロカイン塩酸塩 日東メディック

オキシフル液３％ オキシドール 三共、第一三共

オキナゾールクリーム１％ オキシコナゾール硝酸塩 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

オキナゾール外用液１％ オキシコナゾール硝酸塩 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

オキナゾール腟錠１００ｍｇ オキシコナゾール硝酸塩 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

オキナゾール腟錠６００ｍｇ オキシコナゾール硝酸塩 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

オクソラレンローション０．３％ メトキサレン 大正製薬、大正富山医薬品

オクソラレンローション１％ メトキサレン 大正製薬、大正富山医薬品

オクソラレン軟膏０．３％ メトキサレン 大正製薬、大正富山医薬品

オザグレル錠１００「ＫＮ」 オザグレル塩酸塩水和物 小林化工

オザグレル錠２００「ＫＮ」 オザグレル塩酸塩水和物 マルコ製薬、小林化工、日医工

オステラック錠１００ エトドラク あすか製薬、ワイス、武田薬品工業

オステラック錠２００ エトドラク あすか製薬、ワイス、武田薬品工業

オスバンラビング ベンザルコニウム塩化物 ジーシー、日本製薬、武田薬品工業

オスバン消毒液０．０２５％ ベンザルコニウム塩化物 日本製薬、武田薬品工業

オスバン消毒液０．０５％ ベンザルコニウム塩化物 日本製薬、武田薬品工業

オスバン消毒液０．１％ ベンザルコニウム塩化物 日本製薬、武田薬品工業

オスバン消毒液１０％ ベンザルコニウム塩化物 日本製薬、武田薬品工業

オドメール点眼液０．０２％ フルオロメトロン 千寿製薬、武田薬品工業

オドメール点眼液０．０５％ フルオロメトロン 千寿製薬、武田薬品工業

オドメール点眼液０．１％ フルオロメトロン 千寿製薬、武田薬品工業

オノンカプセル１１２．５ｍｇ プランルカスト水和物 小野薬品工業

オノンドライシロップ１０％ プランルカスト水和物 小野薬品工業

オパイリン錠１２５ｍｇ フルフェナム酸アルミニウム 大正製薬、大正富山医薬品

オパイリン錠２５０ｍｇ フルフェナム酸アルミニウム 大正製薬、大正富山医薬品

オピスタン原末 ペチジン塩酸塩 田辺三菱製薬、田辺三菱製薬工場

オピセゾールＡ液 キキョウ流エキス、シャクヤクエキス、車前草エキスマルコ製薬、日医工、日医工ファーマ

オピセゾールコデイン液 カンゾウエキス、キキョウ流エキス、ジヒドロコデインリン酸塩、シャクヤクエキス、車前草エキスマルコ製薬、三和化学研究所、日医工、日医工ファーマ

オフタルムＫ配合錠 アスコルビン酸、カルバゾクロム、フィトナジオンアルフレッサ　ファーマ

オフミック点眼液 トロピカミド、フェニレフリン塩酸塩 わかもと製薬

オペガードＭＡ眼灌流液／２０ｍＬ１管 千寿製薬、武田薬品工業

オペガードＭＡ眼灌流液／３００ｍＬ１袋 千寿製薬、武田薬品工業

オペガードＭＡ眼灌流液／５００ｍＬ１袋 千寿製薬、武田薬品工業

オペガードネオキット眼灌流液０．０１８４％ オキシグルタチオン 千寿製薬、大塚製薬、武田薬品工業

オペガン０．６眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天製薬、生化学工業

オペガン１．１眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天製薬、生化学工業

オペガンハイ０．４眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天製薬、生化学工業

オペガンハイ０．６眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天製薬、生化学工業

オペガンハイ０．７眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天製薬、生化学工業

オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天製薬、生化学工業

オペリード０．５眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂、千寿製薬、武田薬品工業

オペリード０．６眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂、千寿製薬、武田薬品工業

オペリード１．１眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂、千寿製薬、武田薬品工業

オペリードＨＶ０．４眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂、千寿製薬、武田薬品工業

オペリードＨＶ０．６眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂、千寿製薬、武田薬品工業

オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 資生堂、千寿製薬、武田薬品工業

オラドールＳトローチ０．５ｍｇ ドミフェン臭化物 ノバルティスファーマ、武田テバファーマ、武田薬品工業

オラドールトローチ０．５ｍｇ ドミフェン臭化物 ノバルティスファーマ、武田テバファーマ、武田薬品工業

オラネジン液１．５％ＯＲ消毒用アプリケータ１０ｍＬオラネキシジングルコン酸塩 大塚製薬、大塚製薬工場

オラネジン液１．５％ＯＲ消毒用アプリケータ２５ｍＬオラネキシジングルコン酸塩 大塚製薬、大塚製薬工場

オラネジン液１．５％消毒用アプリケータ１０ｍＬオラネキシジングルコン酸塩 大塚製薬、大塚製薬工場

オラネジン液１．５％消毒用アプリケータ２５ｍＬオラネキシジングルコン酸塩 大塚製薬、大塚製薬工場

オラネジン消毒液１．５％ オラネキシジングルコン酸塩 大塚製薬、大塚製薬工場

オラネジン消毒液１．５％ＯＲ オラネキシジングルコン酸塩 大塚製薬、大塚製薬工場

オラブリス洗口用顆粒１１％ フッ化ナトリウム 昭和薬品化工

オリザチーム顆粒 β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）ヤクルト本社

オリブ油　シオエ オリブ油 シオエ製薬、日本新薬

オリブ油／タツミ薬品 オリブ油 タツミ薬品工業

オリブ油／丸石製薬 オリブ油 ニプロ、丸石製薬

オリブ油／三恵薬品 オリブ油 三恵薬品

オリブ油／山善製薬 オリブ油 山善製薬

オリブ油／司生堂製薬 オリブ油 司生堂製薬

オリブ油／小堺製薬 オリブ油 岩城製薬、小堺製薬

オリブ油／東海製薬 オリブ油 東海製薬

オリブ油／東豊薬品 オリブ油 東豊薬品

オリブ油／日興製薬 オリブ油 ファイザー、マイラン製薬、日興製薬、日興製薬販売

オリブ油「ケンエー」 オリブ油 健栄製薬



オリブ油「タイセイ」 オリブ油 大成薬品工業

オリブ油「ヨシダ」 オリブ油 吉田製薬、中北薬品

オリブ油「日医工」 オリブ油 日医工、日興製薬販売

オルガドロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
ＭＳＤ、アスペンジャパン、シェリング・プラウ、共和クリティケア、三共、第一三

共、日本オルガノン

オルセノン軟膏０．２５％ トレチノイントコフェリル
キョーリンリメディオ、ポーラファルマ、ポーラ化成工業、杏林製薬、日清キョーリン

製薬

オルテクサー口腔用軟膏０．１％ トリアムシノロンアセトニド ビーブランド・メディコ・デンタル、日本ジェネリック、福地製薬

オルル細粒２０％ ガンマオリザノール 東和薬品

オロナイン外用液１０％ ベンザルコニウム塩化物 大塚製薬、大塚製薬工場

オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム２．５ｍｇ「マルホ」オロパタジン塩酸塩 マルホ、救急薬品工業

オロパタジン塩酸塩ＯＤフィルム５ｍｇ「マルホ」オロパタジン塩酸塩 マルホ、救急薬品工業

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 あすか製薬、ダイト、武田薬品工業

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 オロパタジン塩酸塩 日本ジェネリック

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」オロパタジン塩酸塩 小林化工

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」オロパタジン塩酸塩 共和薬品工業

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「イワキ」オロパタジン塩酸塩 岩城製薬

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」オロパタジン塩酸塩 日本ケミファ、日本薬品工業

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」オロパタジン塩酸塩 沢井製薬

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」オロパタジン塩酸塩 高田製薬

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「テバ」 オロパタジン塩酸塩 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」オロパタジン塩酸塩 東和薬品

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」オロパタジン塩酸塩 ファイザー

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「フェルゼン」オロパタジン塩酸塩 フェルゼンファーマ

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」オロパタジン塩酸塩 日医工

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 オロパタジン塩酸塩 MeijiSeikaファルマ

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 あすか製薬、ダイト、武田薬品工業

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 オロパタジン塩酸塩 日本ジェネリック

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 オロパタジン塩酸塩 小林化工

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 オロパタジン塩酸塩 共和薬品工業

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「イワキ」 オロパタジン塩酸塩 岩城製薬

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 オロパタジン塩酸塩 日本ケミファ、日本薬品工業

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 オロパタジン塩酸塩 沢井製薬

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 オロパタジン塩酸塩 高田製薬

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 オロパタジン塩酸塩 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 オロパタジン塩酸塩 東和薬品

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」オロパタジン塩酸塩 ファイザー

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「フェルゼン」オロパタジン塩酸塩 フェルゼンファーマ

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 オロパタジン塩酸塩 日医工

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 オロパタジン塩酸塩 MeijiSeikaファルマ

オロパタジン塩酸塩ドライシロップ１％「日本臓器」オロパタジン塩酸塩 日本臓器製薬

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 あすか製薬、ダイト、武田薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 オロパタジン塩酸塩 ビオメディクス

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 オロパタジン塩酸塩 エーザイ、エルメッド、日医工

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 オロパタジン塩酸塩 日本ジェネリック

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 オロパタジン塩酸塩 小林化工

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰＩ」 オロパタジン塩酸塩 日本薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 オロパタジン塩酸塩 シオノケミカル、日本新薬

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＯＡ」 オロパタジン塩酸塩 東亜薬品、日東メディック

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＳＵ」 オロパタジン塩酸塩 鶴原製薬

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 オロパタジン塩酸塩 陽進堂

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 オロパタジン塩酸塩 ニプロ、ニプロファーマ、全星薬品、全星薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 オロパタジン塩酸塩 共和薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「オーハラ」 オロパタジン塩酸塩 大原薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「クニヒロ」 オロパタジン塩酸塩 皇漢堂製薬

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 オロパタジン塩酸塩 日本ケミファ、日本薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 オロパタジン塩酸塩 沢井製薬

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 オロパタジン塩酸塩 サンド

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タカタ」 オロパタジン塩酸塩 高田製薬

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 オロパタジン塩酸塩 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 オロパタジン塩酸塩 東和薬品

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」オロパタジン塩酸塩 ファイザー

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「マヤ」 オロパタジン塩酸塩 摩耶堂製薬

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 オロパタジン塩酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬、興和、興和ジェネリック、興和創薬

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 オロパタジン塩酸塩 日医工

オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 オロパタジン塩酸塩 MeijiSeikaファルマ

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 オロパタジン塩酸塩 あすか製薬、ダイト、武田薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 オロパタジン塩酸塩 ビオメディクス

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 オロパタジン塩酸塩 エーザイ、エルメッド、日医工

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 オロパタジン塩酸塩 日本ジェネリック

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 オロパタジン塩酸塩 小林化工

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 オロパタジン塩酸塩 日本薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＳＫＫ」 オロパタジン塩酸塩 シオノケミカル、日本新薬

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 オロパタジン塩酸塩 東亜薬品、日東メディック

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 オロパタジン塩酸塩 鶴原製薬

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 オロパタジン塩酸塩 陽進堂

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 オロパタジン塩酸塩 ニプロ、ニプロファーマ、全星薬品、全星薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 オロパタジン塩酸塩 共和薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 オロパタジン塩酸塩 大原薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 オロパタジン塩酸塩 皇漢堂製薬

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 オロパタジン塩酸塩 日本ケミファ、日本薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 オロパタジン塩酸塩 沢井製薬

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」 オロパタジン塩酸塩 サンド

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 オロパタジン塩酸塩 高田製薬

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 オロパタジン塩酸塩 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 オロパタジン塩酸塩 東和薬品

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 オロパタジン塩酸塩 ファイザー

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「マヤ」 オロパタジン塩酸塩 摩耶堂製薬

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「杏林」 オロパタジン塩酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬、興和、興和ジェネリック、興和創薬



オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 オロパタジン塩酸塩 日医工

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 オロパタジン塩酸塩 MeijiSeikaファルマ

オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「ＭＥＥＫ」 オロパタジン塩酸塩 小林化工

オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「トーワ」 オロパタジン塩酸塩 東和薬品

オンジダイコーＭ オンジ 大晃生薬

ガーランド錠３０ｍｇ オキサトミド キョーリンリメディオ、杏林製薬

カイノチームクリーム０．０５％ ジフロラゾン酢酸エステル 摩耶堂製薬

ガイレス錠１０ｍｇ ペントキシベリンクエン酸塩 コーアイセイ

カイロック細粒４０％ シメチジン 藤本製薬

カカオ脂／司生堂製薬 カカオ脂 司生堂製薬

カグダリンカプセル１ｍｇ ロペラミド塩酸塩 寿製薬

カゴソウダイコーＭ カゴソウ 大晃生薬

カサールクリーム３％ ビダラビン マルホ、資生堂

ガジュツダイコーＭ ガジュツ 大晃生薬

カスカラサグラダ流エキス／司生堂製薬 カスカラサグラダ流エキス 司生堂製薬

ガスコンドロップ内用液２％ ジメチコン キッセイ薬品工業

ガスコン散１０％ ジメチコン キッセイ薬品工業

ガスコン錠４０ｍｇ ジメチコン キッセイ薬品工業

ガスコン錠８０ｍｇ ジメチコン キッセイ薬品工業

ガスサール錠４０ｍｇ ジメチコン 東和薬品、日医工

ガスターＤ錠１０ｍｇ ファモチジン ＬＴＬファーマ、アステラス製薬

ガスターＤ錠２０ｍｇ ファモチジン ＬＴＬファーマ、アステラス製薬

ガスター散１０％ ファモチジン ＬＴＬファーマ、アステラス製薬

ガスター散２％ ファモチジン ＬＴＬファーマ、アステラス製薬

ガスター錠１０ｍｇ ファモチジン ＬＴＬファーマ、アステラス製薬

ガスター錠２０ｍｇ ファモチジン ＬＴＬファーマ、アステラス製薬

ガステール錠４０ｍｇ ジメチコン 扶桑薬品工業

ガストローム顆粒６６．７％ エカベトナトリウム水和物 田辺三菱製薬、田辺製薬

ガストロゼピン錠２５ｍｇ ピレンゼピン塩酸塩水和物 日本ベーリンガーインゲルハイム

ガスモチン散１％ モサプリドクエン酸塩水和物 大日本住友製薬

ガスモチン錠２．５ｍｇ モサプリドクエン酸塩水和物 大日本住友製薬、大日本製薬

ガスモチン錠５ｍｇ モサプリドクエン酸塩水和物 大日本住友製薬、大日本製薬

ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ イルソグラジンマレイン酸塩 日本新薬

ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ イルソグラジンマレイン酸塩 日本新薬

ガスロンＮ細粒０．８％ イルソグラジンマレイン酸塩 日本新薬

ガスロンＮ錠２ｍｇ イルソグラジンマレイン酸塩 日本新薬

ガスロンＮ錠４ｍｇ イルソグラジンマレイン酸塩 日本新薬

カタリンＫ点眼用０．００５％ ピレノキシン 千寿製薬、武田薬品工業

カタリン点眼用０．００５％ ピレノキシン 千寿製薬、武田薬品工業

カチーフＮ散１０ｍｇ／ｇ フィトナジオン 日本製薬、武田薬品工業

カチーフＮ錠１０ｍｇ フィトナジオン 日本製薬、武田薬品工業

カチーフＮ錠５ｍｇ フィトナジオン 日本製薬、武田薬品工業

カチリ「ホエイ」 フェノール・亜鉛華リニメント ニプロ、ニプロファーマ、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

カチリ「ヨシダ」 フェノール・亜鉛華リニメント 吉田製薬

カッコンＭ永大 カッコン 永大薬業

カッコンダイコーＭ カッコン 大晃生薬

カデックス外用散０．９％ ヨウ素 スミス・アンド・ネフュー、スミス・アンド・ネフュー　ウンドマネジメント

カデックス軟膏０．９％ ヨウ素
エスエス製薬、スミス・アンド・ネフュー、スミス・アンド・ネフュー　ウンドマネジ

メント、三菱ウェルファーマ、日医工

カデックス軟膏分包１５３ｍｇ ヨウ素 スミス・アンド・ネフュー、スミス・アンド・ネフュー　ウンドマネジメント

カデックス軟膏分包４５ｍｇ ヨウ素 スミス・アンド・ネフュー、スミス・アンド・ネフュー　ウンドマネジメント

カトレップテープ３５ｍｇ インドメタシン 大日本住友製薬、帝國製薬

カトレップテープ７０ｍｇ インドメタシン 大日本住友製薬、帝國製薬

カトレップパップ７０ｍｇ インドメタシン 大日本住友製薬、帝國製薬

ガナトン錠５０ｍｇ イトプリド塩酸塩 アステラス製薬、アボットジャパン、マイランＥＰＤ

カネパス ベンザルコニウム塩化物 兼一薬品工業

カフェイン「ケンエー」 カフェイン水和物 健栄製薬

カフェイン「ホエイ」 カフェイン水和物 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

カフェイン水和物「ヨシダ」 カフェイン水和物 吉田製薬

カフェイン水和物原末「マルイシ」 カフェイン水和物 ニプロ、丸石製薬

カフコデＮ配合錠 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、ジフェンヒドラミンサリチル酸塩、ジプロフィリン、ブロモバレリル尿素ファイザー、マイラン製薬

カポックス－１０ 酸化エチレン 日本液炭

カポックス－２０ 酸化エチレン 日本液炭

カポックス－３０ 酸化エチレン 日本液炭

カラシミーゼ散５０％ β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）鶴原製薬

カラミンローション カラミン、酸化亜鉛 丸石製薬

ガランターゼ散５０％ β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

カリーユニ点眼液０．００５％ ピレノキシン 参天製薬

カリエードプラス散（分包）９６．７％ ポリスチレンスルホン酸カルシウム 小野薬品工業、東洋製薬化成

カリエード散 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 小野薬品工業、東洋製薬化成

カリクレイン錠１０単位 カリジノゲナーゼ バイエル薬品

カリジノゲナーゼカプセル２５単位「日医工」 カリジノゲナーゼ 日医工

カリジノゲナーゼ錠２５単位「ＮＰ」 カリジノゲナーゼ ニプロ

カリジノゲナーゼ錠２５単位「アメル」 カリジノゲナーゼ 共和薬品工業

カリジノゲナーゼ錠２５単位「あゆみ」 カリジノゲナーゼ あゆみ製薬

カリジノゲナーゼ錠２５単位「サワイ」 カリジノゲナーゼ 沢井製薬、東菱薬品工業

カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 カリジノゲナーゼ 東和薬品

カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 カリジノゲナーゼ 日医工

カリジノゲナーゼ錠２５単位「日新」 カリジノゲナーゼ 日新製薬、日本ジェネリック

カリジノゲナーゼ錠５０単位「ＮＰ」 カリジノゲナーゼ ニプロ

カリジノゲナーゼ錠５０単位「サワイ」 カリジノゲナーゼ 沢井製薬、東菱薬品工業

カリジノゲナーゼ錠５０単位「テバ」 カリジノゲナーゼ 武田テバファーマ、武田薬品工業

カリジノゲナーゼ錠５０単位「トーワ」 カリジノゲナーゼ 東和薬品

カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」 カリジノゲナーゼ 日医工

カリジノゲナーゼ錠５０単位「日新」 カリジノゲナーゼ 日新製薬、日本ジェネリック

カリセラム－Ｎａ末 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 扶桑薬品工業

カリセラム末 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 扶桑薬品工業

カリメートドライシロップ９２．５９％ ポリスチレンスルホン酸カルシウム 興和、興和創薬、日研化学

カリメート経口液２０％ ポリスチレンスルホン酸カルシウム 興和、興和創薬



カリメート散 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 興和、興和創薬、日研化学

カリ石ケン「ニッコー」 カリ石ケン 丸石製薬、健栄製薬、日興製薬、日興製薬販売

カルグート細粒５％ デノパミン 田辺三菱製薬、田辺製薬

カルグート錠１０ デノパミン 田辺三菱製薬、田辺製薬

カルグート錠５ デノパミン 田辺三菱製薬、田辺製薬

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「ＢＭＤ」カルシトリオール ビオメディクス、日本ジェネリック

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「ＹＤ」カルシトリオール 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ、陽進堂

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「サワイ」カルシトリオール 沢井製薬

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「テバ」カルシトリオール 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「トーワ」カルシトリオール 東和薬品

カルシトリオールカプセル０．５μｇ「ＢＭＤ」カルシトリオール ビオメディクス、日本ジェネリック

カルシトリオールカプセル０．５μｇ「ＹＤ」 カルシトリオール 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ、陽進堂

カルシトリオールカプセル０．５μｇ「サワイ」カルシトリオール 沢井製薬

カルシトリオールカプセル０．５μｇ「テバ」 カルシトリオール 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

カルシトリオールカプセル０．５μｇ「トーワ」カルシトリオール 東和薬品

カルタレチン錠２５０ 沈降炭酸カルシウム 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

カルタレチン錠５００ 沈降炭酸カルシウム 大洋薬品工業、日本ジェネリック、武田テバファーマ、武田薬品工業

カルタンＯＤ錠２５０ｍｇ 沈降炭酸カルシウム ファイザー、マイラン製薬

カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 沈降炭酸カルシウム ファイザー、マイラン製薬、扶桑薬品工業

カルタン細粒８３％ 沈降炭酸カルシウム ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、扶桑薬品工業

カルタン錠２５０ 沈降炭酸カルシウム ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、扶桑薬品工業

カルタン錠５００ 沈降炭酸カルシウム ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、扶桑薬品工業

カルチコール末 グルコン酸カルシウム水和物 大日本住友製薬、大日本製薬、日医工

カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液１％「わかもと」カルテオロール塩酸塩 わかもと製薬、日東メディック

カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わかもと」カルテオロール塩酸塩 わかもと製薬、日東メディック

カルテオロール塩酸塩ＰＦ点眼液１％「日点」 カルテオロール塩酸塩 日本点眼薬研究所

カルテオロール塩酸塩ＰＦ点眼液２％「日点」 カルテオロール塩酸塩 日本点眼薬研究所

カルテオロール塩酸塩点眼液１％「わかもと」 カルテオロール塩酸塩 わかもと製薬

カルテオロール塩酸塩点眼液２％「わかもと」 カルテオロール塩酸塩 わかもと製薬

カルテオロール点眼液Ｔ１％ カルテオロール塩酸塩 東亜薬品、日東メディック

カルテオロール点眼液Ｔ２％ カルテオロール塩酸塩 東亜薬品、日東メディック

カルデミンカプセル０．５μｇ カルシトリオール 龍角散

カルデミン錠０．２５μｇ カルシトリオール 久光製薬、龍角散

カルナクリンカプセル２５ カリジノゲナーゼ 三和化学研究所

カルナクリン錠２５ カリジノゲナーゼ 三和化学研究所

カルナクリン錠５０ カリジノゲナーゼ 三和化学研究所

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ細粒１０％「ツルハラ」カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物鶴原製薬

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物辰巳化学

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ＹＤ」カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物日本ジェネリック、陽進堂

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ツルハラ」カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物鶴原製薬

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「トーワ」カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物東和薬品

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１０％「日医工」カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物日医工

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物日医工

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物日医工

カルビタール スルファチアゾール、パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩、ヨードホルム、水酸化カルシウムネオ製薬工業

カルフィーナカプセル３μｇ アルファカルシドール 共和薬品工業

カルフィーナ錠０．２５μｇ アルファカルシドール マルホ、共和薬品工業

カルフィーナ錠０．５μｇ アルファカルシドール マルホ、共和薬品工業

カルフィーナ錠１．０μｇ アルファカルシドール マルホ、共和薬品工業

カルボシステインＤＳ３３．３％「トーワ」 Ｌ－カルボシステイン 東和薬品

カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 Ｌ－カルボシステイン 高田製薬

カルボシステインＤＳ５０％「ツルハラ」 Ｌ－カルボシステイン 鶴原製薬

カルボシステインＤＳ５０％「トーワ」 Ｌ－カルボシステイン 東和薬品

カルボシステインシロップ１０％「ＫＮ」 Ｌ－カルボシステイン 小林化工

カルボシステインシロップ５％「ＪＧ」 Ｌ－カルボシステイン 大興製薬、日本ジェネリック

カルボシステインシロップ５％「タカタ」 Ｌ－カルボシステイン 高田製薬

カルボシステインシロップ小児用５％「テバ」 Ｌ－カルボシステイン ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、武田テバファーマ、武田薬品工業

カルボシステインシロップ小児用５％「トーワ」Ｌ－カルボシステイン 東和薬品

カルボシステインドライシロップ５０％「テバ」Ｌ－カルボシステイン 武田テバファーマ、武田薬品工業

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 Ｌ－カルボシステイン 日本ジェネリック

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 Ｌ－カルボシステイン 小林化工

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 Ｌ－カルボシステイン 辰巳化学

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 Ｌ－カルボシステイン 沢井製薬

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 Ｌ－カルボシステイン ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、武田テバファーマ、武田薬品工業

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 Ｌ－カルボシステイン 東和薬品

カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 Ｌ－カルボシステイン 日本ジェネリック

カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＫＮ」 Ｌ－カルボシステイン 小林化工

カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 Ｌ－カルボシステイン 辰巳化学

カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 Ｌ－カルボシステイン 沢井製薬

カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 Ｌ－カルボシステイン 武田テバファーマ、武田薬品工業

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 Ｌ－カルボシステイン 東和薬品

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」 カルメロースナトリウム 丸石製薬

カロコンダイコーＭ カロコン 大晃生薬

カロナールシロップ２％ アセトアミノフェン あゆみ製薬、昭和薬品化工

カロナール原末 アセトアミノフェン あゆみ製薬、昭和薬品化工

カロナール坐剤１００ アセトアミノフェン あゆみ製薬、高田製薬、昭和薬品化工、和光堂

カロナール坐剤２００ アセトアミノフェン あゆみ製薬、高田製薬、昭和薬品化工、和光堂

カロナール坐剤４００ アセトアミノフェン あゆみ製薬、昭和薬品化工

カロナール坐剤小児用５０ アセトアミノフェン あゆみ製薬、昭和薬品化工

カロナール細粒２０％ アセトアミノフェン あゆみ製薬、昭和薬品化工

カロナール細粒５０％ アセトアミノフェン あゆみ製薬、昭和薬品化工

カロナール錠２００ アセトアミノフェン あゆみ製薬、昭和薬品化工

カロナール錠３００ アセトアミノフェン あゆみ製薬、昭和薬品化工

カロナール錠５００ アセトアミノフェン あゆみ製薬、昭和薬品化工

カロリールゼリー４０．４９６％ ラクツロース 佐藤製薬

カンゾウＭ永大 カンゾウ 永大薬業

カンゾウダイコーＭ カンゾウ 大晃生薬

カンゾウ末　鈴 カンゾウ末 鈴粉末薬品

カンタリスチンキ／司生堂製薬 カンタリスチンキ 司生堂製薬



カンフル精／ヤクハン製薬 ｄ－カンフル ヤクハン製薬、東海製薬、日医工

カンフル精／山善製薬 ｄｌ－カンフル、エタノール 山善製薬

カンフル精／小堺製薬 ｄｌ－カンフル 小堺製薬、日興製薬販売

カンフル精／東洋製薬化成 ｄ－カンフル 吉田製薬、健栄製薬、小野薬品工業、東洋製薬化成

ガンマオリザノール細粒２０％「ＹＤ」 ガンマオリザノール 陽進堂

ガンマオリザノール細粒２０％「ツルハラ」 ガンマオリザノール 鶴原製薬

ガンマオリザノール錠５０ｍｇ「ツルハラ」 ガンマオリザノール 鶴原製薬

ガンマオリザノール錠５０ｍｇ「トーワ」 ガンマオリザノール 東和薬品

ガンマロン錠２５０ｍｇ ガンマ－アミノ酪酸 アルフレッサ　ファーマ、第一三共

キキョウＭ永大 キキョウ 永大薬業

キキョウダイコーＭ キキョウ 大晃生薬

キキョウ末　鈴 キキョウ末 鈴粉末薬品

キジツＭ永大 キジツ 永大薬業

キジツダイコーＭ キジツ 大晃生薬

キシロカインゼリー２％ リドカイン アストラゼネカ、アスペンジャパン

キシロカインビスカス２％ リドカイン塩酸塩 アストラゼネカ、アスペンジャパン

キシロカインポンプスプレー８％ リドカイン アストラゼネカ、アスペンジャパン

キシロカイン液「４％」 リドカイン アストラゼネカ、アスペンジャパン

キシロカイン点眼液４％ リドカイン アストラゼネカ、アスペンジャパン

キプレスＯＤ錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム 杏林製薬

キプレスチュアブル錠５ｍｇ モンテルカストナトリウム 杏林製薬

キプレス細粒４ｍｇ モンテルカストナトリウム 杏林製薬

キプレス錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム 杏林製薬

キプレス錠５ｍｇ モンテルカストナトリウム 杏林製薬

キャナルクリーナー歯科用液１０％ 次亜塩素酸ナトリウム ビーブランド・メディコ・デンタル、福地製薬

キャベジンＵコーワ錠２５ｍｇ メチルメチオニンスルホニウムクロリド興和、興和創薬、日研化学

キャベジンＵコーワ配合散 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、メチルメチオニンスルホニウムクロリド、炭酸マグネシウム、沈降炭酸カルシウム興和、興和創薬

キャンフェニック「ネオ」 ｄ－カンフル、フェノール ネオ製薬工業

キョウニンＭ永大 キョウニン 永大薬業

キョウニンダイコーＭ キョウニン 大晃生薬

キョウニン水　シオエ キョウニン水 シオエ製薬、日本新薬

キョウニン水「ＪＧ」 キョウニン水 日本ジェネリック

キョウニン水「ケンエー」 キョウニン水 健栄製薬

キョウニン水「マルイシ」 キョウニン水 丸石製薬

キョウニン水「ヤマゼン」 キョウニン水 山善製薬、日興製薬販売

キョウニン水「司生堂」 キョウニン水 司生堂製薬

キョウニン水＜ハチ＞ キョウニン水 マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、小野薬品工業、東洋製薬化成

キョウベリン錠１００ ベルベリン塩化物水和物 大峰堂薬品工業、日本化薬

キョーリンＡＰ２配合顆粒 シメトリド、無水カフェイン 杏林製薬

キリガミール点鼻液５０μｇ２８噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 寿製薬

キリガミール点鼻液５０μｇ５６噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 寿製薬

キンサールＧ－１０液 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩エビス薬品、クリーンケミカル、日興製薬、日興製薬販売

キンダベート軟膏０．０５％ クロベタゾン酪酸エステル グラクソ・スミスクライン

キンダロンローション０．０５％ クロベタゾン酪酸エステル 佐藤製薬、前田薬品工業

キンダロン軟膏０．０５％ クロベタゾン酪酸エステル 佐藤製薬、前田薬品工業

クールウェイ点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム 高田製薬

クエンメット配合散（1g/包）

クエン酸「ケンエー」 クエン酸水和物 健栄製薬

クエン酸「コザカイ・Ｍ」 クエン酸水和物 ヤクハン製薬、小堺製薬、模範薬品研究所

クエン酸「ヤマゼン」 クエン酸水和物 山善製薬

クエン酸「司生堂」 クエン酸水和物 司生堂製薬

クエン酸「日医工」 クエン酸水和物 日医工

クエン酸ナトリウム「コザカイ・Ｍ」 クエン酸ナトリウム水和物 小堺製薬

クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」 クエン酸ナトリウム水和物 日興製薬、日興製薬販売

クエン酸水和物「ヨシダ」 クエン酸水和物 吉田製薬

クエン酸水和物原末「ニッコー」 クエン酸水和物 日興製薬、日興製薬販売

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 日本ジェネリック

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 沢井製薬

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「武田テバ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ「ツルハラ」クエン酸第一鉄ナトリウム 鶴原製薬

クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツルハラ」クエン酸第一鉄ナトリウム 鶴原製薬

クジンダイコーＭ クジン 大晃生薬

クモロール点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム ニッテン、日本点眼薬研究所

クライスリン錠５０ カリジノゲナーゼ 三笠製薬、陽進堂

グラケーカプセル１５ｍｇ メナテトレノン エーザイ

クラシエよく苡仁湯エキス細粒 よく苡仁湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエよく苡仁湯エキス錠 よく苡仁湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ安中散料エキス細粒 安中散 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 黄連解毒湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ黄連解毒湯エキス錠 黄連解毒湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ乙字湯エキス細粒 乙字湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ温清飲エキス細粒 温清飲 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 加味帰脾湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ加味帰脾湯エキス錠 加味帰脾湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 加味逍遙散 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ葛根湯エキス細粒 葛根湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ葛根湯エキス錠Ｔ 葛根湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 葛根湯加川きゅう辛夷 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠 葛根湯加川きゅう辛夷 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ甘草湯エキス細粒 甘草湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 桂枝加竜骨牡蛎湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 桂枝加苓朮附湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠 桂枝加苓朮附湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 桂枝加芍薬湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 桂枝加芍薬湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ桂枝人参湯エキス細粒 桂枝人参湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 桂枝茯苓丸 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 桂枝茯苓丸 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ五虎湯エキス細粒 五虎湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品



クラシエ五苓散料エキス細粒 五苓散 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ五苓散料エキス錠 五苓散 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 三黄瀉心湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ四物湯エキス細粒 四物湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ四物湯エキス錠 四物湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 柴胡加竜骨牡蛎湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 柴胡加竜骨牡蛎湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 柴胡桂枝湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 柴胡桂枝湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ柴朴湯エキス細粒 柴朴湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ柴苓湯エキス細粒 柴苓湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ十全大補湯エキス細粒 十全大補湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 十味敗毒湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ十味敗毒湯エキス錠 十味敗毒湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ小柴胡湯エキス細粒 小柴胡湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ小柴胡湯エキス錠 小柴胡湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ小青竜湯エキス細粒 小青竜湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ小青竜湯エキス錠 小青竜湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒 小半夏加茯苓湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ神秘湯エキス細粒 神秘湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 辛夷清肺湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ人参湯エキス細粒 人参湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 人参養栄湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ大柴胡湯エキス細粒 大柴胡湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ大柴胡湯エキス錠 大柴胡湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ猪苓湯エキス細粒 猪苓湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ桃核承気湯エキス細粒 桃核承気湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ桃核承気湯エキス錠 桃核承気湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 当帰芍薬散 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 白虎加人参湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ白虎加人参湯エキス錠 白虎加人参湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 八味地黄丸 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ八味地黄丸料エキス錠 八味地黄丸 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 半夏厚朴湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 半夏厚朴湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 半夏白朮天麻湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 半夏瀉心湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 半夏瀉心湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ補中益気湯エキス細粒 補中益気湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ防風通聖散エキス錠 防風通聖散 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ防風通聖散料エキス細粒 防風通聖散 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 防已黄耆湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ防已黄耆湯エキス錠 防已黄耆湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒 麻杏よく甘湯 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ麻黄湯エキス細粒 麻黄湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 抑肝散加陳皮半夏 クラシエ薬品、大峰堂薬品工業

クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 苓桂朮甘湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ六君子湯エキス細粒 六君子湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ六味丸料エキス細粒 六味丸 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 芍薬甘草湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 茵ちん蒿湯 カネボウ、クラシエ製薬、クラシエ薬品

クラリチンドライシロップ１％ ロラタジン ＭＳＤ、シェリング・プラウ、バイエル薬品、塩野義製薬

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ロラタジン ＭＳＤ、シェリング・プラウ、バイエル薬品、塩野義製薬

クラリチン錠１０ｍｇ ロラタジン ＭＳＤ、シェリング・プラウ、バイエル薬品、塩野義製薬

クリアエフシー エタノール、クレゾール、ホルマリン アグサジャパン

クリアナール錠２００ｍｇ フドステイン 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

クリアナール内用液８％ フドステイン 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬、同仁医薬化工

クリアミン配合錠Ａ１．０ イソプロピルアンチピリン、エルゴタミン酒石酸塩、無水カフェイン日医工

クリアミン配合錠Ｓ０．５ イソプロピルアンチピリン、エルゴタミン酒石酸塩、無水カフェイン日医工

クリゲンエタノール液０．５％（Ｒ）「エビス」クロルヘキシジングルコン酸塩 エビス製薬、兼一薬品工業

グリコベース軟膏０．０５％ フルオシノニド 摩耶堂製薬

グリジールクリーム０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 佐藤製薬

グリジールスカルプローション０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 佐藤製薬

グリジール軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 佐藤製薬

グリセリン　シオエ グリセリン シオエ製薬、日本新薬

グリセリン　恵美須 グリセリン 恵美須薬品

グリセリン（タツミ） グリセリン タツミ薬品工業

グリセリン「ＪＧ」 グリセリン 日本ジェネリック

グリセリン「ＮｉｋＰ」 グリセリン 岩城製薬、日医工

グリセリン「ケンエー」 グリセリン 健栄製薬

グリセリン「コザカイ・Ｍ」 グリセリン 小堺製薬

グリセリン「タイセイ」Ｍ グリセリン 三恵薬品、大成薬品工業

グリセリン「ニッコー」 グリセリン ファイザー、マイラン製薬、日興製薬、日興製薬販売

グリセリン「マルイシ」 グリセリン ニプロ、丸石製薬

グリセリン「ヤクハン」 グリセリン ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

グリセリン「ヤマゼン」Ｍ グリセリン 山善製薬

グリセリン「ヨシダ」 グリセリン 吉田製薬

グリセリン「司生堂」 グリセリン 司生堂製薬

グリセリン「昭和」（Ｍ） グリセリン 昭和製薬

グリセリン「東海」 グリセリン 東海製薬

グリセリン「東豊」 グリセリン 中北薬品、東豊薬品

グリセリン＜ハチ＞ グリセリン 小野薬品工業、東洋製薬化成

グリセリンＢＣ液「ヤクハン」 グリセリン ヤクハン製薬、日医工

グリセリンＢＣ液「ヨシダ」 グリセリン 吉田製薬

グリセリンＢＣ液６０％「ケンエー」 グリセリン 健栄製薬

グリセリンカリ液／健栄製薬 グリセリンカリ液 健栄製薬

グリセリンカリ液「ＪＧ」 グリセリンカリ液 日本ジェネリック

グリセリンカリ液「ニッコー」 グリセリンカリ液 日興製薬、日興製薬販売



グリセリンカリ液「ヤマゼン」Ｍ グリセリンカリ液 山善製薬

グリセリンカリ液「司生堂」 グリセリンカリ液 司生堂製薬

グリセリンカリ液「東豊」 グリセリンカリ液 吉田製薬、東豊薬品

グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ グリセリン テイコクメディックス、帝國製薬、日医工、日医工ファーマ

グリセリン浣腸「オヲタ」１５０ グリセリン テイコクメディックス、帝國製薬、日医工、日医工ファーマ

グリセリン浣腸「オヲタ」６０ グリセリン テイコクメディックス、帝國製薬、日医工、日医工ファーマ

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ グリセリン テイコクメディックス、帝國製薬、日医工、日医工ファーマ

グリセリン浣腸「ヤマゼン」／１２０ｍＬ１個 グリセリン 山善製薬

グリセリン浣腸「ヤマゼン」／３０ｍＬ１個 グリセリン 山善製薬

グリセリン浣腸「ヤマゼン」／５００ｍＬ グリセリン 山善製薬

グリセリン浣腸「ヤマゼン」／６０ｍＬ１個 グリセリン 山善製薬

グリセリン浣腸液５０％「マイラン」／１２０ｍＬ１個グリセリン ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬、明治薬品

グリセリン浣腸液５０％「マイラン」／１５０ｍＬ１個グリセリン ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬、明治薬品

グリセリン浣腸液５０％「マイラン」／４０ｍＬ１個グリセリン ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬、明治薬品

グリセリン浣腸液５０％「マイラン」／６０ｍＬ１個グリセリン ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬、明治薬品

グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０ｍＬ グリセリン ムネ製薬、丸石製薬

グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１５０ｍＬ グリセリン ムネ製薬、丸石製薬

グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍＬ グリセリン ムネ製薬、丸石製薬

グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍＬ グリセリン ムネ製薬、丸石製薬

グリセリン浣腸液５０％「ヨシダ」 グリセリン 吉田製薬

グリセリン浣腸液５０％「東豊」／５００ｍＬ グリセリン 吉田製薬、東豊薬品

グリチロン配合錠 ＤＬ－メチオニン、グリシン、グリチルリチン酸一アンモニウムＥＡファーマ、エーザイ、ミノファーゲン製薬

グリテール 脱脂大豆乾留タール 三共、第一三共、藤永製薬

クリノリル錠１００ スリンダク 杏林製薬、日医工、萬有製薬

クリノリル錠５０ スリンダク 杏林製薬、日医工、萬有製薬

グリヘノブルーＭＢ 消毒用フェノール 本草製薬

グリマック配合顆粒 Ｌ－グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物メディサ新薬、沢井製薬

グリメサゾン軟膏 グリテール、デキサメタゾン 三共、第一三共、藤永製薬

グリンクール錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 日本ケミファ、日本薬品工業

クリンハイド消毒液２０Ｗ／Ｖ％ グルタラール 日医工、日医工ファーマ

クリンハイド消毒液２Ｗ／Ｖ％ グルタラール 日医工、日医工ファーマ

クリンハイド消毒液３Ｗ／Ｖ％ グルタラール オリエンタル薬品工業、日医工、日医工ファーマ

グルコジンＢ・エタノール液０．５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 ヤクハン製薬、日医工

グルコジンＲ・エタノール液０．５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 ヤクハン製薬、日医工

グルコジンＷ・エタノール液０．５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 ヤクハン製薬、日医工

グルコジン消毒用ハンドローション１％ クロルヘキシジングルコン酸塩 スリーエムヘルスケア、ヤクハン製薬、中北薬品、日医工

グルコレスキュー ブドウ糖（グルコレスキュー）

グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ グルコン酸カリウム ポーラファルマ、ポーラ化成工業、科研製薬

グルコンサンＫ錠２．５ｍＥｑ グルコン酸カリウム ポーラファルマ、科研製薬

グルコンサンＫ錠５ｍＥｑ グルコン酸カリウム ポーラファルマ、科研製薬

グルコン酸カルシウム「ヤマゼン」Ｍ グルコン酸カルシウム水和物 山善製薬

グルコン酸クロルヘキシジン５％液「メタル」 クロルヘキシジングルコン酸塩 中北薬品

グルコン酸クロルヘキシジン液（２０Ｗ／Ｖ％）クロルヘキシジングルコン酸塩 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、東洋製薬化成

グルコン酸クロルヘキシジン液２０％「ヤクハン」クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロ、ニプロファーマ、ヤクハン製薬、中北薬品、日医工

グルトハイドＬ２％液 グルタラール 吉田製薬

グルトハイドＬ２０％液 グルタラール 吉田製薬

グルトハイドスコープ３％液 グルタラール 吉田製薬

グルトハイドプラス３．５％液 グルタラール 吉田製薬

クレ・ママレットドライシロップ０．１％ クレマスチンフマル酸塩 あゆみ製薬、昭和薬品化工

クレオソート「司生堂」 木クレオソート 司生堂製薬

クレオドン グアヤコール ネオ製薬工業

クレゾール石ケン液「タイセイ」 クレゾール石ケン液
吉田製薬、健栄製薬、三恵薬品、山善製薬、大成薬品工業、中北薬品、日医工、日興製

薬販売

クレゾール石ケン液「ヤマゼン」 クレゾール石ケン液 山善製薬

クレゾール石ケン液「司生堂」 クレゾール石ケン液 司生堂製薬

クレマスチンシロップ０．０１％「日医工」 クレマスチンフマル酸塩 日医工

クレマスチンドライシロップ０．１％「日医工」クレマスチンフマル酸塩 日医工

クレマスチン錠１ｍｇ「ＹＤ」 クレマスチンフマル酸塩 陽進堂

クレマスチン錠１ｍｇ「イセイ」 クレマスチンフマル酸塩 コーアイセイ

クレマスチン錠１ｍｇ「日医工」 クレマスチンフマル酸塩 日医工

クレミール消毒液１０％ ベンザルコニウム塩化物 サンケミファ

クレメジンカプセル２００ｍｇ 球形吸着炭 クレハ、第一三共、田辺三菱製薬

クレメジン細粒分包２ｇ 球形吸着炭 クレハ、第一三共、田辺三菱製薬

クレメジン速崩錠５００ｍｇ 球形吸着炭 クレハ、田辺三菱製薬

クロタミトンクリーム１０％「タイヨー」 クロタミトン 岩城製薬、大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

クロダミンシロップ０．０５％ クロルフェニラミンマレイン酸塩 マルコ製薬、日医工、日医工ファーマ

クロトリマゾールクリーム１％「イワキ」 クロトリマゾール 岩城製薬

クロトリマゾール腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 クロトリマゾール 富士製薬工業

クロバインＡ クロルヘキシジングルコン酸塩 山善製薬

クロフェドリンＳ配合シロップ ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩キョーリンリメディオ、杏林製薬、辰巳化学、陽進堂

クロフェドリンＳ配合錠 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩キョーリンリメディオ、杏林製薬

クロヘキシン液２０％ クロルヘキシジングルコン酸塩 小野薬品工業、東洋製薬化成

クロヘキシン液５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 小野薬品工業、東洋製薬化成

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「タイヨー」クロベタゾールプロピオン酸エステル 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％「ＹＤ」クロベタゾン酪酸エステル 陽進堂

クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％「テイコク」クロベタゾン酪酸エステル 帝國製薬、日医工

クロベタポロン軟膏０．０５％ クロベタゾン酪酸エステル ラクール薬品販売、東光薬品工業、摩耶堂製薬

クロマイ－Ｐ軟膏 クロラムフェニコール、フラジオマイシン硫酸塩、プレドニゾロンアルフレッサ　ファーマ、三共、第一三共

クロマイ腟錠１００ｍｇ クロラムフェニコール アルフレッサ　ファーマ、第一三共

クロモグリク酸Ｎａ・ＰＦ点眼液２％「日点」 クロモグリク酸ナトリウム 日本点眼薬研究所

クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 クロモグリク酸ナトリウム 沢井製薬

クロモグリク酸Ｎａ細粒小児用１０％「ＴＣＫ」クロモグリク酸ナトリウム 辰巳化学、日本ジェネリック

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「トーワ」 クロモグリク酸ナトリウム 東和薬品

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ファイザー」 クロモグリク酸ナトリウム ファイザー、マイラン製薬

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「わかもと」 クロモグリク酸ナトリウム わかもと製薬

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「杏林」 クロモグリク酸ナトリウム キョーリンリメディオ、杏林製薬、共創未来ファーマ、日医工、日本ジェネリック

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「科研」 クロモグリク酸ナトリウム 科研製薬

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「日新」 クロモグリク酸ナトリウム 日新製薬

クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「トーワ」 クロモグリク酸ナトリウム 東和薬品



クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「ファイザー」 クロモグリク酸ナトリウム ファイザー、マイラン製薬

クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「杏林」 クロモグリク酸ナトリウム キョーリンリメディオ、杏林製薬、日医工

クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「科研」 クロモグリク酸ナトリウム 科研製薬

クロモフェロン点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム 千寿製薬、武田薬品工業

クロモリーク点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム サンド、テイカ製薬、ニデック、興和、興和ジェネリック、興和創薬、日東メディック

クロラムフェニコール腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 クロラムフェニコール 富士製薬工業

クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ０．０５％「ＮＰ」クロルフェニラミンマレイン酸塩 ニプロ、ニプロファーマ

クロルフェニラミンマレイン酸塩散１％「イセイ」クロルフェニラミンマレイン酸塩 コーアイセイ、ニプロ

クロルフェニラミンマレイン酸塩散１％「日医工」クロルフェニラミンマレイン酸塩 日医工

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠１２５ｍｇ「ＮＰ」クロルフェネシンカルバミン酸エステルニプロ、ニプロファーマ

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠１２５ｍｇ「サワイ」クロルフェネシンカルバミン酸エステル沢井製薬

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠１２５ｍｇ「ツルハラ」クロルフェネシンカルバミン酸エステル鶴原製薬

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ｍｇ「ＮＰ」クロルフェネシンカルバミン酸エステルニプロ、ニプロファーマ

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ｍｇ「サワイ」クロルフェネシンカルバミン酸エステル沢井製薬

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ｍｇ「ツルハラ」クロルフェネシンカルバミン酸エステル鶴原製薬

クロルプロパミド錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 クロルプロパミド 小林化工

クロルヘキシジングルコン酸塩ＡＬ外用液０．５％「アグリス」クロルヘキシジングルコン酸塩 アグリス

クロルヘキシジングルコン酸塩ＡＬ外用液１．０％「アグリス」クロルヘキシジングルコン酸塩 アグリス

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液０．５％綿棒１２「ＬＴ」クロルヘキシジングルコン酸塩 リバテープ製薬

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液１％１６ｍｍ綿棒セット「ハクゾウ」クロルヘキシジングルコン酸塩 ハクゾウメディカル

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液１％綿棒１２「ＬＴ」クロルヘキシジングルコン酸塩 リバテープ製薬

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液１％綿棒８「ＬＴ」クロルヘキシジングルコン酸塩 リバテープ製薬

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液１％「サラヤ」クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液１％「東豊」クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬、東豊薬品

クロルヘキシジングルコン酸塩スクラブ４％「日医工」クロルヘキシジングルコン酸塩 日医工

クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液５％「ＮＰ」クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロ、ニプロファーマ

クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液ＥＷ０．５％「ＮＰ」クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロ

クロロマイセチン軟膏２％ クロラムフェニコール アルフレッサ　ファーマ、三共、第一三共

ケイガイダイコーＭ ケイガイ 大晃生薬

ケイキサレートドライシロップ７６％ ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 鳥居薬品

ケイキサレート散 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 鳥居薬品

ケイツーカプセル５ｍｇ メナテトレノン エーザイ

ケイツーシロップ０．２％ メナテトレノン エーザイ、サンノーバ

ケイヒＭ永大 ケイヒ 永大薬業

ケイヒダイコーＭ ケイヒ 大晃生薬

ケイヒ末　鈴 ケイヒ末 鈴粉末薬品

ケイラーゼＡカプセル セルラーゼＡＰ３、ニューラーゼ、ビオヂアスターゼ２０００、プロザイム６、膵臓性消化酵素ＴＡ三恵薬品、中北薬品

ケイラーゼＳ顆粒 セルラーゼＡＰ３、ニューラーゼ、ビオヂアスターゼ２０００、プロザイム６、膵臓性消化酵素８ＡＰ三恵薬品、中北薬品

ケーサプライ錠６００ｍｇ 塩化カリウム アルフレッサ　ファーマ、佐藤薬品工業

ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 田辺三菱製薬

ケーワン錠５ｍｇ フィトナジオン エーザイ

ケタスカプセル１０ｍｇ イブジラスト 杏林製薬

ケタス点眼液０．０１％ イブジラスト 杏林製薬、千寿製薬、武田薬品工業

ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 ケトコナゾール 日本ジェネリック

ケトコナゾールクリーム２％「ＮＲ」 ケトコナゾール ラクール薬品販売、東光薬品工業、日医工

ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 ケトコナゾール 日本ジェネリック

ケトコナゾール外用ポンプスプレー２％「ＮＲ」ケトコナゾール ラクール薬品販売、東光薬品工業

ケトコナゾール外用ポンプスプレー２％「日本臓器」ケトコナゾール 日本臓器製薬

ケトコナゾール外用液２％「ＮＲ」 ケトコナゾール ラクール薬品販売、東光薬品工業、日医工

ケトチフェンＤＳ小児用０．１％「ＴＣＫ」 ケトチフェンフマル酸塩 辰巳化学

ケトチフェンＤＳ小児用０．１％「サワイ」 ケトチフェンフマル酸塩 沢井製薬

ケトチフェンＤＳ小児用０．１％「トーワ」 ケトチフェンフマル酸塩 東和薬品

ケトチフェンＰＦ点眼液０．０５％「日点」 ケトチフェンフマル酸塩 日本点眼薬研究所

ケトチフェンカプセル１ｍｇ「ＴＣＫ」 ケトチフェンフマル酸塩 辰巳化学

ケトチフェンカプセル１ｍｇ「ＹＤ」 ケトチフェンフマル酸塩 陽進堂

ケトチフェンカプセル１ｍｇ「サワイ」 ケトチフェンフマル酸塩 沢井製薬

ケトチフェンカプセル１ｍｇ「タイヨー」 ケトチフェンフマル酸塩 三和化学研究所、大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ケトチフェンカプセル１ｍｇ「トーワ」 ケトチフェンフマル酸塩 東和薬品

ケトチフェンカプセル１ｍｇ「日医工」 ケトチフェンフマル酸塩 日医工、日医工ファーマ

ケトチフェンシロップ０．０２％「ＴＹＫ」 ケトチフェンフマル酸塩 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ケトチフェンシロップ０．０２％「タイヨー」 ケトチフェンフマル酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ケトチフェンシロップ０．０２％「杏林」 ケトチフェンフマル酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

ケトチフェンシロップ０．０２％「日医工」 ケトチフェンフマル酸塩 高田製薬、日医工

ケトチフェンシロップ小児用０．０２％「ＴＣＫ」ケトチフェンフマル酸塩 辰巳化学

ケトチフェンシロップ小児用０．０２％「トーワ」ケトチフェンフマル酸塩 東和薬品

ケトチフェンドライシロップ０．１％「タイヨー」ケトチフェンフマル酸塩 三和化学研究所、大洋薬品工業、日本ジェネリック、武田テバファーマ、武田薬品工業

ケトチフェンドライシロップ小児用０．１％「日医工」ケトチフェンフマル酸塩 日医工、日医工ファーマ

ケトチフェンネーザル０．０５％「ＴＹＫ」 ケトチフェンフマル酸塩 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ケトチフェン点眼液０．０５％「ＣＨ」 ケトチフェンフマル酸塩 ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

ケトチフェン点眼液０．０５％「ＳＷ」 ケトチフェンフマル酸塩 わかもと製薬、沢井製薬

ケトチフェン点眼液０．０５％「ＴＯＡ」 ケトチフェンフマル酸塩 東亜薬品、日東メディック、日本アルコン、本草製薬

ケトチフェン点眼液０．０５％「ＴＹＫ」 ケトチフェンフマル酸塩 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ケトチフェン点眼液０．０５％「トーワ」 ケトチフェンフマル酸塩 東和薬品

ケトチフェン点眼液０．０５％「杏林」 ケトチフェンフマル酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬、共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ

ケトチフェン点眼液０．０５％「日医工」 ケトチフェンフマル酸塩 日医工

ケトチフェン点眼液０．０５％「日新」 ケトチフェンフマル酸塩 日新製薬

ケトチフェン点鼻液０．０５％「ＣＨ」 ケトチフェンフマル酸塩 ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

ケトチフェン点鼻液０．０５％「ＴＯＡ」 ケトチフェンフマル酸塩 Ｃｅｎｔｏｃｏｒ、東亜薬品、本草製薬

ケトチフェン点鼻液０．０５％「サワイ」 ケトチフェンフマル酸塩 沢井製薬

ケトチフェン点鼻液０．０５％「トーワ」 ケトチフェンフマル酸塩 東和薬品

ケトチフェン点鼻液０．０５％「ファイザー」 ケトチフェンフマル酸塩 ファイザー、マイラン製薬

ケトチフェン点鼻液０．０５％「杏林」 ケトチフェンフマル酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ＢＭＤ」 ケトプロフェン ビオメディクス、持田製薬

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ＳＮ」 ケトプロフェン シオノケミカル、日本ケミファ

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 ケトプロフェン 原沢製薬工業、帝國製薬、日医工、日本ジェネリック

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「トーワ」 ケトプロフェン 東和薬品

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「パテル」 ケトプロフェン キョーリンリメディオ、杏林製薬、大石膏盛堂



ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ラクール」 ケトプロフェン ラクール薬品販売、三友薬品

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「杏林」 ケトプロフェン キョーリンリメディオ、杏林製薬

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「三和」 ケトプロフェン 救急薬品工業、三和化学研究所

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「東光」 ケトプロフェン ラクール薬品販売、東光薬品工業

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」 ケトプロフェン マルコ製薬、日医工、日医工ファーマ

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ＢＭＤ」 ケトプロフェン ビオメディクス、持田製薬

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ＳＮ」 ケトプロフェン シオノケミカル、日本ケミファ

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 ケトプロフェン 原沢製薬工業、帝國製薬、日医工、日本ジェネリック

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「トーワ」 ケトプロフェン 東和薬品

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「パテル」 ケトプロフェン キョーリンリメディオ、杏林製薬、大石膏盛堂

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ラクール」 ケトプロフェン ラクール薬品販売、三友薬品

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「杏林」 ケトプロフェン キョーリンリメディオ、杏林製薬

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「三和」 ケトプロフェン 救急薬品工業、三和化学研究所

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「東光」 ケトプロフェン ラクール薬品販売、東光薬品工業

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」 ケトプロフェン 日医工、日医工ファーマ

ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「ラクール」 ケトプロフェン ラクール薬品販売、三友薬品

ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「三和」 ケトプロフェン 救急薬品工業、三和化学研究所

ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「日医工」 ケトプロフェン 日医工、日医工ファーマ、陽進堂

ケトプロフェンパップ６０ｍｇ「ラクール」 ケトプロフェン ラクール薬品販売、三友薬品

ケトプロフェンパップ６０ｍｇ「三和」 ケトプロフェン 救急薬品工業、三和化学研究所

ケトプロフェンパップＸＲ１２０ｍｇ「テイコク」ケトプロフェン 帝國製薬

ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 ケトプロフェン 長生堂製薬、日本ジェネリック

ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＳＮ」 ケトプロフェン シオノケミカル

ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「日新」 ケトプロフェン 日新製薬、富士フイルムファーマ

ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＪＧ」 ケトプロフェン 長生堂製薬、日本ジェネリック

ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＳＮ」 ケトプロフェン シオノケミカル、ファイザー

ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「日新」 ケトプロフェン 日新製薬、富士フイルムファーマ

ゲファルナートカプセル５０ｍｇ「ツルハラ」 ゲファルナート 鶴原製薬

ゲファルナートソフトカプセル１００ｍｇ「ツルハラ」ゲファルナート 鶴原製薬

ケラチナミンコーワクリーム２０％ 尿素 興和、興和創薬

ケリグロールクリーム０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル 摩耶堂製薬

ケルガー液１％ テルビナフィン塩酸塩 テイコクメディックス、前田薬品工業、日医工

ケンエーＧ浣腸液５０％／１２０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬

ケンエーＧ浣腸液５０％／１５０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬

ケンエーＧ浣腸液５０％／３０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬

ケンエーＧ浣腸液５０％／４０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬

ケンエーＧ浣腸液５０％／５００ｍＬ１瓶 グリセリン 健栄製薬

ケンエーＧ浣腸液５０％／５０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬

ケンエーＧ浣腸液５０％／６０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬

ケンエーＧ浣腸液５０％／９０ｍＬ１個 グリセリン 健栄製薬

ケンエーアクリノール液０．１ アクリノール水和物 健栄製薬

ケンエーアクリノール液０．２ アクリノール水和物 健栄製薬

ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・５０ イソプロパノール 健栄製薬

ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・７０ イソプロパノール ケーオーデンタル、健栄製薬

ゲンタシンクリーム０．１％ ゲンタマイシン硫酸塩 ＭＳＤ、シェリング・プラウ、高田製薬

ゲンタシン軟膏０．１％ ゲンタマイシン硫酸塩 ＭＳＤ、シェリング・プラウ、高田製薬

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 コーア製薬、日邦薬品工業、富士製薬工業

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 ゲンタマイシン硫酸塩 岩城製薬

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」ゲンタマイシン硫酸塩 大洋薬品工業、日本ジェネリック、武田テバファーマ、武田薬品工業

ゲンチアナ末　鈴 ゲンチアナ末 鈴粉末薬品

ゲンチアナ末／健栄製薬 ゲンチアナ末 健栄製薬

ゲンチアナ末「ＪＧ」 ゲンチアナ末 日本ジェネリック

ゲンチアナ末「マルイシ」 ゲンチアナ末 丸石製薬

ゲンチアナ末「ヤマゼン」Ｍ ゲンチアナ末 山善製薬

ゲンチアナ末「三恵」 ゲンチアナ末 三恵薬品

コウカダイコーＭ コウカ 大晃生薬

コウジンダイコーＭ コウジン 大晃生薬

コウジン末鈴 コウジン末 鈴粉末薬品

コウブシＭ永大 コウブシ 永大薬業

コウブシダイコーＭ コウブシ 大晃生薬

コウボクＭ永大 コウボク 永大薬業

コウボクダイコーＭ コウボク 大晃生薬

コートリズム錠１００ｍｇ シロスタゾール 共和クリティケア、持田製薬、寿製薬、小林製薬工業

コートリズム錠５０ｍｇ シロスタゾール 共和クリティケア、寿製薬

コールタイジン点鼻液 プレドニゾロン、塩酸テトラヒドロゾリン陽進堂

コカールドライシロップ４０％ アセトアミノフェン 三和化学研究所

コカール小児用ドライシロップ２０％ アセトアミノフェン 三和化学研究所

コカール錠２００ｍｇ アセトアミノフェン 三和化学研究所

ゴシツダイコーＭ ゴシツ 大晃生薬

ゴシュユＭ永大 ゴシュユ 永大薬業

ゴシュユダイコーＭ ゴシュユ 大晃生薬

コスパノンカプセル４０ｍｇ フロプロピオン エーザイ

コスパノン錠４０ｍｇ フロプロピオン エーザイ

コスパノン錠８０ｍｇ フロプロピオン エーザイ

コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒 きゅう帰膠艾湯 小太郎漢方製薬

コタロー安中散エキスカプセル 安中散 小太郎漢方製薬

コタロー安中散エキス細粒 安中散 小太郎漢方製薬

コタロー越婢加朮湯エキス細粒 越婢加朮湯 小太郎漢方製薬

コタロー黄連解毒湯エキスカプセル 黄連解毒湯 小太郎漢方製薬、扶桑薬品工業

コタロー黄連解毒湯エキス細粒 黄連解毒湯 小太郎漢方製薬

コタロー黄連湯エキス細粒 黄連湯 小太郎漢方製薬

コタロー乙字湯エキス細粒 乙字湯 小太郎漢方製薬

コタロー温経湯エキス細粒 温経湯 小太郎漢方製薬

コタロー温清飲エキス細粒 温清飲 小太郎漢方製薬

コタロー加味逍遙散エキス細粒 加味逍遙散 小太郎漢方製薬

コタロー葛根湯エキス細粒 葛根湯 小太郎漢方製薬

コタロー葛根湯加辛夷川きゅうエキス細粒 葛根湯加辛夷川きゅう 小太郎漢方製薬

コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 甘麦大棗湯 小太郎漢方製薬

コタロー桔梗石膏エキス細粒 桔梗石膏 小太郎漢方製薬



コタロー九味檳榔湯エキス細粒 九味檳榔湯 小太郎漢方製薬

コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 桂枝加竜骨牡蛎湯 小太郎漢方製薬

コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒 桂枝加朮附湯 小太郎漢方製薬

コタロー桂枝加芍薬湯エキス細粒 桂枝加芍薬湯 小太郎漢方製薬

コタロー桂枝湯エキス細粒 桂枝湯 小太郎漢方製薬

コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 桂枝茯苓丸 小太郎漢方製薬

コタロー五積散エキス細粒 五積散 小太郎漢方製薬

コタロー五苓散料エキス細粒 五苓散 小太郎漢方製薬

コタロー呉茱萸湯エキス細粒 呉茱萸湯 小太郎漢方製薬

コタロー香蘇散エキス細粒 香蘇散 小太郎漢方製薬

コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル 三黄瀉心湯 小太郎漢方製薬、扶桑薬品工業

コタロー三黄瀉心湯エキス細粒 三黄瀉心湯 小太郎漢方製薬

コタロー四物湯エキス細粒 四物湯 小太郎漢方製薬

コタロー柴陥湯エキス細粒 柴陥湯 小太郎漢方製薬

コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 柴胡加竜骨牡蛎湯 小太郎漢方製薬

コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒 柴胡桂枝乾姜湯 小太郎漢方製薬

コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒 柴胡桂枝湯 小太郎漢方製薬

コタロー柴胡清肝湯エキス細粒 柴胡清肝湯 小太郎漢方製薬

コタロー十全大補湯エキス細粒 十全大補湯 小太郎漢方製薬

コタロー十味敗毒湯エキス細粒 十味敗毒湯 小太郎漢方製薬

コタロー小建中湯エキス細粒 小建中湯 小太郎漢方製薬

コタロー小柴胡湯エキス細粒 小柴胡湯 小太郎漢方製薬、扶桑薬品工業

コタロー小青竜湯エキス細粒 小青竜湯 小太郎漢方製薬

コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒 小半夏加茯苓湯 小太郎漢方製薬

コタロー消風散エキス細粒 消風散 小太郎漢方製薬

コタロー真武湯エキス細粒 真武湯 小太郎漢方製薬

コタロー神秘湯エキス細粒 神秘湯 小太郎漢方製薬

コタロー辛夷清肺湯エキス細粒 辛夷清肺湯 小太郎漢方製薬

コタロー人参湯エキス細粒 人参湯 小太郎漢方製薬

コタロー人参養栄湯エキス細粒 人参養栄湯 小太郎漢方製薬

コタロー大黄牡丹皮湯エキス細粒 大黄牡丹皮湯 小太郎漢方製薬

コタロー大建中湯エキス細粒 大建中湯 小太郎漢方製薬

コタロー大柴胡湯エキス細粒 大柴胡湯 小太郎漢方製薬

コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 大柴胡湯去大黄 小太郎漢方製薬

コタロー大承気湯エキス細粒 大承気湯 小太郎漢方製薬

コタロー猪苓湯エキス細粒 猪苓湯 小太郎漢方製薬

コタロー腸癰湯エキス細粒 腸癰湯 小太郎漢方製薬

コタロー通導散エキス細粒 通導散 小太郎漢方製薬

コタロー桃核承気湯エキス細粒 桃核承気湯 小太郎漢方製薬

コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 小太郎漢方製薬

コタロー当帰芍薬散料エキス細粒 当帰芍薬散 小太郎漢方製薬

コタロー排膿散及湯エキス細粒 排膿散及湯 小太郎漢方製薬

コタロー白虎加人参湯エキス細粒 白虎加人参湯 小太郎漢方製薬

コタロー麦門冬湯エキス細粒 麦門冬湯 小太郎漢方製薬

コタロー八味丸料エキス細粒 八味丸 小太郎漢方製薬

コタロー半夏厚朴湯エキス細粒 半夏厚朴湯 小太郎漢方製薬

コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 半夏白朮天麻湯 小太郎漢方製薬

コタロー半夏瀉心湯エキス細粒 半夏瀉心湯 小太郎漢方製薬

コタロー平胃散エキス細粒 平胃散 小太郎漢方製薬

コタロー補中益気湯エキス細粒 補中益気湯 小太郎漢方製薬

コタロー防風通聖散エキス細粒 防風通聖散 小太郎漢方製薬

コタロー防已黄耆湯エキス細粒 防已黄耆湯 小太郎漢方製薬

コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒 麻杏よく甘湯 小太郎漢方製薬

コタロー麻杏甘石湯エキス細粒 麻杏甘石湯 小太郎漢方製薬

コタロー麻黄湯エキス細粒 麻黄湯 小太郎漢方製薬

コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル 麻黄附子細辛湯 小太郎漢方製薬、扶桑薬品工業

コタロー麻子仁丸料エキス細粒 麻子仁丸 小太郎漢方製薬

コタロー木防已湯エキス細粒 木防已湯 小太郎漢方製薬

コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 抑肝散加陳皮半夏 小太郎漢方製薬

コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒 竜胆瀉肝湯 小太郎漢方製薬

コタロー苓甘姜味辛夏仁湯エキス細粒 苓甘姜味辛夏仁湯 小太郎漢方製薬

コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒 苓桂朮甘湯 小太郎漢方製薬

コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒 苓姜朮甘湯 小太郎漢方製薬

コタロー六君子湯エキス細粒 六君子湯 小太郎漢方製薬

コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 梔子柏皮湯 小太郎漢方製薬

コタロー炙甘草湯エキス細粒 炙甘草湯 小太郎漢方製薬

コタロー芍薬甘草湯エキス細粒 芍薬甘草湯 小太郎漢方製薬

コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル 茵ちん蒿湯 小太郎漢方製薬

コタロー茵ちん蒿湯エキス細粒 茵ちん蒿湯 小太郎漢方製薬

コタロー茯苓飲エキス細粒 茯苓飲 小太郎漢方製薬

コデインリン酸塩「タナベ」原末 コデインリン酸塩水和物 田辺三菱製薬、田辺三菱製薬工場

コデインリン酸塩散１％「イセイ」 コデインリン酸塩水和物 コーアイセイ

コデインリン酸塩散１％「シオエ」 コデインリン酸塩水和物 シオエ製薬、日本新薬

コデインリン酸塩散１％「タケダ」 コデインリン酸塩水和物 武田テバ薬品、武田薬品工業

コデインリン酸塩散１％「マルイシ」 コデインリン酸塩水和物 ニプロ、丸石製薬

コデインリン酸塩散１％「第一三共」 コデインリン酸塩水和物 第一三共

コデインリン酸塩散１０％「タナベ」 コデインリン酸塩水和物 田辺三菱製薬、田辺三菱製薬工場

コデインリン酸塩錠５ｍｇ「シオエ」 コデインリン酸塩水和物 シオエ製薬、日本新薬

コトブロール錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 寿製薬

コバマミド錠２５０μｇ「ツルハラ」 コバマミド 鶴原製薬

コバラム点眼液０．０２％ シアノコバラミン 日本点眼薬研究所

コベニール配合顆粒 Ｌ－イソロイシン、Ｌ－バリン、Ｌ－ロイシン陽進堂

ゴマ油／小堺製薬 ゴマ油 小堺製薬

ゴマ油／日興製薬 ゴマ油 日興製薬、日興製薬販売

ゴミシＭ永大 ゴミシ 永大薬業

ゴミシダイコーＭ ゴミシ 大晃生薬

コムギデンプン コムギデンプン 司生堂製薬

コムクロシャンプー０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル マルホ

コメデンプン コメデンプン 司生堂製薬



コランチル配合顆粒 ジサイクロミン塩酸塩、乾燥水酸化アルミニウムゲル、酸化マグネシウム塩野義製薬、共和薬品工業

コリオパンカプセル５ｍｇ ブトロピウム臭化物 エーザイ

コリオパン錠１０ｍｇ ブトロピウム臭化物 エーザイ

コリオパン顆粒２％ ブトロピウム臭化物 エーザイ

コリフメシンパップ７０ｍｇ インドメタシン 東和製薬

コルドリン錠１２．５ｍｇ クロフェダノール塩酸塩 日本新薬

コルドリン顆粒４．１７％ クロフェダノール塩酸塩 日本新薬

コレキサミン錠２００ｍｇ ニコモール 杏林製薬

コレステロール コレステロール 司生堂製薬

コロネル細粒８３．３％ ポリカルボフィルカルシウム アステラス製薬

コロネル錠５００ｍｇ ポリカルボフィルカルシウム アステラス製薬

コンズランゴ流エキス「司生堂」 コンズランゴ流エキス 司生堂製薬

コンドロイチンＺ錠 コンドロイチン硫酸エステルナトリウムゼリア新薬工業

コンドロイチン点眼液１％「日点」 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム日本点眼薬研究所

コンドロイチン点眼液３％「日点」 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム日本点眼薬研究所

コンドロイチン顆粒・ウシズ コンドロイチン硫酸エステルナトリウム牛津製薬、日邦薬品工業

コンベッククリーム５％ ウフェナマート 田辺三菱製薬

コンベック軟膏５％ ウフェナマート 田辺三菱製薬

ザーネ軟膏０．５％ ビタミンＡ油 エーザイ、サンノーバ

サイコＭ永大 サイコ 永大薬業

サイコダイコーＭ サイコ 大晃生薬

サイシンＭ永大 サイシン 永大薬業

サイシンダイコーＭ サイシン 大晃生薬

サイデックスプラス２８　３．５％液 グルタラール ジョンソン・エンド・ジョンソン

サイプレジン１％点眼液 シクロペントラート塩酸塩 参天製薬

サイベースローション０．０５％ ジフルプレドナート 佐藤製薬、前田薬品工業、日本ジェネリック

サイベース軟膏０．０５％ ジフルプレドナート 佐藤製薬、前田薬品工業、日本ジェネリック

ザジテンカプセル１ｍｇ ケトチフェンフマル酸塩 サンファーマ、ノバルティスファーマ、田辺三菱製薬

ザジテンシロップ０．０２％ ケトチフェンフマル酸塩 サンファーマ、ノバルティスファーマ、田辺三菱製薬

ザジテンドライシロップ０．１％ ケトチフェンフマル酸塩 サンファーマ、ノバルティスファーマ、田辺三菱製薬

ザジテン点眼液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 アルコンファーマ、ノバルティスファーマ、日本アルコン

ザジテン点鼻液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 サンファーマ、ノバルティスファーマ、田辺三菱製薬

サッカリンナトリウム水和物／司生堂製薬 サッカリンナトリウム水和物 司生堂製薬

サッカリンナトリウム水和物／小堺製薬 サッカリンナトリウム水和物 小堺製薬

サッカリンナトリウム水和物／東洋製薬化成 サッカリンナトリウム水和物 小野薬品工業、東洋製薬化成

サッカリンナトリウム水和物「ケンエー」 サッカリンナトリウム水和物 健栄製薬

サテニジン液０．０５ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩健栄製薬

サテニジン液０．１ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩健栄製薬

サテニジン液０．２ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩健栄製薬

サテニジン液０．５ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩健栄製薬

サテニジン液１０ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩健栄製薬

サトウザルベ軟膏１０％ 酸化亜鉛 佐藤製薬

サトウザルベ軟膏２０％ 酸化亜鉛 佐藤製薬

サニアーゼ配合錠 ビオヂアスターゼ１０００、プロザイム６、リパーゼＡＰ６、膵臓性消化酵素８ＡＰコーアイセイ

サフラン サフラン 鈴粉末薬品

サフランダイコーＭ サフラン 大晃生薬

サホライド・ＲＣ液歯科用３．８％ フッ化ジアンミン銀 ビーブランド・メディコ・デンタル、東洋製薬化成

サホライド液歯科用３８％ フッ化ジアンミン銀 ビーブランド・メディコ・デンタル、東洋製薬化成

サラザック配合顆粒 アセトアミノフェン、サリチルアミド、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、無水カフェイン大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

サラジェン錠５ｍｇ ピロカルピン塩酸塩 キッセイ薬品工業

サラジェン顆粒０．５％ ピロカルピン塩酸塩 キッセイ薬品工業

サラシミツロウ サラシミツロウ 吉田製薬、東豊薬品

サラシミツロウ／小堺製薬 サラシミツロウ 小堺製薬

サラシミツロウ「ホエイ」 サラシミツロウ ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

サラヤ塩化ベンザルコニウム１０％液 ベンザルコニウム塩化物 サラヤ

サラヤ消毒用エタノール 消毒用エタノール サラヤ

サリグレンカプセル３０ｍｇ セビメリン塩酸塩水和物 日本化薬

サリチル酸「ケンエー」 サリチル酸 健栄製薬

サリチル酸メチル「東豊」 サリチル酸メチル 東豊薬品

サリパラ液 桜皮エキス 丸石製薬

サリベートエアゾール リン酸二カリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム帝人ファーマ

サルコートカプセル外用５０μｇ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 帝人ファーマ

ザルコニン０．０２５％綿球１４ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニン０．０２５％綿球２０ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニン０．０２５％綿棒１２ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニン０．０２５％綿棒１６ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニンＡ液０．１ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニンＧ消毒液１０ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニンＮ消毒液０．１ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニン液０．０１ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニン液０．０２ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニン液０．０２５ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニン液０．０５ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニン液０．１ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニン液０．２ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコニン液１０ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ザルコラブ ベンザルコニウム塩化物 ヤクハン製薬、日医工

ザルトプロフェン錠８０「タツミ」 ザルトプロフェン 辰巳化学

ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 ザルトプロフェン ニプロ、共創未来ファーマ、日本ジェネリック、富士フイルムファーマ、陽進堂

ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「サワイ」 ザルトプロフェン 沢井製薬

ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「トーワ」 ザルトプロフェン 東和薬品

ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「杏林」 ザルトプロフェン キョーリンリメディオ、杏林製薬

ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「日医工」 ザルトプロフェン 日医工

サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 サルブタモール硫酸塩 日医工

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＤＫ」 サルポグレラート塩酸塩 アルフレッサ　ファーマ、大興製薬

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｆ」 サルポグレラート塩酸塩 富士フイルムファーマ、富士製薬工業

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＪＧ」 サルポグレラート塩酸塩 日本ジェネリック

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＭＥＥＫ」サルポグレラート塩酸塩 MeijiSeikaファルマ、小林化工

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＰ」 サルポグレラート塩酸塩 ニプロ、ニプロファーマ



サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＳ」 サルポグレラート塩酸塩 日新製薬

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」サルポグレラート塩酸塩 辰巳化学

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＳＵ」サルポグレラート塩酸塩 鶴原製薬

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＹＤ」 サルポグレラート塩酸塩 あすかActavis、第一三共、第一三共エスファ、武田薬品工業、陽進堂

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「アメル」サルポグレラート塩酸塩 共和薬品工業

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハラ」サルポグレラート塩酸塩 エッセンシャルファーマ、大原薬品工業

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ケミファ」サルポグレラート塩酸塩 興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本ケミファ、日本薬品工業

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」サルポグレラート塩酸塩 沢井製薬

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サンド」サルポグレラート塩酸塩 サンド

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「タカタ」サルポグレラート塩酸塩 高田製薬

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「テバ」 サルポグレラート塩酸塩 武田テバファーマ、武田薬品工業

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」サルポグレラート塩酸塩 東和薬品

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」サルポグレラート塩酸塩 ファイザー

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「杏林」 サルポグレラート塩酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「三和」 サルポグレラート塩酸塩 シオノケミカル、三和化学研究所

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」サルポグレラート塩酸塩 日医工

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＤＫ」 サルポグレラート塩酸塩 アルフレッサ　ファーマ、大興製薬

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｆ」 サルポグレラート塩酸塩 富士フイルムファーマ、富士製薬工業

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＪＧ」 サルポグレラート塩酸塩 日本ジェネリック

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＭＥＥＫ」サルポグレラート塩酸塩 MeijiSeikaファルマ、小林化工

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 サルポグレラート塩酸塩 ニプロ、ニプロファーマ

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＳ」 サルポグレラート塩酸塩 日新製薬

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 サルポグレラート塩酸塩 辰巳化学

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＳＵ」 サルポグレラート塩酸塩 鶴原製薬

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 サルポグレラート塩酸塩 あすかActavis、第一三共、第一三共エスファ、武田薬品工業、陽進堂

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 サルポグレラート塩酸塩 共和薬品工業

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「オーハラ」サルポグレラート塩酸塩 エッセンシャルファーマ、大原薬品工業

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ケミファ」サルポグレラート塩酸塩 興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本ケミファ、日本薬品工業

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 サルポグレラート塩酸塩 沢井製薬

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「サンド」 サルポグレラート塩酸塩 サンド

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「タカタ」 サルポグレラート塩酸塩 高田製薬

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「テバ」 サルポグレラート塩酸塩 武田テバファーマ、武田薬品工業

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 サルポグレラート塩酸塩 東和薬品

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」サルポグレラート塩酸塩 ファイザー

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 サルポグレラート塩酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「三和」 サルポグレラート塩酸塩 シオノケミカル、三和化学研究所

サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 サルポグレラート塩酸塩 日医工

サレックスクリーム０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル岩城製薬

サレックス軟膏０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル岩城製薬

サンコバ点眼液０．０２％ シアノコバラミン 参天製薬

サンシシＭ永大 サンシシ 永大薬業

サンシシダイコーＭ サンシシ 大晃生薬

サンシュユＭ永大 サンシュユ 永大薬業

サンシュユダイコーＭ サンシュユ 大晃生薬

サンショウダイコーＭ サンショウ 大晃生薬

ザンタック錠１５０ ラニチジン塩酸塩 グラクソ・スミスクライン、三共、第一三共

ザンタック錠７５ ラニチジン塩酸塩 グラクソ・スミスクライン、三共、第一三共

サンチンク点眼液０．２％ 硫酸亜鉛水和物 参天製薬

サンテゾーン０．０５％眼軟膏 デキサメタゾン 参天製薬

サンテゾーン点眼液（０．０２％） デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム参天製薬

サンテゾーン点眼液（０．１％） デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム参天製薬

サンドールＭＹ点眼液０．４％ トロピカミド 日本点眼薬研究所

サンドールＰ点眼液 トロピカミド、フェニレフリン塩酸塩 日本点眼薬研究所

サンピロ点眼液０．５％ ピロカルピン塩酸塩 参天製薬

サンピロ点眼液１％ ピロカルピン塩酸塩 参天製薬

サンピロ点眼液２％ ピロカルピン塩酸塩 参天製薬

サンピロ点眼液３％ ピロカルピン塩酸塩 参天製薬

サンピロ点眼液４％ ピロカルピン塩酸塩 参天製薬

サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム参天製薬

サンヤクＭ永大 サンヤク 永大薬業

サンヤクダイコーＭ サンヤク 大晃生薬

サンロキソ錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 三恵薬品

ジアイナミックスカプセル シアノコバラミン、チアミンジスルフィド、ピリドキシン塩酸塩鶴原製薬

ジアスターゼ　シオエ ジアスターゼ シオエ製薬、日本新薬

ジアスターゼ「ケンエー」 ジアスターゼ 健栄製薬

ジアスターゼ「コザカイ・Ｍ」 ジアスターゼ 小堺製薬

ジアスターゼ「ニッコー」 ジアスターゼ 日興製薬、日興製薬販売

ジアスターゼ「ホエイ」 ジアスターゼ ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

ジアスターゼ「ヤマゼン」Ｍ ジアスターゼ 山善製薬

ジアスターゼ「ヨシダ」 ジアスターゼ 吉田製薬

ジアスターゼ「三恵」 ジアスターゼ 三恵薬品

ジアスターゼ「日医工」 ジアスターゼ 日医工

ジアスターゼ＜ハチ＞ ジアスターゼ 小野薬品工業、東洋製薬化成

ジアスターゼ原末「マルイシ」 ジアスターゼ ニプロ、丸石製薬

ジアノイナミン錠１０ｍｇ チアミンジスルフィド 鶴原製薬

シアノコバラミン点眼液０．０２％「杏林」 シアノコバラミン キョーリンリメディオ、杏林製薬、日本ジェネリック

シアノコバラミン点眼液０．０２％「日点」 シアノコバラミン 日本点眼薬研究所

シーピー配合顆粒 アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム東和薬品

シェルガン０．５眼粘弾剤 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、精製ヒアルロン酸ナトリウム参天製薬、生化学工業

ジオウＭ永大 ジオウ 永大薬業

ジオウダイコーＭ ジオウ 大晃生薬

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」ジオクチルソジウムスルホサクシネートセオリアファーマ、武田薬品工業

シグマビタン配合カプセルＢ２５ シアノコバラミン、ピリドキシン塩酸塩、ベンフォチアミン東和薬品

ジクロード点眼液０．１％ ジクロフェナクナトリウム わかもと製薬

ジクロスター点眼液０．１％ ジクロフェナクナトリウム テイカ製薬、ニッテン、日本ジェネリック、日本点眼薬研究所

ジクロフェナクＮａ・ＰＦ点眼液０．１％「日点」ジクロフェナクナトリウム 日本点眼薬研究所

ジクロフェナクＮａクリーム１％「日本臓器」 ジクロフェナクナトリウム 日本臓器製薬

ジクロフェナクＮａゲル１％「ＳＮ」 ジクロフェナクナトリウム シオノケミカル、日本ジェネリック

ジクロフェナクＮａゲル１％「ラクール」 ジクロフェナクナトリウム ラクール薬品販売、三友薬品



ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」 ジクロフェナクナトリウム 東光薬品工業、日本臓器製薬

ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「トーワ」 ジクロフェナクナトリウム ニプロジェネファ、ニプロファーマ、東和薬品

ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「ラクール」ジクロフェナクナトリウム キョーリンリメディオ、ラクール薬品販売、杏林製薬、三友薬品

ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「東光」 ジクロフェナクナトリウム ラクール薬品販売、東光薬品工業

ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 共和薬品工業、日医工

ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「日本臓器」ジクロフェナクナトリウム 日本臓器製薬

ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「トーワ」 ジクロフェナクナトリウム ニプロジェネファ、ニプロファーマ、東和薬品

ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「ラクール」ジクロフェナクナトリウム キョーリンリメディオ、ラクール薬品販売、杏林製薬、三友薬品

ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「東光」 ジクロフェナクナトリウム ラクール薬品販売、東光薬品工業

ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 共和薬品工業、日医工

ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「日本臓器」ジクロフェナクナトリウム 日本臓器製薬

ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「ラクール」ジクロフェナクナトリウム ラクール薬品販売、三友薬品

ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「東光」 ジクロフェナクナトリウム ラクール薬品販売、東光薬品工業

ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「日本臓器」ジクロフェナクナトリウム 日本臓器製薬

ジクロフェナクＮａパップ２８０ｍｇ「ラクール」ジクロフェナクナトリウム ラクール薬品販売、三友薬品

ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「ラクール」ジクロフェナクナトリウム ラクール薬品販売、三友薬品

ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「東光」 ジクロフェナクナトリウム ラクール薬品販売、東光薬品工業

ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「日本臓器」ジクロフェナクナトリウム 日本臓器製薬

ジクロフェナクＮａローション１％「ラクール」ジクロフェナクナトリウム ラクール薬品販売、三友薬品

ジクロフェナクＮａローション１％「日本臓器」ジクロフェナクナトリウム 東光薬品工業、日本臓器製薬

ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ＳＮ」 ジクロフェナクナトリウム シオノケミカル、武田テバファーマ、武田薬品工業

ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「あゆみ」 ジクロフェナクナトリウム あゆみ製薬

ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 ジクロフェナクナトリウム 日新製薬

ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「テイコク」ジクロフェナクナトリウム テイコクメディックス、帝國製薬、日医工、日本臓器製薬

ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「ユートク」ジクロフェナクナトリウム 祐徳薬品工業

ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「ＪＧ」ジクロフェナクナトリウム 日本ジェネリック

ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「ＮＰ」ジクロフェナクナトリウム ニプロ、ニプロパッチ、ニプロファーマ

ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「テイコク」ジクロフェナクナトリウム テイコクメディックス、帝國製薬、日医工、日本臓器製薬

ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「ユートク」ジクロフェナクナトリウム 祐徳薬品工業

ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「三和」ジクロフェナクナトリウム 三和化学研究所

ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ＪＧ」ジクロフェナクナトリウム 日本ジェネリック

ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ＮＰ」ジクロフェナクナトリウム ニプロ、ニプロパッチ、ニプロファーマ

ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「テイコク」ジクロフェナクナトリウム テイコクメディックス、原沢製薬工業、帝國製薬、日医工、日本臓器製薬

ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ユートク」ジクロフェナクナトリウム 祐徳薬品工業

ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「三和」ジクロフェナクナトリウム 三和化学研究所

ジクロフェナック点眼液０．１％ ジクロフェナクナトリウム キョーリンリメディオ、杏林製薬、東亜薬品、日東メディック

シコンダイコーＭ シコン 大晃生薬

シスダイン錠２５０ｍｇ Ｌ－カルボシステイン 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

シスダイン錠５００ｍｇ Ｌ－カルボシステイン 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

シズレミン点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム コーアイセイ

ジセタミン錠２５ セトチアミン塩酸塩水和物 塩野義製薬、高田製薬

ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ＮＰ」 ジソピラミド ニプロ、ニプロファーマ

ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「タイヨー」 ジソピラミド 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「タイヨー」 ジソピラミド 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ジソペイン錠７５ モフェゾラク ニプロＥＳファーマ、三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

シナール配合錠 アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム塩野義製薬

シナール配合顆粒 アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム塩野義製薬

ジヒドロコデインリン酸塩散１％「シオエ」 ジヒドロコデインリン酸塩 シオエ製薬、日本新薬

ジヒドロコデインリン酸塩散１％「タケダ」 ジヒドロコデインリン酸塩 武田テバ薬品、武田薬品工業

ジヒドロコデインリン酸塩散１％「マルイシ」 ジヒドロコデインリン酸塩 ニプロ、丸石製薬

ジヒドロコデインリン酸塩散１％「第一三共」 ジヒドロコデインリン酸塩 第一三共

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ＣＨ」 ジフェニドール塩酸塩 ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ＪＧ」 ジフェニドール塩酸塩 大興製薬、日本ジェネリック

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 ジフェニドール塩酸塩 辰巳化学、富士フイルムファーマ

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ＴＹＫ」 ジフェニドール塩酸塩 アルフレッサ　ファーマ、興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 ジフェニドール塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「トーワ」 ジフェニドール塩酸塩 東和薬品

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 ジフェニドール塩酸塩 日医工

ジフェンヒドラミンクリーム１％「タイヨー」 ジフェンヒドラミン 岩城製薬、大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ジフラールクリーム０．０５％ ジフロラゾン酢酸エステル アステラス製薬

ジフラール軟膏０．０５％ ジフロラゾン酢酸エステル アステラス製薬

ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＫＮ」 ジフルプレドナート 小林化工

シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 シプロフロキサシン塩酸塩水和物 辰巳化学

シプロヘプタジン塩酸塩シロップ０．０４％「武田テバ」シプロヘプタジン塩酸塩水和物 武田テバファーマ、武田薬品工業

ジフロラゾン酢酸エステルクリーム０．０５％「ＹＤ」ジフロラゾン酢酸エステル 陽進堂

ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．０５％「ＹＤ」ジフロラゾン酢酸エステル 陽進堂

シマロンクリーム０．０５％ フルオシノニド 東興薬品工業、日医工

シマロンゲル０．０５％ フルオシノニド 東興薬品工業、日医工

シマロン軟膏０．０５％ フルオシノニド 東興薬品工業、日医工

ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 ジメチコン 日本ジェネリック、陽進堂

ジメチコン錠４０ｍｇ「フソー」 ジメチコン 扶桑薬品工業

シメチジン細粒２０％「トーワ」 シメチジン 東和薬品

シメチジン細粒４０％「トーワ」 シメチジン 東和薬品

シメチジン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 シメチジン 日本ジェネリック

シメチジン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 シメチジン ニプロ

シメチジン錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 シメチジン 辰巳化学

シメチジン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 シメチジン 陽進堂

シメチジン錠２００ｍｇ「クニヒロ」 シメチジン 皇漢堂製薬

シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」 シメチジン 沢井製薬

シメチジン錠２００ｍｇ「トーワ」 シメチジン 東和薬品

シメチジン錠２００ｍｇ「日医工」 シメチジン 日医工

シメチジン錠４００ｍｇ「ＪＧ」 シメチジン 日本ジェネリック

シメチジン錠４００ｍｇ「ＮＰ」 シメチジン ニプロ

シメチジン錠４００ｍｇ「ＴＣＫ」 シメチジン 辰巳化学

シメチジン錠４００ｍｇ「ＹＤ」 シメチジン 陽進堂

シメチジン錠４００ｍｇ「イセイ」 シメチジン コーアイセイ

シメチジン錠４００ｍｇ「クニヒロ」 シメチジン 皇漢堂製薬

シメチジン錠４００ｍｇ「サワイ」 シメチジン 沢井製薬



シメチジン錠４００ｍｇ「トーワ」 シメチジン 東和薬品

シメチジン錠４００ｍｇ「日医工」 シメチジン 日医工

ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用０．２５％「ＴＣＫ」ジメモルファンリン酸塩 辰巳化学

ジメモルファンリン酸塩散１０％「ＴＣＫ」 ジメモルファンリン酸塩 辰巳化学

ジメモルファンリン酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 ジメモルファンリン酸塩 辰巳化学

ジメモルミンドライシロップ２．５％ ジメモルファンリン酸塩 高田製薬

シャクヤクＭ永大 シャクヤク 永大薬業

シャクヤクダイコーＭ シャクヤク 大晃生薬

シャクヤク末　鈴 シャクヤク末 鈴粉末薬品

シャクヤク末ダイコーＭ シャクヤク末 大晃生薬

シャゼンシダイコーＭ シャゼンシ 大晃生薬

ジュウヤクダイコーＭ ジュウヤク 大晃生薬

シュクシャダイコーＭ シュクシャ 大晃生薬

シュランダー錠２５ｍｇ ジフェニドール塩酸塩 鶴原製薬

ジュンコウきゅう帰膠艾湯ＦＣエキス細粒医療用きゅう帰膠艾湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウよく苡仁湯ＦＣエキス細粒医療用 よく苡仁湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ黄連解毒湯ＦＣエキス細粒医療用 黄連解毒湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ乙字湯ＦＣエキス細粒医療用 乙字湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ温清飲ＦＣエキス細粒医療用 温清飲 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ加味逍遙散ＦＣエキス細粒医療用 加味逍遙散 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ葛根湯ＦＣエキス細粒医療用 葛根湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ帰脾湯ＦＣエキス細粒医療用 帰脾湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ桂枝加芍薬湯ＦＣエキス細粒医療用 桂枝加芍薬湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ桂枝茯苓丸料ＦＣエキス細粒医療用 桂枝茯苓丸 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ五苓散料ＦＣエキス細粒医療用 五苓散 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ呉茱萸湯ＦＣエキス細粒医療用 呉茱萸湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ四物湯ＦＣエキス細粒医療用 四物湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯ＦＣエキス細粒医療用柴胡加竜骨牡蛎湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ柴胡桂枝湯ＦＣエキス細粒医療用 柴胡桂枝湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ十全大補湯ＦＣエキス細粒医療用 十全大補湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ小柴胡湯ＦＣエキス細粒医療用 小柴胡湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ清心蓮子飲ＦＣエキス細粒医療用 清心蓮子飲 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ大柴胡湯ＦＣエキス細粒医療用 大柴胡湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ桃核承気湯ＦＣエキス細粒医療用 桃核承気湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ当帰芍薬散料ＦＣエキス細粒医療用 当帰芍薬散 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ麦門冬湯ＦＣエキス細粒医療用 麦門冬湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ半夏厚朴湯ＦＣエキス細粒医療用 半夏厚朴湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ半夏瀉心湯ＦＣエキス細粒医療用 半夏瀉心湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ補中益気湯ＦＣエキス細粒医療用 補中益気湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ補中益気湯ＦＣエキス錠医療用 補中益気湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ防已黄耆湯ＦＣエキス細粒医療用 防已黄耆湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ麻杏甘石湯ＦＣエキス細粒医療用 麻杏甘石湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ麻黄湯ＦＣエキス細粒医療用 麻黄湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ龍胆瀉肝湯ＦＣエキス細粒医療用 竜胆瀉肝湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ苓桂朮甘湯ＦＣエキス細粒医療用 苓桂朮甘湯 康和薬通、大杉製薬

ジュンコウ六味地黄丸料ＦＣエキス細粒医療用 六味地黄丸 康和薬通、大杉製薬、大杉薬品

ジュンコウ芍薬甘草湯ＦＣエキス細粒医療用 芍薬甘草湯 康和薬通、大杉製薬

ショウキョウＭ永大 ショウキョウ 永大薬業

ショウキョウダイコーＭ ショウキョウ 大晃生薬

ショウキョウ末ダイコーＭ ショウキョウ末 大晃生薬

ショウマダイコーＭ ショウマ 大晃生薬

ジルダザック軟膏３％ ベンダザック 佐藤製薬、中外製薬

ジルテックドライシロップ１．２５％ セチリジン塩酸塩 グラクソ・スミスクライン、ユーシービージャパン、第一三共、第一製薬

ジルテック錠１０ セチリジン塩酸塩 グラクソ・スミスクライン、ユーシービージャパン、住友製薬、第一三共、第一製薬

ジルテック錠５ セチリジン塩酸塩 グラクソ・スミスクライン、ユーシービージャパン、住友製薬、第一三共、第一製薬

シロシナミン錠１００ｍｇ シロスタゾール サンド、ニプロ、ニプロファーマ、日本ヘキサル

シロシナミン錠５０ｍｇ シロスタゾール サンド、ニプロ、ニプロファーマ、日本ヘキサル

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ＪＧ」 シロスタゾール ダイト、日本ジェネリック

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ＫＯ」 シロスタゾール 寿製薬

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ケミファ」 シロスタゾール
興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本ケミファ、日本薬品工業、富士フイルム

ファーマ

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 シロスタゾール 沢井製薬

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「タカタ」 シロスタゾール 高田製薬、三和化学研究所、日医工

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ツルハラ」 シロスタゾール 鶴原製薬

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 シロスタゾール 東和薬品

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「マイラン」 シロスタゾール ファイザー、マイラン製薬

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「日医工」 シロスタゾール 日医工

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 シロスタゾール ダイト、日本ジェネリック

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ＫＯ」 シロスタゾール 寿製薬

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ケミファ」 シロスタゾール
興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本ケミファ、日本薬品工業、富士フイルム

ファーマ

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 シロスタゾール 沢井製薬

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 シロスタゾール 高田製薬、三和化学研究所、日医工

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ツルハラ」 シロスタゾール 鶴原製薬

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 シロスタゾール 東和薬品

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「マイラン」 シロスタゾール ファイザー、マイラン製薬

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「日医工」 シロスタゾール 日医工

シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＪＧ」 シロスタゾール 日本ジェネリック

シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＫＮ」 シロスタゾール 小林化工

シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＳＮ」 シロスタゾール アルフレッサ　ファーマ、シオノケミカル

シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＹＤ」 シロスタゾール 第一三共、第一三共エスファ、陽進堂

シロスタゾール錠１００ｍｇ「オーハラ」 シロスタゾール 大原薬品工業

シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」 シロスタゾール 日本ケミファ、日本薬品工業、富士フイルムファーマ

シロスタゾール錠１００ｍｇ「サワイ」 シロスタゾール 沢井製薬

シロスタゾール錠１００ｍｇ「ダイト」 シロスタゾール ダイト、全星薬品、全星薬品工業

シロスタゾール錠１００ｍｇ「タカタ」 シロスタゾール 塩野義製薬、高田製薬

シロスタゾール錠１００ｍｇ「テバ」 シロスタゾール 武田テバファーマ、武田薬品工業

シロスタゾール錠１００ｍｇ「トーワ」 シロスタゾール 東和薬品

シロスタゾール錠１００ｍｇ「マイラン」 シロスタゾール ファイザー、マイラン製薬



シロスタゾール錠１００ｍｇ「日医工」 シロスタゾール 日医工

シロスタゾール錠５０ｍｇ「ＪＧ」 シロスタゾール 日本ジェネリック

シロスタゾール錠５０ｍｇ「ＫＮ」 シロスタゾール 小林化工

シロスタゾール錠５０ｍｇ「ＳＮ」 シロスタゾール アルフレッサ　ファーマ、シオノケミカル

シロスタゾール錠５０ｍｇ「オーハラ」 シロスタゾール 大原薬品工業

シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケミファ」 シロスタゾール 日本ケミファ、日本薬品工業、富士フイルムファーマ

シロスタゾール錠５０ｍｇ「サワイ」 シロスタゾール 沢井製薬

シロスタゾール錠５０ｍｇ「ダイト」 シロスタゾール ダイト、全星薬品、全星薬品工業

シロスタゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 シロスタゾール 塩野義製薬、高田製薬

シロスタゾール錠５０ｍｇ「テバ」 シロスタゾール 武田テバファーマ、武田薬品工業

シロスタゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 シロスタゾール 東和薬品

シロスタゾール錠５０ｍｇ「マイラン」 シロスタゾール ファイザー、マイラン製薬

シロスタゾール錠５０ｍｇ「日医工」 シロスタゾール 日医工

シロスレット内服ゼリー１００ｍｇ シロスタゾール ゼリア新薬工業、テイコクメディックス、日医工、日医工ファーマ

シロスレット内服ゼリー５０ｍｇ シロスタゾール ゼリア新薬工業、テイコクメディックス、日医工、日医工ファーマ

シングレアＯＤ錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム ＭＳＤ

シングレアチュアブル錠５ｍｇ モンテルカストナトリウム ＭＳＤ、萬有製薬

シングレア細粒４ｍｇ モンテルカストナトリウム ＭＳＤ、萬有製薬

シングレア錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム ＭＳＤ、萬有製薬

シングレア錠５ｍｇ モンテルカストナトリウム ＭＳＤ、萬有製薬

シンラック錠２．５ ピコスルファートナトリウム水和物 岩城製薬

シンラック錠７．５ ピコスルファートナトリウム水和物 岩城製薬

シンラック内用液０．７５％ ピコスルファートナトリウム水和物 岩城製薬、日本ジェネリック

スカイロン点鼻液５０μｇ２８噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 大日本住友製薬、東興薬品工業

スカイロン点鼻液５０μｇ５６噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 大日本住友製薬、東興薬品工業

スクラビイン４％液 クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ

スクラビインＳ４％液 クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ

スクラルファート細粒９０％「ツルハラ」 スクラルファート水和物 鶴原製薬

スクラルファート内用液１０％「タイヨー」 スクラルファート水和物 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

スクラルファート内用液１０％「日医工」 スクラルファート水和物 日医工

スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 スクラルファート水和物 東和薬品

スクラルファート顆粒９０％「日医工」 スクラルファート水和物 日医工

スクロードパスタ ポビドンヨード、精製白糖 丸石製薬、共和薬品工業

スコピゾル眼科用液 ヒドロキシエチルセルロース、ホウ酸、リン酸水素ナトリウム水和物、塩化カリウム、塩化ナトリウム、乾燥炭酸ナトリウム千寿製薬、武田薬品工業

スタデルムクリーム５％ イブプロフェンピコノール 鳥居薬品

スタデルム軟膏５％ イブプロフェンピコノール 鳥居薬品

スチックゼノールＡ ｄｌ－カンフル、ｌ－メントール、グリチルレチン酸、サリチル酸メチル三笠製薬

スチブロンクリーム０．０５％ ジフルプレドナート 岩城製薬

スチブロンローション０．０５％ ジフルプレドナート 岩城製薬

スチブロン軟膏０．０５％ ジフルプレドナート 岩城製薬

ステアリン酸 ステアリン酸 司生堂製薬

ステリ・ネブクロモリン吸入液１％ クロモグリク酸ナトリウム アルフレッサ　ファーマ、興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ステリガス 酸化エチレン スリーエム　ジャパン、スリーエムヘルスケア

ステリクロン０．５％ＡＬ綿球１４ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロン０．５％ＡＬ綿球２０ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンＢエタノール液０．５ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンＢエタノール液１％ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンＲエタノール液０．５ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンＲ液０．０５ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンＲ液０．１ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンＲ液０．５ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンＷエタノール液０．５ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンＷエタノール液１％ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンＷ液０．０２ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンＷ液０．０５ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンＷ液０．１ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンＷ液０．５ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンスクラブフォーム４％ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンスクラブ液４％ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロンハンドローション０．５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロン液２０ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリクロン液５ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄製薬

ステリコール液２Ｗ／Ｖ％ グルタラール シオエ製薬、日本新薬

ステリスコープ３Ｗ／Ｖ％液 グルタラール 丸石製薬

ステリゾールＳ液３％ グルタラール
ニプロ、ニプロファーマ、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、

ヤクハン製薬、花王プロフェッショナル・サービス、健栄製薬、東洋製薬化成、日医工

ステリゾール液２％ グルタラール
ニプロ、ニプロファーマ、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、

ヤクハン製薬、花王プロフェッショナル・サービス、健栄製薬、東洋製薬化成、日医工

ステリゾール液２０％ グルタラール
ニプロ、ニプロファーマ、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、

ヤクハン製薬、花王プロフェッショナル・サービス、健栄製薬、東洋製薬化成、日医工

ステリハイド２０Ｗ／Ｖ％液 グルタラール 丸石製薬

ステリハイド２Ｗ／Ｖ％液 グルタラール 丸石製薬

ステリハイドＬ２０Ｗ／Ｖ％液 グルタラール 丸石製薬

ステリハイドＬ２Ｗ／Ｖ％液 グルタラール 丸石製薬

ストミンＡ配合錠 ニコチン酸アミド、パパベリン塩酸塩 ゾンネボード製薬

ストロカイン錠５ｍｇ オキセサゼイン エーザイ、サンノーバ

ストロカイン顆粒５％ オキセサゼイン エーザイ、サンノーバ

スナイリンドライシロップ１％ ピコスルファートナトリウム水和物 アボットジャパン、マイランＥＰＤ

スパカール細粒１０％ トレピブトン 大原薬品工業

スパカール錠４０ｍｇ トレピブトン 大原薬品工業

スパシオール錠１０ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩 辰巳化学

スピール膏Ｍ サリチル酸 ニチバン

スピラゾンクリーム０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル岩城製薬

スピラゾンローション０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル岩城製薬

スピラゾン軟膏０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル岩城製薬



スピロペント錠１０μｇ クレンブテロール塩酸塩 帝人ファーマ

ズファジラン錠１０ｍｇ イソクスプリン塩酸塩 第一三共

スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「ＪＧ」スプラタストトシル酸塩 長生堂製薬、日本ジェネリック

スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」スプラタストトシル酸塩 沢井製薬

スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「トーワ」スプラタストトシル酸塩 東和薬品

スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「ＪＧ」スプラタストトシル酸塩 長生堂製薬、日本ジェネリック

スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」スプラタストトシル酸塩 沢井製薬

スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「トーワ」スプラタストトシル酸塩 東和薬品

スペリア錠２００ フドステイン 久光製薬

スペリア内用液８％ フドステイン エスエス製薬、久光製薬

スポンゼル／１０ｃｍ×７ｃｍ１枚 ゼラチン ＬＴＬファーマ、アステラス製薬

スポンゼル／５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚 ゼラチン ＬＴＬファーマ、アステラス製薬

スミスリンローション５％ フェノトリン クラシエ製薬、クラシエ薬品

スミルスチック３％ フェルビナク 三笠製薬、大正製薬、大正富山医薬品

スミルテープ３５ｍｇ フェルビナク 三笠製薬、大正富山医薬品

スミルテープ７０ｍｇ フェルビナク 三笠製薬

スミルローション３％ フェルビナク 三笠製薬

スミル外用ポンプスプレー３％ フェルビナク 三笠製薬

スルカイン錠１００ｍｇ ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル日本新薬

スルガム錠１００ｍｇ チアプロフェン酸 サノフィ

スルガム錠２００ｍｇ チアプロフェン酸 サノフィ

スルピリン水和物原末「マルイシ」 スルピリン水和物 ニプロ、丸石製薬

スルファジアジンパスタ５％「三恵」 スルファジアジン 三恵薬品

スルプロチンクリーム１％ スプロフェン 大洋薬品工業、日本ケミファ、武田テバファーマ、武田薬品工業

スルプロチン軟膏１％ スプロフェン 大洋薬品工業、日本ケミファ、武田テバファーマ、武田薬品工業

スレンダムクリーム１％ スプロフェン ポーラファルマ、ポーラ化成工業

スレンダム軟膏１％ スプロフェン ポーラファルマ、ポーラ化成工業

スローケー錠６００ｍｇ 塩化カリウム ノバルティスファーマ

セキコデ配合シロップ エフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、塩化アンモニウム大日本住友製薬、日医工

セクタークリーム３％ ケトプロフェン 久光製薬

セクターゲル３％ ケトプロフェン 久光製薬

セクターローション３％ ケトプロフェン 久光製薬

ゼスタッククリーム サリチル酸、ヘパリン類似物質、副腎エキス三笠製薬

セスデンカプセル３０ｍｇ チメピジウム臭化物水和物 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

セスデン細粒６％ チメピジウム臭化物水和物 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

ゼスラン小児用シロップ０．０３％ メキタジン 旭化成ファーマ

ゼスラン小児用細粒０．６％ メキタジン 旭化成ファーマ

ゼスラン錠３ｍｇ メキタジン 旭化成ファーマ

ゼスン錠３０ｍｇ チメピジウム臭化物水和物 マイラン製薬、メルク製薬、辰巳化学

セタノール セタノール 司生堂製薬

セチリジン塩酸塩ＤＳ１．２５％「タカタ」 セチリジン塩酸塩 高田製薬

セチリジン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 セチリジン塩酸塩 沢井製薬

セチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 セチリジン塩酸塩 沢井製薬

セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％「日医工」セチリジン塩酸塩 日医工

セチリジン塩酸塩錠１０「ＢＭＤ」 セチリジン塩酸塩 ビオメディクス

セチリジン塩酸塩錠１０「オーハラ」 セチリジン塩酸塩 持田製薬、大原薬品工業

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨ」 セチリジン塩酸塩 ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＴＢ」 セチリジン塩酸塩 三和化学研究所、寿製薬

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＮＰ」 セチリジン塩酸塩 MeijiSeikaファルマ、日新製薬

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 セチリジン塩酸塩 ニプロ、ニプロファーマ

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 セチリジン塩酸塩 日本ケミファ、日本薬品工業

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＰＨ」 セチリジン塩酸塩
キョーリンリメディオ、杏林製薬、興和、興和ジェネリック、興和創薬、東洋ファル

マー

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 セチリジン塩酸塩 辰巳化学

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＯＡ」 セチリジン塩酸塩 東亜薬品、日東メディック

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 セチリジン塩酸塩 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 セチリジン塩酸塩 サンド、共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ、陽進堂

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 セチリジン塩酸塩 共和薬品工業

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「イワキ」 セチリジン塩酸塩 岩城製薬

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「クニヒロ」 セチリジン塩酸塩 皇漢堂製薬

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 セチリジン塩酸塩 沢井製薬

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 セチリジン塩酸塩 マルホ、高田製薬

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 セチリジン塩酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ツルハラ」 セチリジン塩酸塩 鶴原製薬

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 セチリジン塩酸塩 東和薬品

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 セチリジン塩酸塩 ファイザー、マイラン製薬

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 セチリジン塩酸塩 ダイト、科研製薬

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 セチリジン塩酸塩 日医工

セチリジン塩酸塩錠５「ＢＭＤ」 セチリジン塩酸塩 ビオメディクス

セチリジン塩酸塩錠５「オーハラ」 セチリジン塩酸塩 持田製薬、大原薬品工業

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＨ」 セチリジン塩酸塩 ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＴＢ」 セチリジン塩酸塩 三和化学研究所、寿製薬

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＮＰ」 セチリジン塩酸塩 MeijiSeikaファルマ、日新製薬

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 セチリジン塩酸塩 ニプロ、ニプロファーマ

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 セチリジン塩酸塩 日本ケミファ、日本薬品工業

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＰＨ」 セチリジン塩酸塩
キョーリンリメディオ、杏林製薬、興和、興和ジェネリック、興和創薬、東洋ファル

マー

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 セチリジン塩酸塩 辰巳化学

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 セチリジン塩酸塩 東亜薬品、日東メディック

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 セチリジン塩酸塩 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 セチリジン塩酸塩 サンド、陽進堂

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 セチリジン塩酸塩 共和薬品工業

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「イワキ」 セチリジン塩酸塩 岩城製薬

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 セチリジン塩酸塩 皇漢堂製薬

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 セチリジン塩酸塩 沢井製薬

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 セチリジン塩酸塩 マルホ、高田製薬

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 セチリジン塩酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ツルハラ」 セチリジン塩酸塩 鶴原製薬

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 セチリジン塩酸塩 東和薬品



セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 セチリジン塩酸塩 ファイザー、マイラン製薬

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「科研」 セチリジン塩酸塩 ダイト、科研製薬

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 セチリジン塩酸塩 日医工

セチルピリジニウム塩化物トローチ２ｍｇ「イワキ」セチルピリジニウム塩化物水和物 岩城製薬

セチロ配合錠 オウレン末、センナ末、ダイオウ末、酸化マグネシウム、硫酸マグネシウム水和物ジェイドルフ製薬、田辺三菱製薬、東和薬品

セッコウダイコーＭ セッコウ 大晃生薬

セネガシロップ「ＪＧ」 セネガシロップ 日本ジェネリック

セネガシロップ「ケンエー」 セネガシロップ 健栄製薬

セネガシロップ「ニッコー」 セネガシロップ エビス薬品、ファイザー、マイラン製薬、日興製薬、日興製薬販売

セネガシロップ「メタル」 セネガシロップ ニプロ、ニプロファーマ、吉田製薬、中北薬品

セネガシロップ「ヤマゼン」 セネガシロップ 山善製薬

セネガシロップ「東海」 セネガシロップ 東海製薬

セネガシロップ＜ハチ＞ セネガシロップ マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、小野薬品工業、東洋製薬化成

セネガシロップシオエ セネガシロップ シオエ製薬、丸石製薬、日本新薬

セファドール錠２５ｍｇ ジフェニドール塩酸塩 日本新薬

セファドール顆粒１０％ ジフェニドール塩酸塩 日本新薬

セファランチン錠１ｍｇ セファランチン メディサ新薬、化研生薬

セファランチン末１％ セファランチン メディサ新薬、化研生薬

ゼフナートクリーム２％ リラナフタート 全薬工業、鳥居薬品

ゼフナート外用液２％ リラナフタート 全薬工業、鳥居薬品

ゼペリン点眼液０．１％ アシタザノラスト水和物 わかもと製薬、興和、興和創薬

ゼポラステープ２０ｍｇ フルルビプロフェン 三笠製薬

ゼポラステープ４０ｍｇ フルルビプロフェン 三笠製薬

ゼポラスパップ４０ｍｇ フルルビプロフェン 三笠製薬

ゼポラスパップ８０ｍｇ フルルビプロフェン 三笠製薬

ゼムパックパップ７０ インドメタシン 救急薬品、救急薬品工業、三和化学研究所

セラスターテープ７０ インドメタシン アステラス製薬、救急薬品、救急薬品工業

セラピナ配合顆粒 アセトアミノフェン、サリチルアミド、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、無水カフェインシオノケミカル、ファイザー、マイラン製薬、日本ジェネリック

セルスポットパップ７０ｍｇ フェルビナク マイラン製薬、大原薬品工業、大鵬薬品工業

セルタッチテープ７０ フェルビナク ファイザー、帝國製薬、武田薬品工業

セルタッチパップ１４０ フェルビナク ファイザー、ワイス、帝國製薬、武田薬品工業

セルタッチパップ７０ フェルビナク ファイザー、ワイス、帝國製薬、武田薬品工業

セルテプノンカプセル５０ｍｇ テプレノン 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業、明治薬品

セルテプノン細粒１０％ テプレノン 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

セルトミドドライシロップ２％ オキサトミド 小林化工

セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス 東菱薬品工業、扶桑薬品工業

ゼルフォーム／２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ１枚ゼラチン ファイザー、住友製薬、大日本住友製薬

ゼルフォーム／８ｃｍ×１２．５ｃｍ×１ｃｍ１枚ゼラチン ファイザー、住友製薬、大日本住友製薬

セルベックスカプセル５０ｍｇ テプレノン ＥＡファーマ、エーザイ

セルベックス細粒１０％ テプレノン ＥＡファーマ、エーザイ

セレガスロン錠２ イルソグラジンマレイン酸塩 大洋薬品工業、日本ケミファ、武田テバファーマ、武田薬品工業

セレガスロン錠４ イルソグラジンマレイン酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

セレキノン細粒２０％ トリメブチンマレイン酸塩 田辺三菱製薬、田辺製薬

セレキノン錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩 田辺三菱製薬、田辺製薬

セロクラール細粒４％ イフェンプロジル酒石酸塩 サノフィ、日医工、日医工サノフィ

セロクラール錠１０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩 サノフィ、日医工、日医工サノフィ

セロクラール錠２０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩 アベンティスファーマ、サノフィ、日医工、日医工サノフィ

ゼンアスピリン錠１００ アスピリン ニプロ、全星薬品、全星薬品工業、沢井製薬、日医工

センキュウＭ永大 センキュウ 永大薬業

センキュウダイコーＭ センキュウ 大晃生薬

センキュウ末ダイコーＭ センキュウ末 大晃生薬

センセファリンカプセル１２５ セファレキシン 武田薬品工業

センセファリンカプセル２５０ セファレキシン 武田薬品工業

センセファリンシロップ用細粒１０％ セファレキシン 武田薬品工業

センセファリンシロップ用細粒２０％ セファレキシン 武田薬品工業

センナリド錠１２ｍｇ センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 サンド、三和化学研究所

センナ末　鈴 センナ末 鈴粉末薬品

センノサイド錠１２ｍｇ センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 興和テバ、日本化薬、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

センノサイド顆粒８％「ＥＭＥＣ」 センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

センノシド錠１２ｍｇ「ＪＤ」 センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 ジェイドルフ製薬

センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 辰巳化学

センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 共創未来ファーマ、日医工、日本ジェネリック、富士フイルムファーマ、陽進堂

センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 皇漢堂製薬

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 沢井製薬

センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 カイゲンファーマ、共和薬品工業、生晃栄養薬品、扶桑薬品工業

センノシド錠１２ｍｇ「ツルハラ」 センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 鶴原製薬、日医工

センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 東和薬品

センノシド錠１２ｍｇ「ファイザー」 センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 ファイザー、マイラン製薬

センノシド錠１２ｍｇ「ホリイ」 センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 堀井薬品工業

センブリ・重曹散　シオエ センブリ・重曹散 シオエ製薬、日本新薬

センブリ・重曹散　鈴 センブリ・重曹散 鈴粉末薬品

センブリ・重曹散／日本粉末薬品 センブリ・重曹散 日本粉末薬品

センブリ・重曹散「ＪＧ」 センブリ・重曹散 日本ジェネリック

センブリ・重曹散「ケンエー」 センブリ・重曹散 健栄製薬

センブリ・重曹散「コザカイ・Ｍ」 センブリ・重曹散 丸石製薬、小堺製薬、日興製薬販売

センブリ・重曹散「マルイシ」 センブリ・重曹散 丸石製薬

センブリ・重曹散「メタル」 センブリ・重曹散 中北薬品

センブリ・重曹散「ヤマゼン」Ｍ センブリ・重曹散 山善製薬

センブリ・重曹散「ヨシダ」 センブリ・重曹散 吉田製薬

センブリ・重曹散「東海」 センブリ・重曹散 東海製薬

センブリ散／丸石製薬 センブリ末 丸石製薬

センブリ末　鈴 センブリ末 鈴粉末薬品

ソアナース軟膏 ポビドンヨード、精製白糖 テイカ製薬、ポーラファルマ

ソアナース軟膏分包８ｇ ポビドンヨード、精製白糖 テイカ製薬

ソウジュツＭ永大 ソウジュツ 永大薬業

ソウジュツダイコーＭ ソウジュツ 大晃生薬

ソウハクヒダイコーＭ ソウハクヒ 大晃生薬

ゾビラックスクリーム５％ アシクロビル グラクソ・スミスクライン

ゾビラックス眼軟膏３％ アシクロビル グラクソ・スミスクライン、参天製薬、日東メディック



ゾビラックス軟膏５％ アシクロビル グラクソ・スミスクライン

ソファルコン細粒１０％「ＹＤ」 ソファルコン 陽進堂

ソファルコン細粒１０％「サワイ」 ソファルコン 沢井製薬

ソファルコン細粒１０％「トーワ」 ソファルコン 東和薬品

ソファルコン細粒２０％「ＪＧ」 ソファルコン 長生堂製薬、日本ジェネリック

ソファルコン細粒２０％「ＴＹＫ」 ソファルコン 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ソファルコン細粒２０％「ＹＤ」 ソファルコン 陽進堂

ソファルコン細粒２０％「サワイ」 ソファルコン 沢井製薬

ソファルコン細粒２０％「トーワ」 ソファルコン 東和薬品

ソフティア点眼液０．０２％ シアノコバラミン 千寿製薬、武田薬品工業

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ フラジオマイシン硫酸塩 サノフィ、テイカ製薬

ソフラチュール貼付剤３０ｃｍ フラジオマイシン硫酸塩 サノフィ、テイカ製薬

ソヨウダイコーＭ ソヨウ 大晃生薬

ソランタール錠１００ｍｇ チアラミド塩酸塩 ＬＴＬファーマ、アステラス製薬

ソランタール錠５０ｍｇ チアラミド塩酸塩 ＬＴＬファーマ、アステラス製薬

ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 クエン酸ナトリウム水和物、塩化カリウム、塩化ナトリウム、炭酸マグネシウム、無水リン酸二水素ナトリウムエイワイファーマ、味の素、味の素ファルマ、味の素製薬、陽進堂

ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 クエン酸ナトリウム水和物、塩化カリウム、塩化ナトリウム、炭酸マグネシウム、無水リン酸二水素ナトリウムエイワイファーマ、味の素、味の素ファルマ、味の素製薬、陽進堂

ソルコセリル軟膏５％ ソルコセリル 大鵬薬品工業、東菱薬品工業

ソルコセリル腟坐薬 ソルコセリル 大鵬薬品工業、東菱薬品工業

ソルダナ錠１２ｍｇ センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 堀井薬品工業

ソルニムクリーム０．０５％ フルオシノニド 東和薬品

ソルバノン マクロゴール４００、マクロゴール４０００ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

ソルベース マクロゴール４００、マクロゴール４０００大日本住友製薬、大日本製薬、明治薬品、陽進堂

ソルベガクリーム０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 久光製薬

ソルベガ軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 久光製薬

ソルミラン顆粒状カプセル６００ｍｇ イコサペント酸エチル 森下仁丹、帝人ファーマ

ソルミラン顆粒状カプセル９００ｍｇ イコサペント酸エチル 森下仁丹、帝人ファーマ

ソレトン錠８０ ザルトプロフェン 日本ケミファ

ソロンカプセル１００ ソファルコン 大正製薬、大正富山医薬品

ソロン細粒２０％ ソファルコン 大正製薬、大正富山医薬品

ソロン錠５０ ソファルコン 大正製薬、大正富山医薬品

ダイアコートクリーム０．０５％ ジフロラゾン酢酸エステル ファイザー

ダイアコート軟膏０．０５％ ジフロラゾン酢酸エステル ファイザー

ダイアデント歯科用ゲル５％ フッ化ナトリウム 昭和薬品化工

ダイオウＭ永大 ダイオウ 永大薬業

ダイオウダイコーＭ ダイオウ 大晃生薬

ダイオウ末　鈴 ダイオウ末 鈴粉末薬品

ダイオウ末「三恵」 ダイオウ末 三恵薬品

ダイオウ末ダイコーＭ ダイオウ末 大晃生薬

ダイサイド９５％ エチレンオキシド エア・ウォーター

ダイサイドＨ（Ｎ） 酸化エチレン エア・ウォーター

ダイサイドＨ２０（Ｎ） 酸化エチレン エア・ウォーター

ダイサイドＨ３０（Ｎ） 酸化エチレン エア・ウォーター

ダイズ油／司生堂製薬 ダイズ油 司生堂製薬

ダイズ油／小堺製薬 ダイズ油 小堺製薬

ダイズ油／日興製薬 ダイズ油 日興製薬、日興製薬販売

タイソウＭ永大 タイソウ 永大薬業

タイソウダイコーＭ タイソウ 大晃生薬

ダイピン錠１ｍｇ Ｎ－メチルスコポラミンメチル硫酸塩 アルフレッサ　ファーマ、第一三共

ダイプロセルクリーム０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 佐藤製薬

ダイプロセル軟膏０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 佐藤製薬

ダイメジンスリービー配合カプセル２５ シアノコバラミン、チアミン塩化物塩酸塩、ピリドキシン塩酸塩日医工

タイメック配合内用液 水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

タウリン散９８％「大正」 タウリン 大正製薬、大正富山医薬品

タオンクリーム１％ クロトリマゾール 東興薬品工業、日医工

タオンゲル１％ クロトリマゾール 東興薬品工業、日医工

タオン外用液１％ クロトリマゾール 東興薬品工業、日医工

タカヂアスターゼ原末 第一三共

タカベンス錠２５ｍｇ メリロートエキス 高田製薬

タガメット細粒２０％ シメチジン 住友製薬、大日本住友製薬

タガメット錠２００ｍｇ シメチジン 住友製薬、大日本住友製薬

タガメット錠４００ｍｇ シメチジン 住友製薬、大日本住友製薬

タクシャＭ永大 タクシャ 永大薬業

タクシャダイコーＭ タクシャ 大晃生薬

ダクチラン錠５０ｍｇ ピペリドレート塩酸塩 杏林製薬

ダクチル錠５０ｍｇ ピペリドレート塩酸塩 キッセイ薬品工業

タジン錠３０ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物あすか製薬、干寿製薬、千寿製薬、武田薬品工業

タチオン散２０％ グルタチオン アステラス製薬、ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

タチオン錠１００ｍｇ グルタチオン アステラス製薬、ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

タチオン錠５０ｍｇ グルタチオン アステラス製薬、ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

タチオン点眼用２％ グルタチオン アステラス製薬、ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

タフマックＥ配合カプセル オノテース、オノプローゼＡ、ジアスターゼ、ジアスメン、セルロシンＡＰ、パンクレアチン、ポリパーゼ、ボンラーゼ、モルシン小野薬品工業

タフマックＥ配合顆粒 オノテース、オノプローゼＡ、ジアスターゼ、ジアスメン、セルロシンＡＰ、パンクレアチン、ポリパーゼ、ボンラーゼ、モルシン小野薬品工業

タベジールシロップ０．０１％ クレマスチンフマル酸塩
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン、ノバルティス

ファーマ、日新製薬

タベジール散０．１％ クレマスチンフマル酸塩
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン、ノバルティス

ファーマ、日新製薬

タベジール散１％ クレマスチンフマル酸塩
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン、ノバルティス

ファーマ、日新製薬

タベジール錠１ｍｇ クレマスチンフマル酸塩
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン、ノバルティス

ファーマ、日新製薬

タマガワヨードホルムガーゼ ヨードホルム 玉川衛材

タリオンＯＤ錠１０ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩 田辺三菱製薬、田辺製薬

タリオンＯＤ錠５ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩 田辺三菱製薬、田辺製薬

タリオン錠１０ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩 田辺三菱製薬

タリオン錠５ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩 田辺三菱製薬

タリフロン点眼液０．３％ オフロキサシン 東和薬品

タルク／司生堂製薬 タルク 司生堂製薬

タルク／小堺製薬 タルク 小堺製薬、日興製薬販売、模範薬品研究所



タルク「ケンエー」 タルク 健栄製薬

タルク原末「マルイシ」 タルク 丸石製薬

タルメア軟膏０．１％ アルクロメタゾンプロピオン酸エステル富士製薬工業

タンナルビン「ホエイ」 タンニン酸アルブミン ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

タンニン酸アルブミン　シオエ タンニン酸アルブミン シオエ製薬、日本新薬

タンニン酸アルブミン「ＮｉｋＰ」 タンニン酸アルブミン 岩城製薬、日医工

タンニン酸アルブミン「ケンエー」 タンニン酸アルブミン 健栄製薬

タンニン酸アルブミン「ニッコー」 タンニン酸アルブミン 吉田製薬、中北薬品、日興製薬、日興製薬販売

タンニン酸アルブミン「メタル」 タンニン酸アルブミン 中北薬品

タンニン酸アルブミン「ヤマゼン」Ｍ タンニン酸アルブミン 山善製薬

タンニン酸アルブミン「三恵」 タンニン酸アルブミン 三恵薬品

タンニン酸アルブミン＜ハチ＞ タンニン酸アルブミン 小野薬品工業、東洋製薬化成

タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 タンニン酸アルブミン ニプロ、丸石製薬

チアトンカプセル１０ｍｇ チキジウム臭化物 アボットジャパン、マイランＥＰＤ

チアトンカプセル５ｍｇ チキジウム臭化物 アボットジャパン、マイランＥＰＤ

ヂアミトール消毒用液１０Ｗ／Ｖ％ ベンザルコニウム塩化物 丸石製薬

ヂアミトール消毒用液５０Ｗ／Ｖ％ ベンザルコニウム塩化物 丸石製薬

チアミン塩化物塩酸塩散０．１％「日新」 チアミン塩化物塩酸塩 東豊薬品、日新製薬

チオスター錠１０ ファモチジン
ニプロ、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、全星薬品、全星薬

品工業

チオスター錠２０ ファモチジン
ニプロ、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、全星薬品、全星薬

品工業

チオラ錠１００ チオプロニン ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、参天製薬

チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「サワイ」 チキジウム臭化物 沢井製薬

チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「ツルハラ」チキジウム臭化物 鶴原製薬

チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「トーワ」 チキジウム臭化物 東和薬品

チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「サワイ」 チキジウム臭化物 沢井製薬

チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「ツルハラ」 チキジウム臭化物 鶴原製薬

チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「トーワ」 チキジウム臭化物 東和薬品

チキジウム臭化物顆粒２％「ツルハラ」 チキジウム臭化物 鶴原製薬

チクセツニンジンＭ永大 チクセツニンジン 永大薬業

チクセツニンジンダイコーＭ チクセツニンジン 大晃生薬

チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 チクロピジン塩酸塩 辰巳化学

チスタニン糖衣錠１００ｍｇ Ｌ－エチルシステイン塩酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

チスタメット細粒２０％ シメチジン 鶴原製薬

チスタメット錠２００ｍｇ シメチジン 鶴原製薬

チスタメット錠４００ｍｇ シメチジン 鶴原製薬

チニダゾール腟錠２００ｍｇ「Ｆ」 チニダゾール 富士製薬工業

チノカプセル１２５ ケノデオキシコール酸 藤本製薬

チメピジウム臭化物錠３０ｍｇ「サワイ」 チメピジウム臭化物水和物 沢井製薬

チモール「ホエイ」 チモール ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

チモダイコーＭ チモ 大晃生薬

チモプトールＸＥ点眼液０．２５％ チモロールマレイン酸塩 ＭＳＤ、参天製薬、萬有製薬

チモプトールＸＥ点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩 ＭＳＤ、参天製薬、萬有製薬

チモプトール点眼液０．２５％ チモロールマレイン酸塩 ＭＳＤ、参天製薬、萬有製薬

チモプトール点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩 ＭＳＤ、参天製薬、萬有製薬

チモレート点眼液０．２５％ チモロールマレイン酸塩 ニッテン、日本点眼薬研究所

チモレート点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩 ニッテン、日本点眼薬研究所

チモロールＰＦ点眼液０．２５％「日点」 チモロールマレイン酸塩 日本点眼薬研究所

チモロールＰＦ点眼液０．５％「日点」 チモロールマレイン酸塩 日本点眼薬研究所

チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＪＧ」 チモロールマレイン酸塩 日本ジェネリック

チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＴＳ」 チモロールマレイン酸塩 テイカ製薬

チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ニットー」 チモロールマレイン酸塩 東亜薬品、日東メディック

チモロールＸＥ点眼液０．２５％「杏林」 チモロールマレイン酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＪＧ」 チモロールマレイン酸塩 日本ジェネリック

チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＴＳ」 チモロールマレイン酸塩 テイカ製薬

チモロールＸＥ点眼液０．５％「ニットー」 チモロールマレイン酸塩 東亜薬品、日東メディック

チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 チモロールマレイン酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

チモロール点眼液０．２５％「テイカ」 チモロールマレイン酸塩 テイカ製薬、興和、興和ジェネリック、興和創薬、日東メディック、日本アルコン

チモロール点眼液０．２５％「わかもと」 チモロールマレイン酸塩 わかもと製薬

チモロール点眼液０．２５％「杏林」 チモロールマレイン酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

チモロール点眼液０．２５％「日新」 チモロールマレイン酸塩 日新製薬、日本ジェネリック

チモロール点眼液０．５％「テイカ」 チモロールマレイン酸塩 テイカ製薬、興和、興和ジェネリック、興和創薬、日東メディック、日本アルコン

チモロール点眼液０．５％「わかもと」 チモロールマレイン酸塩 わかもと製薬

チモロール点眼液０．５％「杏林」 チモロールマレイン酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

チモロール点眼液０．５％「日新」 チモロールマレイン酸塩 日新製薬、日本ジェネリック

チモロール点眼液Ｔ０．２５％ チモロールマレイン酸塩 東亜薬品、日東メディック

チモロール点眼液Ｔ０．５％ チモロールマレイン酸塩 東亜薬品、日東メディック

チャルドール錠２．５ｍｇ ピコスルファートナトリウム水和物 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

チャルドール内用液０．７５％ ピコスルファートナトリウム水和物 テイコクメディックス、大洋薬品工業、日医工、武田テバファーマ、武田薬品工業

チョウジダイコーＭ チョウジ 大晃生薬

チョコラＡ錠１万単位 ビタミンＡ油 エーザイ、サンノーバ

チョコラＡ滴０．１万単位／滴 レチノールパルミチン酸エステル エーザイ、サンノーバ

チョコラＡ末１万単位／ｇ ビタミンＡ エーザイ、サンノーバ

チョレイＭ永大 チョレイ 永大薬業

チョレイダイコーＭ チョレイ 大晃生薬

チンク油「ＪＧ」 チンク油 日本ジェネリック

チンク油「タツミ」Ｍ チンク油 タツミ薬品工業

チンク油「ニッコー」 チンク油 丸石製薬、健栄製薬、日興製薬、日興製薬販売

チンク油「ホエイ」 チンク油 ニプロ、ニプロファーマ、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

チンク油「ヨシダ」 チンク油 吉田製薬

チンク油「昭和」（Ｍ） チンク油 昭和製薬

チンク油「東海」 チンク油 東海製薬

チンク油「東豊」 チンク油 ヤクハン製薬、東豊薬品

チンク油「日医工」 チンク油 日医工

チンピダイコーＭ チンピ 大晃生薬

ツインラインＮＦ配合経腸用液 イーエヌ大塚製薬、大塚製薬、大塚製薬工場

つくしＡ・Ｍ配合散 ウイキョウ末、オウバク末、カンゾウ末、ケイヒ末、ジアスメン、ショウキョウ末、ニガキ末、乾燥水酸化アルミニウムゲル、炭酸マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム大正富山医薬品、富山化学工業、富士フイルム富山化学

ツバキ油 ツバキ油 司生堂製薬



ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用） きゅう帰膠艾湯 ツムラ

ツムラの生薬イレイセン イレイセン ツムラ

ツムラの生薬インチンコウ インチンコウ ツムラ

ツムラの生薬ウイキョウ ウイキョウ ツムラ

ツムラの生薬エンゴサク エンゴサク ツムラ

ツムラの生薬オウギ オウギ ツムラ

ツムラの生薬オウゴン オウゴン ツムラ

ツムラの生薬オウバク オウバク ツムラ

ツムラの生薬オウレン オウレン ツムラ

ツムラの生薬オンジ オンジ ツムラ

ツムラの生薬カシュウ カシュウ ツムラ

ツムラの生薬カッコン カッコン ツムラ

ツムラの生薬カロコン カロコン ツムラ

ツムラの生薬カロニン カロニン ツムラ

ツムラの生薬カンキョウ カンキョウ ツムラ

ツムラの生薬カンゾウ カンゾウ ツムラ

ツムラの生薬キキョウ キキョウ ツムラ

ツムラの生薬キクカ キクカ ツムラ

ツムラの生薬キジツ キジツ ツムラ

ツムラの生薬キョウカツ キョウカツ ツムラ

ツムラの生薬キョウニン キョウニン ツムラ

ツムラの生薬クジン クジン ツムラ

ツムラの生薬ケイヒ ケイヒ ツムラ

ツムラの生薬コウカ コウカ ツムラ

ツムラの生薬コウジン末（調剤用） コウジン末 ツムラ

ツムラの生薬コウブシ コウブシ ツムラ

ツムラの生薬コウボク コウボク ツムラ

ツムラの生薬ゴシツ ゴシツ ツムラ

ツムラの生薬ゴシュユ ゴシュユ ツムラ

ツムラの生薬ゴボウシ ゴボウシ ツムラ

ツムラの生薬ゴミシ ゴミシ ツムラ

ツムラの生薬サイコ サイコ ツムラ

ツムラの生薬サイシン サイシン ツムラ

ツムラの生薬サンシシ サンシシ ツムラ

ツムラの生薬サンシュユ サンシュユ ツムラ

ツムラの生薬サンショウ サンショウ ツムラ

ツムラの生薬サンソウニン サンソウニン ツムラ

ツムラの生薬サンヤク サンヤク ツムラ

ツムラの生薬ジオウ ジオウ ツムラ

ツムラの生薬シツリシ シツリシ ツムラ

ツムラの生薬シャクヤク シャクヤク ツムラ

ツムラの生薬シャゼンシ シャゼンシ ツムラ

ツムラの生薬ショウキョウ ショウキョウ ツムラ

ツムラの生薬シンイ シンイ ツムラ

ツムラの生薬セッコウ セッコウ ツムラ

ツムラの生薬センキュウ センキュウ ツムラ

ツムラの生薬ソウジュツ ソウジュツ ツムラ

ツムラの生薬ソウハクヒ ソウハクヒ ツムラ

ツムラの生薬ソヨウ ソヨウ ツムラ

ツムラの生薬ダイオウ ダイオウ ツムラ

ツムラの生薬タイソウ タイソウ ツムラ

ツムラの生薬タクシャ タクシャ ツムラ

ツムラの生薬チクジョ チクジョ ツムラ

ツムラの生薬チモ チモ ツムラ

ツムラの生薬チョウジ チョウジ ツムラ

ツムラの生薬チョウトウコウ チョウトウコウ ツムラ

ツムラの生薬チョレイ チョレイ ツムラ

ツムラの生薬チンピ チンピ ツムラ

ツムラの生薬テンマ テンマ ツムラ

ツムラの生薬テンモンドウ テンモンドウ ツムラ

ツムラの生薬トウガシ トウガシ ツムラ

ツムラの生薬トウキ トウキ ツムラ

ツムラの生薬トウニン トウニン ツムラ

ツムラの生薬ドクカツ ドクカツ ツムラ

ツムラの生薬ニンジン ニンジン ツムラ

ツムラの生薬ニンドウ ニンドウ ツムラ

ツムラの生薬バイモ バイモ ツムラ

ツムラの生薬バクモンドウ バクモンドウ ツムラ

ツムラの生薬ハッカ ハッカ ツムラ

ツムラの生薬ハマボウフウ ハマボウフウ ツムラ

ツムラの生薬ハンゲ ハンゲ ツムラ

ツムラの生薬ビャクゴウ ビャクゴウ ツムラ

ツムラの生薬ビャクシ ビャクシ ツムラ

ツムラの生薬ビャクジュツ ビャクジュツ ツムラ

ツムラの生薬ビワヨウ ビワヨウ ツムラ

ツムラの生薬ブクリョウ ブクリョウ ツムラ

ツムラの生薬ボウイ ボウイ ツムラ

ツムラの生薬ボウフウ ボウフウ ツムラ

ツムラの生薬ボタンピ ボタンピ ツムラ

ツムラの生薬ボレイ ボレイ ツムラ

ツムラの生薬マオウ マオウ ツムラ

ツムラの生薬マシニン マシニン ツムラ

ツムラの生薬モクツウ モクツウ ツムラ

ツムラの生薬ヨクイニン ヨクイニン ツムラ

ツムラの生薬リュウコツ リュウコツ ツムラ

ツムラの生薬レンギョウ レンギョウ ツムラ

ツムラの生薬レンニク レンニク ツムラ

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用） よく苡仁湯 ツムラ

ツムラ安中散エキス顆粒（医療用） 安中散 ツムラ



ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用） 胃苓湯 ツムラ

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用） 越婢加朮湯 ツムラ

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） 黄連解毒湯 ツムラ

ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用） 黄連湯 ツムラ

ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） 黄耆建中湯 ツムラ

ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） 乙字湯 ツムラ

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） 温経湯 ツムラ

ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） 温清飲 ツムラ

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） 加味帰脾湯 ツムラ

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 加味逍遙散 ツムラ

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 葛根湯 ツムラ

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）葛根湯加川きゅう辛夷 ツムラ

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） 甘麦大棗湯 ツムラ

ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用） 帰脾湯 ツムラ

ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） 桔梗湯 ツムラ

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 牛車腎気丸 ツムラ

ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用） 啓脾湯 ツムラ

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 桂枝加竜骨牡蛎湯 ツムラ

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） 桂枝加朮附湯 ツムラ

ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） 桂枝加芍薬大黄湯 ツムラ

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） 桂枝加芍薬湯 ツムラ

ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用） 桂枝人参湯 ツムラ

ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） 桂枝湯 ツムラ

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 桂枝茯苓丸 ツムラ

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）桂枝茯苓丸加よく苡仁 ツムラ

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） 荊芥連翹湯 ツムラ

ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用） 五虎湯 ツムラ

ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） 五積散 ツムラ

ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用） 五淋散 ツムラ

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 五苓散 ツムラ

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） 呉茱萸湯 ツムラ

ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） 香蘇散 ツムラ

ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用） 三黄瀉心湯 ツムラ

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用） 三物黄ごん湯 ツムラ

ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用） 参蘇飲 ツムラ

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） 酸棗仁湯 ツムラ

ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） 四逆散 ツムラ

ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用） 四君子湯 ツムラ

ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） 四物湯 ツムラ

ツムラ紫雲膏 紫雲膏 ツムラ

ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用） 滋陰降火湯 ツムラ

ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用） 滋陰至宝湯 ツムラ

ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用） 治打撲一方 ツムラ

ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用） 治頭瘡一方 ツムラ

ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用） 七物降下湯 ツムラ

ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用） 柴陥湯 ツムラ

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 柴胡加竜骨牡蛎湯 ツムラ

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） 柴胡桂枝乾姜湯 ツムラ

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） 柴胡桂枝湯 ツムラ

ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用） 柴胡清肝湯 ツムラ

ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） 柴朴湯 ツムラ

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 柴苓湯 ツムラ

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 十全大補湯 ツムラ

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用） 十味敗毒湯 ツムラ

ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） 潤腸湯 ツムラ

ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） 女神散 ツムラ

ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療用） 升麻葛根湯 ツムラ

ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） 小建中湯 ツムラ

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） 小柴胡湯 ツムラ

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）小柴胡湯加桔梗石膏 ツムラ

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 小青竜湯 ツムラ

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用） 小半夏加茯苓湯 ツムラ

ツムラ消風散エキス顆粒（医療用） 消風散 ツムラ

ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） 真武湯 ツムラ

ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用） 神秘湯 ツムラ

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用） 辛夷清肺湯 ツムラ

ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） 人参湯 ツムラ

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） 人参養栄湯 ツムラ

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用） 清暑益気湯 ツムラ

ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用） 清上防風湯 ツムラ

ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） 清心蓮子飲 ツムラ

ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 清肺湯 ツムラ

ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用） 川きゅう茶調散 ツムラ

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） 疎経活血湯 ツムラ

ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医療用） 大黄牡丹皮湯 ツムラ

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） 大黄甘草湯 ツムラ

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 大建中湯 ツムラ

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） 大柴胡湯 ツムラ

ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用） 大承気湯 ツムラ

ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用） 大防風湯 ツムラ

ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用） 竹じょ温胆湯 ツムラ

ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） 猪苓湯 ツムラ

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用） 猪苓湯合四物湯 ツムラ

ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療用） 調胃承気湯 ツムラ

ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） 通導散 ツムラ

ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 釣藤散 ツムラ

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） 桃核承気湯 ツムラ

ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用） 当帰飲子 ツムラ

ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用） 当帰建中湯 ツムラ



ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）当帰四逆加呉茱萸生姜湯 ツムラ

ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用） 当帰湯 ツムラ

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） 当帰芍薬散 ツムラ

ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用） 二陳湯 ツムラ

ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） 二朮湯 ツムラ

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用） 排膿散及湯 ツムラ

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） 白虎加人参湯 ツムラ

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 麦門冬湯 ツムラ

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） 八味地黄丸 ツムラ

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 半夏厚朴湯 ツムラ

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） 半夏白朮天麻湯 ツムラ

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 半夏瀉心湯 ツムラ

ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用） 平胃散 ツムラ

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 補中益気湯 ツムラ

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 防風通聖散 ツムラ

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） 防已黄耆湯 ツムラ

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用） 麻杏よく甘湯 ツムラ

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用） 麻杏甘石湯 ツムラ

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） 麻黄湯 ツムラ

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） 麻黄附子細辛湯 ツムラ

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） 麻子仁丸 ツムラ

ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用） 木防已湯 ツムラ

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 抑肝散 ツムラ

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） 抑肝散加陳皮半夏 ツムラ

ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） 立効散 ツムラ

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用） 竜胆瀉肝湯 ツムラ

ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用） 苓甘姜味辛夏仁湯 ツムラ

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） 苓桂朮甘湯 ツムラ

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用） 苓姜朮甘湯 ツムラ

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 六君子湯 ツムラ

ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） 六味丸 ツムラ

ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用） 炙甘草湯 ツムラ

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 芍薬甘草湯 ツムラ

ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用） 茵ちん五苓散 ツムラ

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） 茵ちん蒿湯 ツムラ

ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用） 茯苓飲 ツムラ

ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）茯苓飲合半夏厚朴湯 ツムラ

ツルイのアキョウＭ アキョウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのオウギＭ オウギ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのオウゴンＭ オウゴン 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのオウバクＭ オウバク 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのオウレンＭ オウレン 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのカッコンＭ カッコン 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのカロコンＭ カロコン 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのカンゾウＭ カンゾウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのキキョウＭ キキョウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのキジツＭ キジツ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのキョウニンＭ キョウニン 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのクジンＭ クジン 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのケイガイＭ ケイガイ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのケイヒＭ ケイヒ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのコウカＭ コウカ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのコウジンＭ コウジン 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのコウブシＭ コウブシ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのコウボクＭ コウボク 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのゴシツＭ ゴシツ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのゴミシＭ ゴミシ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのサイコＭ サイコ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのサイシンＭ サイシン 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのサンキライＭ サンキライ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのサンシシＭ サンシシ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのサンシュユＭ サンシュユ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのサンヤクＭ サンヤク 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのジオウＭ ジオウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのシャクヤクＭ シャクヤク 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのシャゼンシＭ シャゼンシ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのシュクシャＭ シュクシャ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのショウキョウＭ ショウキョウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのショウマＭ ショウマ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのセッコウＭ セッコウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのセンキュウＭ センキュウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのセンタイＭ センタイ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのソウジュツＭ ソウジュツ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのソヨウＭ ソヨウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのダイオウＭ ダイオウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのタイソウＭ タイソウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのタクシャＭ タクシャ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのチクセツニンジンＭ チクセツニンジン 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのチモＭ チモ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのチョウトウコウＭ チョウトウコウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのチョレイＭ チョレイ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのトウキＭ トウキ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのトウニンＭ トウニン 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのニンジンＭ ニンジン 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのバクモンドウＭ バクモンドウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのハッカＭ ハッカ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのハンゲＭ ハンゲ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのビャクジュツＭ ビャクジュツ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのブクリョウＭ ブクリョウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬



ツルイのボウイＭ ボウイ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのボウフウＭ ボウフウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのボタンピＭ ボタンピ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのマオウＭ マオウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのモクツウＭ モクツウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのリュウコツＭ リュウコツ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツルイのレンギョウＭ レンギョウ 鶴居薬品、東洋漢方製薬

ツロブテロール塩酸塩ＤＳ０．１％「オーハラ」ツロブテロール塩酸塩 大原薬品工業

ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％「タカタ」ツロブテロール塩酸塩 高田製薬

ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％「トーワ」ツロブテロール塩酸塩 東和薬品

ツロブテロール塩酸塩錠１ｍｇ「オーハラ」 ツロブテロール塩酸塩 大原薬品工業

ツロブテロール塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 ツロブテロール塩酸塩 東和薬品

ティアバランス点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 千寿製薬、武田薬品工業

ティアバランス点眼液０．３％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 千寿製薬、武田薬品工業

ディーピーポロンクリーム０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 摩耶堂製薬

ディーピーポロン軟膏０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル ラクール薬品販売、東光薬品工業、摩耶堂製薬

テイカゾン点眼・点耳・点鼻液０．１％ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウムテイカ製薬、ニデック

ディクアノン懸濁用配合顆粒 乾燥水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム日新製薬

ディクアノン配合内用液 水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム岩城製薬、日新製薬

テイコク安中散エキス顆粒 安中散 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク黄連解毒湯エキス顆粒 黄連解毒湯 テイコクメディックス、大木製薬、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク乙字湯エキス顆粒 乙字湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク温清飲エキス顆粒 温清飲 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク加味逍遙散エキス顆粒 加味逍遙散 テイコクメディックス、大木製薬、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク葛根湯エキス顆粒 葛根湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 葛根湯加川きゅう辛夷 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 桂枝加竜骨牡蛎湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク桂枝加朮附湯エキス顆粒 桂枝加朮附湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工、本草製薬

テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒 桂枝加芍薬湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク桂枝湯エキス顆粒 桂枝湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク桂枝茯苓丸料エキス顆粒 桂枝茯苓丸 テイコクメディックス、大木製薬、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク荊芥連翹湯エキス顆粒 荊芥連翹湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク五積散エキス顆粒 五積散 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク五苓散エキス顆粒 五苓散 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク紅参（調剤用） コウジン テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク紅参末 コウジン末 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク香蘇散エキス顆粒 香蘇散 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク三黄瀉心湯エキス顆粒 三黄瀉心湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク四物湯エキス顆粒 四物湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 柴胡加竜骨牡蛎湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 柴胡桂枝乾姜湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク柴胡桂枝湯エキス顆粒 柴胡桂枝湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク柴胡清肝湯エキス顆粒 柴胡清肝湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク十全大補湯エキス顆粒 十全大補湯 テイコクメディックス、大木製薬、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク十味敗毒湯エキス顆粒 十味敗毒湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク小柴胡湯エキス顆粒 小柴胡湯 テイコクメディックス、大木製薬、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク小青竜湯エキス顆粒 小青竜湯 テイコクメディックス、大木製薬、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク小半夏加茯苓湯エキス顆粒 小半夏加茯苓湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク人参湯エキス顆粒 人参湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク大黄牡丹皮湯エキス顆粒 大黄牡丹皮湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク大柴胡湯エキス顆粒 大柴胡湯 テイコクメディックス、大木製薬、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク猪苓湯エキス顆粒 猪苓湯 テイコクメディックス、大木製薬、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク桃核承気湯エキス顆粒 桃核承気湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク当帰芍薬散エキス顆粒 当帰芍薬散 テイコクメディックス、大木製薬、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク白虎加人参湯エキス顆粒 白虎加人参湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク麦門冬湯エキス顆粒 麦門冬湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク八味丸エキス顆粒 八味丸 テイコクメディックス、大木製薬、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒 半夏厚朴湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク半夏瀉心湯エキス顆粒 半夏瀉心湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク平胃散エキス顆粒 平胃散 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク補中益気湯エキス顆粒 補中益気湯 テイコクメディックス、大木製薬、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク防風通聖散エキス顆粒 防風通聖散 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク防已黄耆湯エキス顆粒 防已黄耆湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク麻杏甘石湯エキス顆粒 麻杏甘石湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク麻黄湯エキス顆粒 麻黄湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク六君子湯エキス顆粒 六君子湯 テイコクメディックス、大木製薬、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク芍薬甘草湯エキス顆粒 芍薬甘草湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

テイコク茵ちん蒿湯エキス顆粒 茵ちん蒿湯 テイコクメディックス、帝國漢方製薬、帝國製薬、日医工

ディスオーパ消毒液０．５５％ フタラール ジョンソン・エンド・ジョンソン

ディスコビスク１．０眼粘弾剤 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、精製ヒアルロン酸ナトリウム日本アルコン

テーカイン原末 パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩ナガセ医薬品、ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬

デキサメサゾンクリーム０．１％「イワキ」 デキサメタゾン 岩城製薬

デキサメサゾンローション０．１％「イワキ」 デキサメタゾン 岩城製薬

デキサメサゾン軟膏０．１％「イワキ」 デキサメタゾン 岩城製薬

デキサメサゾン軟膏０．１％「サトウ」 デキサメタゾン 佐藤製薬

デキサメタゾンクリーム０．１％「マヤ」 デキサメタゾン 摩耶堂製薬

デキサメタゾン軟膏口腔用０．１％「ＣＨ」 デキサメタゾン ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ デキサメタゾン 日本化薬

デキサンＶＧ軟膏０．１２％ ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステルコーア製薬、テイコクメディックス、日医工、日邦薬品工業、富士製薬工業

テキサント消毒液６％ 次亜塩素酸ナトリウム シオエ製薬、メルク製薬、日本新薬

デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１０％「トーワ」デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物東和薬品

デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１０％「日医工」デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物日医工

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物ニプロ、日本ジェネリック

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物東和薬品

テクスメテンユニバーサルクリーム０．１％ ジフルコルトロン吉草酸エステル 佐藤製薬

テクスメテン軟膏０．１％ ジフルコルトロン吉草酸エステル 佐藤製薬

テゴー５１消毒液３０％ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩アルフレッサ　ファーマ

デスパコーワ口腔用クリーム クロルヘキシジン塩酸塩、ジフェンヒドラミンサリチル酸塩、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、濃ベンザルコニウム塩化物液５０興和、興和創薬、日研化学

デタントール０．０１％点眼液 ブナゾシン塩酸塩 参天製薬



テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 エピジヒドロコレステリン、テトラサイクリン塩酸塩日本歯科薬品

テトラヒドロゾリン鼻用スプレー０．１％「ミナト」塩酸テトラヒドロゾリン ミナト製薬、原沢製薬工業

デノタスチュアブル配合錠 コレカルシフェロール、炭酸マグネシウム、沈降炭酸カルシウム第一三共、日東薬品工業

デノパミール錠１０ デノパミン マルコ製薬、東和薬品、日医工ファーマ

デノパミール錠５ デノパミン マルコ製薬、東和薬品、日医工ファーマ

デノパミン錠１０ｍｇ「日医工」 デノパミン 日医工

デノパミン錠５ｍｇ「日医工」 デノパミン 日医工

テビーナクリーム１％ テルビナフィン塩酸塩 岩城製薬、日本ジェネリック

テビーナ液１％ テルビナフィン塩酸塩 岩城製薬

デビオン－ＶＧ軟膏 ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル福地製薬

テビナシールクリーム１％ テルビナフィン塩酸塩 コーアイセイ、長生堂製薬、東亜薬品、日本ジェネリック

テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＹＤ」 テプレノン ニプロ、共創未来ファーマ、日本ジェネリック、富士フイルムファーマ、陽進堂

テプレノンカプセル５０ｍｇ「アメル」 テプレノン 共和薬品工業

テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 テプレノン 沢井製薬

テプレノンカプセル５０ｍｇ「テバ」 テプレノン 武田テバファーマ、武田薬品工業

テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 テプレノン 東和薬品

テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 テプレノン 日医工

テプレノン細粒１０％「ＹＤ」 テプレノン 共創未来ファーマ、日本ジェネリック、富士フイルムファーマ、陽進堂

テプレノン細粒１０％「アメル」 テプレノン 共和薬品工業

テプレノン細粒１０％「サワイ」 テプレノン 沢井製薬

テプレノン細粒１０％「トーワ」 テプレノン 東和薬品

テプレノン細粒１０％「日医工」 テプレノン 日医工

デムナロンカプセル５０ｍｇ テプレノン 鶴原製薬

デムナロン細粒１０％ テプレノン 鶴原製薬

テラ・コートリル軟膏 オキシテトラサイクリン塩酸塩、ヒドロコルチゾンジョンソン・エンド・ジョンソン、ファイザー、陽進堂

デラキシー配合顆粒 アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム丸石製薬

テラマイシン軟膏（ポリミキシンＢ含有） オキシテトラサイクリン塩酸塩、ポリミキシンＢ硫酸塩ジョンソン・エンド・ジョンソン、ファイザー、陽進堂

テルギンＧドライシロップ０．１％ クレマスチンフマル酸塩 マルホ、高田製薬

テルギンＧ錠１ｍｇ クレマスチンフマル酸塩 マルホ、高田製薬

デルスパートクリーム０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 池田薬品工業、日医工

デルスパート軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 池田薬品工業、日医工

デルゾン口腔用軟膏０．１％ デキサメタゾン 池田薬品工業、日医工

デルトピカローション０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 岩城製薬

デルトピカ軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 岩城製薬

デルパント配合顆粒 ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ピリドキシン塩酸塩、リボフラビン陽進堂

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「Ｆ」 テルビナフィン塩酸塩 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ、富士製薬工業

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ＪＧ」 テルビナフィン塩酸塩 日本ジェネリック

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 テルビナフィン塩酸塩 沢井製薬

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「タイヨー」テルビナフィン塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 テルビナフィン塩酸塩 東和薬品

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医工」 テルビナフィン塩酸塩 日医工

テルビナフィン塩酸塩外用液１％「Ｆ」 テルビナフィン塩酸塩 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ、富士製薬工業

テルビナフィン塩酸塩外用液１％「サワイ」 テルビナフィン塩酸塩 沢井製薬

テルビナフィン塩酸塩外用液１％「トーワ」 テルビナフィン塩酸塩 東和薬品

テルブタリン硫酸塩細粒１％「ＴＣＫ」 テルブタリン硫酸塩 辰巳化学

テルブタリン硫酸塩錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 テルブタリン硫酸塩 辰巳化学、日本ジェネリック

テルペラン錠１０ 塩酸メトクロプラミド あすか製薬、帝国臓器製薬、武田薬品工業

テルペラン錠５ 塩酸メトクロプラミド あすか製薬、武田薬品工業

デルマクリンＡ軟膏１％ グリチルレチン酸 ミノファーゲン製薬、ミヤリサン製薬、摩耶堂製薬

デルマクリンクリーム１％ グリチルレチン酸 ミノファーゲン製薬、ミヤリサン製薬、摩耶堂製薬

デルムサットクリーム０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル ラクール薬品販売、東光薬品工業

デルムサット軟膏０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル ラクール薬品販売、東光薬品工業

デルモゾールＤＰクリーム０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 岩城製薬

デルモゾールＤＰローション０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 岩城製薬

デルモゾールＤＰ軟膏０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 岩城製薬

デルモゾールＧクリーム ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル岩城製薬、日本ジェネリック

デルモゾールＧローション ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル岩城製薬、日本ジェネリック

デルモゾールＧ軟膏 ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル岩城製薬、日本ジェネリック

デルモゾールローション０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル 岩城製薬

デルモゾール軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル 岩城製薬

デルモベートクリーム０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

デルモベートスカルプローション０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

デルモベート軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

テレミンソフト坐薬１０ｍｇ ビサコジル ＥＡファーマ、サンド、味の素、味の素製薬

テレミンソフト坐薬２ｍｇ ビサコジル ＥＡファーマ、サンド、味の素、味の素製薬

デントハイド グルタラール 日本歯科薬品

テンマ（天麻）Ｒ テンマ 本草製薬

トウガラシチンキ「コザカイ・Ｍ」 トウガラシチンキ 小堺製薬

トウガラシチンキ「ニッコー」 トウガラシチンキ 日興製薬、日興製薬販売

トウガラシチンキ「司生堂」 トウガラシチンキ 司生堂製薬

トウキＭ永大 トウキ 永大薬業

トウキダイコーＭ トウキ 大晃生薬

トウキ末ダイコーＭ トウキ末 大晃生薬

トウニンＭ永大 トウニン 永大薬業

トウニンダイコーＭ トウニン 大晃生薬

トウヒシロップ「司生堂」 トウヒシロップ 司生堂製薬

トウヒダイコーＭ トウヒ 大晃生薬

トウヒチンキ「司生堂」 トウヒチンキ 司生堂製薬

トウモロコシデンプン／司生堂製薬 トウモロコシデンプン 司生堂製薬

トウモロコシデンプン／小堺製薬 トウモロコシデンプン 小堺製薬

トウモロコシデンプン／日興製薬 トウモロコシデンプン 日興製薬、日興製薬販売

トウモロコシデンプン「ホエイ」 トウモロコシデンプン ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

トウモロコシデンプン「ヨシダ」 トウモロコシデンプン 吉田製薬

トーラスタンＤＳ２％ オキサトミド 高田製薬

トーワズレン配合顆粒 Ｌ－グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物東和薬品

トーワチーム配合顆粒 アセトアミノフェン、サリチルアミド、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、無水カフェイン東和薬品

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「ＮＰ」トコフェロールニコチン酸エステル ニプロ

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」トコフェロールニコチン酸エステル 東和薬品

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「ＹＤ」トコフェロールニコチン酸エステル 日医工、陽進堂



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

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「日医工」トコフェロールニコチン酸エステル 日医工、日医工ファーマ

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

トコフェロール酢酸エステルカプセル１００ｍｇ「ファイザー」トコフェロール酢酸エステル ファイザー、マイラン製薬

トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ「トーワ」トコフェロール酢酸エステル 東和薬品

トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ「ファイザー」トコフェロール酢酸エステル ファイザー

トスメリアンシロップ小児用０．１％ トリメトキノール塩酸塩水和物 東和薬品

トスメリアン錠３ｍｇ トリメトキノール塩酸塩水和物 東和薬品

トチモトのアキョウ アキョウ 栃本天海堂

トチモトのアロエ末 アロエ末 栃本天海堂

トチモトのイレイセン イレイセン 栃本天海堂

トチモトのインチンコウ インチンコウ 栃本天海堂

トチモトのウイキョウ ウイキョウ 栃本天海堂

トチモトのウコン ウコン 栃本天海堂

トチモトのウズ ウズ 栃本天海堂

トチモトのウバイ ウバイ 栃本天海堂

トチモトのウヤク ウヤク 栃本天海堂

トチモトのエイジツ エイジツ 栃本天海堂

トチモトのエンゴサク エンゴサク 栃本天海堂

トチモトのオウギ オウギ 栃本天海堂

トチモトのオウゴン オウゴン 栃本天海堂

トチモトのオウゴン末 オウゴン末 栃本天海堂

トチモトのオウバク オウバク 栃本天海堂

トチモトのオウバク末 オウバク末 栃本天海堂

トチモトのオウヒ オウヒ 栃本天海堂

トチモトのオウレン オウレン 栃本天海堂

トチモトのオウレン末 オウレン末 栃本天海堂

トチモトのオンジ オンジ 栃本天海堂

トチモトのカイカ（槐花） カイカ 栃本天海堂

トチモトのガイヨウ ガイヨウ 栃本天海堂

トチモトのカゴソウ カゴソウ 栃本天海堂

トチモトのカシ カシ 栃本天海堂

トチモトのカシュウ カシュウ 栃本天海堂

トチモトのガジュツ ガジュツ 栃本天海堂

トチモトのガジュツ末 ガジュツ末 栃本天海堂

トチモトのカッコウ カッコウ 栃本天海堂

トチモトのカッコン カッコン 栃本天海堂

トチモトのカッセキ カッセキ 栃本天海堂

トチモトのカノコソウ カノコソウ 栃本天海堂

トチモトのカロコン カロコン 栃本天海堂

トチモトのカロニン カロニン 栃本天海堂

トチモトのカンキョウ カンキョウ 栃本天海堂

トチモトのカンゾウ カンゾウ 栃本天海堂

トチモトのカンゾウ末 カンゾウ末 栃本天海堂

トチモトのキキョウ キキョウ 栃本天海堂

トチモトのキキョウ末 キキョウ末 栃本天海堂

トチモトのキクカ キクカ 栃本天海堂

トチモトのキジツ キジツ 栃本天海堂

トチモトのキッピ キッピ 栃本天海堂

トチモトのキョウカツ キョウカツ 栃本天海堂

トチモトのキョウニン キョウニン 栃本天海堂

トチモトのキンギンカ キンギンカ 栃本天海堂

トチモトのクコシ クコシ 栃本天海堂

トチモトのクジン クジン 栃本天海堂

トチモトのケイガイ ケイガイ 栃本天海堂

トチモトのケイシ ケイシ 栃本天海堂

トチモトのケイヒ ケイヒ 栃本天海堂

トチモトのケイヒ末 ケイヒ末 栃本天海堂

トチモトのケツメイシ ケツメイシ 栃本天海堂

トチモトのケンゴシ ケンゴシ 栃本天海堂

トチモトのゲンジン ゲンジン 栃本天海堂

トチモトのコウイ（膠飴） コウイ 栃本天海堂

トチモトのコウカ コウカ 栃本天海堂

トチモトのコウジン コウジン 栃本天海堂

トチモトのコウジン末ＡＭ コウジン末 栃本天海堂

トチモトのコウブシ コウブシ 栃本天海堂

トチモトのコウブシ末 コウブシ末 栃本天海堂

トチモトのコウベイ コウベイ 栃本天海堂

トチモトのコウボク コウボク 栃本天海堂

トチモトのコウボク末 コウボク末 栃本天海堂

トチモトのコウホン コウホン 栃本天海堂

トチモトのゴオウ ゴオウ 栃本天海堂

トチモトのゴシツ ゴシツ 栃本天海堂

トチモトのゴシュユ ゴシュユ 栃本天海堂

トチモトのゴボウシ ゴボウシ 栃本天海堂

トチモトのゴミシ ゴミシ 栃本天海堂

トチモトのサイコ サイコ 栃本天海堂

トチモトのサイシン サイシン 栃本天海堂

トチモトのサイチャ（細茶） チャヨウ 栃本天海堂

トチモトのサフラン サフラン 栃本天海堂

トチモトのサンキライ サンキライ 栃本天海堂

トチモトのサンザシ サンザシ 栃本天海堂

トチモトのサンシシ サンシシ 栃本天海堂

トチモトのサンシシ末 サンシシ末 栃本天海堂

トチモトのサンシュユ サンシュユ 栃本天海堂

トチモトのサンショウ サンショウ 栃本天海堂

トチモトのサンズコン サンズコン 栃本天海堂

トチモトのサンソウニン サンソウニン 栃本天海堂

トチモトのサンヤク サンヤク 栃本天海堂



トチモトのジオウ ジオウ 栃本天海堂

トチモトのシオン シオン 栃本天海堂

トチモトのジコッピ ジコッピ 栃本天海堂

トチモトのシコン シコン 栃本天海堂

トチモトのシソシ シソシ 栃本天海堂

トチモトのシツリシ シツリシ 栃本天海堂

トチモトのシテイ シテイ 栃本天海堂

トチモトのシャカンゾウ（炙甘草） シャカンゾウ 栃本天海堂

トチモトのシャクヤク シャクヤク 栃本天海堂

トチモトのシャクヤク末 シャクヤク末 栃本天海堂

トチモトのジャショウシ ジャショウシ 栃本天海堂

トチモトのシャジン シャジン 栃本天海堂

トチモトのシャゼンシ シャゼンシ 栃本天海堂

トチモトのシャゼンソウ シャゼンソウ 栃本天海堂

トチモトのジュウヤク ジュウヤク 栃本天海堂

トチモトのシュクシャ シュクシャ 栃本天海堂

トチモトのシュクシャ末 シュクシャ末 栃本天海堂

トチモトのショウキョウ ショウキョウ 栃本天海堂

トチモトのショウキョウ末 ショウキョウ末 栃本天海堂

トチモトのショウバク ショウバク 栃本天海堂

トチモトのショウマ ショウマ 栃本天海堂

トチモトのシンイ シンイ 栃本天海堂

トチモトのシンギ（晋耆） シンギ 栃本天海堂

トチモトのセキシャク（赤芍） セキシャク 栃本天海堂

トチモトのセッコウ セッコウ 栃本天海堂

トチモトのセンキュウ センキュウ 栃本天海堂

トチモトのセンキュウ末 センキュウ末 栃本天海堂

トチモトのゼンコ ゼンコ 栃本天海堂

トチモトのセンコツ センコツ 栃本天海堂

トチモトのセンタイ センタイ 栃本天海堂

トチモトのセンナ センナ 栃本天海堂

トチモトのセンナ末 センナ末 健栄製薬、栃本天海堂

トチモトのソウジュツ ソウジュツ 栃本天海堂

トチモトのソウジュツ末 ソウジュツ末 栃本天海堂

トチモトのソウハクヒ ソウハクヒ 栃本天海堂

トチモトのソボク ソボク 栃本天海堂

トチモトのソヨウ ソヨウ 栃本天海堂

トチモトのダイオウ ダイオウ 栃本天海堂

トチモトのダイオウ末 ダイオウ末 健栄製薬、栃本天海堂

トチモトのタイソウ タイソウ 栃本天海堂

トチモトのダイフクヒ ダイフクヒ 栃本天海堂

トチモトのタクシャ タクシャ 栃本天海堂

トチモトのタクシャ末 タクシャ末 栃本天海堂

トチモトのタンジン（丹参） タンジン 栃本天海堂

トチモトのチクジョ チクジョ 栃本天海堂

トチモトのチクセツニンジン チクセツニンジン 栃本天海堂

トチモトのチモ チモ 栃本天海堂

トチモトのチョウジ チョウジ 栃本天海堂

トチモトのチョウジ末 チョウジ末 栃本天海堂

トチモトのチョウトウコウ チョウトウコウ 栃本天海堂

トチモトのチョレイ チョレイ 栃本天海堂

トチモトのチンピ チンピ 栃本天海堂

トチモトのテンナンショウ テンナンショウ 栃本天海堂

トチモトのテンマ テンマ 栃本天海堂

トチモトのテンモンドウ テンモンドウ 栃本天海堂

トチモトのトウガシ トウガシ 栃本天海堂

トチモトのトウキ トウキ 栃本天海堂

トチモトのトウキ末 トウキ末 栃本天海堂

トチモトのトウジン（党参） トウジン 栃本天海堂

トチモトのトウドクカツ トウドクカツ 栃本天海堂

トチモトのトウニン トウニン 栃本天海堂

トチモトのトウヒ トウヒ 栃本天海堂

トチモトのドクカツ ドクカツ 栃本天海堂

トチモトのトチュウ トチュウ 栃本天海堂

トチモトのニクズク ニクズク 栃本天海堂

トチモトのニンジン ニンジン 栃本天海堂

トチモトのニンドウ ニンドウ 栃本天海堂

トチモトのバイモ バイモ 栃本天海堂

トチモトのバクガ（麦芽） バクガ 栃本天海堂

トチモトのバクモンドウ バクモンドウ 栃本天海堂

トチモトのハッカ ハッカ 栃本天海堂

トチモトのハマボウフウ ハマボウフウ 栃本天海堂

トチモトのハンゲ ハンゲ 栃本天海堂

トチモトのビャクゴウ ビャクゴウ 栃本天海堂

トチモトのビャクシ ビャクシ 栃本天海堂

トチモトのビャクジュツ ビャクジュツ 栃本天海堂

トチモトのビャクジュツ末 ビャクジュツ末 栃本天海堂

トチモトのビワヨウ ビワヨウ 栃本天海堂

トチモトのビンロウジ ビンロウジ 栃本天海堂

トチモトのブクリョウ ブクリョウ 栃本天海堂

トチモトのブクリョウ末 ブクリョウ末 栃本天海堂

トチモトのベッコウ ドベッコウ 栃本天海堂

トチモトのボウイ ボウイ 栃本天海堂

トチモトのボウコン ボウコン 栃本天海堂

トチモトのボウフウ ボウフウ 栃本天海堂

トチモトのホウブシ ブシ 栃本天海堂

トチモトのボクソク ボクソク 栃本天海堂

トチモトのボタンピ ボタンピ 栃本天海堂

トチモトのボタンピ末 ボタンピ末 栃本天海堂



トチモトのボレイ ボレイ 栃本天海堂

トチモトのボレイ末（牡蠣末） ボレイ末 栃本天海堂

トチモトのマオウ マオウ 栃本天海堂

トチモトのマシニン マシニン 栃本天海堂

トチモトのマンケイシ マンケイシ 栃本天海堂

トチモトのモクツウ モクツウ 栃本天海堂

トチモトのモッカ モッカ 栃本天海堂

トチモトのモッコウ モッコウ 栃本天海堂

トチモトのヤクチ ヤクチ 栃本天海堂

トチモトのヤクモソウ ヤクモソウ 栃本天海堂

トチモトのヨウバイヒ ヨウバイヒ 栃本天海堂

トチモトのヨクイニン ヨクイニン 栃本天海堂

トチモトのヨクイニン末 ヨクイニン末 栃本天海堂

トチモトのリュウガンニク リュウガンニク 栃本天海堂

トチモトのリュウコツ リュウコツ 栃本天海堂

トチモトのリュウタン リュウタン 栃本天海堂

トチモトのリョウキョウ リョウキョウ 栃本天海堂

トチモトのレンギョウ レンギョウ 栃本天海堂

トチモトのレンニク レンニク 栃本天海堂

トチモトのワキョウカツ ワキョウカツ 栃本天海堂

トチモトの神キク（シンキク） シンキク 栃本天海堂

トチュウダイコーＭ（調剤用） トチュウ 大晃生薬

トニール錠１０μｇ クレンブテロール塩酸塩 原沢製薬工業、日本ジェネリック

トパルジッククリーム１％ スプロフェン アルフレッサ　ファーマ

トパルジック軟膏１％ スプロフェン アルフレッサ　ファーマ

トプシムＥクリーム０．０５％ フルオシノニド 田辺三菱製薬

トプシムクリーム０．０５％ フルオシノニド 田辺三菱製薬

トプシムスプレー０．０１４３％ フルオシノニド 田辺三菱製薬

トプシムローション０．０５％ フルオシノニド 田辺三菱製薬

トプシム軟膏０．０５％ フルオシノニド 田辺三菱製薬

ドメナン錠１００ｍｇ オザグレル塩酸塩水和物 キッセイ薬品工業

ドメナン錠２００ｍｇ オザグレル塩酸塩水和物 キッセイ薬品工業

トヨファロールカプセル０．２５ アルファカルシドール 旭化成ファーマ

トヨファロールカプセル０．５ アルファカルシドール 旭化成ファーマ

トヨファロールカプセル１．０ アルファカルシドール 旭化成ファーマ

トラガント末 トラガント末 鈴粉末薬品

トラニラストＤＳ５％「ＣＨ」 トラニラスト ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

トラニラストカプセル１００ｍｇ「ＣＨ」 トラニラスト ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

トラニラストカプセル１００ｍｇ「タイヨー」 トラニラスト 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

トラニラストカプセル１００ｍｇ「トーワ」 トラニラスト 東和薬品

トラニラスト細粒１０％「トーワ」 トラニラスト 東和薬品

トラニラスト点眼液０．５％「ＦＦＰ」 トラニラスト 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ

トラニラスト点眼液０．５％「ＪＧ」 トラニラスト 日本ジェネリック

トラニラスト点眼液０．５％「ＳＮ」 トラニラスト シオノケミカル、武田テバファーマ、武田薬品工業

トラニラスト点眼液０．５％「ＴＳ」 トラニラスト テイカ製薬、ニプロＥＳファーマ、興和、興和ジェネリック、興和創薬、田辺三菱製薬

トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 トラニラスト 沢井製薬

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 トラネキサム酸 東和薬品

トラネキサム酸シロップ５％「テバ」 トラネキサム酸 武田テバファーマ、武田薬品工業

トラネキサム酸細粒５０％「ＴＣＫ」 トラネキサム酸 辰巳化学

トラネキサム酸細粒５０％「ツルハラ」 トラネキサム酸 鶴原製薬

トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 トラネキサム酸 日医工、陽進堂

トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「三恵」 トラネキサム酸 三恵薬品

トラネキサム酸錠５００ｍｇ「ＹＤ」 トラネキサム酸 陽進堂

トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩、ジプロフィリンエーザイ、サンノーバ

トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」 トラマゾリン塩酸塩 アルフレッサ　ファーマ

トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)

ドラマミン錠５０ｍｇ ジメンヒドリナート 陽進堂

トラメラスＰＦ点眼液０．５％ トラニラスト 日本点眼薬研究所

トラメラス点眼液０．５％ トラニラスト ニッテン、日本点眼薬研究所

トランコロン錠７．５ｍｇ メペンゾラート臭化物 アステラス製薬

トランサミンカプセル２５０ｍｇ トラネキサム酸 第一三共

トランサミンシロップ５％ トラネキサム酸 ニプロパッチ、ニプロファーマ、埼玉第一製薬、第一三共

トランサミン散５０％ トラネキサム酸 第一三共、第一製薬

トランサミン錠２５０ｍｇ トラネキサム酸 第一三共、第一製薬

トランサミン錠５００ｍｇ トラネキサム酸 第一三共、第一製薬

トリシノロンクリーム０．１％ トリアムシノロンアセトニド 科研製薬、東興薬品工業

トリシノロンゲル０．１％ トリアムシノロンアセトニド 科研製薬、東興薬品工業

トリゾンラブ消毒液０．２％ ベンザルコニウム塩化物 岩城製薬、山田製薬、小堺製薬

トリゾン消毒液１０％「ＹＩ」 ベンザルコニウム塩化物 岩城製薬、山田製薬、小堺製薬

トリドセラン配合錠 チアミン硝化物、ヒドロキソコバラミン酢酸塩、ピリドキシン塩酸塩シオノケミカル、大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

トリノシン腸溶錠２０ｍｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物アステラス製薬、トーアエイヨー

トリノシン腸溶錠６０ｍｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物アステラス製薬、トーアエイヨー

トリノシン顆粒１０％ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物アステラス製薬、トーアエイヨー

トリメトキノール塩酸塩シロップ小児用０．１％「ＴＣＫ」トリメトキノール塩酸塩水和物 辰巳化学

トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「オーハラ」トリメブチンマレイン酸塩 大原薬品工業

トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「ツルハラ」トリメブチンマレイン酸塩 鶴原製薬

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「アメル」トリメブチンマレイン酸塩 共和薬品工業

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「オーハラ」トリメブチンマレイン酸塩 大原薬品工業

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」トリメブチンマレイン酸塩 沢井製薬

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「ツルハラ」トリメブチンマレイン酸塩 鶴原製薬

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」トリメブチンマレイン酸塩 東和薬品

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医工」トリメブチンマレイン酸塩 日医工

ドルミジンパスタ ポビドンヨード、精製白糖 岩城製薬

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ フルドロキシコルチド 大日本住友製薬、帝國製薬

トロキシピド細粒２０％「オーハラ」 トロキシピド アルフレッサ　ファーマ、大原薬品工業

トロキシピド錠１００ｍｇ「オーハラ」 トロキシピド アルフレッサ　ファーマ、ニプロ、ファイザー、大原薬品工業

トロピカミド点眼液０．４％「日点」 トロピカミド 日本点眼薬研究所

ドンペリドンＤＳ小児用１％「サワイ」 ドンペリドン 沢井製薬



ドンペリドンドライシロップ小児用１％「日医工」ドンペリドン 日医工

ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「ＪＧ」 ドンペリドン 長生堂製薬、日本ジェネリック

ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「タカタ」 ドンペリドン 高田製薬

ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「日新」 ドンペリドン 日新製薬

ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「ＪＧ」 ドンペリドン 長生堂製薬、日本ジェネリック

ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「タカタ」 ドンペリドン 高田製薬

ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「日新」 ドンペリドン 日新製薬

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ドンペリドン エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ドンペリドン 長生堂製薬、日本ジェネリック

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 ドンペリドン 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 ドンペリドン 日本ジェネリック、陽進堂

ドンペリドン錠１０ｍｇ「アメル」 ドンペリドン 共和薬品工業

ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」 ドンペリドン 沢井製薬

ドンペリドン錠１０ｍｇ「タイヨー」 ドンペリドン 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 ドンペリドン 鶴原製薬

ドンペリドン錠１０ｍｇ「トーワ」 ドンペリドン 東和薬品

ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 ドンペリドン 日医工

ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 ドンペリドン 日新製薬

ドンペリドン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ドンペリドン エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ドンペリドン 長生堂製薬、日本ジェネリック

ドンペリドン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 ドンペリドン 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 ドンペリドン 陽進堂

ドンペリドン錠５ｍｇ「アメル」 ドンペリドン 共和薬品工業

ドンペリドン錠５ｍｇ「サワイ」 ドンペリドン 沢井製薬

ドンペリドン錠５ｍｇ「タイヨー」 ドンペリドン 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ドンペリドン錠５ｍｇ「ツルハラ」 ドンペリドン 鶴原製薬

ドンペリドン錠５ｍｇ「トーワ」 ドンペリドン 東和薬品

ドンペリドン錠５ｍｇ「日医工」 ドンペリドン 日医工

ドンペリドン錠５ｍｇ「日新」 ドンペリドン 日新製薬

ナイキサン錠１００ｍｇ ナプロキセン ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

ナウゼリンＯＤ錠１０ ドンペリドン 協和発酵キリン

ナウゼリンＯＤ錠５ ドンペリドン 協和発酵キリン

ナウゼリンドライシロップ１％ ドンペリドン 協和発酵キリン、協和醗酵工業

ナウゼリン坐剤１０ ドンペリドン 協和発酵キリン、協和醗酵工業

ナウゼリン坐剤３０ ドンペリドン 協和発酵キリン、協和醗酵工業

ナウゼリン坐剤６０ ドンペリドン 協和発酵キリン、協和醗酵工業

ナウゼリン細粒１％ ドンペリドン 協和発酵キリン、協和醗酵工業

ナウゼリン錠１０ ドンペリドン 協和発酵キリン、協和醗酵工業

ナウゼリン錠５ ドンペリドン 協和発酵キリン、協和醗酵工業

ナサチームカプセル３００ イコサペント酸エチル コーアイセイ、東菱薬品工業

ナシビン点鼻・点眼液０．０５％ オキシメタゾリン塩酸塩 佐藤製薬

ナパゲルンクリーム３％ フェルビナク ファイザー、ワイス、武田薬品工業

ナパゲルンローション３％ フェルビナク ファイザー、ワイス、武田薬品工業

ナパゲルン軟膏３％ フェルビナク ファイザー、ワイス、武田薬品工業

ナボールゲル１％ ジクロフェナクナトリウム 久光製薬

ナボールテープ１５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 久光製薬

ナボールテープＬ３０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 久光製薬

ナボールパップ１４０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 久光製薬

ナボールパップ７０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 久光製薬

ニコ２００ソフトカプセル トコフェロールニコチン酸エステル ニプロ、ニプロファーマ、堀井薬品工業

ニコチネルＴＴＳ１０ ニコチン
アルフレッサ　ファーマ、グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・

ジャパン、ノバルティスファーマ

ニコチネルＴＴＳ２０ ニコチン
アルフレッサ　ファーマ、グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・

ジャパン、ノバルティスファーマ

ニコチネルＴＴＳ３０ ニコチン
アルフレッサ　ファーマ、グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・

ジャパン、ノバルティスファーマ

ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 ニコチン酸アミド ゾンネボード製薬、鳥居薬品

ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オーハラ」 ニザチジン アルフレッサ　ファーマ、大原薬品工業

ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「サワイ」 ニザチジン 沢井製薬

ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タナベ」 ニザチジン ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「トーワ」 ニザチジン 東和薬品

ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「ファイザー」 ニザチジン ファイザー、マイラン製薬

ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＹＤ」 ニザチジン 陽進堂

ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オーハラ」 ニザチジン アルフレッサ　ファーマ、大原薬品工業

ニザチジンカプセル７５ｍｇ「サワイ」 ニザチジン 沢井製薬

ニザチジンカプセル７５ｍｇ「タナベ」 ニザチジン ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

ニザチジンカプセル７５ｍｇ「トーワ」 ニザチジン 東和薬品

ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ファイザー」 ニザチジン ファイザー、マイラン製薬

ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 ニザチジン 陽進堂

ニゾラールクリーム２％ ケトコナゾール ヤンセンファーマ

ニゾラールローション２％ ケトコナゾール ヤンセンファーマ

ニチコデ配合散 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩日医工

ニチファーゲン配合錠 ＤＬ－メチオニン、グリシン、グリチルリチン酸一アンモニウム日新製薬

ニトギス配合錠Ａ８１ アスピリン、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセタート、炭酸マグネシウムシオノケミカル

ニトラゼンクリーム２％ ケトコナゾール 岩城製薬、日本ジェネリック

ニトラゼンローション２％ ケトコナゾール 岩城製薬

ニプラジロールＰＦ点眼液０．２５％「日点」 ニプラジロール 日本点眼薬研究所

ニプラジロール点眼液０．２５％「ＴＯＡ」 ニプラジロール 東亜薬品、日東メディック

ニプラジロール点眼液０．２５％「サワイ」 ニプラジロール 沢井製薬

ニプラジロール点眼液０．２５％「ニッテン」 ニプラジロール ニッテン、日本点眼薬研究所

ニプラジロール点眼液０．２５％「わかもと」 ニプラジロール わかもと製薬

ニプラノール点眼液０．２５％ ニプラジロール テイカ製薬

ニフラン錠７５ｍｇ プラノプロフェン 田辺三菱製薬

ニフラン点眼液０．１％ プラノプロフェン 千寿製薬、武田薬品工業

ニポラジン小児用シロップ０．０３％ メキタジン アルフレッサ　ファーマ

ニポラジン小児用細粒０．６％ メキタジン アルフレッサ　ファーマ

ニポラジン錠３ｍｇ メキタジン アルフレッサ　ファーマ

ニンジンＭ永大 ニンジン 永大薬業

ニンジンダイコーＭ ニンジン 大晃生薬



ネイサート坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル、リドカイン日新製薬、富士フイルムファーマ

ネオキシテープ７３．５ｍｇ オキシブチニン塩酸塩 旭化成ファーマ、久光製薬

ネオクリーナー「セキネ」 次亜塩素酸ナトリウム ネオ製薬工業

ネオグリセロール グリセリン、ヨウ化ナトリウム、ヨウ素、硫酸亜鉛水和物ネオ製薬工業

ネオクレミール消毒液５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 サンケミファ

ネオザルコニンＧ消毒液０．１ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ネオシネジンコーワ５％点眼液 フェニレフリン塩酸塩 興和、興和創薬

ネオステリングリーンうがい液０．２％ ベンゼトニウム塩化物 日本歯科薬品

ネオダイン ユージノール、酸化亜鉛 ネオ製薬工業

ネオファーゲンＣ配合錠 ＤＬ－メチオニン、グリシン、グリチルリチン酸一アンモニウム大鵬薬品工業

ネオベノール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩酸塩 日本点眼薬研究所

ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ネオマレルミン錠２ｍｇ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 大洋薬品工業、日本ジェネリック、武田テバファーマ、武田薬品工業

ネオヨジンガーグル７％ ポビドンヨード 岩城製薬

ネオヨジンゲル１０％ ポビドンヨード 岩城製薬

ネオヨジンシュガーパスタ軟膏 ポビドンヨード、精製白糖 岩城製薬

ネオヨジンスクラブ７．５％ ポビドンヨード 岩城製薬

ネオヨジン外用液１０％ ポビドンヨード 岩城製薬

ネオレスタミンコーワ散１％ クロルフェニラミンマレイン酸塩 興和、興和創薬、日研化学

ネオ兼一消アルＡ イソプロパノール、メタノール変性アルコール兼一薬品工業、大成薬品工業、日興製薬販売

ネオ消アル イソプロパノール、メタノール変性アルコール山善製薬

ネオ消アル「ニッコー」 イソプロパノール、メタノール変性アルコールファイザー、マイラン製薬、日興製薬、日興製薬販売

ネオ消アル「ヨシダ」 イソプロパノール、エタノール 吉田製薬

ネグミンシュガー軟膏 ポビドンヨード、精製白糖
ニプロ、ニプロファーマ、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、

花王、小林薬学工業、日医工

ネストップ ミツロウ アルフレッサ　ファーマ

ネリコルト坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル、リドカインジェイドルフ製薬、興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ネリザ坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル、リドカインジェイドルフ製薬

ネリザ軟膏 ジフルコルトロン吉草酸エステル、リドカインジェイドルフ製薬

ネリゾナクリーム０．１％ ジフルコルトロン吉草酸エステル インテンディス、バイエル薬品

ネリゾナソリューション０．１％ ジフルコルトロン吉草酸エステル インテンディス、バイエル薬品

ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ ジフルコルトロン吉草酸エステル インテンディス、バイエル薬品

ネリゾナ軟膏０．１％ ジフルコルトロン吉草酸エステル インテンディス、バイエル薬品

ネリプロクト坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル、リドカインインテンディス、バイエル薬品

ネリプロクト軟膏 ジフルコルトロン吉草酸エステル、リドカインインテンディス、バイエル薬品

ノイエルカプセル２００ｍｇ セトラキサート塩酸塩 アルフレッサ　ファーマ、第一三共、第一三共エスファ

ノイエル細粒４０％ セトラキサート塩酸塩 アルフレッサ　ファーマ、第一三共、第一三共エスファ、第一製薬

ノイキノン錠１０ｍｇ ユビデカレノン エーザイ

ノイキノン錠５ｍｇ ユビデカレノン エーザイ

ノイキノン糖衣錠１０ｍｇ ユビデカレノン エーザイ

ノイキノン顆粒１％ ユビデカレノン エーザイ

ノイビタ錠「２５」 オクトチアミン 共和クリティケア、小林製薬工業

ノイボルミチン点眼液１％ グリチルリチン酸二カリウム 参天製薬

ノイメチコール錠５００μｇ メコバラミン マイラン製薬、メルク製薬、寿製薬

ノイロトロピン錠４単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液日本臓器製薬

ノイロビタン配合錠 オクトチアミン、シアノコバラミン、ピリドキシン塩酸塩、リボフラビンＬＴＬファーマ、アステラス製薬

ノギロン軟膏０．１％ トリアムシノロンアセトニド ビオメディクス、マイラン製薬、メルク製薬、陽進堂

ノスラン点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム 科研製薬

ノスラン点鼻液２％ クロモグリク酸ナトリウム 科研製薬

ノルコットクリーム０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル 辰巳化学、富士フイルムファーマ

ノンタス錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 小野薬品工業、東洋製薬化成

ハーネシップ ｄｌ－カンフル、カプサイシン、サリチル酸メチルシオエ製薬、日本新薬

パームアレン ベンザルコニウム塩化物 関東化学

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン バイエル薬品

ハイアミン液１０％ ベンゼトニウム塩化物 アルフレッサ　ファーマ、第一三共、第一三共エスファ

ハイアラージン外用液２％ トルナフタート アステラス製薬、ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、田辺三菱製薬、日本ジェネリック

ハイアラージン軟膏２％ トルナフタート アステラス製薬、ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

ハイコバールカプセル５００μｇ コバマミド エーザイ

ハイジール消毒用液１０％ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩丸石製薬

ハイシー顆粒２５％ アスコルビン酸 武田テバ薬品、武田薬品工業

ハイシップスプレー ｄｌ－カンフル、ｌ－メントール、サリチル酸グリコール、サリチル酸メチル、ジフェンヒドラミン、ニコチン酸ベンジルエステル前田薬品工業、日本臓器製薬

ハイセチンＰ軟膏 クロラムフェニコール、フラジオマイシン硫酸塩、プレドニゾロン富士製薬工業

ハイセチン腟錠１００ｍｇ クロラムフェニコール 富士製薬工業

ハイゼット細粒２０％ ガンマオリザノール 大塚製薬

ハイゼット錠２５ｍｇ ガンマオリザノール 大塚製薬

ハイゼット錠５０ｍｇ ガンマオリザノール 大塚製薬

ハイチオール散３２％ Ｌ－システイン 久光製薬

ハイチオール錠４０ Ｌ－システイン 久光製薬

ハイチオール錠８０ Ｌ－システイン 久光製薬

ハイデルマートクリーム２％ グリチルレチン酸 ミノファーゲン製薬、ミヤリサン製薬、摩耶堂製薬

ハイドリット２０Ｗ／Ｖ％液 グルタラール ジーシー、日興製薬

ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ニプラジロール 興和、興和創薬

ハイフル配合顆粒 セルラーゼＡＰ３、ニューラーゼ、ビオヂアスターゼ２０００、プロザイム６、膵臓性消化酵素８ＡＰ丸石製薬

ハイペン錠１００ｍｇ エトドラク 日本新薬

ハイペン錠２００ｍｇ エトドラク 日本新薬

ハイポ２％ＡＬ綿球１４ チオ硫酸ナトリウム水和物 健栄製薬

ハイポ２％ＡＬ綿球２０ チオ硫酸ナトリウム水和物 健栄製薬

ハイポ２％ＡＬ綿球３０ チオ硫酸ナトリウム水和物 健栄製薬

ハイポ２％ＡＬ綿棒１６ チオ硫酸ナトリウム水和物 健栄製薬

ハイポアルコール液２％「ヤクハン」 チオ硫酸ナトリウム水和物 ヤクハン製薬、日医工

ハイポエタノール液２％「ケンエー」 チオ硫酸ナトリウム水和物 健栄製薬

ハイポエタノール液２％「ニッコー」 チオ硫酸ナトリウム水和物 丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 チオ硫酸ナトリウム水和物 吉田製薬

ハイポピロン外用液１０％ ポビドンヨード 三恵薬品

ハイポライト消毒液１０％ 次亜塩素酸ナトリウム サンケミファ

ハイボン細粒１０％ リボフラビン酪酸エステル ニプロＥＳファーマ、三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

ハイボン細粒２０％ リボフラビン酪酸エステル ニプロＥＳファーマ、三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

ハイボン錠２０ｍｇ リボフラビン酪酸エステル ニプロＥＳファーマ、三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬



ハイボン錠４０ｍｇ リボフラビン酪酸エステル ニプロＥＳファーマ、三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

バウロ散含嗽用０．４％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 堀井薬品工業

ハオプラ点眼液０．１％ プラノプロフェン 日本ジェネリック、日本点眼薬研究所

バキソカプセル１０ ピロキシカム 大正富山医薬品、富山化学工業、富士フイルム富山化学

バキソカプセル２０ ピロキシカム 大正富山医薬品、富山化学工業、富士フイルム富山化学

バキソ坐剤２０ｍｇ ピロキシカム 大正富山医薬品、富山化学工業、富士フイルム富山化学

バキソ軟膏０．５％ ピロキシカム 大正富山医薬品、富山化学工業、富士フイルム富山化学

ハクゾウヨードホルムガーゼ ヨードホルム ハクゾウメディカル

バクモンドウＭ永大 バクモンドウ 永大薬業

バクモンドウダイコーＭ バクモンドウ 大晃生薬

バスタレルＦ錠３ｍｇ トリメタジジン塩酸塩 京都薬品工業、大日本住友製薬、日本セルヴィエ

パスタロンクリーム１０％ 尿素 佐藤製薬

パスタロンクリーム２０％ 尿素 佐藤製薬

パスタロンソフト軟膏１０％ 尿素 佐藤製薬

パスタロンソフト軟膏２０％ 尿素 佐藤製薬

パスタロンローション１０％ 尿素 佐藤製薬

パステルハップ ｄｌ－カンフル、ｌ－メントール、サリチル酸メチル、ジフェンヒドラミン塩酸塩キョーリンリメディオ、杏林製薬、大石膏盛堂、東洋ファルマー

パタノール点眼液０．１％ オロパタジン塩酸塩
アルコンファーマ、ノバルティスファーマ、協和発酵キリン、協和醗酵工業、日本アル

コン

ハチミツ／タツミ薬品工業 ハチミツ タツミ薬品工業、日興製薬

ハチミツ／健栄製薬 ハチミツ 健栄製薬

ハチミツ／山善製薬 ハチミツ 山善製薬

ハチミツ／司生堂製薬 ハチミツ 司生堂製薬

ハチミツ／小堺製薬 ハチミツ 吉田製薬、小堺製薬

ハチミツ／日本養蜂 ハチミツ 丸石製薬、中北薬品、日本養蜂

ハッカダイコーＭ ハッカ 大晃生薬

ハッカ水／司生堂製薬 ハッカ水 司生堂製薬

ハッカ水／小堺製薬 ハッカ水 小堺製薬

ハッカ水／東海製薬 ハッカ水 東海製薬

ハッカ水／日興製薬 ハッカ水 丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

ハッカ水「ケンエー」 ハッカ水 健栄製薬

ハッカ水「ヨシダ」 ハッカ水 吉田製薬

ハッカ水「日医工」 ハッカ水 日医工

ハッカ油／健栄製薬 ハッカ油 健栄製薬

ハッカ油「コザカイ・Ｍ」 ハッカ油 小堺製薬

ハッカ油「ニッコー」 ハッカ油 ファイザー、マイラン製薬、日興製薬、日興製薬販売

ハッカ油「ヤマゼン」 ハッカ油 山善製薬

ハッカ油「ヨシダ」 ハッカ油 吉田製薬、中北薬品

ハッカ油「司生堂」 ハッカ油 司生堂製薬

ハッカ油「東海」 ハッカ油 東海製薬

ハッカ油「日医工」 ハッカ油 日医工

バッサミン配合錠Ａ８１ アスピリン、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセタート、炭酸マグネシウム大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ハップスターＩＤ７０ｍｇ インドメタシン テイコクメディックス、大石膏盛堂、日医工

パッペンＫパップ３０ｍｇ ケトプロフェン 佐藤製薬

ハドドリン錠「１０」 ドンペリドン ザイダスファーマ、ニプロ、辰巳化学、日本ユニバーサル薬品

ハドドリン錠「５」 ドンペリドン ザイダスファーマ、ニプロ、辰巳化学、日本ユニバーサル薬品

バトラーＦ洗口液０．１％ フッ化ナトリウム サンスター

バトラーフローデンフォームＡ酸性２％ フッ化ナトリウム サンスター

バトラーフローデンフォームＮ フッ化ナトリウム サンスター

バファリン配合錠Ａ３３０ アスピリン、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセタート、炭酸マグネシウムエーザイ、ライオン

バファリン配合錠Ａ８１ アスピリン、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセタート、炭酸マグネシウムエーザイ、ライオン

ハマボウフウＭ永大 ハマボウフウ 永大薬業

ハマボウフウダイコーＭ ハマボウフウ 大晃生薬

パラオキシ安息香酸エチル パラオキシ安息香酸エチル 司生堂製薬

パラオキシ安息香酸ブチル パラオキシ安息香酸ブチル 司生堂製薬

パラオキシ安息香酸プロピル パラオキシ安息香酸プロピル 司生堂製薬

パラセタ坐剤１００ アセトアミノフェン シオエ製薬、日本新薬

パラセタ坐剤２００ アセトアミノフェン シオエ製薬、日本新薬

パラセタ坐剤小児用５０ アセトアミノフェン シオエ製薬、日本新薬

パラナイン軟膏 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル コーア製薬、原沢製薬工業、日邦薬品工業

パラフィン パラフィン 司生堂製薬

パラプロスト配合カプセル Ｌ－アラニン、Ｌ－グルタミン酸、グリシン興和、興和創薬、陽進堂

バラマイシン軟膏 バシトラシン、フラジオマイシン硫酸塩小野薬品工業、東洋製薬化成

バリトゲン消泡内用液２％ シリコーン樹脂 伏見製薬、伏見製薬所

バルギン消泡内用液２％ ジメチコン カイゲン、カイゲンファーマ、共成製薬

バルコーゼ顆粒７５％ カルメロースナトリウム エーザイ、サンノーバ

パルデスクリーム０．０５％ クロベタゾン酪酸エステル 岩城製薬

パルデスローション０．０５％ クロベタゾン酪酸エステル 岩城製薬

パルデス軟膏０．０５％ クロベタゾン酪酸エステル 岩城製薬

パルトックス細粒２０％ パンテチン 鶴原製薬

パルトックス錠３０ｍｇ パンテチン 鶴原製薬

パルトックス錠６０ｍｇ パンテチン 鶴原製薬

バレイショデンプン／三恵薬品 バレイショデンプン 三恵薬品

バレイショデンプン／山善製薬 バレイショデンプン 山善製薬

バレイショデンプン／司生堂製薬 バレイショデンプン 司生堂製薬

バレイショデンプン／小堺製薬 バレイショデンプン 小堺製薬、模範薬品研究所

バレイショデンプン／東海製薬 バレイショデンプン 東海製薬

バレイショデンプン／日興製薬 バレイショデンプン 日興製薬、日興製薬販売

バレイショデンプン「ケンエー」 バレイショデンプン 健栄製薬

バレイショデンプン「ヨシダ」 バレイショデンプン 吉田製薬

バレイショデンプン原末「マルイシ」 バレイショデンプン 丸石製薬

バロス消泡内用液２％ ジメチコン 堀井薬品工業

パンクレアチン　シオエ パンクレアチン シオエ製薬、日本新薬

パンクレアチン「ケンエー」 パンクレアチン 健栄製薬

パンクレアチン「ファイザー」原末

パンクレアチン「ホエイ」 パンクレアチン ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

パンクレアチン「ヨシダ」 パンクレアチン 吉田製薬

パンクレアチン「三恵」 パンクレアチン 三恵薬品

パンクレアチン「日医工」 パンクレアチン 日医工



パンクレアチン＜ハチ＞ パンクレアチン ニプロ、小野薬品工業、東洋製薬化成

パンクレアチン原末「マルイシ」 パンクレアチン ニプロ、丸石製薬

ハンゲＭ永大 ハンゲ 永大薬業

ハンゲダイコーＭ ハンゲ 大晃生薬

パンテチン細粒２０％「ＫＮ」 パンテチン 小林化工

パンテチン細粒５０％「ＫＮ」 パンテチン 小林化工

パンテチン散２０％「テバ」 パンテチン 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 パンテチン 日医工、日本ジェネリック、陽進堂

パンテチン錠シオエ１００ パンテチン シオエ製薬、日本新薬

パンデルクリーム０．１％ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン 大正製薬、大正富山医薬品

パンデルローション０．１％ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン 大正製薬、大正富山医薬品

パンデル軟膏０．１％ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン 大正製薬、大正富山医薬品

ハンドコール ベンザルコニウム塩化物 日興製薬

パントシン細粒５０％ パンテチン アルフレッサ　ファーマ、第一三共、第一三共エスファ、第一製薬

パントシン散２０％ パンテチン アルフレッサ　ファーマ、第一三共、第一三共エスファ、第一製薬

パントシン錠１００ パンテチン アルフレッサ　ファーマ、第一三共、第一三共エスファ、第一製薬

パントシン錠２００ パンテチン アルフレッサ　ファーマ、第一三共、第一三共エスファ、第一製薬

パントシン錠３０ パンテチン アルフレッサ　ファーマ、第一三共、第一三共エスファ、第一製薬

パントシン錠６０ パンテチン アルフレッサ　ファーマ、第一三共、第一三共エスファ、第一製薬

パントテン酸カルシウム散１０％「マルイシ」 パントテン酸カルシウム 丸石製薬

ピアーレシロップ６５％ ラクツロース 高田製薬、日本化薬

ヒアガード０．４眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本点眼薬研究所

ヒアガード０．６眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本点眼薬研究所

ヒアガード０．８５眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本点眼薬研究所

ビアサン ｌ－メントール、ケイヒ末、ゲンチアナ末、サンショウ末、ショウキョウ末、炭酸水素ナトリウム本草製薬

ヒアルロン酸Ｎａ０．４眼粘弾剤１％「コーワ」精製ヒアルロン酸ナトリウム 興和、興和創薬

ヒアルロン酸Ｎａ０．４眼粘弾剤１％「テバ」 精製ヒアルロン酸ナトリウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「コーワ」精製ヒアルロン酸ナトリウム 興和、興和創薬

ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「テバ」 精製ヒアルロン酸ナトリウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「コーワ」精製ヒアルロン酸ナトリウム 興和、興和創薬

ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「テバ」精製ヒアルロン酸ナトリウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ＪＧ」 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本ジェネリック

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」精製ヒアルロン酸ナトリウム ファイザー

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「わかもと」 精製ヒアルロン酸ナトリウム わかもと製薬

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「杏林」 精製ヒアルロン酸ナトリウム キョーリンリメディオ、杏林製薬、日本ジェネリック、富士フイルムファーマ

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日新製薬

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ＪＧ」 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本ジェネリック

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ファイザー」精製ヒアルロン酸ナトリウム ファイザー

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「わかもと」 精製ヒアルロン酸ナトリウム わかもと製薬

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「杏林」 精製ヒアルロン酸ナトリウム キョーリンリメディオ、杏林製薬

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「日新」 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日新製薬

ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％「日点」精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本点眼薬研究所

ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％「ニッテン」精製ヒアルロン酸ナトリウム ニッテン、日本点眼薬研究所

ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％「日点」精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本点眼薬研究所

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ＴＳ」精製ヒアルロン酸ナトリウム テイカ製薬、興和、興和ジェネリック、興和創薬

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「トーワ」精製ヒアルロン酸ナトリウム 東和薬品

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ニッテン」精製ヒアルロン酸ナトリウム ニッテン、日本点眼薬研究所

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「ＴＳ」精製ヒアルロン酸ナトリウム テイカ製薬、興和、興和ジェネリック、興和創薬

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「トーワ」精製ヒアルロン酸ナトリウム 東和薬品

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「ニッテン」精製ヒアルロン酸ナトリウム ニッテン、日本点眼薬研究所

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「日点」精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本点眼薬研究所

ヒアレインミニ点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天製薬

ヒアレインミニ点眼液０．３％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天製薬

ヒアレイン点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天製薬

ヒアレイン点眼液０．３％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天製薬

ヒアロンサン点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 東亜薬品、日東メディック

ヒアロンサン点眼液０．３％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 東亜薬品、日東メディック

ピーエイ配合錠 アセトアミノフェン、サリチルアミド、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、無水カフェイン
ニプロ、ニプロＥＳファーマ、ニプロファーマ、全星薬品、全星薬品工業、沢井製薬、

田辺三菱製薬

ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％オキシグルタチオン 参天製薬、日本アルコン

ビーソフテンクリーム０．３％ ヘパリン類似物質 持田製薬、帝國製薬、日医工、日医工ファーマ

ビーソフテンゲル０．３％ ヘパリン類似物質 帝國製薬、日医工、日医工ファーマ

ビーソフテンローション０．３％ ヘパリン類似物質 持田製薬、帝國製薬、日医工、日医工ファーマ

ピーマーゲン配合散 ウイキョウ末、ケイヒ末、サンショウ末、ジアスターゼ、ショウキョウ末、センブリ末、合成ケイ酸アルミニウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウムあゆみ製薬、昭和薬品化工

ビーマス配合錠 カサンスラノール、ジオクチルソジウムスルホサクシネート日本臓器製薬

ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ精製ヒアルロン酸ナトリウム エイエムオー・ジャパン

ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．４ｍＬ 精製ヒアルロン酸ナトリウム エイエムオー・ジャパン

ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．６ｍＬ 精製ヒアルロン酸ナトリウム エイエムオー・ジャパン

ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８５ｍＬ 精製ヒアルロン酸ナトリウム エイエムオー・ジャパン

ビオシラビング消毒液０．２Ｗ／Ｖ％ ベンザルコニウム塩化物 シオエ製薬、日本新薬

ビオスミン配合散 ビフィズス菌、ラクトミン ビオフェルミン製薬、武田薬品工業

ビオスリー配合ＯＤ錠 ラクトミン、糖化菌、酪酸菌 鳥居薬品、東亜新薬、東亜薬品工業

ビオスリー配合散 ラクトミン、糖化菌、酪酸菌 鳥居薬品、東亜新薬、東亜薬品工業

ビオスリー配合錠 ラクトミン、糖化菌、酪酸菌 鳥居薬品、東亜新薬、東亜薬品工業

ビオタミン散１０％ ベンフォチアミン 第一三共

ビオヂアスミンＦ－２散 ラクトミン ファイザー、マイラン製薬、日東薬品工業

ビオチン・ドライシロップ０．１％「ホエイ」 ビオチン ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬、東洋製薬化成

ビオチン原末(試薬)

ビオチン散０．２％「フソー」 ビオチン 扶桑薬品工業

ビオチン散０．２％「ホエイ」 ビオチン ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬、東洋製薬化成

ビオフェルミンＲ散 耐性乳酸菌 ビオフェルミン製薬、武田薬品工業

ビオフェルミンＲ錠 耐性乳酸菌 ビオフェルミン製薬、武田薬品工業

ビオフェルミン錠剤 ビフィズス菌 ビオフェルミン製薬、武田薬品工業

ビオフェルミン配合散 ラクトミン、糖化菌 ビオフェルミン製薬、武田薬品工業

ビオラクチス散 カゼイ菌 ヤクルト本社

ビオラクト原末 ラクトミン 三恵薬品

ビクロノールクリーム１％ ビホナゾール 岩城製薬

ビクロノール外用液１％ ビホナゾール 岩城製薬

ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ「サワイ」 ピコスルファートナトリウム水和物 沢井製薬



ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「ＫＮ」ピコスルファートナトリウム水和物 小林化工、堀井薬品工業

ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「トーワ」ピコスルファートナトリウム水和物 東和薬品

ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「武田テバ」ピコスルファートナトリウム水和物 武田テバファーマ、武田薬品工業

ピコスルファートナトリウムカプセル２．５ｍｇ「ＴＣ」ピコスルファートナトリウム水和物 東洋カプセル

ピコスルファートナトリウムドライシロップ１％「日医工」ピコスルファートナトリウム水和物 日医工

ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「イセイ」ピコスルファートナトリウム水和物 コーアイセイ、三和化学研究所、日本ジェネリック

ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「ツルハラ」ピコスルファートナトリウム水和物 鶴原製薬

ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」ピコスルファートナトリウム水和物 日医工

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＣＨＯＳ」ピコスルファートナトリウム水和物 シー・エイチ・オー新薬、ファイザー、マイラン製薬

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」ピコスルファートナトリウム水和物 コーアイセイ、長生堂製薬、日本ジェネリック

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ツルハラ」ピコスルファートナトリウム水和物 鶴原製薬

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」ピコスルファートナトリウム水和物 日医工

ピコスルファートナトリウム顆粒１％「イセイ」ピコスルファートナトリウム水和物 コーアイセイ

ピコダルム顆粒１％ ピコスルファートナトリウム水和物 ゼリア新薬工業、日新製薬

ピコルーラカプセル２．５ｍｇ ピコスルファートナトリウム水和物 日本ケミファ、日本薬品工業

ビサコジル坐剤１０ｍｇ「ＪＧ」 ビサコジル 長生堂製薬、日本ジェネリック

ビサコジル坐剤１０ｍｇ「日新」 ビサコジル 日新製薬、富士フイルムファーマ

ビサコジル坐剤２ｍｇ「日新」 ビサコジル 日新製薬

ビサコジル坐剤乳幼児用２ｍｇ「ＪＧ」 ビサコジル 長生堂製薬、日本ジェネリック

ビジュアリン眼科耳鼻科用液０．１％ デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム千寿製薬、武田薬品工業

ビジュアリン点眼液０．０２％ デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム千寿製薬、武田薬品工業

ビジュアリン点眼液０．０５％ デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム千寿製薬、武田薬品工業

ビスコート０．５眼粘弾剤 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、精製ヒアルロン酸ナトリウム日本アルコン

ビスダームクリーム０．１％ アムシノニド テイコクメディックス、帝國製薬、日医工

ビスダーム軟膏０．１％ アムシノニド テイコクメディックス、帝國製薬、日医工

ヒスタリジン錠１０ｍｇ ホモクロルシクリジン塩酸塩 東和薬品

ヒズボット軟膏０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 辰巳化学

ビスミラー散１％ クロルフェニラミンマレイン酸塩 扶桑薬品工業

ビソルボン吸入液０．２％ ブロムヘキシン塩酸塩 サノフィ、日本ベーリンガーインゲルハイム

ビソルボン細粒２％ ブロムヘキシン塩酸塩 サノフィ、日本ベーリンガーインゲルハイム

ビソルボン錠４ｍｇ ブロムヘキシン塩酸塩 サノフィ、日本ベーリンガーインゲルハイム

ビタコバール点眼液０．０２％ シアノコバラミン 東亜薬品、日東メディック

ビタダン配合錠 ヒドロキソコバラミン酢酸塩、ピリドキサールリン酸エステル水和物、フルスルチアミン塩酸塩、リボフラビンメディサ新薬、沢井製薬

ビタノイリンカプセル２５ ヒドロキソコバラミン酢酸塩、ピリドキサールリン酸エステル水和物、フルスルチアミン塩酸塩、リボフラビン武田テバ薬品、武田薬品工業

ビタノイリンカプセル５０ ヒドロキソコバラミン酢酸塩、ピリドキサールリン酸エステル水和物、フルスルチアミン塩酸塩、リボフラビン武田テバ薬品、武田薬品工業

ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」 ピリドキシン塩酸塩 丸石製薬

ビタミンＢ６錠３０ｍｇ「Ｆ」 ピリドキシン塩酸塩 富士製薬工業

ビタミンＣ散「フソー」－１００ｍｇ アスコルビン酸 扶桑薬品工業

ビタミンＣ散「フソー」－５０ｍｇ アスコルビン酸 扶桑薬品工業

ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＰ」 トコフェロール酢酸エステル ニプロ、ニプロファーマ、三和化学研究所、日本ジェネリック

ビタミンＫ１錠５ｍｇ「ツルハラ」 フィトナジオン 鶴原製薬

ビタメジン配合カプセルＢ２５ シアノコバラミン、チアミン塩化物塩酸塩、ピリドキシン塩酸塩第一三共

ビタメジン配合カプセルＢ５０ シアノコバラミン、チアミン塩化物塩酸塩、ピリドキシン塩酸塩第一三共

ビタメジン配合散 シアノコバラミン、チアミン塩化物塩酸塩、ピリドキシン塩酸塩第一三共

ビダラビン軟膏３％「Ｆ」 ビダラビン サンド、富士製薬工業

ビダラビン軟膏３％「ＪＧ」 ビダラビン シオノケミカル、日本ジェネリック

ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」 ビダラビン MeijiSeikaファルマ、小林化工

ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 ビダラビン 沢井製薬、日医工

ビダラビン軟膏３％「イワキ」 ビダラビン 岩城製薬

ビダラビン軟膏３％「タイヨー」 ビダラビン 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ビダラビン軟膏３％「トーワ」 ビダラビン 東和薬品

ビットサン ゲンチアナ末、ジアスターゼ、炭酸水素ナトリウム本草製薬

ピドキサール錠１０ｍｇ ピリドキサールリン酸エステル水和物 太陽ファルマ、中外製薬

ピドキサール錠２０ｍｇ ピリドキサールリン酸エステル水和物 太陽ファルマ、中外製薬

ピドキサール錠３０ｍｇ ピリドキサールリン酸エステル水和物 太陽ファルマ、中外製薬

ビトラ軟膏０．１％ アルクロメタゾンプロピオン酸エステル岩城製薬

ピバレフリン点眼液０．０４％ ジピベフリン塩酸塩 参天製薬

ピバレフリン点眼液０．１％ ジピベフリン塩酸塩 参天製薬

ヒビスクラブ消毒液４％ クロルヘキシジングルコン酸塩 ジーシー、大日本住友製薬

ヒビスコール液Ａ クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ

ヒビスコール液Ａ０．５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ

ヒビスコール液Ａ１％ クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ

ヒビソフト消毒液０．２％ クロルヘキシジングルコン酸塩 エア・ウォーター・ゾル、資生堂、大日本住友製薬

ヒビテン・グルコネート液２０％ クロルヘキシジングルコン酸塩 大日本住友製薬

ビフィスゲン散 ビフィズス菌 大日本住友製薬、日東薬品工業

ビフォノールクリーム１％ ビホナゾール ラクール薬品販売、東光薬品工業、摩耶堂製薬

ビフロキシン配合錠 ピリドキシン塩酸塩、リボフラビン ゾンネボード製薬、鳥居薬品

ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠１００ｍｇ「日医工」ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル日医工、日医工ファーマ

ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル顆粒２０％「日医工」ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル日医工、日医工ファーマ

ヒベルナ散１０％ ヒベンズ酸プロメタジン 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ プロメタジン塩酸塩 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

ヒベルナ糖衣錠５ｍｇ プロメタジン塩酸塩 三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

ヒポジン消毒液１０％ ポビドンヨード シオエ製薬、川本産業、日本新薬

ビホナゾールクリーム１％「Ｆ」 ビホナゾール 富士製薬工業

ビホナゾールクリーム１％「ＹＤ」 ビホナゾール 陽進堂

ビホナゾールクリーム１％「サワイ」 ビホナゾール 沢井製薬

ヒマシ油「コザカイ・Ｍ」 ヒマシ油 ヤクハン製薬、小堺製薬

ヒマシ油「ニッコー」 ヒマシ油 日興製薬、日興製薬販売

ヒマシ油「マルイシ」 ヒマシ油 丸石製薬

ヒマシ油「ヤマゼン」 ヒマシ油 山善製薬

ヒマシ油「司生堂」 ヒマシ油 司生堂製薬

ヒマシ油「東海」 ヒマシ油 東海製薬

ヒマシ油「日医工」 ヒマシ油 日医工

ピムロ顆粒 センノシドＡ・Ｂ 本草製薬、摩耶堂製薬

ビャクシダイコーＭ ビャクシ 大晃生薬

ビャクジュツＭ永大 ビャクジュツ 永大薬業

ビャクジュツダイコーＭ ビャクジュツ 大晃生薬

ビャクジュツ末ダイコーＭ ビャクジュツ末 大晃生薬

ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセイ」 ピリドキサールリン酸エステル水和物 コーアイセイ、岩城製薬



ピリドキサール錠３０ｍｇ「イセイ」 ピリドキサールリン酸エステル水和物 コーアイセイ、日医工

ピリドキシン塩酸塩原末「マルイシ」 ピリドキシン塩酸塩 丸石製薬

ヒルドイドクリーム０．３％ ヘパリン類似物質 マルホ

ヒルドイドゲル０．３％ ヘパリン類似物質 マルホ

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ヘパリン類似物質 マルホ

ヒルドイドフォーム０．３％ ヘパリン類似物質 マルホ

ヒルドイドローション０．３％ ヘパリン類似物質 マルホ

ビルミチンクリーム１％ ビホナゾール 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ビルレクス眼軟膏３％ アシクロビル 日本点眼薬研究所

ピレチア細粒１０％ プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 塩野義製薬、高田製薬

ピレチア錠（２５ｍｇ） プロメタジン塩酸塩 塩野義製薬、高田製薬

ピレチア錠（５ｍｇ） プロメタジン塩酸塩 塩野義製薬、高田製薬

ピレチノール アセトアミノフェン 岩城製薬

ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 ピレンゼピン塩酸塩水和物 辰巳化学

ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」 ピレンゼピン塩酸塩水和物 沢井製薬

ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ダイト、日医工

ピロキシカムカプセル１０ｍｇ「ツルハラ」 ピロキシカム 鶴原製薬

ピロキシカムカプセル２０ｍｇ「ツルハラ」 ピロキシカム 鶴原製薬

ピロキシカム坐剤２０ｍｇ「ＪＧ」 ピロキシカム 長生堂製薬、日本ジェネリック

ピロット軟膏 ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル全薬工業

ビンロウジダイコーＭ ビンロウジ 大晃生薬

ファースルー錠２．５ｍｇ ピコスルファートナトリウム水和物 伏見製薬、伏見製薬所

ファビ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 三和化学研究所

ファビ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 三和化学研究所

ファモター配合錠Ａ８１ アスピリン、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセタート、炭酸マグネシウムファイザー、マイラン製薬、鶴原製薬

ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ファモチジン エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン 沢井製薬

ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「日医工」 ファモチジン 日医工

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ファモチジン エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン 沢井製薬

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医工」 ファモチジン 日医工

ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ファモチジン 日本ジェネリック

ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｍｅ」 ファモチジン MeijiSeikaファルマ、Ｍｅファルマ

ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＢＰ」 ファモチジン 東菱薬品工業、扶桑薬品工業

ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 ファモチジン 第一三共、第一三共エスファ、陽進堂

ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 ファモチジン サンド、大原薬品工業

ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 ファモチジン シオノケミカル、日本ケミファ

ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 ファモチジン 武田テバファーマ、武田薬品工業

ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 ファモチジン 東和薬品

ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファモチジン ファイザー、マイラン製薬

ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 ファモチジン 沢井製薬、日新製薬、富士フイルムファーマ

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 ファモチジン 日本ジェネリック

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「Ｍｅ」 ファモチジン MeijiSeikaファルマ、Ｍｅファルマ

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＴＢＰ」 ファモチジン 東菱薬品工業、扶桑薬品工業

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ファモチジン ニプロ、第一三共、第一三共エスファ、陽進堂

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 ファモチジン サンド、大原薬品工業

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」 ファモチジン シオノケミカル、日本ケミファ

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 ファモチジン 武田テバファーマ、武田薬品工業

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 ファモチジン 東和薬品

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファモチジン ファイザー、マイラン製薬

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「日新」 ファモチジン 沢井製薬、日新製薬、富士フイルムファーマ

ファモチジン細粒２％「サワイ」 ファモチジン 沢井製薬、日新薬品

ファモチジン散１０％「オーハラ」 ファモチジン サンド、大原薬品工業

ファモチジン散１０％「サワイ」 ファモチジン 沢井製薬

ファモチジン散１０％「トーワ」 ファモチジン 東和薬品

ファモチジン散１０％「杏林」 ファモチジン キョーリンリメディオ、杏林製薬

ファモチジン散１０％「日医工」 ファモチジン 日医工、日医工ファーマ

ファモチジン散２％「オーハラ」 ファモチジン サンド、大原薬品工業

ファモチジン散２％「トーワ」 ファモチジン 東和薬品

ファモチジン散２％「杏林」 ファモチジン キョーリンリメディオ、杏林製薬

ファモチジン散２％「日医工」 ファモチジン 日医工

ファモチジン錠１０「サワイ」 ファモチジン 沢井製薬

ファモチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ファモチジン 長生堂製薬、日本ジェネリック

ファモチジン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 ファモチジン メディサ新薬、沢井製薬

ファモチジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ファモチジン ニプロ

ファモチジン錠１０ｍｇ「ＴＢＰ」 ファモチジン 東菱薬品工業、扶桑薬品工業

ファモチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 ファモチジン ザイダスファーマ、辰巳化学、日本ユニバーサル薬品

ファモチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 ファモチジン 第一三共、第一三共エスファ、日本ジェネリック、陽進堂

ファモチジン錠１０ｍｇ「アメル」 ファモチジン 共和薬品工業

ファモチジン錠１０ｍｇ「オーハラ」 ファモチジン サンド、大原薬品工業

ファモチジン錠１０ｍｇ「クニヒロ」 ファモチジン 皇漢堂製薬

ファモチジン錠１０ｍｇ「ケミファ」 ファモチジン シオノケミカル、日本ケミファ、日本薬品工業

ファモチジン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 ファモチジン 鶴原製薬

ファモチジン錠１０ｍｇ「テバ」 ファモチジン カイゲンファーマ、武田テバファーマ、武田薬品工業

ファモチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 ファモチジン 東和薬品

ファモチジン錠１０ｍｇ「杏林」 ファモチジン キョーリンリメディオ、杏林製薬

ファモチジン錠１０ｍｇ「日医工」 ファモチジン 日医工、日医工ファーマ

ファモチジン錠１０ｍｇ「日新」 ファモチジン 日新製薬、富士フイルムファーマ

ファモチジン錠２０「サワイ」 ファモチジン 沢井製薬

ファモチジン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 ファモチジン 長生堂製薬、日本ジェネリック

ファモチジン錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 ファモチジン メディサ新薬、沢井製薬

ファモチジン錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ファモチジン ニプロ

ファモチジン錠２０ｍｇ「ＴＢＰ」 ファモチジン 東菱薬品工業、扶桑薬品工業

ファモチジン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 ファモチジン ザイダスファーマ、辰巳化学、日本ユニバーサル薬品

ファモチジン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 ファモチジン 第一三共、第一三共エスファ、日本ジェネリック、陽進堂

ファモチジン錠２０ｍｇ「アメル」 ファモチジン 共和薬品工業

ファモチジン錠２０ｍｇ「オーハラ」 ファモチジン サンド、大原薬品工業

ファモチジン錠２０ｍｇ「クニヒロ」 ファモチジン 皇漢堂製薬

ファモチジン錠２０ｍｇ「ケミファ」 ファモチジン シオノケミカル、日本ケミファ、日本薬品工業



ファモチジン錠２０ｍｇ「ツルハラ」 ファモチジン 鶴原製薬

ファモチジン錠２０ｍｇ「テバ」 ファモチジン カイゲンファーマ、武田テバファーマ、武田薬品工業

ファモチジン錠２０ｍｇ「トーワ」 ファモチジン 東和薬品

ファモチジン錠２０ｍｇ「杏林」 ファモチジン キョーリンリメディオ、杏林製薬

ファモチジン錠２０ｍｇ「日医工」 ファモチジン 日医工、日医工ファーマ

ファモチジン錠２０ｍｇ「日新」 ファモチジン 日新製薬、富士フイルムファーマ

ファルジーテープ３５ｍｇ フェルビナク ニプロ、ニプロパッチ、ニプロファーマ、マルホ

ファルジーテープ７０ｍｇ フェルビナク ニプロ、ニプロパッチ、ニプロファーマ、マルホ、埼玉第一製薬

フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ５％「トーワ」 フェキソフェナジン塩酸塩 東和薬品

フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％「タカタ」 フェキソフェナジン塩酸塩 高田製薬

フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％「トーワ」 フェキソフェナジン塩酸塩 東和薬品

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「ＣＥＯ」フェキソフェナジン塩酸塩 セオリアファーマ、武田薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「ＥＥ」フェキソフェナジン塩酸塩 エーザイ、エルメッド、日医工

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「ＫＮ」フェキソフェナジン塩酸塩 小林化工

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＰ」フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロ、ニプロファーマ

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」フェキソフェナジン塩酸塩 沢井製薬

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」フェキソフェナジン塩酸塩 東和薬品

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「ファイザー」フェキソフェナジン塩酸塩 ファイザー

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＣＥＯ」フェキソフェナジン塩酸塩 セオリアファーマ、武田薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＥＥ」フェキソフェナジン塩酸塩 エーザイ、エルメッド、日医工

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＦＦＰ」フェキソフェナジン塩酸塩 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＫＮ」フェキソフェナジン塩酸塩 小林化工

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＮＰ」フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロ、ニプロファーマ

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＹＤ」フェキソフェナジン塩酸塩 日本ジェネリック、陽進堂

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「サワイ」フェキソフェナジン塩酸塩 沢井製薬

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「トーワ」フェキソフェナジン塩酸塩 東和薬品

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ファイザー」フェキソフェナジン塩酸塩 ファイザー

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＢＭＤ」フェキソフェナジン塩酸塩 ビオメディクス

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＣＥＯ」フェキソフェナジン塩酸塩 セオリアファーマ、武田薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＤＫ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ジャパンフューチャー、大興製薬、摩耶堂製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＥＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 エーザイ、エルメッド、日医工

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」フェキソフェナジン塩酸塩 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＪＧ」 フェキソフェナジン塩酸塩 日本ジェネリック

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＮ」 フェキソフェナジン塩酸塩 小林化工

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＮＰ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロ、ニプロファーマ

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」フェキソフェナジン塩酸塩 日医工、日医工サノフィ

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」フェキソフェナジン塩酸塩 辰巳化学

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＴＯＡ」フェキソフェナジン塩酸塩 東亜薬品、日東メディック

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 フェキソフェナジン塩酸塩 陽進堂

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＺＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 全星薬品、全星薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「アメル」フェキソフェナジン塩酸塩 共和薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ケミファ」フェキソフェナジン塩酸塩 日本ケミファ、日本薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」フェキソフェナジン塩酸塩 沢井製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ダイト」フェキソフェナジン塩酸塩 ダイト、フェルゼンファーマ、科研製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「タカタ」フェキソフェナジン塩酸塩 高田製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ツルハラ」フェキソフェナジン塩酸塩 鶴原製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「テバ」 フェキソフェナジン塩酸塩 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「トーワ」フェキソフェナジン塩酸塩 東和薬品

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ファイザー」フェキソフェナジン塩酸塩 ファイザー

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「モチダ」フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロパッチ、ニプロファーマ、持田製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「杏林」 フェキソフェナジン塩酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「三和」 フェキソフェナジン塩酸塩 三和化学研究所、日本薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「日新」 フェキソフェナジン塩酸塩 日新製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「明治」 フェキソフェナジン塩酸塩 MeijiSeikaファルマ

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＢＭＤ」フェキソフェナジン塩酸塩 ビオメディクス

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＣＥＯ」フェキソフェナジン塩酸塩 セオリアファーマ、武田薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＤＫ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ジャパンフューチャー、大興製薬、摩耶堂製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 エーザイ、エルメッド、日医工

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＦＦＰ」フェキソフェナジン塩酸塩 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＪＧ」 フェキソフェナジン塩酸塩 日本ジェネリック

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＮ」 フェキソフェナジン塩酸塩 小林化工

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＮＰ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロ、ニプロファーマ

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」フェキソフェナジン塩酸塩 日医工、日医工サノフィ

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＣＫ」フェキソフェナジン塩酸塩 辰巳化学

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＴＯＡ」フェキソフェナジン塩酸塩 東亜薬品、日東メディック

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 フェキソフェナジン塩酸塩 陽進堂

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＺＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 全星薬品、全星薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「アメル」フェキソフェナジン塩酸塩 共和薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ケミファ」フェキソフェナジン塩酸塩 日本ケミファ、日本薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」フェキソフェナジン塩酸塩 沢井製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ダイト」フェキソフェナジン塩酸塩 ダイト、フェルゼンファーマ、科研製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「タカタ」フェキソフェナジン塩酸塩 高田製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ツルハラ」フェキソフェナジン塩酸塩 鶴原製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「テバ」 フェキソフェナジン塩酸塩 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」フェキソフェナジン塩酸塩 東和薬品

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ファイザー」フェキソフェナジン塩酸塩 ファイザー

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「モチダ」フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロパッチ、ニプロファーマ、持田製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「杏林」 フェキソフェナジン塩酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「三和」 フェキソフェナジン塩酸塩 三和化学研究所、日本薬品工業

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「日新」 フェキソフェナジン塩酸塩 日新製薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「明治」 フェキソフェナジン塩酸塩 MeijiSeikaファルマ

フエナゾールクリーム５％ ウフェナマート アボットジャパン、マイランＥＰＤ

フエナゾール軟膏５％ ウフェナマート アボットジャパン、マイランＥＰＤ

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」 雪印ビーンスターク、雪印メグミルク、雪印乳業

フェネルミン錠５０ｍｇ クエン酸第一鉄ナトリウム 小林化工、富士製薬工業

フェノール「コザカイ・Ｍ」 フェノール 小堺製薬

フェノール「タイセイ」 フェノール 大成薬品工業

フェノール「ニッコー」 フェノール エビス薬品、丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

フェノール「司生堂」 フェノール 司生堂製薬



フェノール「東海」 フェノール 東海製薬

フェノール「東豊」 フェノール 吉田製薬、東豊薬品

フェノール・亜鉛華リニメント「ＪＧ」 フェノール・亜鉛華リニメント 日本ジェネリック

フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 フェノール・亜鉛華リニメント エビス薬品、丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

フェノール・亜鉛華リニメント「東豊」 フェノール・亜鉛華リニメント ヤクハン製薬、純生薬品工業、東豊薬品、日医工

フェノール・亜鉛華リニメント＜ハチ＞ フェノール・亜鉛華リニメント 健栄製薬、小野薬品工業、東洋製薬化成

フェノール水「ケンエー」 フェノール水 健栄製薬

フェノール水「ニッコー」 フェノール水 丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

フェノール水「司生堂」 フェノール水 司生堂製薬

フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小児用０．５％「オーハラ」フェノテロール臭化水素酸塩 大原薬品工業

フェノバルビタール散１０％「ＪＧ」 フェノバルビタール 日本ジェネリック

フェルターゼ配合カプセル セルラーゼＡＰ３、ニューラーゼ、ビオヂアスターゼ１０００、リパーゼＡＰ６、膵臓性消化酵素ＴＡジェイドルフ製薬、佐藤薬品工業

フェルデン坐剤２０ｍｇ ピロキシカム ファイザー

フェルデン軟膏０．５％ ピロキシカム ファイザー

フェルナビオンパップ７０ フェルビナク 岡山大鵬薬品、大原薬品工業、大鵬薬品工業

フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 フェルビナク エーザイ、エルメッド、救急薬品、救急薬品工業、日医工

フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラクール」 フェルビナク ラクール薬品販売、三友薬品

フェルビナクパップ１４０ｍｇ「東光」 フェルビナク ラクール薬品販売、東光薬品工業、日本ジェネリック

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 フェルビナク ニプロ、ニプロパッチ、ニプロファーマ

フェルビナクパップ７０ｍｇ「サワイ」 フェルビナク 沢井製薬

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」 フェルビナク 大石膏盛堂、祐徳薬品工業

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」 フェルビナク ラクール薬品販売、三友薬品、日医工

フェルビナクパップ７０ｍｇ「東光」 フェルビナク ラクール薬品販売、東光薬品工業、日本ジェネリック

フェルビナクローション３％「ラクール」 フェルビナク ラクール薬品販売、東光薬品工業

フェルビナク外用ポンプスプレー３％「ラクール」フェルビナク ラクール薬品販売、東光薬品工業

フェルマスクラブ４％ クロルヘキシジングルコン酸塩 シオエ製薬、日本新薬

フェルムカプセル１００ｍｇ フマル酸第一鉄 日医工

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 乾燥硫酸鉄 アボットジャパン、マイランＥＰＤ

フェロステック錠５０ｍｇ クエン酸第一鉄ナトリウム 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

フェロベリン配合錠 ゲンノショウコエキス、ベルベリン塩化物水和物ＭＳＤ、シェリング・プラウ、日本ジェネリック

フェロミア錠５０ｍｇ クエン酸第一鉄ナトリウム エーザイ、サンノーバ

フェロミア顆粒８．３％ クエン酸第一鉄ナトリウム エーザイ、サンノーバ

フェンラーゼ配合カプセル セルラーゼＡＰ３、ニューラーゼ、ビオヂアスターゼ１０００、プロザイム６、リパーゼＡＰ６、膵臓性消化酵素ＴＡ日医工、日医工ファーマ

フォリアミン散１００ｍｇ／ｇ 葉酸 日本製薬、武田薬品工業

フォリアミン錠 葉酸 日本製薬、武田薬品工業

ブクリョウＭ永大 ブクリョウ 永大薬業

ブクリョウダイコーＭ ブクリョウ 大晃生薬

ブクリョウ末　鈴 ブクリョウ末 鈴粉末薬品

ブクリョウ末ダイコーＭ ブクリョウ末 大晃生薬

フサコール点眼液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 ニデック、メディサ新薬、日東メディック

フサコール点鼻液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 メディサ新薬、日東メディック

フシジンレオ軟膏２％ フシジン酸ナトリウム 第一三共

ブシ末（調剤用）「ツムラ」 ブシ末 ツムラ

フスコデ配合シロップ ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩アボットジャパン、マイランＥＰＤ

フスコデ配合錠 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩アボットジャパン、マイランＥＰＤ

ブスコパン錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 サノフィ、日本ベーリンガーインゲルハイム

フスコブロン配合シロップ ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

フスタゾール散１０％ クロペラスチンフェンジゾ酸塩 ニプロＥＳファーマ、三菱ウェルファーマ、田辺三菱製薬

フスタゾール錠小児用２．５ｍｇ クロペラスチンフェンジゾ酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ クロペラスチン塩酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

フソウラクトミン末 ラクトミン 扶桑薬品工業

フタラール消毒液０．５５％「ケンエー」 フタラール 健栄製薬

フタラール消毒液０．５５％「メタル」 フタラール ジーシー、兼一薬品工業、太平化学産業、中北薬品

フタラール消毒液０．５５％「ヨシダ」 フタラール 吉田製薬

フタラール消毒液０．５５％＜ハチ＞ フタラール シオエ製薬、健栄製薬、東洋製薬化成、日医工、日本新薬

ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ツルハラ」ブチルスコポラミン臭化物 鶴原製薬、日医工

ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「日新」 ブチルスコポラミン臭化物 日新製薬

フッ化ナトリウム洗口液０．１％「ジーシー」 フッ化ナトリウム ジーシー

フッ化ナトリウム洗口液０．１％「ビーブランド」フッ化ナトリウム ビーブランド・メディコ・デンタル、福地製薬

フッ化ナトリウム洗口液０．１％「ライオン」 フッ化ナトリウム ライオン、ライオン歯科材、昭和薬品化工

ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 ブテナフィン塩酸塩 東和薬品

ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「ファイザー」ブテナフィン塩酸塩 ファイザー、マイラン製薬

ブテナフィン塩酸塩スプレー１％「ファイザー」ブテナフィン塩酸塩 ファイザー、マイラン製薬

ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」 ブテナフィン塩酸塩 東和薬品

ブドウ酒／司生堂製薬 ブドウ酒 司生堂製薬

ブドウ酒／中北薬品 ブドウ酒 中北薬品

ブドウ糖／山善製薬 ブドウ糖 山善製薬

ブドウ糖／扶桑薬品工業 ブドウ糖 扶桑薬品工業

ブドウ糖「コザカイ・Ｍ」 ブドウ糖 吉田製薬、小堺製薬

ブドウ糖「ニッコー」 ブドウ糖 日興製薬、日興製薬販売

ブドウ糖「日医工」 ブドウ糖 日医工

フマルトン点眼液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 ニッテン、日本点眼薬研究所

フマル酸ケトチフェン錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ケトチフェンフマル酸塩 エーザイ、エルメッド、サンノーバ

フミゲート１０ 酸化エチレン 住友精化

フミゲート２０ 酸化エチレン 住友精化

ブライアン錠５００ｍｇ エデト酸カルシウムナトリウム水和物 日新製薬

プラコデ配合シロップ ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩小林化工

プラコデ配合散 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩小林化工

フラジール腟錠２５０ｍｇ メトロニダゾール 塩野義製薬、富士製薬工業

プラスチベース ポリエチレン、流動パラフィン 大正製薬、大正富山医薬品

ブラダロン錠２００ｍｇ フラボキサート塩酸塩 日本新薬

ブラダロン顆粒２０％ フラボキサート塩酸塩 日本新薬

ブラニュート配合顆粒 Ｌ－イソロイシン、Ｌ－バリン、Ｌ－ロイシン日本製薬、武田薬品工業

プラノプロフェンカプセル７５ｍｇ「日医工」 プラノプロフェン 日医工、日医工ファーマ

プラノプロフェン液１．５％ＭＥＥＫ プラノプロフェン MeijiSeikaファルマ、小林化工

プラノプロフェン錠７５ｍｇ「トーワ」 プラノプロフェン 東和薬品

プラノプロフェン点眼液０．１％「わかもと」 プラノプロフェン わかもと製薬

プラノプロフェン点眼液０．１％「日新」 プラノプロフェン 三和化学研究所、日新製薬

フラビタンシロップ０．３％ フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムアステラス製薬、トーアエイヨー



フラビタン眼軟膏０．１％ フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムアステラス製薬、トーアエイヨー

フラビタン錠１０ｍｇ フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムアステラス製薬、トーアエイヨー

フラビタン錠５ｍｇ フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムアステラス製薬、トーアエイヨー

フラビタン点眼液０．０５％ フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムアステラス製薬、トーアエイヨー

フラベリック錠２０ｍｇ ベンプロペリンリン酸塩 ファイザー

フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「ＹＤ」 フラボキサート塩酸塩 陽進堂

フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「サワイ」 フラボキサート塩酸塩 沢井製薬

フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「トーワ」 フラボキサート塩酸塩 東和薬品

フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「フソー」 フラボキサート塩酸塩 ダイト、扶桑薬品工業

フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「日医工」 フラボキサート塩酸塩 日医工

プラミールシロップ０．１％ 塩酸メトクロプラミド ナガセ医薬品、ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬

プラミール錠５ｍｇ 塩酸メトクロプラミド ナガセ医薬品、ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬

フランカルボン酸モメタゾンクリーム０．１％「イワキ」モメタゾンフランカルボン酸エステル 岩城製薬

フランカルボン酸モメタゾンローション０．１％「イワキ」モメタゾンフランカルボン酸エステル 岩城製薬

フランカルボン酸モメタゾン軟膏０．１％「イワキ」モメタゾンフランカルボン酸エステル 岩城製薬

フランセチン・Ｔ・パウダー フラジオマイシン硫酸塩、結晶トリプシン持田製薬

プランルカストＤＳ１０％「ＥＫ」 プランルカスト水和物 エーザイ、エルメッド、小林化工、日医工

プランルカストＤＳ１０％「ＴＣＫ」 プランルカスト水和物 辰巳化学

プランルカストＤＳ１０％「アメル」 プランルカスト水和物 キョーリンリメディオ、杏林製薬、共和薬品工業、和光堂

プランルカストＤＳ１０％「オーハラ」 プランルカスト水和物 大原薬品工業

プランルカストＤＳ１０％「サワイ」 プランルカスト水和物 沢井製薬

プランルカストＤＳ１０％「タカタ」 プランルカスト水和物 高田製薬

プランルカストＤＳ１０％「トーワ」 プランルカスト水和物 東和薬品

プランルカストＤＳ１０％「日医工」 プランルカスト水和物 日医工

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「ＤＫ」プランルカスト水和物 三和化学研究所、大興製薬

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」プランルカスト水和物 沢井製薬

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「タイヨー」プランルカスト水和物 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「トーワ」プランルカスト水和物 東和薬品

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「ファイザー」プランルカスト水和物 ファイザー、マイラン製薬

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「科研」プランルカスト水和物 シオノケミカル、科研製薬

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」プランルカスト水和物 日医工

プランルカストカプセル２２５ｍｇ「日医工」 プランルカスト水和物 日医工

プランルカストドライシロップ１０％「ＡＦＰ」プランルカスト水和物 アルフレッサ　ファーマ

プランルカストドライシロップ１０％「ＤＫ」 プランルカスト水和物 三和化学研究所、大興製薬

プランルカストドライシロップ１０％「ＪＧ」 プランルカスト水和物 日本ジェネリック

プランルカストドライシロップ１０％「ＮＰ」 プランルカスト水和物 ニプロ、ニプロファーマ

プランルカストドライシロップ１０％「タイヨー」プランルカスト水和物 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

プランルカストドライシロップ１０％「ファイザー」プランルカスト水和物 ファイザー、マイラン製薬

プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」 プランルカスト水和物 エーザイ、エルメッド、小林化工、日医工

プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＡＦＰ」 プランルカスト水和物 アルフレッサ　ファーマ

プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＣＥＯ」 プランルカスト水和物 セオリアファーマ、武田薬品工業

プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 プランルカスト水和物 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「日医工」 プランルカスト水和物 ヤクハン製薬、日医工

プランルカスト錠２２５「ＥＫ」 プランルカスト水和物 エーザイ、エルメッド、小林化工、日医工

プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＡＦＰ」 プランルカスト水和物 アルフレッサ　ファーマ

プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＣＥＯ」 プランルカスト水和物 セオリアファーマ、武田薬品工業

プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＴＹＫ」 プランルカスト水和物 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

プランルカスト錠２２５ｍｇ「日医工」 プランルカスト水和物 ヤクハン製薬、日医工

ブリカニールシロップ０．５ｍｇ／ｍＬ テルブタリン硫酸塩 アストラゼネカ

ブリカニール錠２ｍｇ テルブタリン硫酸塩 アストラゼネカ

プリビーシー液０．０２％ ベンザルコニウム塩化物 大塚製薬、大塚製薬工場

プリビーシー液０．０５％ ベンザルコニウム塩化物 大塚製薬、大塚製薬工場

プリビーシー液０．１％ ベンザルコニウム塩化物 大塚製薬、大塚製薬工場

プリビナ液０．０５％ ナファゾリン硝酸塩
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン、ノバルティス

ファーマ、日新製薬

プリビナ点眼液０．５ｍｇ／ｍＬ ナファゾリン硝酸塩
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン、ノバルティス

ファーマ、日新製薬

プリンペランシロップ０．１％ 塩酸メトクロプラミド アステラス製薬

プリンペラン細粒２％ 塩酸メトクロプラミド アステラス製薬

プリンペラン錠５ 塩酸メトクロプラミド アステラス製薬

フループテープ２０ フルルビプロフェン ビオメディクス、救急薬品工業

フループテープ４０ フルルビプロフェン ビオメディクス、救急薬品、救急薬品工業、富士カプセル

フルオール・ゼリー歯科用２％ フッ化ナトリウム ビーブランド・メディコ・デンタル、東洋製薬化成

フルオール液歯科用２％ フッ化ナトリウム ビーブランド・メディコ・デンタル、東洋製薬化成

フルオシノニドクリーム０．０５％「テイコク」フルオシノニド 帝國製薬、日医工

フルオシノニド軟膏０．０５％「ＹＤ」 フルオシノニド 陽進堂

フルオシノニド軟膏０．０５％「テイコク」 フルオシノニド 帝國製薬、日医工

フルオシノロンアセトニド軟膏０．０２５％「ＹＤ」フルオシノロンアセトニド 陽進堂

フルオメソロン０．０２％点眼液 フルオロメトロン 日本点眼薬研究所

フルオメソロン０．０５％点眼液 フルオロメトロン 日本点眼薬研究所

フルオメソロン０．１％点眼液 フルオロメトロン 日本点眼薬研究所

フルオロメトロン０．０２％点眼液Ｔ フルオロメトロン キョーリンリメディオ、杏林製薬、日東メディック

フルオロメトロン０．１％点眼液Ｔ フルオロメトロン キョーリンリメディオ、杏林製薬、日東メディック

フルオロメトロン点眼液０．０２％「わかもと」フルオロメトロン わかもと製薬

フルオロメトロン点眼液０．０２％「日点」 フルオロメトロン 日本点眼薬研究所

フルオロメトロン点眼液０．０５％「日点」 フルオロメトロン 日本点眼薬研究所

フルオロメトロン点眼液０．１％「わかもと」 フルオロメトロン わかもと製薬

フルオロメトロン点眼液０．１％「日点」 フルオロメトロン 日本点眼薬研究所

フルカムカプセル１３．５ｍｇ アンピロキシカム ファイザー、大正富山医薬品

フルカムカプセル２７ｍｇ アンピロキシカム ファイザー、大正富山医薬品

フルコートＦ軟膏 フラジオマイシン硫酸塩、フルオシノロンアセトニド田辺三菱製薬

フルコートクリーム０．０２５％ フルオシノロンアセトニド 田辺三菱製薬

フルコートスプレー０．００７％ フルオシノロンアセトニド 田辺三菱製薬

フルコート外用液０．０１％ フルオシノロンアセトニド 田辺三菱製薬

フルコート軟膏０．０２５％ フルオシノロンアセトニド 田辺三菱製薬

フルスタン錠０．１５ ファレカルシトリオール キッセイ薬品工業、大日本住友製薬

フルスタン錠０．３ ファレカルシトリオール キッセイ薬品工業、大日本住友製薬

プルスマリンＡ３％ＤＳ アンブロキソール塩酸塩 高田製薬、日本化薬

プルスマリンＡシロップ小児用０．３％ アンブロキソール塩酸塩 ローマン工業、高田製薬



プルスマリンＡドライシロップ小児用１．５％ アンブロキソール塩酸塩 高田製薬、日本化薬

プルスマリンＡ錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 ローマン工業、高田製薬

フルスルチアミン塩酸塩顆粒１０％「廣貫堂」 フルスルチアミン塩酸塩 廣貫堂

フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 フルスルチアミン塩酸塩 東和薬品

プルゼニド錠１２ｍｇ センノシドＡ・Ｂカルシウム塩 サンファーマ、ノバルティスファーマ、田辺三菱製薬

フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ「日医工」２８噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル 日医工

フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ「日医工」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル 日医工

フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「アメル」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル 共和薬品工業

フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「イセイ」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル コーアイセイ、ニプロ、ニプロファーマ

フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「サワイ」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル メディサ新薬、沢井製薬

フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「杏林」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル
キョーリンリメディオ、杏林製薬、共創未来ファーマ、日本ジェネリック、富士フイル

ムファーマ

フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「日医工」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル テイコクメディックス、日医工、日医工ファーマ

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」２８噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル 日医工、日医工ファーマ

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル 日医工、日医工ファーマ

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「アメル」２８噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル 共和薬品工業

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「アメル」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル 共和薬品工業

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「イセイ」２８噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル コーアイセイ、ニプロ、ニプロファーマ

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「イセイ」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル コーアイセイ、ニプロ、ニプロファーマ

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワイ」２８噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル メディサ新薬、沢井製薬

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワイ」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル メディサ新薬、沢井製薬

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」２８噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル 東和薬品

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル 東和薬品

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」２８噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル
キョーリンリメディオ、杏林製薬、共創未来ファーマ、興和、興和ジェネリック、興和

創薬、日本ジェネリック、富士フイルムファーマ

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル
キョーリンリメディオ、杏林製薬、共創未来ファーマ、興和、興和ジェネリック、興和

創薬、日本ジェネリック、富士フイルムファーマ

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「武田テバ」２８噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「武田テバ」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

フルチカノーズ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル
アルフレッサ　ファーマ、ハイゾン製薬、興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬

品、武田薬品工業

フルチカノーズ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル
アルフレッサ　ファーマ、ハイゾン製薬、興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬

品、武田薬品工業

フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

プルナクリーム２％ ケトコナゾール 共和薬品工業、前田薬品工業

プルナローション２％ ケトコナゾール 共和薬品工業、前田薬品工業

ブルフェン錠１００ イブプロフェン 科研製薬

ブルフェン錠２００ イブプロフェン 科研製薬

ブルフェン顆粒２０％ イブプロフェン 科研製薬

フルメタクリーム モメタゾンフランカルボン酸エステル シオノギファーマ、塩野義製薬

フルメタローション モメタゾンフランカルボン酸エステル シオノギファーマ、塩野義製薬

フルメタ軟膏 モメタゾンフランカルボン酸エステル シオノギファーマ、塩野義製薬

フルメトロン点眼液０．０２％ フルオロメトロン 参天製薬

フルメトロン点眼液０．１％ フルオロメトロン 参天製薬

フルルバンパップ４０ｍｇ フルルビプロフェン 科研製薬、三笠製薬、大協薬品工業、大正富山医薬品、田辺三菱製薬

フルルビプロフェンテープ２０ｍｇ「ユートク」フルルビプロフェン 祐徳薬品工業

フルルビプロフェンテープ４０ｍｇ「ユートク」フルルビプロフェン 祐徳薬品工業

プレタールＯＤ錠１００ｍｇ シロスタゾール 大塚製薬

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ シロスタゾール 大塚製薬

プレタール散２０％ シロスタゾール 大塚製薬

フレックステープ７０ｍｇ フェルビナク 久光製薬

プレドニゾロンクリーム０．５％「ＹＤ」 プレドニゾロン 陽進堂

プレドニゾロンクリーム０．５％「タツミ」 プレドニゾロン 辰巳化学

プレドニゾロンクリーム０．５％「テイコク」 プレドニゾロン 帝國製薬、日医工

プレドニゾロンクリーム０．５％「マヤ」 プレドニゾロン 摩耶堂製薬

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム０．３％「ＹＤ」プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル陽進堂

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏０．３％「ＹＤ」プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル陽進堂

プレドニゾロン軟膏０．５％「マイラン」 プレドニゾロン ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬

プレドニン眼軟膏 プレドニゾロン酢酸エステル 塩野義製薬

プレトモール錠１００ シロスタゾール 旭化成ファーマ

プレトモール錠５０ シロスタゾール 旭化成ファーマ

プレポダインスクラブ０．７５％ ヨウ素 丸石製薬、参天製薬

プレポダインソリューション１％ ヨウ素 丸石製薬、参天製薬

プレポダインフィールド１％ ヨウ素 丸石製薬、参天製薬

プロ・バンサイン錠１５ｍｇ プロパンテリン臭化物 ファイザー

プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「テバ」プロカテロール塩酸塩水和物 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「トーワ」プロカテロール塩酸塩水和物 東和薬品

プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「日医工」プロカテロール塩酸塩水和物 日医工

プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「日新」プロカテロール塩酸塩水和物 ファイザー、日新製薬

プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「サワイ」 プロカテロール塩酸塩水和物 沢井製薬

プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「トーワ」 プロカテロール塩酸塩水和物 東和薬品

プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「日医工」 プロカテロール塩酸塩水和物 日医工

プロカテロール塩酸塩錠５０μｇ「サワイ」 プロカテロール塩酸塩水和物 沢井製薬

プロカテロール塩酸塩錠５０μｇ「トーワ」 プロカテロール塩酸塩水和物 東和薬品

プロカテロール塩酸塩錠５０μｇ「日医工」 プロカテロール塩酸塩水和物 日医工

ブロキレート点眼液１％ カルテオロール塩酸塩 ニッテン、日本点眼薬研究所

ブロキレート点眼液２％ カルテオロール塩酸塩 ニッテン、日本点眼薬研究所

プロクトセディル坐薬 エスクロシド、ジブカイン塩酸塩、ヒドロコルチゾン、フラジオマイシン硫酸塩ＥＡファーマ、味の素ファルマ、味の素製薬

プロクトセディル軟膏 エスクロシド、ジブカイン塩酸塩、ヒドロコルチゾン、フラジオマイシン硫酸塩ＥＡファーマ、味の素ファルマ、味の素製薬

フロジン外用液５％ カルプロニウム塩化物水和物 ニプロパッチ、ニプロファーマ、埼玉第一製薬、第一三共

ブロスターＭ錠１０ ファモチジン エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

ブロスターＭ錠２０ ファモチジン エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

プロタノールＳ錠１５ｍｇ ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 興和、興和創薬、日研化学

プロテカジンＯＤ錠１０ ラフチジン 大鵬薬品工業

プロテカジンＯＤ錠５ ラフチジン 大鵬薬品工業

プロテカジン錠１０ ラフチジン 大鵬薬品工業

プロテカジン錠５ ラフチジン 大鵬薬品工業

プロトポルト錠２０ｍｇ プロトポルフィリン二ナトリウム 寿製薬



ブロナック点眼液０．１％ ブロムフェナクナトリウム水和物 千寿製薬、武田薬品工業

ブロナンセリン錠４ｍｇ「DSPB」

ブロニカ錠４０ セラトロダスト 武田テバ薬品、武田薬品工業

ブロニカ錠８０ セラトロダスト 武田テバ薬品、武田薬品工業

ブロニカ顆粒１０％ セラトロダスト 武田テバ薬品、武田薬品工業

ブロバリン原末 ブロモバレリル尿素 日本新薬

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＣＨ」２８噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＣＨ」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ファイザー」２８噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル ファイザー、マイラン製薬

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ファイザー」５６噴霧用フルチカゾンプロピオン酸エステル ファイザー、マイラン製薬

プロビスク０．４眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本アルコン

プロビスク０．６眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本アルコン

プロビスク０．７眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本アルコン

プロビスク０．８５眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本アルコン

プロピレングリコール／丸石製薬 プロピレングリコール 丸石製薬

プロピレングリコール／司生堂製薬 プロピレングリコール 司生堂製薬

プロピレングリコール／日興製薬 プロピレングリコール 日興製薬、日興製薬販売

プロペト 白色ワセリン 丸石製薬

フロベン錠４０ フルルビプロフェン 科研製薬

フロベン顆粒８％ フルルビプロフェン 科研製薬

プロマックＤ錠７５ ポラプレジンク ゼリア新薬工業

プロマック顆粒１５％ ポラプレジンク ゼリア新薬工業

ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「ニットー」ブロムフェナクナトリウム水和物 東亜薬品、日東メディック

ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 ブロムフェナクナトリウム水和物 テイカ製薬、日新製薬、日本ジェネリック

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％「イセイ」ブロムヘキシン塩酸塩 コーアイセイ

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％「トーワ」ブロムヘキシン塩酸塩 東和薬品

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」ブロムヘキシン塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「イセイ」 ブロムヘキシン塩酸塩 コーアイセイ

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「クニヒロ」 ブロムヘキシン塩酸塩 皇漢堂製薬

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 ブロムヘキシン塩酸塩 沢井製薬

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 ブロムヘキシン塩酸塩 東和薬品

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 ブロムヘキシン塩酸塩 日医工

ブロムワレリル尿素「ＪＧ」 ブロモバレリル尿素 日本ジェネリック

ブロムワレリル尿素「ホエイ」 ブロモバレリル尿素 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

ブロムワレリル尿素「ヤマゼン」 ブロモバレリル尿素 山善製薬

ブロムワレリル尿素「三恵」 ブロモバレリル尿素 三恵薬品

プロメタゾンクリーム０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 池田薬品工業、日医工

プロメタゾン軟膏０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 池田薬品工業、日医工

ブロメライン軟膏５万単位／ｇ ブロメライン キョーリンリメディオ、ジェイドルフ製薬、マルホ

ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」 ブロモバレリル尿素 ニプロ、丸石製薬

フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 日本臓器製薬

フロラーズ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル ザイダスファーマ、日本臓器製薬

フロラーズ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル ザイダスファーマ、日本臓器製薬

プロラノン点眼液０．１％ プラノプロフェン 参天製薬

フロリードＤクリーム１％ ミコナゾール硝酸塩 持田製薬

フロリード腟坐剤１００ｍｇ ミコナゾール硝酸塩 持田製薬

ヘヴィック消毒液０．５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 中北薬品

ペオン錠８０ ザルトプロフェン ゼリア新薬工業

ヘキザックＡＬ０．５％綿棒１２ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザックＡＬ１％ＯＲ液１６ｍｍ綿棒セット クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザックＡＬ１％ＯＲ綿棒１２ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザックＡＬ１％ＯＲ綿棒１６ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザックＡＬ１％消毒布４×８ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザックＡＬ１％綿棒１２ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザックＡＬ１％綿棒１６ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザックＡＬ液１％ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザックＡＬ液１％青 クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザックスクラブ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザックハンドゲル０．２％ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザックローション クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザック消毒液２０％ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザック水溶液１％消毒布４×８ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキザック水溶液１％綿棒１２ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

ヘキサトロンカプセル２５０ｍｇ トラネキサム酸 日本新薬

ペキロンクリーム０．５％ アモロルフィン塩酸塩 ガルデルマ、テイカ製薬、マルホ、杏林製薬、佐藤製薬

ベギンクリーム１０％ 尿素 第一三共、藤永製薬

ベギンクリーム２０％ 尿素 第一三共、藤永製薬

ペクタイト錠１００ｍｇ Ｌ－メチルシステイン塩酸塩 キッセイ薬品工業

ペクタイト錠５０ｍｇ Ｌ－メチルシステイン塩酸塩 キッセイ薬品工業

ベクラシンクリーム０．０２５％ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 摩耶堂製薬

ベクラシン軟膏０．０２５％ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 摩耶堂製薬

ベサコリン散５％ ベタネコール塩化物 エーザイ、サンノーバ

ベシカムクリーム５％ イブプロフェンピコノール 久光製薬

ベシカム軟膏５％ イブプロフェンピコノール 久光製薬

ベストン糖衣錠（２５ｍｇ） ビスベンチアミン ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

ベゼトン液０．０２ ベンゼトニウム塩化物 健栄製薬

ベゼトン液０．０２５ ベンゼトニウム塩化物 健栄製薬

ベゼトン液０．０５ ベンゼトニウム塩化物 健栄製薬

ベゼトン液０．１ ベンゼトニウム塩化物 健栄製薬

ベゼトン液０．２ ベンゼトニウム塩化物 健栄製薬

ベタキソロール点眼液０．５％「ＳＷ」 ベタキソロール塩酸塩 沢井製薬、日東メディック

ベタキソン点眼液０．５％ ベタキソロール塩酸塩 日本点眼薬研究所

ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム０．０６４％「テイコク」ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 帝國製薬、日医工

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏０．０６４％「ＹＤ」ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 陽進堂

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏０．０６４％「テイコク」ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 帝國製薬、日医工

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」ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム日本点眼薬研究所

ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム０．１２％「ＹＤ」ベタメタゾン吉草酸エステル 陽進堂

ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％「トーワ」ベタメタゾン吉草酸エステル 東和薬品

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション０．０５％「ＪＧ」ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル日本ジェネリック



ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「ＪＧ」ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル日本ジェネリック

ベトネベートＮクリーム フラジオマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステルグラクソ・スミスクライン、第一三共、第一製薬

ベトネベートＮ軟膏 フラジオマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステルグラクソ・スミスクライン、第一三共、第一製薬

ベトネベートクリーム０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル グラクソ・スミスクライン、第一三共

ベトネベート軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル グラクソ・スミスクライン、第一三共

ベトノバールＧクリーム０．１２％ ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル佐藤製薬

ベトノバールＧ軟膏０．１２％ ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル佐藤製薬

ベトプティックエス懸濁性点眼液０．５％ ベタキソロール塩酸塩 アルコンファーマ、ノバルティスファーマ、日本アルコン

ベトプティック点眼液０．５％ ベタキソロール塩酸塩 アルコンファーマ、ノバルティスファーマ、日本アルコン

ベナパスタ軟膏４％ ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩 田辺三菱製薬

ベナンザ点眼液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 コーアイセイ

ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＴＹＫ」 ベニジピン塩酸塩 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ベネトリンシロップ０．０４％ サルブタモール硫酸塩 グラクソ・スミスクライン

ベネトリン錠２ｍｇ サルブタモール硫酸塩 グラクソ・スミスクライン

ベノキシール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩酸塩 参天製薬

ヘパアクト配合顆粒 Ｌ－イソロイシン、Ｌ－バリン、Ｌ－ロイシン東亜薬品、日本ケミファ、日本臓器製薬

ヘパリンＺ軟膏５００単位／ｇ ヘパリンナトリウム ゼリア新薬工業

ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ＳＮ」 ヘパリン類似物質 シオノケミカル

ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ＹＤ」 ヘパリン類似物質 日本ジェネリック、陽進堂

ヘパリン類似物質クリーム０．３％「アメル」 ヘパリン類似物質 共和薬品工業

ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ラクール」ヘパリン類似物質 ラクール薬品販売、東光薬品工業

ヘパリン類似物質ゲル０．３％「アメル」 ヘパリン類似物質 共和薬品工業

ヘパリン類似物質ゲル０．３％「トーワ」 ヘパリン類似物質 東和薬品

ヘパリン類似物質ローション０．３％「ＹＤ」 ヘパリン類似物質 日本ジェネリック、陽進堂

ヘパリン類似物質ローション０．３％「ニットー」ヘパリン類似物質 日東メディック

ヘパリン類似物質ローション０．３％「ニプロ」ヘパリン類似物質 ニプロ

ヘパリン類似物質ローション０．３％「ラクール」ヘパリン類似物質 ラクール薬品販売、東光薬品工業

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ＰＰ」ヘパリン類似物質 コーアイセイ、ポーラファルマ

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ＴＣＫ」ヘパリン類似物質 辰巳化学

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ＹＤ」ヘパリン類似物質 日本ジェネリック、陽進堂

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「サトウ」ヘパリン類似物質 佐藤製薬

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「テイコク」ヘパリン類似物質 帝國製薬

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ニットー」ヘパリン類似物質 東亜薬品、日東メディック

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ニプロ」ヘパリン類似物質 ニプロ

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ファイザー」ヘパリン類似物質 ファイザー

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」ヘパリン類似物質 持田製薬、日医工

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日新」ヘパリン類似物質 日新製薬

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「ＰＰ」ヘパリン類似物質 ポーラファルマ

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「ニットー」ヘパリン類似物質 日東メディック

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

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「アメル」ヘパリン類似物質 共和薬品工業

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「テイコク」ヘパリン類似物質 帝國製薬

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニットー」ヘパリン類似物質 日東メディック

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニプロ」ヘパリン類似物質 ニプロ

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」ヘパリン類似物質 持田製薬、日医工

ヘパンＥＤ配合内用剤 ＥＡファーマ、味の素、味の素ファルマ、味の素製薬

ヘプロニカート錠１００ｍｇ「ＣＨ」 ヘプロニカート ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」ベポタスチンベシル酸塩 小林化工

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」ベポタスチンベシル酸塩 沢井製薬

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」ベポタスチンベシル酸塩 ニプロ、ニプロＥＳファーマ

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」ベポタスチンベシル酸塩 東和薬品

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」ベポタスチンベシル酸塩 日医工

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 ベポタスチンベシル酸塩 小林化工

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」ベポタスチンベシル酸塩 沢井製薬

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」ベポタスチンベシル酸塩 ニプロ、ニプロＥＳファーマ

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」ベポタスチンベシル酸塩 東和薬品

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」ベポタスチンベシル酸塩 日医工

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「ＤＫ」 ベポタスチンベシル酸塩 江州製薬、大興製薬

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ベポタスチンベシル酸塩 日本ジェネリック

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 ベポタスチンベシル酸塩 小林化工

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「ＳＮ」 ベポタスチンベシル酸塩 サンド、シオノケミカル

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 ベポタスチンベシル酸塩 沢井製薬

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 ベポタスチンベシル酸塩 ニプロ、ニプロＥＳファーマ

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 ベポタスチンベシル酸塩 東和薬品

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 ベポタスチンベシル酸塩 日医工

ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「ＤＫ」 ベポタスチンベシル酸塩 江州製薬、大興製薬

ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 ベポタスチンベシル酸塩 日本ジェネリック

ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 ベポタスチンベシル酸塩 小林化工

ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 ベポタスチンベシル酸塩 サンド、シオノケミカル

ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ベポタスチンベシル酸塩 沢井製薬

ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「タナベ」 ベポタスチンベシル酸塩 ニプロ、ニプロＥＳファーマ

ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ベポタスチンベシル酸塩 東和薬品

ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ベポタスチンベシル酸塩 日医工

ペミラストンドライシロップ０．５％ ペミロラストカリウム アルフレッサ　ファーマ、ブリストル・マイヤーズ、ブリストル製薬

ペミラストン錠１０ｍｇ ペミロラストカリウム アルフレッサ　ファーマ、ブリストル・マイヤーズ、ブリストル製薬

ペミラストン錠５ｍｇ ペミロラストカリウム アルフレッサ　ファーマ、ブリストル・マイヤーズ、ブリストル製薬

ペミラストン点眼液０．１％ ペミロラストカリウム アルフレッサ　ファーマ、ブリストル・マイヤーズ、ブリストル製薬

ペミリドン点眼液０．１％ ペミロラストカリウム テイカ製薬、東和薬品

ペミロラストＫドライシロップ０．５％「ＴＣＫ」ペミロラストカリウム 辰巳化学

ペミロラストＫドライシロップ０．５％「マイラン」ペミロラストカリウム ファイザー、マイラン製薬

ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 ペミロラストカリウム 辰巳化学

ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「トーワ」 ペミロラストカリウム 東和薬品

ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「マイラン」 ペミロラストカリウム ファイザー、マイラン製薬

ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「武田テバ」 ペミロラストカリウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

ペミロラストＫ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ペミロラストカリウム 辰巳化学

ペミロラストＫ錠５ｍｇ「トーワ」 ペミロラストカリウム 東和薬品

ペミロラストＫ錠５ｍｇ「マイラン」 ペミロラストカリウム ファイザー、マイラン製薬

ペミロラストＫ錠５ｍｇ「武田テバ」 ペミロラストカリウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

ペミロラストＫ点眼液０．１％「杏林」 ペミロラストカリウム キョーリンリメディオ、杏林製薬、日東メディック



ヘモクロンカプセル２００ｍｇ トリベノシド 天藤製薬、武田薬品工業

ヘモナーゼ配合錠 トコフェロール酢酸エステル、ブロメラインジェイドルフ製薬、堀井薬品工業

ヘモポリゾン軟膏 ヒドロコルチゾン、大腸菌死菌浮遊液 ジェイドルフ製薬

ヘモリンガル舌下錠０．１８ｍｇ 静脈血管叢エキス 東菱薬品工業、扶桑薬品工業

ヘモレックス軟膏 エスクロシド、ジブカイン塩酸塩、ヒドロコルチゾン、フラジオマイシン硫酸塩ジェイドルフ製薬、堀井薬品工業

ベラチンドライシロップ小児用０．１％ ツロブテロール塩酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

ベラチン錠１ｍｇ ツロブテロール塩酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

ペリアクチンシロップ０．０４％ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 日医工、萬有製薬

ペリアクチン散１％ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 日医工、萬有製薬

ペリアクチン錠４ｍｇ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 日医工、萬有製薬

ペリオドン ジブカイン塩酸塩、パラホルムアルデヒドネオ製薬工業

ペリシット錠１２５ｍｇ ニセリトロール 三和化学研究所

ペリシット錠２５０ｍｇ ニセリトロール 三和化学研究所

ベリチーム配合顆粒 セルラーゼＡＰ３、ビオヂアスターゼ１０００、リパーゼＡＰ６、濃厚パンクレアチン塩野義製薬、共和薬品工業

ベルコムローション ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

ベルサン ｌ－メントール、ゲンチアナ末、ロートエキス散、炭酸水素ナトリウム本草製薬

ベルベゾロン眼耳鼻科用液０．１％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウムニッテン、日本点眼薬研究所

ヘルミチンＳ坐剤 アミノ安息香酸エチル、リドカイン、次没食子酸ビスマスアステラス製薬、ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

ペレックス配合顆粒 アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、サリチルアミド、無水カフェイン大鵬薬品工業

ベロテックシロップ０．０５％ フェノテロール臭化水素酸塩 日本ベーリンガーインゲルハイム

ベンコール配合錠 カサンスラノール、ジオクチルソジウムスルホサクシネートマルコ製薬、日医工、日医工ファーマ

ベンザルコニウム塩化物ラビング消毒用液０．２ｗ／ｖ％「ファイザー」ベンザルコニウム塩化物 ファイザー、マイラン製薬

ベンザルコニウム塩化物液１０％「東豊」 ベンザルコニウム塩化物 東豊薬品

ベンザルコニウム塩化物液１０Ｗ／Ｖ％「タイセイ」ベンザルコニウム塩化物 大成薬品工業

ベンザルコニウム塩化物消毒液０．０２５％「ヨシダ」ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

ベンザルコニウム塩化物消毒液０．０２５Ｗ／Ｖ％「日医工」ベンザルコニウム塩化物 日医工

ベンザルコニウム塩化物消毒液０．０５Ｗ／Ｖ％「日医工」ベンザルコニウム塩化物 日医工

ベンザルコニウム塩化物消毒液０．１Ｗ／Ｖ％「日医工」ベンザルコニウム塩化物 日医工

ベンザルコニウム塩化物消毒液１０％「カネイチ」ベンザルコニウム塩化物 兼一薬品工業

ベンザルコニウム塩化物消毒液１０Ｗ／Ｖ％「ニッコー」ベンザルコニウム塩化物 中北薬品、日興製薬、日興製薬販売

ベンザルコニウム塩化物消毒液１０ｗ／ｖ％「昭和」ベンザルコニウム塩化物 昭和製薬

ベンザルコニウム塩化物消毒用液１０％「ＮＰ」ベンザルコニウム塩化物 ニプロ

ベンザルコニウム塩化物消毒用液１０Ｗ／Ｖ％「ファイザー」ベンザルコニウム塩化物 ファイザー、マイラン製薬

ベンゼットラブ消毒液０．２％ ベンザルコニウム塩化物 東洋製薬化成、日本化薬

ベンゼトニウム塩化物うがい液０．２％「ＫＹＳ」ベンゼトニウム塩化物 協和新薬、昭和薬品化工

ベンダザック軟膏３％「イワキ」 ベンダザック 岩城製薬

ペントキシベリンクエン酸塩錠１５ｍｇ「ツルハラ」ペントキシベリンクエン酸塩 鶴原製薬

ベントナイト ベントナイト 司生堂製薬

ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 ベンフォチアミン 東和薬品

ペンレステープ１８ｍｇ リドカイン マルホ、日東電工

ボアラクリーム０．１２％ デキサメタゾン吉草酸エステル マルホ

ボアラ軟膏０．１２％ デキサメタゾン吉草酸エステル マルホ

ボウイダイコーＭ ボウイ 大晃生薬

ボウコンダイコーＭ ボウコン 大晃生薬

ボウフウダイコーＭ ボウフウ 大晃生薬

ホウ砂「ケンエー」 ホウ砂 健栄製薬

ホウ砂「コザカイ・Ｍ」 ホウ砂 小堺製薬

ホウ砂「タツミ」Ｍ ホウ砂 タツミ薬品工業

ホウ砂「司生堂」 ホウ砂 司生堂製薬

ホウ酸（末）　恵美須 ホウ酸 恵美須薬品

ホウ酸「ＮｉｋＰ」 ホウ酸 岩城製薬、日医工

ホウ酸「ケンエー」 ホウ酸 健栄製薬

ホウ酸「タツミ」Ｍ ホウ酸 タツミ薬品工業

ホウ酸「ニッコー」 ホウ酸 日興製薬

ホウ酸「メタル」 ホウ酸 中北薬品

ホウ酸「ヤマゼン」 ホウ酸 山善製薬

ホウ酸「ヨシダ」 ホウ酸 吉田製薬

ホウ酸「司生堂」 ホウ酸 司生堂製薬

ホウ酸「東海」 ホウ酸 東海製薬

ホウ酸原末「マルイシ」 ホウ酸 丸石製薬

ホーネル錠０．１５ ファレカルシトリオール 大正製薬、大正富山医薬品

ホーネル錠０．３ ファレカルシトリオール 大正製薬、大正富山医薬品

ボーンワックス アーモンド油、サリチル酸、ミツロウ 東京エム・アイ商会

ホクナリンドライシロップ０．１％小児用 ツロブテロール塩酸塩 アボットジャパン、マイランＥＰＤ

ホクナリン錠１ｍｇ ツロブテロール塩酸塩 アボットジャパン、マイランＥＰＤ

ホスコＥ－７５ 丸石製薬

ホスコＨ－１５ 丸石製薬

ホスコＳ－５５ 丸石製薬

ポステリザンＦ坐薬 ヒドロコルチゾン、大腸菌死菌浮遊液 マルホ

ボスミン外用液０．１％ アドレナリン 第一三共

ボタンピＭ永大 ボタンピ 永大薬業

ボタンピダイコーＭ ボタンピ 大晃生薬

ボチシート２０％ 酸化亜鉛 帝國製薬、日医工

ポノフェンＳＲカプセル４５ アンブロキソール塩酸塩 あすか製薬、セオリアファーマ、武田薬品工業

ポノフェン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 あすか製薬、セオリアファーマ、武田薬品工業

ポビドリンパスタ軟膏 ポビドンヨード、精製白糖 キョーリンリメディオ、ニプロＥＳファーマ、杏林製薬、田辺三菱製薬、東亜薬品

ポビドンヨード１０％消毒用綿球２０「ハクゾウ」ポビドンヨード ハクゾウメディカル

ポビドンヨードエタノール液１０％綿棒８「ＬＴ」ポビドンヨード リバテープ製薬

ポビドンヨードガーグル７％「マイラン」 ポビドンヨード ニプロ、ファイザー、マイラン製薬

ポビドンヨードガーグル７％「メタル」 ポビドンヨード 中北薬品

ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 ポビドンヨード 日医工

ポビドンヨードガーグル液７％「ケンエー」 ポビドンヨード 健栄製薬、日本ジェネリック

ポビドンヨードガーグル液７％「東海」 ポビドンヨード 東海製薬

ポビドンヨードガーグル液７％「明治」 ポビドンヨード MeijiSeikaファルマ、日東メディック

ポビドンヨードゲル１０％「マイラン」 ポビドンヨード ファイザー、マイラン製薬

ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ポビドンヨード MeijiSeikaファルマ、日東メディック

ポビドンヨードスクラブ液７．５％「ケンエー」ポビドンヨード 健栄製薬

ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治」 ポビドンヨード MeijiSeikaファルマ、日東メディック

ポビドンヨードフィールド外用液１０％「明治」ポビドンヨード MeijiSeikaファルマ、日東メディック



ポビドンヨード液１０％「メタル」 ポビドンヨード 中北薬品

ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケータ「オーツカ」１０ｍＬポビドンヨード 大塚製薬、大塚製薬工場

ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケータ「オーツカ」２５ｍＬポビドンヨード 大塚製薬、大塚製薬工場

ポビドンヨード液１０％綿球１４「ケンエー」 ポビドンヨード 健栄製薬

ポビドンヨード液１０％綿球２０「ケンエー」 ポビドンヨード 健栄製薬

ポビドンヨード液１０％綿球３０「ケンエー」 ポビドンヨード 健栄製薬

ポビドンヨード液１０％綿球４０「ケンエー」 ポビドンヨード 健栄製薬

ポビドンヨード液１０％綿棒１２「ＬＴ」 ポビドンヨード リバテープ製薬

ポビドンヨード液１０％綿棒１２「ケンエー」 ポビドンヨード 健栄製薬

ポビドンヨード液１０％綿棒１６「ケンエー」 ポビドンヨード 健栄製薬

ポビドンヨード液１０％綿棒２０「ＬＴ」 ポビドンヨード リバテープ製薬

ポビドンヨード液１０％綿棒２７「ケンエー」 ポビドンヨード 健栄製薬

ポビドンヨード液１０％綿棒８「ＬＴ」 ポビドンヨード リバテープ製薬

ポビドンヨード外用液１０％「オオサキ」 ポビドンヨード オオサキメディカル

ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 ポビドンヨード ファイザー、マイラン製薬

ポビドンヨード外用液１０％「東海」 ポビドンヨード 東海製薬

ポビドンヨード外用液１０％「日新」 ポビドンヨード 日新製薬

ポビドンヨード外用液１０％「明治」 ポビドンヨード MeijiSeikaファルマ、日東メディック

ポビドンヨード含嗽用液７％「ＹＤ」 ポビドンヨード 陽進堂

ポビドンヨード消毒液１０％「ケンエー」 ポビドンヨード 健栄製薬

ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 ポビドンヨード ニプロ

ポピヨード液１０％ ポビドンヨード ヤクハン製薬、日医工

ポピヨドン１０％綿棒１２ ポビドンヨード 吉田製薬

ポピヨドン１０％綿棒１６ ポビドンヨード 吉田製薬

ポピヨドンガーグル７％ ポビドンヨード 吉田製薬

ポピヨドンゲル１０％ ポビドンヨード 吉田製薬

ポピヨドンスクラブ７．５％ ポビドンヨード 吉田製薬

ポピヨドンフィールド１０％ ポビドンヨード 吉田製薬

ポピヨドンフィールド１０％綿棒 ポビドンヨード 吉田製薬

ポピヨドン液１０％ ポビドンヨード 吉田製薬

ポピラールガーグル７％ ポビドンヨード 日興製薬、日興製薬販売

ポピラール消毒液１０％ ポビドンヨード 丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

ポピロンガーグル７％ ポビドンヨード シオエ製薬、共和クリティケア、日本新薬

ホミカエキス「司生堂」 ホミカエキス 司生堂製薬

ホミカエキス散「ニッコー」 ホミカエキス散 丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

ホミカエキス散「ホエイ」 ホミカエキス散 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

ホミカエキス散「司生堂」 ホミカエキス 司生堂製薬

ホミカチンキ「司生堂」 ホミカチンキ 司生堂製薬

ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」ホモクロルシクリジン塩酸塩 ニプロ

ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ツルハラ」ホモクロルシクリジン塩酸塩 鶴原製薬

ポラキス錠１ オキシブチニン塩酸塩 アベンティスファーマ、サノフィ

ポラキス錠２ オキシブチニン塩酸塩 アベンティスファーマ、サノフィ

ポラキス錠３ オキシブチニン塩酸塩 アベンティスファーマ、サノフィ

ボラザＧ坐剤 トリベノシド、リドカイン 天藤製薬、武田薬品工業

ボラザＧ軟膏 トリベノシド、リドカイン 天藤製薬、武田薬品工業

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「ＪＧ」 ポラプレジンク 長生堂製薬、日本ジェネリック

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ポラプレジンク 沢井製薬

ポラプレジンク顆粒１５％「ＣＨ」 ポラプレジンク ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

ポラプレジンク顆粒１５％「ＮＳ」 ポラプレジンク 日新製薬

ポラプレジンク顆粒１５％「ＹＤ」 ポラプレジンク 陽進堂

ポラプレジンク顆粒１５％「タイヨー」 ポラプレジンク 大興製薬、大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ポラプレジンク顆粒１５％「ファイザー」 ポラプレジンク ファイザー、マイラン製薬

ポララミンシロップ０．０４％ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ＭＳＤ、シェリング・プラウ、高田製薬

ポララミンドライシロップ０．２％ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ＭＳＤ、シェリング・プラウ、高田製薬

ポララミン散１％ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ＭＳＤ、シェリング・プラウ、高田製薬

ポララミン錠２ｍｇ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ＭＳＤ、シェリング・プラウ、高田製薬

ホリエ　アセンヤク末Ｋ アセンヤク末 堀江生薬

ホリエ　アマチャＫ アマチャ 堀江生薬

ホリエ　アマチャ末Ｋ アマチャ末 堀江生薬

ホリエ　アロエ末Ｋ アロエ末 堀江生薬

ホリエ　ウイキョウＫ ウイキョウ 堀江生薬

ホリエ　ウワウルシＫ ウワウルシ 堀江生薬

ホリエ　エイジツＫ エイジツ 堀江生薬

ホリエ　エイジツ末Ｋ エイジツ末 堀江生薬

ホリエ　エンゴサクＫ エンゴサク 堀江生薬

ホリエ　オウギＫ オウギ 堀江生薬

ホリエ　オウゴンＫ オウゴン 堀江生薬

ホリエ　オウゴン末Ｋ オウゴン末 堀江生薬

ホリエ　オウバクＫ オウバク 堀江生薬

ホリエ　オウバク末Ｋ オウバク末 堀江生薬

ホリエ　オウレンＫ オウレン 堀江生薬

ホリエ　オウレン末Ｋ オウレン末 堀江生薬

ホリエ　オンジＫ オンジ 堀江生薬

ホリエ　オンジ末Ｋ オンジ末 堀江生薬

ホリエ　カゴソウＫ カゴソウ 堀江生薬

ホリエ　ガジュツＫ ガジュツ 堀江生薬

ホリエ　カッコンＫ カッコン 堀江生薬

ホリエ　カノコソウＫ カノコソウ 堀江生薬

ホリエ　カノコソウ末Ｋ カノコソウ末 堀江生薬

ホリエ　カロコンＫ カロコン 堀江生薬

ホリエ　カンゾウＫ カンゾウ 堀江生薬

ホリエ　カンゾウ末Ｋ カンゾウ末 堀江生薬

ホリエ　カンテン末Ｋ カンテン末 堀江生薬

ホリエ　キキョウＫ キキョウ 堀江生薬

ホリエ　キキョウ末Ｋ キキョウ末 堀江生薬

ホリエ　キササゲＫ キササゲ 堀江生薬

ホリエ　キジツＫ キジツ 堀江生薬

ホリエ　キナ末Ｋ キナ末 堀江生薬

ホリエ　キョウニンＫ キョウニン 堀江生薬



ホリエ　クジンＫ クジン 堀江生薬

ホリエ　クジン末Ｋ クジン末 堀江生薬

ホリエ　ケイガイＫ ケイガイ 堀江生薬

ホリエ　ケイヒＫ ケイヒ 堀江生薬

ホリエ　ケイヒ末Ｋ ケイヒ末 堀江生薬

ホリエ　ケツメイシＫ ケツメイシ 堀江生薬

ホリエ　ケンゴシＫ ケンゴシ 堀江生薬

ホリエ　ゲンチアナＫ ゲンチアナ 堀江生薬

ホリエ　ゲンチアナ末Ｋ ゲンチアナ末 堀江生薬

ホリエ　ゲンノショウコＫ ゲンノショウコ 堀江生薬

ホリエ　ゲンノショウコ末Ｋ ゲンノショウコ末 堀江生薬

ホリエ　コウカＫ コウカ 堀江生薬

ホリエ　コウジンＫ コウジン 堀江生薬

ホリエ　コウジン末Ｋ コウジン末 堀江生薬

ホリエ　コウブシＫ コウブシ 堀江生薬

ホリエ　コウブシ末Ｋ コウブシ末 堀江生薬

ホリエ　コウボクＫ コウボク 堀江生薬

ホリエ　コウボク末Ｋ コウボク末 堀江生薬

ホリエ　ゴオウＫ ゴオウ 堀江生薬

ホリエ　ゴオウ末Ｋ ゴオウ末 堀江生薬

ホリエ　ゴシツＫ ゴシツ 堀江生薬

ホリエ　ゴシュユＫ ゴシュユ 堀江生薬

ホリエ　ゴミシＫ ゴミシ 堀江生薬

ホリエ　コロンボＫ コロンボ 堀江生薬

ホリエ　コロンボ末Ｋ コロンボ末 堀江生薬

ホリエ　コンズランゴＫ コンズランゴ 堀江生薬

ホリエ　サイコＫ サイコ 堀江生薬

ホリエ　サイシンＫ サイシン 堀江生薬

ホリエ　サフランＫ サフラン 堀江生薬

ホリエ　サンキライＫ サンキライ 堀江生薬

ホリエ　サンキライ末Ｋ サンキライ末 堀江生薬

ホリエ　サンシシＫ サンシシ 堀江生薬

ホリエ　サンシシ末Ｋ サンシシ末 堀江生薬

ホリエ　サンシュユＫ サンシュユ 堀江生薬

ホリエ　サンショウＫ サンショウ 堀江生薬

ホリエ　サンショウ末Ｋ サンショウ末 堀江生薬

ホリエ　サンヤクＫ サンヤク 堀江生薬

ホリエ　ジオウＫ ジオウ 堀江生薬

ホリエ　シコンＫ シコン 堀江生薬

ホリエ　シャクヤクＫ シャクヤク 堀江生薬

ホリエ　シャクヤク末Ｋ シャクヤク末 堀江生薬

ホリエ　シャゼンシＫ シャゼンシ 堀江生薬

ホリエ　シャゼンソウＫ シャゼンソウ 堀江生薬

ホリエ　ジュウヤクＫ ジュウヤク 堀江生薬

ホリエ　シュクシャＫ シュクシャ 堀江生薬

ホリエ　シュクシャ末Ｋ シュクシャ末 堀江生薬

ホリエ　ショウキョウＫ ショウキョウ 堀江生薬

ホリエ　ショウキョウ末Ｋ ショウキョウ末 堀江生薬

ホリエ　ショウズクＫ ショウズク 堀江生薬

ホリエ　ショウマＫ ショウマ 堀江生薬

ホリエ　セッコウＫ セッコウ 堀江生薬

ホリエ　セネガＫ セネガ 堀江生薬

ホリエ　セネガ末Ｋ セネガ末 堀江生薬

ホリエ　センキュウＫ センキュウ 堀江生薬

ホリエ　センキュウ末Ｋ センキュウ末 堀江生薬

ホリエ　センコツＫ センコツ 堀江生薬

ホリエ　センナＫ センナ 堀江生薬

ホリエ　センナ末Ｋ センナ末 堀江生薬

ホリエ　センブリＫ センブリ 堀江生薬

ホリエ　センブリ末Ｋ センブリ末 堀江生薬

ホリエ　ソウジュツＫ ソウジュツ 堀江生薬

ホリエ　ソウジュツ末Ｋ ソウジュツ末 堀江生薬

ホリエ　ソウハクヒＫ ソウハクヒ 堀江生薬

ホリエ　ソヨウＫ ソヨウ 堀江生薬

ホリエ　ダイオウＫ ダイオウ 堀江生薬

ホリエ　ダイオウ末Ｋ ダイオウ末 堀江生薬

ホリエ　タイソウＫ タイソウ 堀江生薬

ホリエ　タクシャＫ タクシャ 堀江生薬

ホリエ　タクシャ末Ｋ タクシャ末 堀江生薬

ホリエ　チクセツニンジンＫ チクセツニンジン 堀江生薬

ホリエ　チクセツニンジン末Ｋ チクセツニンジン末 堀江生薬

ホリエ　チモＫ チモ 堀江生薬

ホリエ　チョウジＫ チョウジ 堀江生薬

ホリエ　チョウジ末Ｋ チョウジ末 堀江生薬

ホリエ　チョレイＫ チョレイ 堀江生薬

ホリエ　チンピＫ チンピ 堀江生薬

ホリエ　トウガラシＫ トウガラシ 堀江生薬

ホリエ　トウガラシ末Ｋ トウガラシ末 堀江生薬

ホリエ　トウキＫ トウキ 堀江生薬

ホリエ　トウキ末Ｋ トウキ末 堀江生薬

ホリエ　トウニンＫ トウニン 堀江生薬

ホリエ　トウヒＫ トウヒ 堀江生薬

ホリエ　トコンＫ トコン 堀江生薬

ホリエ　トコン末Ｋ トコン末 堀江生薬

ホリエ　ニガキＫ ニガキ 堀江生薬

ホリエ　ニガキ末Ｋ ニガキ末 堀江生薬

ホリエ　ニンジンＫ ニンジン 堀江生薬

ホリエ　バクモンドウＫ バクモンドウ 堀江生薬

ホリエ　ハッカＫ ハッカ 堀江生薬



ホリエ　ハマボウフウＫ ハマボウフウ 堀江生薬

ホリエ　ハンゲＫ ハンゲ 堀江生薬

ホリエ　ビャクシＫ ビャクシ 堀江生薬

ホリエ　ビャクジュツＫ ビャクジュツ 堀江生薬

ホリエ　ビャクジュツ末Ｋ ビャクジュツ末 堀江生薬

ホリエ　ビンロウジＫ ビンロウジ 堀江生薬

ホリエ　ブクリョウＫ ブクリョウ 堀江生薬

ホリエ　ブクリョウ末Ｋ ブクリョウ末 堀江生薬

ホリエ　ボウイＫ ボウイ 堀江生薬

ホリエ　ボウコンＫ ボウコン 堀江生薬

ホリエ　ボタンピＫ ボタンピ 堀江生薬

ホリエ　ボタンピ末Ｋ ボタンピ末 堀江生薬

ホリエ　ボレイＫ ボレイ 堀江生薬

ホリエ　ボレイ末Ｋ ボレイ末 堀江生薬

ホリエ　マオウＫ マオウ 堀江生薬

ホリエ　マクリＫ マクリ 堀江生薬

ホリエ　モクツウＫ モクツウ 堀江生薬

ホリエ　モッコウＫ モッコウ 堀江生薬

ホリエ　ヤクチＫ ヤクチ 堀江生薬

ホリエ　ヨクイニンＫ ヨクイニン 堀江生薬

ホリエ　ヨクイニン末Ｋ ヨクイニン末 堀江生薬

ホリエ　リュウコツＫ リュウコツ 堀江生薬

ホリエ　リュウタンＫ リュウタン 堀江生薬

ホリエ　リュウタン末Ｋ リュウタン末 堀江生薬

ホリエ　レンギョウＫ レンギョウ 堀江生薬

ホリエ　ロートコンＫ ロートコン 堀江生薬

ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％「日医工」ポリカルボフィルカルシウム 日医工

ポリシロ錠４０ｍｇ ジメチコン 堀井薬品工業

ポリシロ錠８０ｍｇ ジメチコン 堀井薬品工業

ポリスチレンスルホン酸Ｃａ「ＮＰ」原末 ポリスチレンスルホン酸カルシウム ニプロ

ポリフル細粒８３．３％ ポリカルボフィルカルシウム アボットジャパン、マイランＥＰＤ

ポリフル錠５００ｍｇ ポリカルボフィルカルシウム アボットジャパン、マイランＥＰＤ

ポリヨードン消毒液１０％「カネイチ」 ポビドンヨード 兼一薬品工業

ホルダゾール錠１００ シロスタゾール 興和テバ、三和化学研究所、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ホルダゾール錠５０ シロスタゾール 興和テバ、三和化学研究所、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ボルタレンゲル１％ ジクロフェナクナトリウム ノバルティスファーマ、同仁医薬化工

ボルタレンテープ１５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ノバルティスファーマ、同仁医薬化工

ボルタレンテープ３０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ノバルティスファーマ、同仁医薬化工

ボルタレンローション１％ ジクロフェナクナトリウム ノバルティスファーマ、同仁医薬化工

ボルトミー配合錠 セルラーゼＡＰ３、ニューラーゼ、ビオヂアスターゼ２０００、膵臓性消化酵素ＴＡ全星薬品、全星薬品工業

ポルトラック原末 ラクチトール水和物 日本新薬

ポルボノールドライシロップ０．２５％ フェノテロール臭化水素酸塩 高田製薬、日本化薬

ポルボノールドライシロップ０．５％ フェノテロール臭化水素酸塩 高田製薬、日本化薬

ホルマリン　恵美須 ホルマリン 恵美須薬品

ホルマリン「ケンエー」 ホルマリン 健栄製薬

ホルマリン「コザカイ・Ｍ」 ホルマリン ヤクハン製薬、吉田製薬、小堺製薬、中北薬品、日医工、日興製薬販売

ホルマリン「タイセイ」 ホルマリン 健栄製薬、大成薬品工業

ホルマリン「タツミ」Ｍ ホルマリン タツミ薬品工業

ホルマリン「ヤマゼン」 ホルマリン 山善製薬

ホルマリン「東海」 ホルマリン 東海製薬

ホルマリン・グアヤコールＦＧ「ネオ」 グアヤコール、ホルマリン ネオ製薬工業

ホルムクレゾールＦＣ「ネオ」 クレゾール、ホルマリン ネオ製薬工業

ボレイダイコーＭ ボレイ 大晃生薬

ボレイ末　鈴 ボレイ末 鈴粉末薬品

ボレークリーム１％ ブテナフィン塩酸塩 久光製薬

ボレースプレー１％ ブテナフィン塩酸塩 久光製薬

ボレー外用液１％ ブテナフィン塩酸塩 久光製薬

ホンゾウコウジン末 コウジン末 本草製薬

ポンタールカプセル２５０ｍｇ メフェナム酸 三共、第一三共

ポンタールシロップ３．２５％ メフェナム酸 第一三共

ポンタール細粒９８．５％ メフェナム酸 第一三共

ポンタール散５０％ メフェナム酸 第一三共

マーキュロクロム液「コザカイ・Ｍ」 マーキュロクロム 小堺製薬

マーズレンＳ配合顆粒 Ｌ－グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物ＥＡファーマ、ゼリア新薬工業、寿製薬、味の素製薬

マーズレン配合錠０．３７５ＥＳ Ｌ－グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物ＥＡファーマ、寿製薬、味の素製薬

マーズレン配合錠０．５ＥＳ Ｌ－グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物ＥＡファーマ、ゼリア新薬工業、寿製薬、味の素製薬

マーズレン配合錠１．０ＥＳ Ｌ－グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物ＥＡファーマ、ゼリア新薬工業、寿製薬、味の素製薬

マーレッジ懸濁用配合ＤＳ 乾燥水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム東和薬品

マーロックス懸濁用配合顆粒 乾燥水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウムアステラス製薬、サノフィ

マイアロンクリーム０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル テイコクメディックス、佐藤製薬、前田薬品工業、日医工

マイアロンローション０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル テイコクメディックス、佐藤製薬、前田薬品工業、日医工

マイアロン軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル テイコクメディックス、佐藤製薬、前田薬品工業、日医工、日本ジェネリック

マイクロシールドスクラブ液４％ クロルヘキシジングルコン酸塩 ジョンソン・エンド・ジョンソン、杏林製薬、日本エア・リキード

マイコスポールクリーム１％ ビホナゾール バイエル薬品

マイコスポール外用液１％ ビホナゾール バイエル薬品

マイコゾールクリーム１％ ビホナゾール 共和薬品工業

マイザークリーム０．０５％ ジフルプレドナート 田辺三菱製薬

マイザー軟膏０．０５％ ジフルプレドナート 田辺三菱製薬

マイセラクリーム０．１％ モメタゾンフランカルボン酸エステル テイコクメディックス、前田薬品工業、日医工

マイセラローション０．１％ モメタゾンフランカルボン酸エステル テイコクメディックス、前田薬品工業、日医工

マイセラ軟膏０．１％ モメタゾンフランカルボン酸エステル テイコクメディックス、前田薬品工業、日医工

マイテラーゼ錠１０ｍｇ アンベノニウム塩化物 アルフレッサ　ファーマ

マイピリン点眼液 Ｌ－アスパラギン酸カリウム、ネオスチグミンメチル硫酸塩、塩化カルシウム水和物、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム日本点眼薬研究所

マオウＭ永大 マオウ 永大薬業

マオウダイコーＭ マオウ 大晃生薬

マグテクト配合内服液 水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム日医工、日医工ファーマ

マグミット細粒８３％ 酸化マグネシウム シオエ製薬、ニプロ、協和化学工業、日本新薬

マグミット錠２００ｍｇ 酸化マグネシウム シオエ製薬、協和化学工業、日本新薬



マグミット錠２５０ｍｇ 酸化マグネシウム
シオエ製薬、ニプロ、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、丸石製薬、協和化

学工業、健栄製薬、日医工、日興製薬販売、日本新薬

マグミット錠３３０ｍｇ 酸化マグネシウム
シオエ製薬、ニプロ、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、丸石製薬、協和化

学工業、健栄製薬、日医工、日興製薬販売、日本新薬

マグミット錠５００ｍｇ 酸化マグネシウム
シオエ製薬、ニプロ、マイラン製薬、メルク製薬、丸石製薬、協和化学工業、健栄製

薬、日医工、日興製薬販売、日本新薬

マクロゴール１５００／司生堂製薬 マクロゴール１５００ 司生堂製薬

マクロゴール１５００／東豊薬品 マクロゴール１５００ 東豊薬品

マクロゴール１５００／日興製薬 マクロゴール１５００ 日興製薬、日興製薬販売

マクロゴール４００／丸石製薬 マクロゴール４００ 丸石製薬

マクロゴール４００／司生堂製薬 マクロゴール４００ 司生堂製薬

マクロゴール４００／東豊薬品 マクロゴール４００ 吉田製薬、東豊薬品

マクロゴール４００／日興製薬 マクロゴール４００ 日興製薬、日興製薬販売

マクロゴール４０００／丸石製薬 マクロゴール４０００ 丸石製薬

マクロゴール４０００／司生堂製薬 マクロゴール４０００ 司生堂製薬

マクロゴール４０００／東豊薬品 マクロゴール４０００ 吉田製薬、東豊薬品

マクロゴール４０００／日興製薬 マクロゴール４０００ 日興製薬、日興製薬販売

マクロゴール６０００／司生堂製薬 マクロゴール６０００ 司生堂製薬

マクロゴール６０００／日興製薬 マクロゴール６０００ 日興製薬、日興製薬販売

マクロゴール軟膏／東豊薬品 マクロゴール４００、マクロゴール４０００東豊薬品

マクロゴール軟膏／日興製薬 マクロゴール４００、マクロゴール４０００丸石製薬、健栄製薬、日興製薬、日興製薬販売

マクロゴール軟膏「ヨシダ」 マクロゴール４００、マクロゴール４０００吉田製薬

マゴチフェンカプセル１ｍｇ ケトチフェンフマル酸塩 鶴原製薬

マゴチフェンドライシロップ０．１％ ケトチフェンフマル酸塩 鶴原製薬

マゴチフェン点眼液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 鶴原製薬

マゴチフェン点鼻液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 鶴原製薬

マスキンＯＲ・エタノール消毒液１％ クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬

マスキンＲ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） クロルヘキシジングルコン酸塩 ニプロ、ニプロファーマ、丸石製薬

マスキンＷ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬

マスキンスクラブ４％ クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬

マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石製薬

マズレニンガーグル散０．４％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ニプロ、丸石製薬

マツウラのイレイセン（調剤用） イレイセン 松浦薬業

マツウラのインチンコウ（医療用） インチンコウ 松浦薬業

マツウラのウイキョウ（医療用） ウイキョウ 松浦薬業

マツウラのエンゴサク（医療用） エンゴサク 松浦薬業

マツウラのオウギ（医療用） オウギ 松浦薬業

マツウラのオウゴン（医療用） オウゴン 松浦薬業

マツウラのオウバク（医療用） オウバク 松浦薬業

マツウラのオウバク末（医療用） オウバク末 松浦薬業

マツウラのオウレン（医療用） オウレン 松浦薬業

マツウラのオウレン末（医療用） オウレン末 松浦薬業

マツウラのオンジ（医療用） オンジ 松浦薬業

マツウラのガジュツ（医療用） ガジュツ 松浦薬業

マツウラのカッコウ（調剤用） カッコウ 松浦薬業

マツウラのカッコン（医療用） カッコン 松浦薬業

マツウラのカッセキ（調剤用） カッセキ 松浦薬業

マツウラのカロコン（医療用） カロコン 松浦薬業

マツウラのカンキョウ（調剤用） カンキョウ 松浦薬業

マツウラのカンゾウ（医療用） カンゾウ 松浦薬業

マツウラのカンゾウ末（医療用） カンゾウ末 松浦薬業

マツウラのキキョウ（医療用） キキョウ 松浦薬業

マツウラのキジツ（医療用） キジツ 松浦薬業

マツウラのキョウカツ（調剤用） キョウカツ 松浦薬業

マツウラのキョウニン（医療用） キョウニン 松浦薬業

マツウラのキンモンダイオウ（調剤用） キンモンダイオウ 松浦薬業

マツウラのクコシ（調剤用） クコシ 松浦薬業

マツウラのクジン（医療用） クジン 松浦薬業

マツウラのケイガイ（医療用） ケイガイ 松浦薬業

マツウラのケイヒ（医療用） ケイヒ 松浦薬業

マツウラのケイヒ末（医療用） ケイヒ末 松浦薬業

マツウラのコウカ（医療用） コウカ 松浦薬業

マツウラのコウジン（医療用） コウジン 松浦薬業

マツウラのコウジン末（調剤用） コウジン末 松浦薬業

マツウラのコウブシ（医療用） コウブシ 松浦薬業

マツウラのコウボク（医療用） コウボク 松浦薬業

マツウラのコウボク末（医療用） コウボク末 松浦薬業

マツウラのゴオウ（医療用） ゴオウ 松浦薬業

マツウラのゴシツ（医療用） ゴシツ 松浦薬業

マツウラのゴシュユ（医療用） ゴシュユ 松浦薬業

マツウラのゴミシ（医療用） ゴミシ 松浦薬業

マツウラのサイコ（医療用） サイコ 松浦薬業

マツウラのサイシン（医療用） サイシン 松浦薬業

マツウラのサフラン（医療用） サフラン 松浦薬業

マツウラのサンキライ（医療用） サンキライ 松浦薬業

マツウラのサンシシ（医療用） サンシシ 松浦薬業

マツウラのサンシシ末（医療用） サンシシ末 松浦薬業

マツウラのサンシュユ（医療用） サンシュユ 松浦薬業

マツウラのサンソウニン（調剤用） サンソウニン 松浦薬業

マツウラのサンヤク（医療用） サンヤク 松浦薬業

マツウラのジオウ（医療用） ジオウ 松浦薬業

マツウラのジコッピ（調剤用） ジコッピ 松浦薬業

マツウラのシコン（医療用） シコン 松浦薬業

マツウラのシツリシ（調剤用） シツリシ 松浦漢方、松浦薬業

マツウラのシャクヤク（医療用） シャクヤク 松浦薬業

マツウラのシャクヤク末（医療用） シャクヤク末 松浦薬業

マツウラのシャゼンシ（医療用） シャゼンシ 松浦薬業

マツウラのシュクシャ（医療用） シュクシャ 松浦薬業

マツウラのショウキョウ（医療用） ショウキョウ 松浦薬業



マツウラのショウマ（医療用） ショウマ 松浦薬業

マツウラのシンイ（調剤用） シンイ 松浦薬業

マツウラのセキシャク（調剤用） セキシャク 松浦薬業

マツウラのセッコウ（医療用） セッコウ 松浦薬業

マツウラのセンキュウ（医療用） センキュウ 松浦薬業

マツウラのセンタイ（調剤用） センタイ 松浦漢方、松浦薬業

マツウラのセンナ末（医療用） センナ 松浦薬業

マツウラのセンブリ末（医療用） センブリ末 松浦薬業

マツウラのソウジュツ（医療用） ソウジュツ 松浦薬業

マツウラのソヨウ（医療用） ソヨウ 松浦薬業

マツウラのダイオウ（医療用） ダイオウ 松浦薬業

マツウラのダイオウ末（医療用） ダイオウ末 松浦薬業

マツウラのタイソウ（医療用） タイソウ 松浦薬業

マツウラのタクシャ（医療用） タクシャ 松浦薬業

マツウラのタンジン（調剤用） タンジン 松浦薬業

マツウラのチモ（医療用） チモ 松浦薬業

マツウラのチョウジ（医療用） チョウジ 松浦薬業

マツウラのチョウトウコウ（調剤用） チョウトウコウ 松浦薬業

マツウラのチョレイ（医療用） チョレイ 松浦薬業

マツウラのチンピ（医療用） チンピ 松浦薬業

マツウラのトウキ（医療用） トウキ 松浦薬業

マツウラのトウジン（調剤用） トウジン 松浦薬業

マツウラのトウニン（医療用） トウニン 松浦薬業

マツウラのトチュウ（医療用） トチュウ 松浦薬業

マツウラのニンジン（医療用） ニンジン 松浦薬業

マツウラのニンジン末（調剤用） ニンジン末 松浦薬業

マツウラのバクモンドウ（医療用） バクモンドウ 松浦薬業

マツウラのハッカ（医療用） ハッカ 松浦薬業

マツウラのハマボウフウ（医療用） ハマボウフウ 松浦薬業

マツウラのハンゲ（医療用） ハンゲ 松浦薬業

マツウラのビャクシ（医療用） ビャクシ 松浦薬業

マツウラのビャクジュツ（医療用） ビャクジュツ 松浦薬業

マツウラのビャクジュツ末（医療用） ビャクジュツ末 松浦薬業

マツウラのビンロウジ（医療用） ビンロウジ 松浦薬業

マツウラのブクリョウ（医療用） ブクリョウ 松浦薬業

マツウラのブクリョウ末（医療用） ブクリョウ末 松浦薬業

マツウラのボウイ（医療用） ボウイ 松浦薬業

マツウラのボウコン（医療用） ボウコン 松浦薬業

マツウラのボタンピ（医療用） ボタンピ 松浦薬業

マツウラのボタンピ末（医療用） ボタンピ末 松浦薬業

マツウラのボレイ（医療用） ボレイ 松浦薬業

マツウラのボレイ末（医療用） ボレイ末 松浦薬業

マツウラのマオウ（医療用） マオウ 松浦薬業

マツウラのマシニン（調剤用） マシニン 松浦薬業

マツウラのモクツウ（医療用） モクツウ 松浦薬業

マツウラのモッコウ（医療用） モッコウ 松浦薬業

マツウラのヨクイニン（医療用） ヨクイニン 松浦漢方、松浦薬業

マツウラのヨクイニン末（医療用） ヨクイニン末 松浦薬業

マツウラのリュウガンニク（調剤用） リュウガンニク 松浦薬業

マツウラのリュウコツ（医療用） リュウコツ 松浦薬業

マツウラのリュウタン（医療用） リュウタン 松浦薬業

マツウラのレンギョウ（医療用） レンギョウ 松浦薬業

マツウラの修治附子（調剤用） ブシ 松浦薬業

マツウラの修治附子末（調剤用） ブシ末 松浦薬業

マツウラの天麻（調剤用） テンマ 松浦薬業

マツウラの天麻末（調剤用） テンマ末 松浦薬業

マツウラよく苡仁湯エキス顆粒 よく苡仁湯 松浦薬業

マツウラ加味逍遙散エキス顆粒 加味逍遙散 松浦薬業

マツウラ葛根湯エキス顆粒 葛根湯 松浦薬業

マツウラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 桂枝加朮附湯 松浦薬業

マツウラ桂枝湯エキス顆粒 桂枝湯 松浦薬業

マツウラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒 桂枝茯苓丸 松浦薬業

マツウラ五苓散料エキス顆粒 五苓散 キョーリンリメディオ、杏林製薬、協和醗酵工業、松浦薬業、伸和製薬

マツウラ三黄瀉心湯エキス顆粒 三黄瀉心湯 キョーリンリメディオ、松浦薬業、東洋ファルマー、陽進堂

マツウラ酸棗仁湯エキス顆粒 酸棗仁湯 松浦薬業

マツウラ七物降下湯エキス顆粒 七物降下湯 松浦薬業

マツウラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 柴胡加竜骨牡蛎湯
キョーリンリメディオ、杏林製薬、協和醗酵工業、松浦薬業、伸和製薬、東洋ファル

マー、陽進堂

マツウラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 柴胡桂枝湯 松浦薬業

マツウラ十味敗毒湯エキス顆粒 十味敗毒湯 松浦薬業

マツウラ小柴胡湯エキス顆粒 小柴胡湯 松浦薬業

マツウラ人参湯エキス顆粒 人参湯 松浦薬業

マツウラ大柴胡湯エキス顆粒 大柴胡湯 松浦薬業

マツウラ猪苓湯エキス顆粒 猪苓湯 松浦薬業

マツウラ釣藤散エキス顆粒 釣藤散
カネボウ薬品、キョーリンリメディオ、クラシエ薬品、協和醗酵工業、松浦薬業、伸和

製薬、東洋ファルマー、陽進堂

マツウラ当帰芍薬散料エキス顆粒 当帰芍薬散 松浦薬業

マツウラ麦門冬湯エキス顆粒 麦門冬湯 カネボウ薬品、クラシエ薬品、協和醗酵工業、松浦薬業、伸和製薬

マツウラ半夏瀉心湯エキス顆粒 半夏瀉心湯 松浦薬業

マツウラ防風通聖散エキス顆粒 防風通聖散 協和醗酵工業、松浦薬業、伸和製薬

マツウラ防已黄耆湯エキス顆粒 防已黄耆湯 協和醗酵工業、松浦薬業、伸和製薬

マツウラ麻杏甘石湯エキス顆粒 麻杏甘石湯 松浦薬業

マツウラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 苓桂朮甘湯 松浦薬業

マツウラ六君子湯エキス顆粒 六君子湯
キョーリンリメディオ、杏林製薬、協和醗酵工業、松浦薬業、伸和製薬、東洋ファル

マー、陽進堂

マツウラ芍薬甘草湯エキス顆粒 芍薬甘草湯 ジェーピーエス製薬、協和醗酵工業、松浦薬業、伸和製薬

マックターゼ配合錠 セルラーゼＡＰ３、ニューラーゼ、ビオヂアスターゼ２０００、プロザイム６、膵臓性消化酵素８ＡＰ沢井製薬

マックメット懸濁用配合ＤＳ 乾燥水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム沢井製薬

マナミンＧＡ配合顆粒 Ｌ－グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物鶴原製薬



マナミンＴＭ散 ウイキョウ末、オウレン末、カンゾウ末、ケイヒ末、サンショウ末、ショウキョウ末、チョウジ末、ビオヂアスターゼ、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム鶴原製薬

マハディクリーム０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル ラクール薬品販売、わかもと製薬、協和新薬、東光薬品工業

マハディ外用液０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル ラクール薬品販売、わかもと製薬、協和新薬、東光薬品工業

マハディ軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル ラクール薬品販売、わかもと製薬、協和新薬、東光薬品工業

マリキナ配合顆粒 アセトアミノフェン、サリチルアミド、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、無水カフェイン鶴原製薬、日医工

マリンゾールクリーム１％ ビホナゾール 佐藤製薬

マルスチン錠１ｍｇ クレマスチンフマル酸塩 東和薬品

マルツエキス分包／高田製薬 マルツエキス 高田製薬

マルファ懸濁用配合顆粒 乾燥水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム小野薬品工業、東洋製薬化成

マルファ配合内服液 水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム小野薬品工業、東洋製薬化成

マルワ亜酸化窒素 亜酸化窒素 和歌山酸素

マレイン酸クロルフェニラミン散１％「ホエイ」クロルフェニラミンマレイン酸塩 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

ミオピン点眼液 Ｌ－アスパラギン酸カリウム、ネオスチグミンメチル硫酸塩、塩化カルシウム水和物、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム参天製薬

ミカメタン－クリーム１％ インドメタシン 三笠製薬

ミカメタン坐剤２５ｍｇ インドメタシン 三笠製薬

ミカメタン坐剤５０ｍｇ インドメタシン 三笠製薬

ミグリステン錠２０ ジメトチアジンメシル酸塩 塩野義製薬、共和薬品工業

ミグレニン「ケンエー」 ミグレニン 健栄製薬

ミケランＬＡ点眼液１％ カルテオロール塩酸塩 千寿製薬、大塚製薬、武田薬品工業

ミケランＬＡ点眼液２％ カルテオロール塩酸塩 千寿製薬、大塚製薬、武田薬品工業

ミケラン点眼液１％ カルテオロール塩酸塩 千寿製薬、大塚製薬、武田薬品工業

ミケラン点眼液２％ カルテオロール塩酸塩 千寿製薬、大塚製薬、武田薬品工業

ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「ＹＤ」 ミコナゾール硝酸塩 陽進堂

ミタピラリン原末 ポリスチレンスルホン酸カルシウム キョーリンリメディオ、杏林製薬

ミタヤク点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム
キョーリンリメディオ、杏林製薬、東洋ファルマー、日医工、日本ジェネリック、富士

フイルムファーマ

ミツロウ／司生堂製薬 ミツロウ 司生堂製薬

ミツロウ／東豊薬品 ミツロウ 吉田製薬、東豊薬品

ミドリンＭ点眼液０．４％ トロピカミド 参天製薬

ミドリンＰ点眼液 トロピカミド、フェニレフリン塩酸塩 参天製薬

ミドレフリンＰ点眼液 トロピカミド、フェニレフリン塩酸塩 日東メディック

ミヤＢＭ細粒 酪酸菌 ミヤリサン製薬

ミヤＢＭ錠 酪酸菌 ミヤリサン製薬

ミラノール顆粒１１％ フッ化ナトリウム ビーブランド・メディコ・デンタル、東洋製薬化成

ミリカレット点鼻液５０μｇ２８噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル あすか製薬、セオリアファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ミリカレット点鼻液５０μｇ５６噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル あすか製薬、セオリアファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ミルタックスパップ３０ｍｇ ケトプロフェン ニプロパッチ、ニプロファーマ、埼玉第一製薬、第一三共、第一三共エスファ

ミルマグ錠３５０ｍｇ 水酸化マグネシウム エムジーファーマ、共和薬品工業、高田製薬

ミルマグ内用懸濁液７．２％ 水酸化マグネシウム エムジーファーマ、共和薬品工業

ミルラクト細粒５０％ β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウム）塩野義製薬、高田製薬

ミロル点眼液０．５％ レボブノロール塩酸塩 杏林製薬、科研製薬

ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 サノフィ、日本ベーリンガーインゲルハイム

ムコサールドライシロップ１．５％ アンブロキソール塩酸塩 サノフィ、日本ベーリンガーインゲルハイム

ムコサール錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 サノフィ、日本ベーリンガーインゲルハイム

ムコスタ錠１００ｍｇ レバミピド 大塚製薬

ムコスタ点眼液ＵＤ２％ レバミピド 大塚製薬

ムコスタ顆粒２０％ レバミピド 大塚製薬

ムコゾーム点眼液０．５％ リゾチーム塩酸塩 参天製薬

ムコソルバンＤＳ３％ アンブロキソール塩酸塩 帝人ファーマ

ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 帝人ファーマ

ムコソルバン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 帝人ファーマ

ムコソルバン内用液０．７５％ アンブロキソール塩酸塩 帝人ファーマ

ムコソレートＬカプセル４５ アンブロキソール塩酸塩
アルフレッサ　ファーマ、興和テバ、三和化学研究所、武田テバファーマ、武田テバ薬

品、武田薬品工業

ムコソレート錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 アルフレッサ　ファーマ、興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ムコダインＤＳ５０％ Ｌ－カルボシステイン 杏林製薬

ムコダインシロップ５％ Ｌ－カルボシステイン 杏林製薬

ムコダイン錠２５０ｍｇ Ｌ－カルボシステイン 杏林製薬

ムコダイン錠５００ｍｇ Ｌ－カルボシステイン 杏林製薬

ムコティア点眼液 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム日本点眼薬研究所

ムコファジン点眼液 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムわかもと製薬

ムコフィリン吸入液２０％ アセチルシステイン エーザイ、サンノーバ

ムコブリン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 エーザイ、エルメッド、日医工、龍角散

ムコブロチン配合シロップ ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩東和薬品

ムコロイド点眼液１％ コンドロイチン硫酸エステルナトリウム日本点眼薬研究所

ムコロイド点眼液３％ コンドロイチン硫酸エステルナトリウム日本点眼薬研究所

ムルキナ点眼液０．１％ プラノプロフェン 日東メディック

メイスパン配合軟膏 ポビドンヨード、精製白糖 MeijiSeikaファルマ、日東メディック

メインベートクリーム０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 佐藤製薬、前田薬品工業、日本ジェネリック

メインベートローション０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 佐藤製薬、前田薬品工業、日本ジェネリック

メインベート軟膏０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 佐藤製薬、前田薬品工業、日本ジェネリック

メキタジンＤＳ０．６％「ＫＮ」 メキタジン 小林化工

メキタジン錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 メキタジン 辰巳化学

メキタジン錠３ｍｇ「サワイ」 メキタジン 沢井製薬

メキタジン錠３ｍｇ「タイヨー」 メキタジン ポーラファルマ、ポーラ化成工業、大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

メキタジン錠３ｍｇ「ツルハラ」 メキタジン 鶴原製薬

メキタジン錠３ｍｇ「トーワ」 メキタジン 東和薬品

メキタジン錠３ｍｇ「わかもと」 メキタジン ダイト、わかもと製薬

メキタジン錠３ｍｇ「日医工」 メキタジン 日医工

メキタミン錠３ｍｇ メキタジン ダイト、わかもと製薬、日医工

メコバラミン錠２５０μｇ「ＪＧ」 メコバラミン 共創未来ファーマ、日本ジェネリック

メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 メコバラミン 富士フイルムファーマ、陽進堂

メコバラミン錠５００（ツルハラ） メコバラミン 鶴原製薬、日本ジェネリック

メコバラミン錠５００「トーワ」 メコバラミン 東和薬品

メコバラミン錠５００μｇ「ＪＧ」 メコバラミン 共創未来ファーマ、日本ジェネリック

メコバラミン錠５００μｇ「ＮＰ」 メコバラミン ニプロ

メコバラミン錠５００μｇ「ＳＷ」 メコバラミン 沢井製薬、日本ケミファ

メコバラミン錠５００μｇ「ＴＣＫ」 メコバラミン 辰巳化学



メコバラミン錠５００μｇ「ＹＤ」 メコバラミン 三笠製薬、昭和薬品化工、日医工、富士フイルムファーマ、陽進堂

メコラミンカプセル２５０μｇ メコバラミン 科研製薬、日新製薬

メサデルムクリーム０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 岡山大鵬薬品、大鵬薬品工業

メサデルムローション０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 岡山大鵬薬品、大鵬薬品工業

メサデルム軟膏０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 岡山大鵬薬品、大鵬薬品工業

メサフィリン配合散 ケイ酸マグネシウム、プロパンテリン臭化物、銅クロロフィリンナトリウムエーザイ、サンノーバ

メサフィリン配合錠 ケイ酸マグネシウム、プロパンテリン臭化物、銅クロロフィリンナトリウムエーザイ、サンノーバ

メジコン散１０％ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物塩野義製薬

メジコン錠１５ｍｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物塩野義製薬

メジコン配合シロップ クレゾールスルホン酸カリウム、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物塩野義製薬

メタル消アル イソプロパノール、メタノール変性アルコール中北薬品

メチエフ散１０％ ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩 ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬、田辺製薬

メチコバール細粒０．１％ メコバラミン エーザイ

メチコバール錠２５０μｇ メコバラミン エーザイ

メチコバール錠５００μｇ メコバラミン エーザイ

メチコバイド錠５００μｇ メコバラミン ダイト、扶桑薬品工業

メチルエフェドリン散１０％「フソー」 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩 扶桑薬品工業

メドカイン内用ゼリー２％ リドカイン メドレックス、丸石製薬、堀井薬品工業

メトクロプラミド細粒２％「ツルハラ」 塩酸メトクロプラミド 鶴原製薬

メトクロプラミド錠５ｍｇ「タカタ」 塩酸メトクロプラミド 高田製薬

メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツルハラ」 塩酸メトクロプラミド 鶴原製薬、日本ジェネリック

メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 塩酸メトクロプラミド 武田テバファーマ、武田薬品工業

メトクロプラミド錠５ｍｇ「トーワ」 塩酸メトクロプラミド 東和薬品

メトコール グアヤコール、パラクロルフェノール ネオ製薬工業

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２００ｍｇ「F」

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠５mg「F」

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＣＨ」 メナテトレノン 長生堂製薬、日本ジェネリック

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｆ」 メナテトレノン 日本ケミファ、富士製薬工業

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＫＴＢ」 メナテトレノン 持田製薬、寿製薬

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＣ」 メナテトレノン 東洋カプセル

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＣＫ」 メナテトレノン 辰巳化学

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＹＫ」 メナテトレノン
マイラン製薬、メルク製薬、興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工

業

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＹＤ」 メナテトレノン 沢井製薬、日医工、日本ジェネリック、富士フイルムファーマ、陽進堂

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「トーワ」 メナテトレノン 東和薬品

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「科研」 メナテトレノン 科研製薬、大興製薬

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日医工」 メナテトレノン 日医工

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日本臓器」 メナテトレノン 東海カプセル、日本臓器製薬

メバトルテ錠１０ プラバスタチンナトリウム アルフレッサ　ファーマ、興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

メバリリン錠１０ プラバスタチンナトリウム ケミックス

メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬

メプチンドライシロップ０．００５％ プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬

メプチンミニ錠２５μｇ プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬

メプチン錠５０μｇ プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬

メプチン顆粒０．０１％ プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬

メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ「ツルハラ」メペンゾラート臭化物 鶴原製薬

メルブラール粒状カプセル３００ｍｇ イコサペント酸エチル
キョーリンリメディオ、杏林製薬、興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田

薬品工業

メルブラール粒状カプセル６００ｍｇ イコサペント酸エチル
キョーリンリメディオ、杏林製薬、興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田

薬品工業

メルブラール粒状カプセル９００ｍｇ イコサペント酸エチル
キョーリンリメディオ、杏林製薬、興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田

薬品工業

メロキシカム錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 メロキシカム エーザイ、エルメッド、ダイト、日医工

メロキシカム錠１０ｍｇ「ＪＧ」 メロキシカム 日本ジェネリック

メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 メロキシカム サンド、ニプロ、ニプロファーマ

メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 メロキシカム ファイザー、マイラン製薬、興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本薬品工業

メロキシカム錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 メロキシカム ザイダスファーマ、辰巳化学、日本ユニバーサル薬品

メロキシカム錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 メロキシカム 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

メロキシカム錠１０ｍｇ「ＹＤ」 メロキシカム あすかActavis、武田薬品工業、陽進堂

メロキシカム錠１０ｍｇ「アメル」 メロキシカム 共和薬品工業

メロキシカム錠１０ｍｇ「クニヒロ」 メロキシカム 皇漢堂製薬

メロキシカム錠１０ｍｇ「ケミファ」 メロキシカム 共創未来ファーマ、日本ケミファ、富士フイルムファーマ

メロキシカム錠１０ｍｇ「サワイ」 メロキシカム 沢井製薬

メロキシカム錠１０ｍｇ「タイヨー」 メロキシカム 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

メロキシカム錠１０ｍｇ「タカタ」 メロキシカム 高田製薬

メロキシカム錠１０ｍｇ「タナベ」 メロキシカム ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

メロキシカム錠１０ｍｇ「トーワ」 メロキシカム 東和薬品

メロキシカム錠１０ｍｇ「ユートク」 メロキシカム 大興製薬、祐徳薬品工業

メロキシカム錠１０ｍｇ「科研」 メロキシカム シオノケミカル、科研製薬

メロキシカム錠１０ｍｇ「日医工」 メロキシカム 日医工

メロキシカム錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 メロキシカム エーザイ、エルメッド、ダイト、日医工

メロキシカム錠５ｍｇ「ＪＧ」 メロキシカム 日本ジェネリック

メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰ」 メロキシカム サンド、ニプロ、ニプロファーマ

メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 メロキシカム ファイザー、マイラン製薬、興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本薬品工業

メロキシカム錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 メロキシカム ザイダスファーマ、辰巳化学、日本ユニバーサル薬品

メロキシカム錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 メロキシカム 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

メロキシカム錠５ｍｇ「ＹＤ」 メロキシカム あすかActavis、武田薬品工業、陽進堂

メロキシカム錠５ｍｇ「アメル」 メロキシカム 共和薬品工業

メロキシカム錠５ｍｇ「クニヒロ」 メロキシカム 皇漢堂製薬

メロキシカム錠５ｍｇ「ケミファ」 メロキシカム 共創未来ファーマ、日本ケミファ、富士フイルムファーマ

メロキシカム錠５ｍｇ「サワイ」 メロキシカム 沢井製薬

メロキシカム錠５ｍｇ「タイヨー」 メロキシカム 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

メロキシカム錠５ｍｇ「タカタ」 メロキシカム 高田製薬

メロキシカム錠５ｍｇ「タナベ」 メロキシカム ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

メロキシカム錠５ｍｇ「トーワ」 メロキシカム 東和薬品

メロキシカム錠５ｍｇ「ユートク」 メロキシカム 大興製薬、祐徳薬品工業

メロキシカム錠５ｍｇ「科研」 メロキシカム シオノケミカル、科研製薬

メロキシカム錠５ｍｇ「日医工」 メロキシカム 日医工



メロキシカム速崩錠１０ｍｇ「日本臓器」 メロキシカム 日本臓器製薬

メロキシカム速崩錠５ｍｇ「日本臓器」 メロキシカム 日本臓器製薬

メンタックスクリーム１％ ブテナフィン塩酸塩 科研製薬

メンタックススプレー１％ ブテナフィン塩酸塩 科研製薬

メンタックス外用液１％ ブテナフィン塩酸塩 科研製薬

モービック錠１０ｍｇ メロキシカム 第一三共、第一製薬、日本ベーリンガーインゲルハイム

モービック錠５ｍｇ メロキシカム 第一三共、第一製薬、日本ベーリンガーインゲルハイム

モーラステープ２０ｍｇ ケトプロフェン 久光製薬、祐徳薬品工業

モーラステープＬ４０ｍｇ ケトプロフェン 久光製薬、祐徳薬品工業

モーラスパップ３０ｍｇ ケトプロフェン 久光製薬、祐徳薬品工業

モーラスパップ６０ｍｇ ケトプロフェン 久光製薬、祐徳薬品工業

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ ケトプロフェン 久光製薬、祐徳薬品工業

モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ ケトプロフェン 久光製薬

モクツウダイコーＭ モクツウ 大晃生薬

モサプリドクエン酸塩散１％「テバ」 モサプリドクエン酸塩水和物 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 モサプリドクエン酸塩水和物 日医工

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＡＡ」 モサプリドクエン酸塩水和物 あすかActavis、あすか製薬、武田薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」モサプリドクエン酸塩水和物 第一三共、第一三共エスファ

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 モサプリドクエン酸塩水和物 エーザイ、エルメッド、日医工

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 モサプリドクエン酸塩水和物 日本ジェネリック

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 モサプリドクエン酸塩水和物 興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 モサプリドクエン酸塩水和物 ニプロ、ニプロファーマ

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 モサプリドクエン酸塩水和物 シオノケミカル、ジャパンフューチャー、摩耶堂製薬

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 モサプリドクエン酸塩水和物 辰巳化学

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＳＵ」 モサプリドクエン酸塩水和物 鶴原製薬

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 モサプリドクエン酸塩水和物 陽進堂

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 モサプリドクエン酸塩水和物 全星薬品、全星薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 モサプリドクエン酸塩水和物 共和薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「イセイ」 モサプリドクエン酸塩水和物 カイゲン、カイゲンファーマ、コーアイセイ

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」モサプリドクエン酸塩水和物 日本ケミファ、日本薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 モサプリドクエン酸塩水和物 沢井製薬

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 モサプリドクエン酸塩水和物 サンド

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 モサプリドクエン酸塩水和物 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 モサプリドクエン酸塩水和物 東和薬品

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」モサプリドクエン酸塩水和物 ファイザー

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 モサプリドクエン酸塩水和物 キョーリンリメディオ、杏林製薬

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 モサプリドクエン酸塩水和物 日医工

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日新」 モサプリドクエン酸塩水和物 日新製薬

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「明治」 モサプリドクエン酸塩水和物 MeijiSeikaファルマ

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 モサプリドクエン酸塩水和物 あすかActavis、あすか製薬、武田薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 モサプリドクエン酸塩水和物 第一三共、第一三共エスファ

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 モサプリドクエン酸塩水和物 エーザイ、エルメッド、日医工

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 モサプリドクエン酸塩水和物 日本ジェネリック

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 モサプリドクエン酸塩水和物 興和、興和ジェネリック、興和創薬、日本薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 モサプリドクエン酸塩水和物 ニプロ、ニプロファーマ

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＳＮ」 モサプリドクエン酸塩水和物 シオノケミカル、ジャパンフューチャー、摩耶堂製薬

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 モサプリドクエン酸塩水和物 辰巳化学

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＴＳＵ」 モサプリドクエン酸塩水和物 鶴原製薬

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 モサプリドクエン酸塩水和物 陽進堂

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」 モサプリドクエン酸塩水和物 全星薬品、全星薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 モサプリドクエン酸塩水和物 共和薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「イセイ」 モサプリドクエン酸塩水和物 カイゲン、カイゲンファーマ、コーアイセイ

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 モサプリドクエン酸塩水和物 日本ケミファ、日本薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 モサプリドクエン酸塩水和物 沢井製薬

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「サンド」 モサプリドクエン酸塩水和物 サンド

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「テバ」 モサプリドクエン酸塩水和物 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 モサプリドクエン酸塩水和物 東和薬品

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 モサプリドクエン酸塩水和物 ファイザー

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「杏林」 モサプリドクエン酸塩水和物 キョーリンリメディオ、杏林製薬

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 モサプリドクエン酸塩水和物 日医工

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日新」 モサプリドクエン酸塩水和物 日新製薬

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 モサプリドクエン酸塩水和物 MeijiSeikaファルマ

モッコウダイコーＭ モッコウ 大晃生薬

モニラック・シロップ６５％ ラクツロース 中外製薬

モニラック原末 ラクツロース 中外製薬

モノフィリン原末 プロキシフィリン 日医工

モノフィリン錠１００ｍｇ プロキシフィリン 日医工

モルホニン歯科用液 エデト酸ナトリウム水和物、セトリミド昭和薬品化工

モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 モンテルカストナトリウム エーザイ、エルメッド、日医工

モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 モンテルカストナトリウム 小林化工

モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 モンテルカストナトリウム 沢井製薬

モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 モンテルカストナトリウム 共創未来ファーマ、高田製薬

モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 モンテルカストナトリウム 東和薬品

モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「武田テバ」 モンテルカストナトリウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 モンテルカストナトリウム MeijiSeikaファルマ

モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 モンテルカストナトリウム エーザイ、エルメッド、日医工

モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 モンテルカストナトリウム 小林化工

モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 モンテルカストナトリウム 沢井製薬

モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 モンテルカストナトリウム 高田製薬

モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 モンテルカストナトリウム 東和薬品

モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「武田テバ」 モンテルカストナトリウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「明治」 モンテルカストナトリウム MeijiSeikaファルマ

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ＡＡ」 モンテルカストナトリウム あすか製薬、浜理薬品工業

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」モンテルカストナトリウム 第一三共、第一三共エスファ

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ＥＥ」 モンテルカストナトリウム エーザイ、エルメッド、日医工

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ＪＧ」 モンテルカストナトリウム 日本ジェネリック

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ＫＮ」 モンテルカストナトリウム 小林化工

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ＳＮ」 モンテルカストナトリウム シオノケミカル、江州製薬

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 モンテルカストナトリウム 辰巳化学



モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ＹＤ」 モンテルカストナトリウム 陽進堂

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「アスペン」モンテルカストナトリウム アスペンジャパン、ホシエヌ製薬、田村薬品工業

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「オーハラ」モンテルカストナトリウム 大原薬品工業

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ケミファ」モンテルカストナトリウム 日本ケミファ、日本薬品工業

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「サワイ」 モンテルカストナトリウム 沢井製薬

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「サンド」 モンテルカストナトリウム サンド

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ゼリア」 モンテルカストナトリウム ゼリア新薬工業、日本薬品工業

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「タカタ」 モンテルカストナトリウム 共創未来ファーマ、高田製薬

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「タナベ」 モンテルカストナトリウム ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「トーワ」 モンテルカストナトリウム 東和薬品

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ニプロ」 モンテルカストナトリウム ニプロ

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ファイザー」モンテルカストナトリウム ファイザー

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「科研」 モンテルカストナトリウム ダイト、科研製薬

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「三和」 モンテルカストナトリウム 三和化学研究所

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「日医工」 モンテルカストナトリウム 日医工

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「日本臓器」モンテルカストナトリウム 日本臓器製薬

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「武田テバ」モンテルカストナトリウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「明治」 モンテルカストナトリウム MeijiSeikaファルマ、日新製薬

モンテルカストナトリウム錠１０ｍｇ「日本臓器」モンテルカストナトリウム 日本臓器製薬

モンテルカストナトリウム錠５ｍｇ「日本臓器」モンテルカストナトリウム 日本臓器製薬

モンテルカスト細粒４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 モンテルカストナトリウム 第一三共、第一三共エスファ

モンテルカスト細粒４ｍｇ「ＪＧ」 モンテルカストナトリウム 日本ジェネリック

モンテルカスト細粒４ｍｇ「ＹＤ」 モンテルカストナトリウム 陽進堂

モンテルカスト細粒４ｍｇ「ケミファ」 モンテルカストナトリウム 日本ケミファ、日本薬品工業

モンテルカスト細粒４ｍｇ「サワイ」 モンテルカストナトリウム 沢井製薬

モンテルカスト細粒４ｍｇ「サンド」 モンテルカストナトリウム サンド

モンテルカスト細粒４ｍｇ「ゼリア」 モンテルカストナトリウム ゼリア新薬工業、日本薬品工業

モンテルカスト細粒４ｍｇ「タカタ」 モンテルカストナトリウム 高田製薬

モンテルカスト細粒４ｍｇ「タナベ」 モンテルカストナトリウム ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

モンテルカスト細粒４ｍｇ「ツルハラ」 モンテルカストナトリウム 鶴原製薬

モンテルカスト細粒４ｍｇ「トーワ」 モンテルカストナトリウム 東和薬品

モンテルカスト細粒４ｍｇ「ニプロ」 モンテルカストナトリウム ニプロ

モンテルカスト細粒４ｍｇ「ファイザー」 モンテルカストナトリウム ファイザー、マイラン製薬

モンテルカスト細粒４ｍｇ「科研」 モンテルカストナトリウム ダイト、科研製薬

モンテルカスト細粒４ｍｇ「日医工」 モンテルカストナトリウム 日医工

モンテルカスト細粒４ｍｇ「日新」 モンテルカストナトリウム 日新製薬

モンテルカスト細粒４ｍｇ「武田テバ」 モンテルカストナトリウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

モンテルカスト細粒４ｍｇ「明治」 モンテルカストナトリウム MeijiSeikaファルマ

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＡＡ」 モンテルカストナトリウム あすか製薬、浜理薬品工業、武田薬品工業

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＣＥＯ」 モンテルカストナトリウム セオリアファーマ、武田薬品工業

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＣＭＸ」 モンテルカストナトリウム ケミックス

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 モンテルカストナトリウム 第一三共、第一三共エスファ

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＥＥ」 モンテルカストナトリウム エーザイ、エルメッド、日医工

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＪＧ」 モンテルカストナトリウム 日本ジェネリック

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 モンテルカストナトリウム キョーリンリメディオ、杏林製薬

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＮ」 モンテルカストナトリウム 小林化工

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＯ」 モンテルカストナトリウム 寿製薬

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＳＮ」 モンテルカストナトリウム シオノケミカル、江州製薬

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 モンテルカストナトリウム フェルゼンファーマ、沢井製薬、辰巳化学

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＹＤ」 モンテルカストナトリウム 陽進堂

モンテルカスト錠１０ｍｇ「アスペン」 モンテルカストナトリウム アスペンジャパン、ホシエヌ製薬、田村薬品工業

モンテルカスト錠１０ｍｇ「オーハラ」 モンテルカストナトリウム 大原薬品工業

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ケミファ」 モンテルカストナトリウム 日本ケミファ、日本薬品工業

モンテルカスト錠１０ｍｇ「サワイ」 モンテルカストナトリウム 沢井製薬

モンテルカスト錠１０ｍｇ「サンド」 モンテルカストナトリウム サンド、富士フイルムファーマ

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ゼリア」 モンテルカストナトリウム ゼリア新薬工業、日本薬品工業

モンテルカスト錠１０ｍｇ「タカタ」 モンテルカストナトリウム 高田製薬

モンテルカスト錠１０ｍｇ「タナベ」 モンテルカストナトリウム ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ツルハラ」 モンテルカストナトリウム 鶴原製薬

モンテルカスト錠１０ｍｇ「トーワ」 モンテルカストナトリウム 東和薬品

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ニットー」 モンテルカストナトリウム 東亜薬品、日東メディック

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ニプロ」 モンテルカストナトリウム ニプロ

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ファイザー」 モンテルカストナトリウム ファイザー

モンテルカスト錠１０ｍｇ「フェルゼン」 モンテルカストナトリウム フェルゼンファーマ

モンテルカスト錠１０ｍｇ「科研」 モンテルカストナトリウム ダイト、科研製薬

モンテルカスト錠１０ｍｇ「三和」 モンテルカストナトリウム 三和化学研究所

モンテルカスト錠１０ｍｇ「日医工」 モンテルカストナトリウム 日医工

モンテルカスト錠１０ｍｇ「日新」 モンテルカストナトリウム MeijiSeikaファルマ、日新製薬

モンテルカスト錠１０ｍｇ「武田テバ」 モンテルカストナトリウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

モンテルカスト錠５ｍｇ「ＡＡ」 モンテルカストナトリウム あすか製薬、浜理薬品工業、武田薬品工業

モンテルカスト錠５ｍｇ「ＣＥＯ」 モンテルカストナトリウム セオリアファーマ、武田薬品工業

モンテルカスト錠５ｍｇ「ＣＭＸ」 モンテルカストナトリウム ケミックス

モンテルカスト錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 モンテルカストナトリウム 第一三共、第一三共エスファ

モンテルカスト錠５ｍｇ「ＥＥ」 モンテルカストナトリウム エーザイ、エルメッド、日医工

モンテルカスト錠５ｍｇ「ＪＧ」 モンテルカストナトリウム 日本ジェネリック

モンテルカスト錠５ｍｇ「ＫＭ」 モンテルカストナトリウム キョーリンリメディオ、杏林製薬

モンテルカスト錠５ｍｇ「ＫＮ」 モンテルカストナトリウム 小林化工

モンテルカスト錠５ｍｇ「ＫＯ」 モンテルカストナトリウム 寿製薬

モンテルカスト錠５ｍｇ「ＳＮ」 モンテルカストナトリウム シオノケミカル、江州製薬

モンテルカスト錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 モンテルカストナトリウム フェルゼンファーマ、沢井製薬、辰巳化学

モンテルカスト錠５ｍｇ「ＹＤ」 モンテルカストナトリウム 陽進堂

モンテルカスト錠５ｍｇ「アスペン」 モンテルカストナトリウム アスペンジャパン、ホシエヌ製薬、田村薬品工業

モンテルカスト錠５ｍｇ「オーハラ」 モンテルカストナトリウム 大原薬品工業

モンテルカスト錠５ｍｇ「ケミファ」 モンテルカストナトリウム 日本ケミファ、日本薬品工業

モンテルカスト錠５ｍｇ「サワイ」 モンテルカストナトリウム 沢井製薬

モンテルカスト錠５ｍｇ「サンド」 モンテルカストナトリウム サンド、富士フイルムファーマ

モンテルカスト錠５ｍｇ「ゼリア」 モンテルカストナトリウム ゼリア新薬工業、日本薬品工業

モンテルカスト錠５ｍｇ「タカタ」 モンテルカストナトリウム 高田製薬

モンテルカスト錠５ｍｇ「タナベ」 モンテルカストナトリウム ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬



モンテルカスト錠５ｍｇ「ツルハラ」 モンテルカストナトリウム 鶴原製薬

モンテルカスト錠５ｍｇ「トーワ」 モンテルカストナトリウム 東和薬品

モンテルカスト錠５ｍｇ「ニットー」 モンテルカストナトリウム 東亜薬品、日東メディック

モンテルカスト錠５ｍｇ「ニプロ」 モンテルカストナトリウム ニプロ

モンテルカスト錠５ｍｇ「ファイザー」 モンテルカストナトリウム ファイザー

モンテルカスト錠５ｍｇ「フェルゼン」 モンテルカストナトリウム フェルゼンファーマ

モンテルカスト錠５ｍｇ「科研」 モンテルカストナトリウム ダイト、科研製薬

モンテルカスト錠５ｍｇ「三和」 モンテルカストナトリウム 三和化学研究所

モンテルカスト錠５ｍｇ「日医工」 モンテルカストナトリウム 日医工

モンテルカスト錠５ｍｇ「日新」 モンテルカストナトリウム MeijiSeikaファルマ、日新製薬

モンテルカスト錠５ｍｇ「武田テバ」 モンテルカストナトリウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

モンブルトシロップ０．０５％ フェノテロール臭化水素酸塩 日新製薬

ヤクゾールＥ液０．１ ベンザルコニウム塩化物 サラヤ、ニプロ、ニプロファーマ、ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

ヤクバンテープ２０ｍｇ フルルビプロフェン トクホン、科研製薬、三笠製薬、大正製薬、大正富山医薬品、田辺三菱製薬

ヤクバンテープ４０ｍｇ フルルビプロフェン トクホン、科研製薬、三笠製薬、大正製薬、大正富山医薬品、田辺三菱製薬

ヤクバンテープ６０ｍｇ フルルビプロフェン トクホン、科研製薬、大正製薬、大正富山医薬品、田辺三菱製薬

ヤクラックスＤ液１％ 次亜塩素酸ナトリウム サラヤ、ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

ヤクラックス消毒液０．１％ 次亜塩素酸ナトリウム ヤクハン製薬、日医工

ヤクラックス消毒液６％ 次亜塩素酸ナトリウム ヤクハン製薬、日医工

ヤマダのアロエ末Ａ アロエ末 ヤマダ薬研

ヤマダのウイキョウＡ ウイキョウ ヤマダ薬研

ヤマダのエンゴサクＡ エンゴサク ヤマダ薬研

ヤマダのオウギＡ オウギ ヤマダ薬研

ヤマダのオウゴンＡ オウゴン ヤマダ薬研

ヤマダのオウバクＡ オウバク ヤマダ薬研

ヤマダのガジュツＡ ガジュツ ヤマダ薬研

ヤマダのカッコンＡ カッコン ヤマダ薬研

ヤマダのカノコソウＡ カノコソウ ヤマダ薬研

ヤマダのカロコンＡ カロコン ヤマダ薬研

ヤマダのキキョウＡ キキョウ ヤマダ薬研

ヤマダのキジツＡ キジツ ヤマダ薬研

ヤマダのキョウニンＡ キョウニン ヤマダ薬研

ヤマダのクジンＡ クジン ヤマダ薬研

ヤマダのケイガイＡ ケイガイ ヤマダ薬研

ヤマダのケイヒＡ ケイヒ ヤマダ薬研

ヤマダのコウブシＡ コウブシ ヤマダ薬研

ヤマダのコウボクＡ コウボク ヤマダ薬研

ヤマダのゴシツＡ ゴシツ ヤマダ薬研

ヤマダのゴシュユＡ ゴシュユ ヤマダ薬研

ヤマダのゴミシＡ ゴミシ ヤマダ薬研

ヤマダのサイコＡ サイコ ヤマダ薬研

ヤマダのサイシンＡ サイシン ヤマダ薬研

ヤマダのサンシシＡ サンシシ ヤマダ薬研

ヤマダのサンシュユＡ サンシュユ ヤマダ薬研

ヤマダのサンヤクＡ サンヤク ヤマダ薬研

ヤマダのジオウＡ ジオウ ヤマダ薬研

ヤマダのシャクヤクＡ シャクヤク ヤマダ薬研

ヤマダのシャゼンシＡ シャゼンシ ヤマダ薬研

ヤマダのシュクシャＡ シュクシャ ヤマダ薬研

ヤマダのショウキョウＡ ショウキョウ ヤマダ薬研

ヤマダのショウキョウ末Ａ ショウキョウ末 ヤマダ薬研

ヤマダのショウマＡ ショウマ ヤマダ薬研

ヤマダのセッコウＡ セッコウ ヤマダ薬研

ヤマダのセンキュウＡ センキュウ ヤマダ薬研

ヤマダのソウジュツＡ ソウジュツ ヤマダ薬研

ヤマダのダイオウＡ ダイオウ ヤマダ薬研

ヤマダのタイソウＡ タイソウ ヤマダ薬研

ヤマダのタクシャＡ タクシャ ヤマダ薬研

ヤマダのチクセツニンジンＡ チクセツニンジン ヤマダ薬研

ヤマダのチモＡ チモ ヤマダ薬研

ヤマダのチョウジＡ チョウジ ヤマダ薬研

ヤマダのチョウジ末Ａ チョウジ末 ヤマダ薬研

ヤマダのチョレイＡ チョレイ ヤマダ薬研

ヤマダのチンピＡ チンピ ヤマダ薬研

ヤマダのトウキＡ トウキ ヤマダ薬研

ヤマダのトウニンＡ トウニン ヤマダ薬研

ヤマダのバクモンドウＡ バクモンドウ ヤマダ薬研

ヤマダのハッカＡ ハッカ ヤマダ薬研

ヤマダのハマボウフウＡ ハマボウフウ ヤマダ薬研

ヤマダのハンゲＡ ハンゲ ヤマダ薬研

ヤマダのビャクシＡ ビャクシ ヤマダ薬研

ヤマダのビャクジュツＡ ビャクジュツ ヤマダ薬研

ヤマダのビンロウジＡ ビンロウジ ヤマダ薬研

ヤマダのブクリョウＡ ブクリョウ ヤマダ薬研

ヤマダのボタンピＡ ボタンピ ヤマダ薬研

ヤマダのボレイＡ ボレイ ヤマダ薬研

ヤマダのボレイ末Ａ ボレイ末 ヤマダ薬研

ヤマダのマオウＡ マオウ ヤマダ薬研

ヤマダのモッコウＡ モッコウ ヤマダ薬研

ヤマダのリュウコツＡ リュウコツ ヤマダ薬研

ヤマダのリュウタンＡ リュウタン ヤマダ薬研

ヤマダのレンギョウＡ レンギョウ ヤマダ薬研

ユーパスタコーワ軟膏 ポビドンヨード、精製白糖 興和、興和創薬

ユーパスタコーワ軟膏分包８ｇ ポビドンヨード、精製白糖 興和、興和創薬

ユープレスドパ錠２５０ｍｇ メチルドパ水和物 コーアイセイ

ユーメトンクリーム０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル辰巳化学

ユーメトン軟膏０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル辰巳化学

ユビデカレノンカプセル１０ｍｇ「杏林」 ユビデカレノン キョーリンリメディオ、杏林製薬

ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「ツルハラ」 ユビデカレノン 鶴原製薬



ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「トーワ」 ユビデカレノン 東和薬品

ユビデカレノン錠１０ｍｇ「イセイ」 ユビデカレノン コーアイセイ

ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」 ユビデカレノン 沢井製薬

ユビデカレノン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 ユビデカレノン 鶴原製薬

ユビデカレノン錠１０ｍｇ「トーワ」 ユビデカレノン 東和薬品

ユビデカレノン錠１０ｍｇ「日新」 ユビデカレノン 日新製薬

ユビデカレノン錠５ｍｇ「サワイ」 ユビデカレノン 沢井製薬

ユビデカレノン顆粒１％「ツルハラ」 ユビデカレノン 鶴原製薬

ユピテル錠１０ エピナスチン塩酸塩 岩城製薬

ユピテル錠２０ エピナスチン塩酸塩 岩城製薬

ユベ－Ｅ錠１００ｍｇ トコフェロール酢酸エステル 鶴原製薬

ユベ－Ｅ顆粒２０％ トコフェロール酢酸エステル 鶴原製薬

ユベラＮカプセル１００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル エーザイ

ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル エーザイ

ユベラＮ細粒４０％ トコフェロールニコチン酸エステル エーザイ

ユベラ錠５０ｍｇ トコフェロール酢酸エステル エーザイ、サンノーバ

ユベラ軟膏 トコフェロール、ビタミンＡ油 エーザイ、サンノーバ

ユベラ顆粒２０％ トコフェロール酢酸エステル エーザイ、サンノーバ

ヨウラーゼＥ配合顆粒 セルラーゼＡＰ３、ニューラーゼ、ビオヂアスターゼ２０００、プロザイム６、膵臓性消化酵素８ＡＰ陽進堂

ヨウ化カリウム「コザカイ・Ｍ」 ヨウ化カリウム 小堺製薬、日興製薬販売

ヨウ化カリウム「ニッコー」 ヨウ化カリウム 日興製薬、日興製薬販売

ヨウ化カリウム「ホエイ」 ヨウ化カリウム ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

ヨウ化カリウム「ヤマゼン」 ヨウ化カリウム 山善製薬

ヨウ化カリウム「日医工」 ヨウ化カリウム 日医工

ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 ヨウ化カリウム 日医工

ヨウ化カリウム内服ゼリー１６．３ｍｇ「日医工」ヨウ化カリウム 日医工

ヨウ化カリウム内服ゼリー３２．５ｍｇ「日医工」ヨウ化カリウム 日医工

ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 ヨウ素 吉田製薬、小堺製薬

ヨウ素「ヤマゼン」 ヨウ素 山善製薬

ヨウ素「司生堂」 ヨウ素 司生堂製薬

ヨーグリ ヨウ素 アグサジャパン

ヨーデルＳ糖衣錠－８０ センナエキス 藤本製薬

ヨード・グリセリン歯科用消毒液「昭和」 グリセリン、ヨウ化カリウム、ヨウ素、硫酸亜鉛水和物昭和薬品化工

ヨードグリコールパスタ「ネオ」 ヨウ素 ネオ製薬工業

ヨードコート軟膏０．９％ ヨウ素 マルホ、メドレックス

ヨードチンキ「ケンエー」 ヨードチンキ 健栄製薬

ヨードチンキ「コザカイ・Ｍ」 ヨードチンキ 岩城製薬、小堺製薬

ヨードチンキ「タイセイ」 ヨードチンキ 大成薬品工業

ヨードチンキ「ニッコー」 ヨードチンキ 日興製薬、日興製薬販売

ヨードチンキ「マルイシ」 ヨードチンキ 丸石製薬

ヨードチンキ「ヤマゼン」 ヨードチンキ 山善製薬

ヨードチンキ「昭和」（Ｍ） ヨードチンキ 昭和製薬

ヨードチンキ「東海」 ヨードチンキ 東海製薬

ヨードチンキ「東豊」 ヨードチンキ 吉田製薬、東豊薬品

ヨードチンキ「日医工」 ヨードチンキ 日医工

ヨードホルム／アグサジャパン ヨードホルム アグサジャパン

ヨーピス内用液０．７５％ ピコスルファートナトリウム水和物 カイゲン、カイゲンファーマ、コーアイセイ、ザイダスファーマ

ヨクイニンエキス散「コタロー」 ヨクイニン 小太郎漢方製薬

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 ヨクイニン 小太郎漢方製薬

ヨクイニンダイコーＭ ヨクイニン 大晃生薬

ヨクイニン末　鈴 ヨクイニン末 鈴粉末薬品

ヨシピリン イソプロピルアンチピリン 吉田製薬

ライトゲン配合シロップ ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩帝人ファーマ

ラインタット錠１００ｍｇ カモスタットメシル酸塩 コーアイセイ

ラキソベロン錠２．５ｍｇ ピコスルファートナトリウム水和物 帝人ファーマ

ラキソベロン内用液０．７５％ ピコスルファートナトリウム水和物 帝人ファーマ

ラクール温シップ ｄｌ－カンフル、カプサイシン、サリチル酸メチルラクール薬品販売、東光薬品工業

ラクール冷シップ ｄｌ－カンフル、ｌ－メントール、サリチル酸メチルラクール薬品販売、東光薬品工業

ラクツロース・シロップ６０％「コーワ」 ラクツロース 興和、興和創薬、日研化学

ラクツロース・シロップ６０％分包１０ｍＬ「コーワ」ラクツロース 興和、興和創薬

ラクツロース・シロップ６０％分包１５ｍＬ「コーワ」ラクツロース 興和、興和創薬

ラクティオンパップ７０ｍｇ インドメタシン テイカ製薬、三笠製薬

ラクトミン散「イセイ」 ラクトミン コーアイセイ

ラクトミン末「マルイシ」 ラクトミン 丸石製薬

ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ ラクツロース 三和化学研究所

ラグノスゼリー分包１６．０５ｇ ラクツロース 三和化学研究所、大蔵製薬

ラクマーゼカプセル２００ｍｇ セトラキサート塩酸塩 東和薬品

ラクリミン点眼液０．０５％ オキシブプロカイン塩酸塩 参天製薬

ラコールＮＦ配合経腸用液 イーエヌ大塚製薬、大塚製薬、大塚製薬工場

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 イーエヌ大塚製薬、大塚製薬、大塚製薬工場

ラスノンメディカル液 ベンゼトニウム塩化物 日本歯科薬品

ラッカセイ油／司生堂製薬 ラッカセイ油 司生堂製薬

ラッカセイ油／小堺製薬 ラッカセイ油 小堺製薬

ラックビーＲ散 耐性乳酸菌 興和、興和創薬

ラックビー錠 ビフィズス菌 興和、興和創薬

ラックビー微粒Ｎ ビフィズス菌 興和、興和創薬、日研化学

ラニチジン錠１５０「ＫＮ」 ラニチジン塩酸塩 小林化工、全星薬品

ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 ラニチジン塩酸塩 日本ジェネリック

ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 ラニチジン塩酸塩 第一三共、第一三共エスファ、富士フイルムファーマ、摩耶堂製薬、陽進堂

ラニチジン錠１５０ｍｇ「サワイ」 ラニチジン塩酸塩 沢井製薬

ラニチジン錠１５０ｍｇ「タイヨー」 ラニチジン塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ラニチジン錠１５０ｍｇ「ツルハラ」 ラニチジン塩酸塩 ニプロ、鶴原製薬

ラニチジン錠１５０ｍｇ「トーワ」 ラニチジン塩酸塩 東和薬品

ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイラン」 ラニチジン塩酸塩 ファイザー、マイラン製薬

ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医工」 ラニチジン塩酸塩 日医工

ラニチジン錠７５「ＫＮ」 ラニチジン塩酸塩 小林化工、全星薬品

ラニチジン錠７５ｍｇ「ＪＧ」 ラニチジン塩酸塩 日本ジェネリック

ラニチジン錠７５ｍｇ「ＹＤ」 ラニチジン塩酸塩 第一三共、第一三共エスファ、富士フイルムファーマ、陽進堂

ラニチジン錠７５ｍｇ「サワイ」 ラニチジン塩酸塩 沢井製薬



ラニチジン錠７５ｍｇ「タイヨー」 ラニチジン塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ラニチジン錠７５ｍｇ「ツルハラ」 ラニチジン塩酸塩 鶴原製薬

ラニチジン錠７５ｍｇ「トーワ」 ラニチジン塩酸塩 東和薬品

ラニチジン錠７５ｍｇ「マイラン」 ラニチジン塩酸塩 ファイザー、マイラン製薬

ラニチジン錠７５ｍｇ「日医工」 ラニチジン塩酸塩 日医工

ラノコナゾールクリーム１％「イワキ」 ラノコナゾール 岩城製薬

ラノコナゾール外用液１％「イワキ」 ラノコナゾール 岩城製薬

ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 ラノコナゾール 岩城製薬

ラノビ錠３０ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物コーアイセイ

ラビネット消毒液０．２％ ベンザルコニウム塩化物 健栄製薬

ラビンカプセル１００ｍｇ ソファルコン 辰巳化学

ラビン細粒２０％ ソファルコン 辰巳化学、日医工

ラビン錠５０ｍｇ ソファルコン 辰巳化学、日医工

ラフチジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 ラフチジン あすかActavis、あすか製薬、武田薬品工業

ラフチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ラフチジン 日本ジェネリック

ラフチジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 ラフチジン 辰巳化学

ラフチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 ラフチジン 陽進堂

ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 ラフチジン 沢井製薬

ラフチジン錠１０ｍｇ「テバ」 ラフチジン 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 ラフチジン 東和薬品

ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ラフチジン ファイザー

ラフチジン錠１０ｍｇ「日医工」 ラフチジン 日医工

ラフチジン錠５ｍｇ「ＡＡ」 ラフチジン あすかActavis、あすか製薬、武田薬品工業

ラフチジン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ラフチジン 日本ジェネリック

ラフチジン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ラフチジン 辰巳化学

ラフチジン錠５ｍｇ「ＹＤ」 ラフチジン 陽進堂

ラフチジン錠５ｍｇ「サワイ」 ラフチジン 沢井製薬

ラフチジン錠５ｍｇ「テバ」 ラフチジン 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ラフチジン錠５ｍｇ「トーワ」 ラフチジン 東和薬品

ラフチジン錠５ｍｇ「ファイザー」 ラフチジン ファイザー

ラフチジン錠５ｍｇ「日医工」 ラフチジン 日医工

ラポテックラビング クロルヘキシジングルコン酸塩 日興製薬

ラポテック消毒液５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 日興製薬、日興製薬販売

ラミシールクリーム１％ テルビナフィン塩酸塩 サンファーマ、ノバルティスファーマ、田辺三菱製薬

ラミシール外用スプレー１％ テルビナフィン塩酸塩 サンファーマ、ノバルティスファーマ、田辺三菱製薬

ラミシール外用液１％ テルビナフィン塩酸塩 サンファーマ、ノバルティスファーマ、田辺三菱製薬

ランデールチオン錠１００ｍｇ グルタチオン 鶴原製薬

リーダイ配合錠 ゲンノショウコエキス、ベルベリン塩化物水和物大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

リーバクト配合経口ゼリー Ｌ－イソロイシン、Ｌ－バリン、Ｌ－ロイシンＥＡファーマ、味の素製薬

リーバクト配合顆粒 Ｌ－イソロイシン、Ｌ－バリン、Ｌ－ロイシンＥＡファーマ、味の素、味の素ファルマ、味の素製薬

リカバリンカプセル２５０ｍｇ トラネキサム酸 旭化成ファーマ

リザベンカプセル１００ｍｇ トラニラスト キッセイ薬品工業

リザベンドライシロップ５％ トラニラスト キッセイ薬品工業

リザベン細粒１０％ トラニラスト キッセイ薬品工業

リザベン点眼液０．５％ トラニラスト キッセイ薬品工業

リズミック錠１０ｍｇ アメジニウムメチル硫酸塩 大日本住友製薬、大日本製薬

リズモンＴＧ点眼液０．２５％ チモロールマレイン酸塩 キッセイ薬品工業、わかもと製薬

リズモンＴＧ点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩 キッセイ薬品工業、わかもと製薬

リタロクス懸濁用配合顆粒 乾燥水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム鶴原製薬

リックル配合顆粒 Ｌ－イソロイシン、Ｌ－バリン、Ｌ－ロイシン沢井製薬

リドカインテープ１８ｍｇ「ＮＰ」 リドカイン ニプロ、ニプロファーマ

リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 リドカイン メディキット、祐徳薬品工業

リドカインテープ１８ｍｇ「ニプロ」 リドカイン ニプロ、ニプロパッチ、ニプロファーマ

リドカインポンプスプレー８％「日新」 リドカイン 日新製薬

リドカイン塩酸塩ゼリー２％「日新」 リドカイン塩酸塩 日新製薬

リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 リドカイン塩酸塩 日新製薬

リドメックスコーワクリーム０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル興和、興和創薬

リドメックスコーワローション０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル興和、興和創薬

リドメックスコーワ軟膏０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル興和、興和創薬

リナパス消毒液０．２％ ベンザルコニウム塩化物 中北薬品

リノジェット吸入液 クロモグリク酸ナトリウム 共和薬品工業

リノロサール眼科耳鼻科用液０．１％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウムわかもと製薬

リバオール散１０％ ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン アルフレッサ　ファーマ、第一三共

リバオール錠２０ｍｇ ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン アルフレッサ　ファーマ、第一三共

リバレバン配合顆粒 Ｌ－イソロイシン、Ｌ－バリン、Ｌ－ロイシンメディサ新薬、沢井製薬

リビリスター錠１００ カモスタットメシル酸塩 興和テバ、日清キョーリン製薬、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

リフォロースシロップ６５％ ラクツロース 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

リフラップシート５％ リゾチーム塩酸塩 帝國製薬、日本化薬

リフラップ軟膏５％ リゾチーム塩酸塩 エーザイ、帝國製薬、日本化薬

リボスチン点眼液０．０２５％ レボカバスチン塩酸塩 ヤンセンファーマ、参天製薬、日本新薬

リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 レボカバスチン塩酸塩 ヤンセンファーマ、日本新薬

リボビックス錠１０ｍｇ ピリドキサールリン酸エステル水和物 鶴原製薬、日本ジェネリック

リボビックス錠２０ｍｇ ピリドキサールリン酸エステル水和物 鶴原製薬、日本ジェネリック

リボビックス錠３０ｍｇ ピリドキサールリン酸エステル水和物 鶴原製薬

リボフラビン酪酸エステル細粒１０％「ツルハラ」リボフラビン酪酸エステル 鶴原製薬

リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「イセイ」リボフラビン酪酸エステル コーアイセイ

リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツルハラ」リボフラビン酪酸エステル 鶴原製薬

リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「杏林」 リボフラビン酪酸エステル キョーリンリメディオ、杏林製薬

リュウアト１％眼軟膏 アトロピン硫酸塩水和物 参天製薬

リュウコツダイコーＭ リュウコツ 大晃生薬

リュウタンダイコーＭ リュウタン 大晃生薬

リンデロン－ＤＰクリーム ベタメタゾンジプロピオン酸エステル シオノギファーマ、塩野義製薬

リンデロン－ＤＰゾル ベタメタゾンジプロピオン酸エステル シオノギファーマ、塩野義製薬

リンデロン－ＤＰ軟膏 ベタメタゾンジプロピオン酸エステル シオノギファーマ、塩野義製薬

リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステルシオノギファーマ、塩野義製薬

リンデロン－ＶＧローション ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステルシオノギファーマ、塩野義製薬

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステルシオノギファーマ、塩野義製薬

リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル シオノギファーマ、塩野義製薬

リンデロン－Ｖローション ベタメタゾン吉草酸エステル シオノギファーマ、塩野義製薬



リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル シオノギファーマ、塩野義製薬

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウムシオノギファーマ、塩野義製薬

リンデロン点眼液０．０１％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウムシオノギファーマ、塩野義製薬

リンラキサー錠１２５ｍｇ クロルフェネシンカルバミン酸エステル大正製薬、大正富山医薬品

リンラキサー錠２５０ｍｇ クロルフェネシンカルバミン酸エステル大正製薬、大正富山医薬品

リン酸コデイン散１％「イワキ」 コデインリン酸塩水和物 岩城製薬

リン酸コデイン散１％「コトブキ」 コデインリン酸塩水和物 寿製薬

リン酸コデイン散１％「フソー」 コデインリン酸塩水和物 扶桑薬品工業

リン酸コデイン散１％「ホエイ」 コデインリン酸塩水和物 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

リン酸コデイン散１％「メタル」 コデインリン酸塩水和物 エビス薬品、吉田製薬、山善製薬、中北薬品、日興製薬、日興製薬販売

リン酸コデイン散１％「日医工」 コデインリン酸塩水和物 日医工

リン酸コデイン散１％＜ハチ＞ コデインリン酸塩水和物 ニプロ、丸石製薬、健栄製薬、小野薬品工業、東洋製薬化成

リン酸コデイン錠５ｍｇ「ファイザー」 コデインリン酸塩水和物 ファイザー

リン酸ジヒドロコデイン散１％「フソー」 ジヒドロコデインリン酸塩 扶桑薬品工業

リン酸ジヒドロコデイン散１％「ホエイ」 ジヒドロコデインリン酸塩 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

リン酸ジヒドロコデイン散１％「メタル」 ジヒドロコデインリン酸塩 吉田製薬、山善製薬、中北薬品、日興製薬、日興製薬販売

リン酸ジヒドロコデイン散１％「日医工」 ジヒドロコデインリン酸塩 日医工

リン酸ジヒドロコデイン散１％＜ハチ＞ ジヒドロコデインリン酸塩 ニプロ、丸石製薬、健栄製薬、小野薬品工業、東洋製薬化成

リン酸ピリドキサール錠３０ ピリドキサールリン酸エステル水和物 小林化工

リン酸水素カルシウム「エビス」 リン酸水素カルシウム水和物 エビス製薬、日興製薬、日興製薬販売

リン酸水素カルシウム「三恵」 リン酸水素カルシウム水和物 三恵薬品

リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」 リン酸水素カルシウム水和物 吉田製薬

リン内用液（Ｌ－Ｐ）【自家製剤】 リン酸水素二ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム

ルゲオン点鼻液２％ クロモグリク酸ナトリウム わかもと製薬、協和新薬

ルコナック爪外用液５％ ルリコナゾール ポーラファルマ、佐藤製薬

ルシドリール錠１００ｍｇ メクロフェノキサート塩酸塩 共和薬品工業

ルフレン配合顆粒 Ｌ－グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物三和化学研究所、日医工、日医工ファーマ

ルメンタールカプセル２５０ｍｇ メフェナム酸 福地製薬

ルリクールＶＧ軟膏０．１２％ ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル東和薬品

ルリコンクリーム１％ ルリコナゾール ポーラファルマ、ポーラ化成工業、科薬

ルリコン液１％ ルリコナゾール ポーラファルマ、ポーラ化成工業、科薬

ルリコン軟膏１％ ルリコナゾール ポーラファルマ

レオバクトン配合顆粒分包 Ｌ－イソロイシン、Ｌ－バリン、Ｌ－ロイシン
アルフレッサ　ファーマ、ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、田辺三菱製薬、日本ジェ

ネリック

レスキュラ点眼液０．１２％ イソプロピルウノプロストン アールテック・ウエノ、スキャンポファーマ、参天製薬、日東メディック

レスタミンコーワクリーム１％ ジフェンヒドラミン 興和、興和創薬、日研化学

レスタミンコーワ錠１０ｍｇ ジフェンヒドラミン塩酸塩 興和、興和創薬、日研化学

レスプレン錠２０ｍｇ エプラジノン塩酸塩 太陽ファルマ、中外製薬

レスプレン錠３０ｍｇ エプラジノン塩酸塩 太陽ファルマ、中外製薬

レスプレン錠５ｍｇ エプラジノン塩酸塩 太陽ファルマ、中外製薬

レスポリックス配合顆粒 ジサイクロミン塩酸塩、乾燥水酸化アルミニウムゲル、酸化マグネシウム鶴原製薬

レゾルシン「純生」 レゾルシン 純生薬品工業、小堺製薬、日興製薬販売

レダコートクリーム０．１％ トリアムシノロンアセトニド アルフレッサ　ファーマ

レダコート軟膏０．１％ トリアムシノロンアセトニド アルフレッサ　ファーマ

レチコラン錠２５０μｇ メコバラミン テイコクメディックス、東菱薬品工業、日医工

レチコラン錠５００μｇ メコバラミン テイコクメディックス、東菱薬販、東菱薬品工業、日医工

レナルチン腸溶錠１００ｍｇ 肝臓加水分解物 キョーリンリメディオ、コーアイセイ

レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＮＳ」 レバミピド 日新製薬

レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＹＤ」 レバミピド 陽進堂

レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＫ」 レバミピド アルフレッサ　ファーマ、大興製薬

レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 レバミピド 第一三共、第一三共エスファ

レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 レバミピド エーザイ、エルメッド、大原薬品工業、日医工

レバミピド錠１００ｍｇ「ＪＧ」 レバミピド 日本ジェネリック

レバミピド錠１００ｍｇ「Ｍｅ」 レバミピド MeijiSeikaファルマ、Ｍｅファルマ

レバミピド錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 レバミピド メディサ新薬、旭化成ファーマ

レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 レバミピド ニプロ、ニプロファーマ

レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」 レバミピド 日本薬品工業

レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＳ」 レバミピド 科研製薬、日新製薬

レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 レバミピド フェルゼンファーマ、辰巳化学、富士フイルムファーマ

レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＳＵ」 レバミピド 鶴原製薬

レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 レバミピド 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

レバミピド錠１００ｍｇ「ＹＤ」 レバミピド 第一三共、第一三共エスファ、陽進堂

レバミピド錠１００ｍｇ「ＺＥ」 レバミピド 三和化学研究所、全星薬品、全星薬品工業

レバミピド錠１００ｍｇ「あすか」 レバミピド あすか製薬、武田薬品工業

レバミピド錠１００ｍｇ「アメル」 レバミピド 共和薬品工業

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 レバミピド 大塚製薬、大塚製薬工場

レバミピド錠１００ｍｇ「クニヒロ」 レバミピド 皇漢堂製薬

レバミピド錠１００ｍｇ「ケミファ」 レバミピド 日本ケミファ

レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 レバミピド 沢井製薬

レバミピド錠１００ｍｇ「タカタ」 レバミピド 高田製薬

レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」 レバミピド ニプロＥＳファーマ、田辺三菱製薬

レバミピド錠１００ｍｇ「トーワ」 レバミピド 東和薬品

レバミピド錠１００ｍｇ「ファイザー」 レバミピド ファイザー

レバミピド錠１００ｍｇ「杏林」 レバミピド キョーリンリメディオ、杏林製薬、興和、興和ジェネリック、興和創薬

レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 レバミピド 日医工

レバミピド顆粒２０％「ＴＣＫ」 レバミピド 辰巳化学、富士フイルムファーマ

レバミピド顆粒２０％「ＴＹＫ」 レバミピド 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

レバミピド顆粒２０％「アメル」 レバミピド 共和薬品工業

レバミピド顆粒２０％「タカタ」 レバミピド 高田製薬

レバミピド顆粒２０％「日医工」 レバミピド 日医工

レベニンＳ配合散 ビフィズス菌、ラクトミン わかもと製薬

レベニンＳ配合錠 ビフィズス菌、ラクトミン わかもと製薬

レベニン散 耐性乳酸菌 わかもと製薬

レベニン錠 耐性乳酸菌 わかもと製薬

レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「ＴＯＡ」レボカバスチン塩酸塩 東亜薬品、日東メディック

レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「わかもと」レボカバスチン塩酸塩 わかもと製薬

レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「三和」レボカバスチン塩酸塩 三和化学研究所

レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＦＦＰ」 レボカバスチン塩酸塩 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ

レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＪＧ」 レボカバスチン塩酸塩 日本ジェネリック



レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＴＳ」 レボカバスチン塩酸塩 テイカ製薬、千寿製薬、武田薬品工業

レボカバスチン点眼液０．０２５％「イセイ」 レボカバスチン塩酸塩 コーアイセイ

レボカバスチン点眼液０．０２５％「サワイ」 レボカバスチン塩酸塩 沢井製薬

レボカバスチン点眼液０．０２５％「ファイザー」レボカバスチン塩酸塩 ファイザー

レボカバスチン点眼液０．０２５％「杏林」 レボカバスチン塩酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬

レボブノロール塩酸塩ＰＦ点眼液０．５％「日点」レボブノロール塩酸塩 日本点眼薬研究所

レボブノロール塩酸塩点眼液０．５％「ニッテン」レボブノロール塩酸塩 ニッテン、日本点眼薬研究所

レミカットカプセル１ｍｇ エメダスチンフマル酸塩 興和、興和創薬

レミカットカプセル２ｍｇ エメダスチンフマル酸塩 興和、興和創薬

レリフェン錠４００ｍｇ ナブメトン 三和化学研究所

レンギョウダイコーＭ レンギョウ 大晃生薬

ロイコン錠１０ｍｇ アデニン 三共、大原薬品工業、第一三共

ローザグッド錠２５ カリジノゲナーゼ 藤本製薬

ローザグッド錠５０ カリジノゲナーゼ 藤本製薬

ローズ油 ローズ油 司生堂製薬

ロートエキス散「ＪＧ」 ロートエキス散 日本ジェネリック

ロートエキス散「ＮｉｋＰ」 ロートエキス散 岩城製薬、日医工

ロートエキス散「ケンエー」 ロートエキス散 健栄製薬

ロートエキス散「ニッコー」 ロートエキス散 丸石製薬、中北薬品、日興製薬、日興製薬販売

ロートエキス散「ホエイ」 ロートエキス散 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

ロートエキス散「ヤマゼン」Ｍ ロートエキス散 山善製薬

ロートエキス散「司生堂」 ロートエキス散 司生堂製薬

ロートエキス散＜ハチ＞ ロートエキス散 吉田製薬、小野薬品工業、東洋製薬化成

ロカルトロールカプセル０．２５ カルシトリオール 杏林製薬、中外製薬

ロカルトロールカプセル０．５ カルシトリオール 杏林製薬、中外製薬

ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル３７．５ｍｇ「オーハラ」ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 大原薬品工業、日本ジェネリック

ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル３７．５ｍｇ「サワイ」ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 沢井製薬

ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル７５ｍｇ「オーハラ」ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 大原薬品工業、日本ジェネリック

ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル７５ｍｇ「サワイ」ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 沢井製薬

ロキセタートカプセル３７．５ｍｇ ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 東和薬品

ロキセタートカプセル７５ｍｇ ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 東和薬品

ロキソニンゲル１％ ロキソプロフェンナトリウム水和物 第一三共

ロキソニンテープ１００ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 リードケミカル、第一三共

ロキソニンテープ５０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 リードケミカル、第一三共

ロキソニンパップ１００ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 リードケミカル、三共、第一三共

ロキソニン細粒１０％ ロキソプロフェンナトリウム水和物 第一三共

ロキソニン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 第一三共

ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＪＧ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ジェネリック

ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロ、ニプロパッチ、ニプロファーマ

ロキソプロフェンＮａゲル１％「ラクール」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ラクール薬品販売、三友薬品

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＤＫ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 共和クリティケア、大興製薬

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＥＥ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 エーザイ、エルメッド、日医工

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＦＦＰ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＪＧ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ジェネリック

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＮＰ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロ、ニプロパッチ、ニプロファーマ

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＱＱ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 救急薬品工業

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＳＮ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 シオノケミカル

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＹＤ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 陽進堂

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「アメル」ロキソプロフェンナトリウム水和物 共和薬品工業

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「タカタ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 高田製薬

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「トーワ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 東和薬品

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユートク」ロキソプロフェンナトリウム水和物 久光製薬、祐徳薬品工業

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ラクール」ロキソプロフェンナトリウム水和物 ラクール薬品販売、東光薬品工業

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「杏林」ロキソプロフェンナトリウム水和物 キョーリンリメディオ、杏林製薬

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」ロキソプロフェンナトリウム水和物 科研製薬、帝國製薬

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「久光」ロキソプロフェンナトリウム水和物 久光製薬

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三笠」ロキソプロフェンナトリウム水和物 三笠製薬

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三友」ロキソプロフェンナトリウム水和物 ラクール薬品販売、三友薬品

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三和」ロキソプロフェンナトリウム水和物 三和化学研究所

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「日本臓器」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本臓器製薬

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＤＫ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 共和クリティケア、大興製薬

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＥＥ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 エーザイ、エルメッド、日医工

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＦＦＰ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＪＧ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ジェネリック

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＮＰ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロ、ニプロパッチ、ニプロファーマ

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＱＱ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 救急薬品工業

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＳＮ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 シオノケミカル

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＹＤ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 陽進堂

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「アメル」ロキソプロフェンナトリウム水和物 共和薬品工業

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「タカタ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 高田製薬

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「トーワ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 東和薬品

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユートク」ロキソプロフェンナトリウム水和物 久光製薬、祐徳薬品工業

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ラクール」ロキソプロフェンナトリウム水和物 ラクール薬品販売、東光薬品工業

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「杏林」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 キョーリンリメディオ、杏林製薬

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 科研製薬、帝國製薬

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「久光」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 久光製薬

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三笠」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 三笠製薬

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三友」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ラクール薬品販売、三友薬品

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三和」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 三和化学研究所

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「日本臓器」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本臓器製薬

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＪＧ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ジェネリック

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＮＰ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロ、ニプロパッチ、ニプロファーマ

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＱＱ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 救急薬品工業

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＹＤ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 陽進堂

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「タカタ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 高田製薬

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「テイコク」ロキソプロフェンナトリウム水和物 帝國製薬

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「トーワ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 東和薬品

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「杏林」ロキソプロフェンナトリウム水和物 キョーリンリメディオ、杏林製薬

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三笠」ロキソプロフェンナトリウム水和物 三笠製薬



ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三和」ロキソプロフェンナトリウム水和物 三和化学研究所

ロキソプロフェンＮａパップ２００ｍｇ「三笠」ロキソプロフェンナトリウム水和物 三笠製薬

ロキソプロフェンＮａ外用ポンプスプレー１％「ＴＣＫ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 辰巳化学

ロキソプロフェンＮａ外用ポンプスプレー１％「ＹＤ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 陽進堂

ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「ＴＣＫ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 辰巳化学

ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「ＹＤ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 陽進堂

ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「サワイ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 メディサ新薬、沢井製薬

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＫＮ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 小林化工

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＮＰＩ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本薬品工業

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＯＨＡ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 旭化成ファーマ、大原薬品工業

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＴＣＫ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 辰巳化学

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物
共創未来ファーマ、共和クリティケア、日本ジェネリック、富士フイルムファーマ、摩

耶堂製薬、陽進堂

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「あすか」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 あすか製薬、武田薬品工業

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「アメル」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 共和薬品工業

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 メディサ新薬、沢井製薬

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ツルハラ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 鶴原製薬

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「テバ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 武田テバファーマ、武田薬品工業

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 東和薬品

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三和」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 三和化学研究所

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「日新」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日新製薬

ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「ケミファ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ケミファ、日本薬品工業

ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「タイホウ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 岡山大鵬薬品、大鵬薬品工業

ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「ファイザー」ロキソプロフェンナトリウム水和物 ファイザー、大石膏盛堂

ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「日医工」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日医工

ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「ケミファ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ケミファ、日本薬品工業

ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「タイホウ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 岡山大鵬薬品、大鵬薬品工業

ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「ファイザー」ロキソプロフェンナトリウム水和物 ファイザー、大石膏盛堂

ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「日医工」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日医工

ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「ケミファ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日本ケミファ

ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「ファイザー」ロキソプロフェンナトリウム水和物 ファイザー、大石膏盛堂

ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「日医工」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日医工

ロキソプロフェンナトリウム細粒１０％「ＣＨ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロＥＳファーマ、長生堂製薬、日本ジェネリック

ロキソプロフェンナトリウム細粒１０％「日医工」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日医工

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「ＣＨ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロＥＳファーマ、マイラン製薬、メルク製薬、長生堂製薬、日本ジェネリック

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「クニヒロ」ロキソプロフェンナトリウム水和物 皇漢堂製薬

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「ファイザー」ロキソプロフェンナトリウム水和物 ファイザー、マイラン製薬

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日医工

ロキソプロフェンナトリウム内服液６０ｍｇ「日医工」ロキソプロフェンナトリウム水和物 日医工

ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

ロキソマリン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 興和テバ、武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ロキフェン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 龍角散

ロキプロナール錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 寿製薬

ロコアテープ エスフルルビプロフェン、ハッカ油 大正製薬、大正富山医薬品、帝人ファーマ

ロコイドクリーム０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居薬品

ロコイド軟膏０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居薬品

ロスポリア錠１ｍｇ ロペラミド塩酸塩 あすか製薬、テイコクメディックス、日医工、日医工ファーマ、武田薬品工業

ロゼックスゲル０．７５％ メトロニダゾール ガルデルマ、マルホ

ロトリガ粒状カプセル２ｇ オメガ－３脂肪酸エチル 武田薬品工業

ロバキシン顆粒９０％ メトカルバモール あすか製薬、武田薬品工業

ロペカルドカプセル１ｍｇ ロペラミド塩酸塩 シオノケミカル、ポーラファルマ、ポーラ化成工業

ロペナカプセル１ｍｇ ロペラミド塩酸塩 ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬、堀井薬品工業

ロペミンカプセル１ｍｇ ロペラミド塩酸塩 ヤンセンファーマ

ロペミン細粒０．１％ ロペラミド塩酸塩 ヤンセンファーマ

ロペミン小児用細粒０．０５％ ロペラミド塩酸塩 ヤンセンファーマ

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ＪＧ」 ロペラミド塩酸塩 長生堂製薬、日本ジェネリック

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ＴＣＫ」 ロペラミド塩酸塩 辰巳化学

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 ロペラミド塩酸塩 沢井製薬

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨー」 ロペラミド塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「フソー」 ロペラミド塩酸塩 ダイト、扶桑薬品工業

ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５％「タイヨー」ロペラミド塩酸塩 大洋薬品工業、武田テバファーマ、武田薬品工業

ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ロペラミド塩酸塩 エーザイ、エルメッド、サンノーバ、日医工

ロラタジンＤＳ１％「ＪＧ」 ロラタジン 長生堂製薬、日本ジェネリック

ロラタジンＤＳ１％「サワイ」 ロラタジン 沢井製薬

ロラタジンＤＳ１％「トーワ」 ロラタジン 東和薬品

ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「ＫＮ」 ロラタジン 小林化工

ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「モチダ」 ロラタジン 救急薬品工業、持田製薬

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＡＡ」 ロラタジン あすか製薬、武田薬品工業

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 ロラタジン 長生堂製薬、日本ジェネリック

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 ロラタジン エーザイ、エルメッド、日医工

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 ロラタジン 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ロラタジン 日本ジェネリック

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ロラタジン ニプロ、ニプロファーマ

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 ロラタジン 武田テバファーマ、武田テバ薬品、武田薬品工業

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 ロラタジン 陽進堂

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 ロラタジン 共和薬品工業、三和化学研究所

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 ロラタジン ダイト、日本ケミファ

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 ロラタジン 沢井製薬

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 ロラタジン サンド

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 ロラタジン 東和薬品

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ロラタジン ファイザー

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 ロラタジン キョーリンリメディオ、杏林製薬、興和、興和ジェネリック、興和創薬

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 ロラタジン 日医工

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 ロラタジン 日新製薬

ロラタジンドライシロップ１％「ＮＰ」 ロラタジン ニプロ、ニプロファーマ

ロラタジンドライシロップ１％「日医工」 ロラタジン 日医工

ロラタジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 ロラタジン あすか製薬、武田薬品工業

ロラタジン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 ロラタジン 長生堂製薬、日本ジェネリック

ロラタジン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 ロラタジン エーザイ、エルメッド、日医工



ロラタジン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 ロラタジン 共創未来ファーマ、富士フイルムファーマ

ロラタジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ロラタジン 日本ジェネリック

ロラタジン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 ロラタジン アルフレッサ　ファーマ、小林化工

ロラタジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ロラタジン ニプロ、ニプロファーマ

ロラタジン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 ロラタジン ニプロＥＳファーマ、辰巳化学、田辺三菱製薬

ロラタジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 ロラタジン 陽進堂

ロラタジン錠１０ｍｇ「アメル」 ロラタジン 共和薬品工業

ロラタジン錠１０ｍｇ「ケミファ」 ロラタジン ダイト、日本ケミファ

ロラタジン錠１０ｍｇ「サワイ」 ロラタジン 沢井製薬

ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 ロラタジン ファイザー

ロラタジン錠１０ｍｇ「日医工」 ロラタジン 日医工

ロラタジン錠１０ｍｇ「日新」 ロラタジン 日新製薬

ロルカム錠２ｍｇ ロルノキシカム 大正製薬、大正富山医薬品

ロルカム錠４ｍｇ ロルノキシカム 大正製薬、大正富山医薬品

ロルノキシカム錠２ｍｇ「ＫＯ」 ロルノキシカム 寿製薬

ロルノキシカム錠４ｍｇ「ＫＯ」 ロルノキシカム 寿製薬

ロンミールカプセル２００ｍｇ ベネキサート塩酸塩ベータデクス ナガセ医薬品、ファイザー、マイラン製薬

ワイドコールクリーム２０％ 尿素 池田薬品工業、日医工

ワゴスチグミン散（０．５％） ネオスチグミン臭化物 塩野義製薬、共和薬品工業

ワシュライト２０Ｗ／Ｖ％液 グルタラール ポーラファルマ、科薬

ワシュライト２Ｗ／Ｖ％液 グルタラール ポーラファルマ、科薬

ワシュライトＳ３Ｗ／Ｖ％液 グルタラール ポーラファルマ、科薬

ワプロン口腔用貼付剤２５μｇ トリアムシノロンアセトニド
救急薬品、救急薬品工業、興和、興和テバ、興和創薬、日研化学、武田テバファーマ、

武田薬品工業

ワンアルファ錠０．２５μｇ アルファカルシドール 帝人ファーマ

ワンアルファ錠０．５μｇ アルファカルシドール 帝人ファーマ

ワンアルファ錠１．０μｇ アルファカルシドール 帝人ファーマ

ヱフェドリン「ナガヰ」錠２５ｍｇ エフェドリン塩酸塩 大日本住友製薬、大日本製薬、日医工

亜鉛華（１０％）単軟膏「コザカイ・Ｍ」 酸化亜鉛 岩城製薬、小堺製薬、模範薬品研究所

亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 酸化亜鉛 エビス薬品、丸石製薬、健栄製薬、日興製薬、日興製薬販売

亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」 酸化亜鉛 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

亜鉛華（１０％）単軟膏「ヤマゼン」 酸化亜鉛 山善製薬

亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 酸化亜鉛 吉田製薬

亜鉛華（１０％）単軟膏シオエ 酸化亜鉛 シオエ製薬、日本新薬

亜鉛華「ホエイ」 酸化亜鉛 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

亜鉛華デンプン「ケンエー」 亜鉛華デンプン 健栄製薬

亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 亜鉛華デンプン 丸石製薬、小堺製薬

亜鉛華デンプン「ニッコー」 亜鉛華デンプン 日興製薬、日興製薬販売

亜鉛華デンプン「マルイシ」 亜鉛華デンプン 丸石製薬

亜鉛華デンプン「ヤマゼン」 亜鉛華デンプン 山善製薬

亜鉛華デンプン「司生堂」 亜鉛華デンプン 司生堂製薬

亜鉛華軟膏　シオエ 亜鉛華軟膏 シオエ製薬、日本新薬

亜鉛華軟膏「ＪＧ」 亜鉛華軟膏 日本ジェネリック

亜鉛華軟膏「コザカイ・Ｍ」 亜鉛華軟膏 岩城製薬、小堺製薬

亜鉛華軟膏「ニッコー」 亜鉛華軟膏 エビス薬品、丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

亜鉛華軟膏「ホエイ」 亜鉛華軟膏 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

亜鉛華軟膏「ヨシダ」 亜鉛華軟膏 吉田製薬

亜鉛華軟膏「東豊」 亜鉛華軟膏 ヤクハン製薬、純生薬品工業、東豊薬品

亜鉛華軟膏「日医工」 亜鉛華軟膏 日医工

亜鉛華軟膏＜ハチ＞ 亜鉛華軟膏 健栄製薬、小野薬品工業、東洋製薬化成

亜硫酸水素ナトリウム 亜硫酸水素ナトリウム 司生堂製薬

安息香チンキ／司生堂製薬 安息香チンキ 司生堂製薬

安息香酸「コザカイ・Ｍ」 安息香酸 小堺製薬

安息香酸ナトリウム「コザカイ・Ｍ」 安息香酸ナトリウム 小堺製薬

安息香酸ナトリウムカフェイン「ケンエー」 安息香酸ナトリウムカフェイン 健栄製薬

安息香酸ナトリウムカフェイン「ヤマゼン」 安息香酸ナトリウムカフェイン 山善製薬

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」安息香酸ナトリウムカフェイン 丸石製薬

安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」 安息香酸ナトリウム 丸石製薬

液化酸素／小池メディカル 液体酸素 小池メディカル

液化酸素／日本エア・リキード 液体酸素 日本エア・リキード

液化窒素／エア・ウォーター 液体窒素 エア・ウォーター

液化窒素／日本エア・リキード 液体窒素 日本エア・リキード

液状フェノール「ケンエー」 液状フェノール 健栄製薬

液状フェノール「コザカイ・Ｍ」 液状フェノール 小堺製薬

液状フェノール「タイセイ」 液状フェノール 大成薬品工業

液状フェノール「ニッコー」 液状フェノール 丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

液状フェノール「ヤマゼン」 液状フェノール 山善製薬

液状フェノール「司生堂」 液状フェノール 司生堂製薬

液状フェノール「東海」 液状フェノール 東海製薬

液状フェノール「東豊」 液状フェノール 吉田製薬、東豊薬品

液状フェノール「日医工」 液状フェノール 日医工

液体酸素（液化酸素） 液体酸素 日本産業・医療ガス協会

液体酸素／エア・ウォーター 液体酸素 エア・ウォーター

液体窒素（液化窒素） 液体窒素 日本産業・医療ガス協会

塩化カリウム「フソー」 塩化カリウム 扶桑薬品工業

塩化カリウム「ヤマゼン」 塩化カリウム 山善製薬

塩化カリウム「日医工」 塩化カリウム 日医工、日医工ファーマ

塩化カルシウム「ヤマゼン」 塩化カルシウム水和物 山善製薬

塩化ナトリウム　恵美須 塩化ナトリウム 恵美須薬品

塩化ナトリウム／小堺製薬 塩化ナトリウム 小堺製薬

塩化ナトリウム「イヌイ」 塩化ナトリウム イヌイ

塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム 大塚製薬、大塚製薬工場

塩化ナトリウム「フソー」 塩化ナトリウム 扶桑薬品工業

塩化ナトリウム「ヤマゼン」Ｍ 塩化ナトリウム 山善製薬

塩化ナトリウム「東海」 塩化ナトリウム 東海製薬

塩化ナトリウム「日医工」 塩化ナトリウム 日医工、日興製薬販売

塩化ベンザルコニウム液（１０％）「ヤマゼン」Ｍベンザルコニウム塩化物 山善製薬

塩化ベンザルコニウム液（１０％）「東海」 ベンザルコニウム塩化物 東海製薬

塩化ベンザルコニウム液（１０ｗ／ｖ％）恵美須ベンザルコニウム塩化物 恵美須薬品



塩化ベンザルコニウム液（５０％）「東海」 ベンザルコニウム塩化物 東海製薬

塩化ベンザルコニウム液「タカスギ」１０％ ベンザルコニウム塩化物 高杉製薬

塩化ベンザルコニウム液１０％「タツミ」Ｍ ベンザルコニウム塩化物 タツミ薬品工業、日興製薬

塩化ベンザルコニウム液１０％「メタル」 ベンザルコニウム塩化物 中北薬品

塩化ベンザルコニウム液１０＜ハチ＞ ベンザルコニウム塩化物 花王、小野薬品工業、東洋製薬化成

塩化ベンザルコニウム液１０ｗ／ｖ％「日医工」ベンザルコニウム塩化物 日医工

塩酸「コザカイ・Ｍ」 塩酸 小堺製薬

塩酸「タイセイ」 塩酸 大成薬品工業

塩酸「ヤマゼン」 塩酸 山善製薬

塩酸「司生堂」 塩酸 司生堂製薬

塩酸アンブロキソール錠１５ｍｇ「ＰＨ」 アンブロキソール塩酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬、東洋ファルマー

塩酸アンブロキソール内用液０．７５％「ＰＨ」アンブロキソール塩酸塩 キョーリンリメディオ、杏林製薬、東洋ファルマー

塩酸エピナスチン錠１０ｍｇ「アメル」 エピナスチン塩酸塩 共和薬品工業

塩酸エピナスチン錠２０ｍｇ「アメル」 エピナスチン塩酸塩 共和薬品工業

塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥＫ」 テルビナフィン塩酸塩 MeijiSeikaファルマ、小林化工

塩酸テルビナフィンクリーム１％「マイラン」 テルビナフィン塩酸塩 ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬

塩酸テルビナフィンスプレー１％「マイラン」 テルビナフィン塩酸塩 ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬

塩酸プロカイン「ホエイ」 プロカイン塩酸塩 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

黄色ワセリン／マイラン製薬 黄色ワセリン ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

黄色ワセリン／三恵薬品 黄色ワセリン 三恵薬品

黄色ワセリン／司生堂製薬 黄色ワセリン 司生堂製薬

黄色ワセリン／小堺製薬 黄色ワセリン 小堺製薬

黄色ワセリン／東海製薬 黄色ワセリン 東海製薬

黄色ワセリン／日興製薬 黄色ワセリン 丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

加工ブシ末「三和生薬」 ブシ末 三和生薬

加香ヒマシ油「ケンエー」 加香ヒマシ油 健栄製薬

加香ヒマシ油「コザカイ・Ｍ」 加香ヒマシ油 小堺製薬

加香ヒマシ油「ニッコー」 加香ヒマシ油 日興製薬、日興製薬販売

加香ヒマシ油「マルイシ」 加香ヒマシ油 丸石製薬

加香ヒマシ油「ヤマゼン」 加香ヒマシ油 山善製薬

加香ヒマシ油「司生堂」 加香ヒマシ油 司生堂製薬

加香ヒマシ油「東海」 加香ヒマシ油 東海製薬

加水ラノリン 加水ラノリン 司生堂製薬

花扇アキョウＫ アキョウ 小西製薬

花扇アセンヤク末Ｋ アセンヤク末 小西製薬

花扇アマチャＫ アマチャ 小西製薬

花扇アロエ末Ｋ アロエ末 小西製薬

花扇イレイセンＫ イレイセン 小西製薬

花扇インチンコウＫ インチンコウ 小西製薬

花扇ウイキョウＫ ウイキョウ 小西製薬

花扇ウヤクＫ ウヤク 小西製薬

花扇ウワウルシＫ ウワウルシ 小西製薬

花扇エンゴサクＫ エンゴサク 小西製薬

花扇オウギＫ オウギ 小西製薬

花扇オウゴンＫ オウゴン 小西製薬

花扇オウゴン末Ｋ オウゴン末 小西製薬

花扇オウバクＫ オウバク 小西製薬

花扇オウバク末Ｋ オウバク末 小西製薬

花扇オウヒＫ オウヒ 小西製薬

花扇オウレンＫ オウレン 小西製薬

花扇オウレン末Ｋ オウレン末 小西製薬

花扇オンジＫ オンジ 小西製薬

花扇オンジ末Ｋ オンジ末 小西製薬

花扇ガイヨウＫ ガイヨウ 小西製薬

花扇カゴソウＫ カゴソウ 小西製薬

花扇カシュウＫ カシュウ 小西製薬

花扇ガジュツＫ ガジュツ 小西製薬

花扇カッコウＫ カッコウ 小西製薬

花扇カッコンＫ カッコン 小西製薬

花扇カッセキＫ カッセキ 小西製薬

花扇カロコンＫ カロコン 小西製薬

花扇カロニンＫ カロニン 小西製薬

花扇カンキョウＫ カンキョウ 小西製薬

花扇カンゾウＫ カンゾウ 小西製薬

花扇カンゾウ末Ｋ カンゾウ末 小西製薬

花扇カンテン末Ｋ カンテン末 小西製薬

花扇キキョウＫ キキョウ 小西製薬

花扇キキョウ末Ｋ キキョウ末 小西製薬

花扇キクカＫ キクカ 小西製薬

花扇キササゲＫ キササゲ 小西製薬

花扇キジツＫ キジツ 小西製薬

花扇キッピＫ キッピ 小西製薬

花扇キョウカツＫ キョウカツ 小西製薬

花扇キョウニンＫ キョウニン 小西製薬

花扇クジンＫ クジン 小西製薬

花扇クジン末Ｋ クジン末 小西製薬

花扇ケイガイＫ ケイガイ 小西製薬

花扇ケイヒＫ ケイヒ 小西製薬

花扇ケイヒ末Ｋ ケイヒ末 小西製薬

花扇ケツメイシＫ ケツメイシ 小西製薬

花扇ゲンジンＫ ゲンジン 小西製薬

花扇ゲンチアナＫ ゲンチアナ 小西製薬

花扇ゲンチアナ末Ｋ ゲンチアナ末 小西製薬

花扇ゲンノショウコＫ ゲンノショウコ 小西製薬

花扇ゲンノショウコ末Ｋ ゲンノショウコ末 小西製薬

花扇コウカＫ コウカ 小西製薬

花扇コウジンＫ コウジン 小西製薬

花扇コウジン末 コウジン末 小西製薬

花扇コウブシＫ コウブシ 小西製薬



花扇コウブシ末Ｋ コウブシ末 小西製薬

花扇コウボクＫ コウボク 小西製薬

花扇コウボク末Ｋ コウボク末 小西製薬

花扇コウホンＫ コウホン 小西製薬

花扇ゴシツＫ ゴシツ 小西製薬

花扇ゴシュユＫ ゴシュユ 小西製薬

花扇ゴボウシＫ ゴボウシ 小西製薬

花扇ゴミシＫ ゴミシ 小西製薬

花扇コロンボＫ コロンボ 小西製薬

花扇サイコＫ サイコ 小西製薬

花扇サイシンＫ サイシン 小西製薬

花扇サフランＫ サフラン 小西製薬

花扇サンキライＫ サンキライ 小西製薬

花扇サンキライ末Ｋ サンキライ末 小西製薬

花扇サンシシＫ サンシシ 小西製薬

花扇サンシシ末Ｋ サンシシ末 小西製薬

花扇サンシュユＫ サンシュユ 小西製薬

花扇サンショウＫ サンショウ 小西製薬

花扇サンショウ末Ｋ サンショウ末 小西製薬

花扇サンソウニンＫ サンソウニン 小西製薬

花扇サンヤクＫ サンヤク 小西製薬

花扇ジオウＫ ジオウ 小西製薬

花扇ジコッピＫ ジコッピ 小西製薬

花扇シコンＫ シコン 小西製薬

花扇シツリシＫ シツリシ 小西製薬

花扇シャクヤクＫ シャクヤク 小西製薬

花扇シャクヤク末Ｋ シャクヤク末 小西製薬

花扇ジャショウシＫ ジャショウシ 小西製薬

花扇シャゼンシＫ シャゼンシ 小西製薬

花扇シャゼンソウＫ シャゼンソウ 小西製薬

花扇ジュウヤクＫ ジュウヤク 小西製薬

花扇シュクシャＫ シュクシャ 小西製薬

花扇シュクシャ末Ｋ シュクシャ末 小西製薬

花扇ショウキョウＫ ショウキョウ 小西製薬

花扇ショウキョウ末Ｋ ショウキョウ末 小西製薬

花扇ショウズクＫ ショウズク 小西製薬

花扇ショウマＫ ショウマ 小西製薬

花扇シンイＫ シンイ 小西製薬

花扇セッコウＫ セッコウ 小西製薬

花扇セネガＫ セネガ 小西製薬

花扇セネガ末Ｋ セネガ末 小西製薬

花扇センキュウＫ センキュウ 小西製薬

花扇センキュウ末Ｋ センキュウ末 小西製薬

花扇センコツＫ センコツ 小西製薬

花扇センタイＫ センタイ 小西製薬

花扇センナＫ センナ 小西製薬

花扇センナ末Ｋ センナ末 小西製薬

花扇センブリＫ センブリ 小西製薬

花扇センブリ末Ｋ センブリ末 小西製薬

花扇ソウジュツＫ ソウジュツ 小西製薬

花扇ソウジュツ末Ｋ ソウジュツ末 小西製薬

花扇ソウハクヒＫ ソウハクヒ 小西製薬

花扇ソボクＫ ソボク 小西製薬

花扇ソヨウＫ ソヨウ 小西製薬

花扇ダイオウＫ ダイオウ 小西製薬

花扇ダイオウ末Ｋ ダイオウ末 小西製薬

花扇タイソウＫ タイソウ 小西製薬

花扇ダイフクヒＫ ダイフクヒ 小西製薬

花扇タクシャＫ タクシャ 小西製薬

花扇タクシャ末Ｋ タクシャ末 小西製薬

花扇チクジョＫ チクジョ 小西製薬

花扇チクセツニンジンＫ チクセツニンジン 小西製薬

花扇チクセツニンジン末Ｋ チクセツニンジン末 小西製薬

花扇チモＫ チモ 小西製薬

花扇チョウジＫ チョウジ 小西製薬

花扇チョウジ末Ｋ チョウジ末 小西製薬

花扇チョウトウコウＫ チョウトウコウ 小西製薬

花扇チョレイＫ チョレイ 小西製薬

花扇チンピＫ チンピ 小西製薬

花扇テンマ テンマ 小西製薬

花扇テンマ末Ｋ テンマ末 小西製薬

花扇トウキＫ トウキ 小西製薬

花扇トウキ末Ｋ トウキ末 小西製薬

花扇トウニンＫ トウニン 小西製薬

花扇トウヒＫ トウヒ 小西製薬

花扇ドクカツＫ ドクカツ 小西製薬

花扇ニンジンＫ ニンジン 小西製薬

花扇バクモンドウＫ バクモンドウ 小西製薬

花扇ハッカＫ ハッカ 小西製薬

花扇ハマボウフウＫ ハマボウフウ 小西製薬

花扇ハンゲＫ ハンゲ 小西製薬

花扇ビャクシＫ ビャクシ 小西製薬

花扇ビャクジュツＫ ビャクジュツ 小西製薬

花扇ビャクジュツ末Ｋ ビャクジュツ末 小西製薬

花扇ビンロウジＫ ビンロウジ 小西製薬

花扇ブクリョウＫ ブクリョウ 小西製薬

花扇ブクリョウ末Ｋ ブクリョウ末 小西製薬

花扇ボウイＫ ボウイ 小西製薬

花扇ボウフウＫ ボウフウ 小西製薬



花扇ボタンピＫ ボタンピ 小西製薬

花扇ボタンピ末Ｋ ボタンピ末 小西製薬

花扇ボレイＫ ボレイ 小西製薬

花扇ボレイ末Ｋ ボレイ末 小西製薬

花扇マオウＫ マオウ 小西製薬

花扇モクツウＫ モクツウ 小西製薬

花扇モッカＫ モッカ 小西製薬

花扇モッコウＫ モッコウ 小西製薬

花扇ヤクチＫ ヤクチ 小西製薬

花扇ヨクイニンＫ ヨクイニン 小西製薬

花扇ヨクイニン末Ｋ ヨクイニン末 小西製薬

花扇リュウガンニクＫ リュウガンニク 小西製薬

花扇リュウコツＫ リュウコツ 小西製薬

花扇リュウタンＫ リュウタン 小西製薬

花扇リュウタン末Ｋ リュウタン末 小西製薬

花扇リョウキョウＫ リョウキョウ 小西製薬

花扇レンギョウＫ レンギョウ 小西製薬

花扇レンニクＫ レンニク 小西製薬

花扇加工ブシ末Ｋ ブシ末 小西製薬

過マンガン酸カリウム「ケンエー」 過マンガン酸カリウム 健栄製薬

過マンガン酸カリウム「ニッコー」 過マンガン酸カリウム 日興製薬、日興製薬販売

過マンガン酸カリウム「ヤマゼン」 過マンガン酸カリウム 山善製薬

乾燥酵母「ホエイ」 乾燥酵母 Ｃｅｎｔｏｃｏｒ、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

乾燥酵母「ヤマゼン」Ｍ 乾燥酵母 山善製薬

乾燥酵母「三恵」 乾燥酵母 三恵薬品

乾燥酵母エビオス 乾燥酵母 アサヒグループ食品、アサヒフードアンドヘルスケア、田辺三菱製薬、田辺製薬

乾燥水酸化アルミニウムゲル「ニッコー」 乾燥水酸化アルミニウムゲル 中北薬品、日興製薬、日興製薬販売

乾燥水酸化アルミニウムゲル「ファイザー」原末乾燥水酸化アルミニウムゲル ファイザー、マイラン製薬

乾燥水酸化アルミニウムゲル原末「マルイシ」 乾燥水酸化アルミニウムゲル ニプロ、丸石製薬

乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ケンエー」 乾燥水酸化アルミニウムゲル 健栄製薬

乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「三恵」 乾燥水酸化アルミニウムゲル 三恵薬品

含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、炭酸水素ナトリウム小野薬品工業、東洋製薬化成

希ヨードチンキ「ケンエー」 希ヨードチンキ 健栄製薬

希ヨードチンキ「コザカイ・Ｍ」 希ヨードチンキ 岩城製薬、小堺製薬

希ヨードチンキ「タイセイ」 希ヨードチンキ 大成薬品工業

希ヨードチンキ「タツミ」Ｍ 希ヨードチンキ タツミ薬品工業

希ヨードチンキ「ニッコー」 希ヨードチンキ ファイザー、マイラン製薬、日興製薬、日興製薬販売

希ヨードチンキ「マルイシ」 希ヨードチンキ 丸石製薬

希ヨードチンキ「ヤマゼン」Ｍ 希ヨードチンキ 山善製薬

希ヨードチンキ「昭和」（Ｍ） 希ヨードチンキ 昭和製薬

希ヨードチンキ「東海」 希ヨードチンキ 東海製薬

希ヨードチンキ「東豊」 希ヨードチンキ 吉田製薬、東豊薬品

希ヨードチンキ「日医工」 希ヨードチンキ 日医工

希塩酸／健栄製薬 希塩酸 健栄製薬

希塩酸「コザカイ・Ｍ」 希塩酸 吉田製薬、小堺製薬、中北薬品

希塩酸「タイセイ」 希塩酸 大成薬品工業

希塩酸「ニッコー」 希塩酸 エビス薬品、日興製薬、日興製薬販売

希塩酸「マルイシ」 希塩酸 丸石製薬

希塩酸「ヤマゼン」 希塩酸 山善製薬

希塩酸「司生堂」 希塩酸 司生堂製薬

希塩酸「東海」 希塩酸 東海製薬

紀伊国屋アキョウＭ アキョウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋アセンヤク末Ｍ アセンヤク末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋アマチャＭ アマチャ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋アマチャ末Ｍ アマチャ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋アロエ末Ｍ アロエ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋アンソッコウＭ アンソッコウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋インチンコウＭ インチンコウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ウイキョウＭ ウイキョウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ウワウルシＭ ウワウルシ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋エイジツＭ エイジツ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋エイジツ末Ｍ エイジツ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋エンゴサクＭ エンゴサク 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋オウギＭ オウギ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋オウゴンＭ オウゴン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋オウゴン末Ｍ オウゴン末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋オウバクＭ オウバク 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋オウバク末Ｍ オウバク末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋オウレンＭ オウレン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋オウレン末Ｍ オウレン末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋オンジＭ オンジ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋オンジ末Ｍ オンジ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋カゴソウＭ カゴソウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ガジュツＭ ガジュツ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋カッコンＭ カッコン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋カッセキＭ カッセキ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋カノコソウＭ カノコソウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋カノコソウ末Ｍ カノコソウ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋カロコンＭ カロコン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋カンゾウＭ カンゾウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋カンゾウ末Ｍ カンゾウ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋キキョウＭ キキョウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋キキョウ末Ｍ キキョウ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋キササゲＭ キササゲ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋キジツＭ キジツ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋キョウニンＭ キョウニン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋クジンＭ クジン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋クジン末Ｍ クジン末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ケイガイＭ ケイガイ 紀伊国屋漢薬局



紀伊国屋ケイヒＭ ケイヒ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ケイヒ末Ｍ ケイヒ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ケツメイシＭ ケツメイシ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ケンゴシＭ ケンゴシ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ゲンチアナＭ ゲンチアナ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ゲンチアナ末Ｍ ゲンチアナ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ゲンノショウコＭ ゲンノショウコ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ゲンノショウコ末Ｍ ゲンノショウコ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋コウカＭ コウカ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋コウジンＭ コウジン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋コウブシＭ コウブシ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋コウブシ末Ｍ コウブシ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋コウボクＭ コウボク 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋コウボク末Ｍ コウボク末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ゴシツＭ ゴシツ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ゴシュユＭ ゴシュユ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ゴミシＭ ゴミシ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋コロンボＭ コロンボ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋コロンボ末Ｍ コロンボ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋コンズランゴＭ コンズランゴ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋サイコＭ サイコ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋サイシンＭ サイシン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋サンキライＭ サンキライ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋サンキライ末Ｍ サンキライ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋サンシシＭ サンシシ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋サンシシ末Ｍ サンシシ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋サンショウＭ サンショウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋サンショウ末Ｍ サンショウ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋サンヤクＭ サンヤク 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ジオウＭ ジオウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋シコンＭ シコン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋シャクヤクＭ シャクヤク 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋シャクヤク末Ｍ シャクヤク末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋シャゼンシＭ シャゼンシ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋シャゼンソウＭ シャゼンソウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ジュウヤクＭ ジュウヤク 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋シュクシャＭ シュクシャ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋シュクシャ末Ｍ シュクシャ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ショウキョウＭ ショウキョウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ショウキョウ末Ｍ ショウキョウ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ショウズクＭ ショウズク 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ショウマＭ ショウマ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋セッコウＭ セッコウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋セネガＭ セネガ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋セネガ末Ｍ セネガ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋センキュウＭ センキュウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋センキュウ末Ｍ センキュウ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋センコツＭ センコツ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋センナＭ センナ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋センナ末Ｍ センナ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋センブリＭ センブリ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋センブリ末Ｍ センブリ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ソウジュツＭ ソウジュツ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ソウハクヒＭ ソウハクヒ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ダイオウＭ ダイオウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ダイオウ末Ｍ ダイオウ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋タイソウＭ タイソウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋タクシャＭ タクシャ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋タクシャ末Ｍ タクシャ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋チクセツニンジンＭ チクセツニンジン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋チクセツニンジン末Ｍ チクセツニンジン末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋チモＭ チモ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋チョウジＭ チョウジ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋チョウジ末Ｍ チョウジ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋チョレイＭ チョレイ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋チンピＭ チンピ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋トウガラシＭ トウガラシ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋トウガラシ末Ｍ トウガラシ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋トウキＭ トウキ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋トウニンＭ トウニン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋トウヒＭ トウヒ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ニガキＭ ニガキ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ニガキ末Ｍ ニガキ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ニンジンＭ ニンジン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋バクモンドウＭ バクモンドウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ハッカＭ ハッカ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ハマボウフウＭ ハマボウフウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ハンゲＭ ハンゲ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ビャクシＭ ビャクシ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ビャクジュツＭ ビャクジュツ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ビャクジュツ末Ｍ ビャクジュツ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ビンロウジＭ ビンロウジ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ブクリョウＭ ブクリョウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ブクリョウ末Ｍ ブクリョウ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ボウイＭ ボウイ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ボウコンＭ ボウコン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ボウフウＭ ボウフウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ボタンピＭ ボタンピ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ボタンピ末Ｍ ボタンピ末 紀伊国屋漢薬局



紀伊国屋ボレイＭ ボレイ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ボレイ末Ｍ ボレイ末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋マオウＭ マオウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋モクツウＭ モクツウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋モッコウＭ モッコウ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ヤクチＭ ヤクチ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋ヨクイニン末Ｍ ヨクイニン末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋リュウコツＭ リュウコツ 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋リュウタンＭ リュウタン 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋リュウタン末Ｍ リュウタン末 紀伊国屋漢薬局

紀伊国屋レンギョウＭ レンギョウ 紀伊国屋漢薬局

吉見アセンヤク末Ｍ アセンヤク末 吉見製薬

吉見アマチャＭ アマチャ 吉見製薬

吉見アマチャ末Ｍ アマチャ末 吉見製薬

吉見アロエ末Ｍ アロエ末 吉見製薬

吉見アンソッコウＭ アンソッコウ 吉見製薬

吉見ウイキョウＭ ウイキョウ 吉見製薬

吉見ウワウルシＭ ウワウルシ 吉見製薬

吉見エイジツＭ エイジツ 吉見製薬

吉見エイジツ末Ｍ エイジツ末 吉見製薬

吉見エンゴサクＭ エンゴサク 吉見製薬

吉見オウギＭ オウギ 吉見製薬

吉見オウゴンＭ オウゴン 吉見製薬

吉見オウゴン末Ｍ オウゴン末 吉見製薬

吉見オウバクＭ オウバク 吉見製薬

吉見オウバク末Ｍ オウバク末 吉見製薬

吉見オウレンＭ オウレン 吉見製薬

吉見オウレン末Ｍ オウレン末 吉見製薬

吉見オンジＭ オンジ 吉見製薬

吉見オンジ末Ｍ オンジ末 吉見製薬

吉見カゴソウＭ カゴソウ 吉見製薬

吉見ガジュツＭ ガジュツ 吉見製薬

吉見カッコンＭ カッコン 吉見製薬

吉見カノコソウＭ カノコソウ 吉見製薬

吉見カノコソウ末Ｍ カノコソウ末 吉見製薬

吉見カロコンＭ カロコン 吉見製薬

吉見カンゾウＭ カンゾウ 吉見製薬

吉見カンゾウ末Ｍ カンゾウ末 吉見製薬

吉見キキョウＭ キキョウ 吉見製薬

吉見キキョウ末Ｍ キキョウ末 吉見製薬

吉見キササゲＭ キササゲ 吉見製薬

吉見キジツＭ キジツ 吉見製薬

吉見キョウニンＭ キョウニン 吉見製薬

吉見クジンＭ クジン 吉見製薬

吉見クジン末Ｍ クジン末 吉見製薬

吉見ケイガイＭ ケイガイ 吉見製薬

吉見ケイヒＭ ケイヒ 吉見製薬

吉見ケイヒ末Ｍ ケイヒ末 吉見製薬

吉見ケツメイシＭ ケツメイシ 吉見製薬

吉見ケンゴシＭ ケンゴシ 吉見製薬

吉見ゲンチアナＭ ゲンチアナ 吉見製薬

吉見ゲンチアナ末Ｍ ゲンチアナ末 吉見製薬

吉見ゲンノショウコＭ ゲンノショウコ 吉見製薬

吉見ゲンノショウコ末Ｍ ゲンノショウコ末 吉見製薬

吉見コウカＭ コウカ 吉見製薬

吉見コウジンＭ コウジン 吉見製薬

吉見コウブシＭ コウブシ 吉見製薬

吉見コウブシ末Ｍ コウブシ末 吉見製薬

吉見コウボクＭ コウボク 吉見製薬

吉見コウボク末Ｍ コウボク末 吉見製薬

吉見ゴオウＭ ゴオウ 吉見製薬

吉見ゴシツＭ ゴシツ 吉見製薬

吉見ゴシュユＭ ゴシュユ 吉見製薬

吉見ゴミシＭ ゴミシ 吉見製薬

吉見コロンボＭ コロンボ 吉見製薬

吉見コロンボ末Ｍ コロンボ末 吉見製薬

吉見コンズランゴＭ コンズランゴ 吉見製薬

吉見サイコＭ サイコ 吉見製薬

吉見サイシンＭ サイシン 吉見製薬

吉見サフランＭ サフラン 吉見製薬

吉見サンキライＭ サンキライ 吉見製薬

吉見サンキライ末Ｍ サンキライ末 吉見製薬

吉見サンシシＭ サンシシ 吉見製薬

吉見サンシシ末Ｍ サンシシ末 吉見製薬

吉見サンシュユＭ サンシュユ 吉見製薬

吉見サンショウＭ サンショウ 吉見製薬

吉見サンショウ末Ｍ サンショウ末 吉見製薬

吉見サンヤクＭ サンヤク 吉見製薬

吉見ジオウＭ ジオウ 吉見製薬

吉見シコンＭ シコン 吉見製薬

吉見シャクヤクＭ シャクヤク 吉見製薬

吉見シャクヤク末Ｍ シャクヤク末 吉見製薬

吉見シャゼンシＭ シャゼンシ 吉見製薬

吉見シャゼンソウＭ シャゼンソウ 吉見製薬

吉見ジュウヤクＭ ジュウヤク 吉見製薬

吉見シュクシャＭ シュクシャ 吉見製薬

吉見シュクシャ末Ｍ シュクシャ末 吉見製薬

吉見ショウキョウＭ ショウキョウ 吉見製薬

吉見ショウキョウ末Ｍ ショウキョウ末 吉見製薬



吉見ショウマＭ ショウマ 吉見製薬

吉見セネガＭ セネガ 吉見製薬

吉見セネガ末Ｍ セネガ末 吉見製薬

吉見センキュウＭ センキュウ 吉見製薬

吉見センキュウ末Ｍ センキュウ末 吉見製薬

吉見センコツＭ センコツ 吉見製薬

吉見センナＭ センナ 吉見製薬

吉見センナ末Ｍ センナ末 吉見製薬

吉見センブリＭ センブリ 吉見製薬

吉見センブリ末Ｍ センブリ末 吉見製薬

吉見ソウジュツＭ ソウジュツ 吉見製薬

吉見ソウジュツ末Ｍ ソウジュツ末 吉見製薬

吉見ソウハクヒＭ ソウハクヒ 吉見製薬

吉見ソヨウＭ ソヨウ 吉見製薬

吉見ダイオウＭ ダイオウ 吉見製薬

吉見ダイオウ末Ｍ ダイオウ末 吉見製薬

吉見タイソウＭ タイソウ 吉見製薬

吉見タクシャＭ タクシャ 吉見製薬

吉見タクシャ末Ｍ タクシャ末 吉見製薬

吉見チクセツニンジンＭ チクセツニンジン 吉見製薬

吉見チクセツニンジン末Ｍ チクセツニンジン末 吉見製薬

吉見チモＭ チモ 吉見製薬

吉見チョウジＭ チョウジ 吉見製薬

吉見チョウジ末Ｍ チョウジ末 吉見製薬

吉見チョレイＭ チョレイ 吉見製薬

吉見チンピＭ チンピ 吉見製薬

吉見トウガラシＭ トウガラシ 吉見製薬

吉見トウガラシ末Ｍ トウガラシ末 吉見製薬

吉見トウキＭ トウキ 吉見製薬

吉見トウキ末Ｍ トウキ末 吉見製薬

吉見トウニンＭ トウニン 吉見製薬

吉見トウヒＭ トウヒ 吉見製薬

吉見トコンＭ トコン 吉見製薬

吉見トコン末Ｍ トコン末 吉見製薬

吉見ニガキＭ ニガキ 吉見製薬

吉見ニガキ末Ｍ ニガキ末 吉見製薬

吉見ニンジンＭ ニンジン 吉見製薬

吉見バクモンドウＭ バクモンドウ 吉見製薬

吉見ハッカＭ ハッカ 吉見製薬

吉見ハマボウフウＭ ハマボウフウ 吉見製薬

吉見ハンゲＭ ハンゲ 吉見製薬

吉見ビャクシＭ ビャクシ 吉見製薬

吉見ビャクジュツＭ ビャクジュツ 吉見製薬

吉見ビャクジュツ末Ｍ ビャクジュツ末 吉見製薬

吉見ビンロウジＭ ビンロウジ 吉見製薬

吉見ブクリョウＭ ブクリョウ 吉見製薬

吉見ブクリョウ末Ｍ ブクリョウ末 吉見製薬

吉見ボウイＭ ボウイ 吉見製薬

吉見ボウコンＭ ボウコン 吉見製薬

吉見ボタンピＭ ボタンピ 吉見製薬

吉見ボタンピ末Ｍ ボタンピ末 吉見製薬

吉見ボレイＭ ボレイ 吉見製薬

吉見マオウＭ マオウ 吉見製薬

吉見モクツウＭ モクツウ 吉見製薬

吉見モッコウＭ モッコウ 吉見製薬

吉見ヤクチＭ ヤクチ 吉見製薬

吉見ヨクイニンＭ ヨクイニン 吉見製薬

吉見ヨクイニン末Ｍ ヨクイニン末 吉見製薬

吉見リュウコツＭ リュウコツ 吉見製薬

吉見リュウタンＭ リュウタン 吉見製薬

吉見リュウタン末Ｍ リュウタン末 吉見製薬

吉見レンギョウＭ レンギョウ 吉見製薬

逆性石ケンＡ液０．１「ヨシダ」 ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

逆性石ケン液０．０１「ヨシダ」 ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

逆性石ケン液０．０２「ヨシダ」 ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

逆性石ケン液０．０２５「ヨシダ」 ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

逆性石ケン液０．０５「ヨシダ」 ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

逆性石ケン液０．１「ヨシダ」 ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

逆性石ケン液０．２「ヨシダ」 ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

逆性石ケン液１０％「三恵」 ベンザルコニウム塩化物 三恵薬品

逆性石ケン液１０「ヨシダ」 ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

逆性石ケン液５０「ヨシダ」 ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

逆性石鹸消毒液１０％「シオエ」 ベンザルコニウム塩化物 シオエ製薬、日本新薬

吸水クリーム「ニッコー」 吸水クリーム 丸石製薬、健栄製薬、日興製薬

吸水クリーム「ファイザー」 吸水クリーム ファイザー、マイラン製薬

吸水クリーム「東豊」 吸水クリーム 東豊薬品

吸水軟膏／司生堂製薬 吸水軟膏 司生堂製薬

球形吸着炭カプセル２００ｍｇ「マイラン」 球形吸着炭 マイランＥＰＤ、マイラン製薬、扶桑薬品工業

球形吸着炭カプセル２８６ｍｇ「日医工」 球形吸着炭 日医工

球形吸着炭細粒「マイラン」 球形吸着炭 マイランＥＰＤ、マイラン製薬、扶桑薬品工業

球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 球形吸着炭 日医工

牛脂 牛脂 司生堂製薬

強力ポステリザン（軟膏） ヒドロコルチゾン、大腸菌死菌浮遊液 マルホ

強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 ジフェンヒドラミン塩酸塩、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、フラジオマイシン硫酸塩興和、興和創薬

金原エイジツＭ エイジツ 金原市兵衛商店

金原エンゴサクＭ エンゴサク 金原市兵衛商店

金原オウギＭ オウギ 金原市兵衛商店

金原オウゴンＭ オウゴン 金原市兵衛商店

金原オウバクＭ オウバク 金原市兵衛商店



金原オンジＭ オンジ 金原市兵衛商店

金原カノコソウＭ カノコソウ 金原市兵衛商店

金原カロコンＭ カロコン 金原市兵衛商店

金原キジツＭ キジツ 金原市兵衛商店

金原クジンＭ クジン 金原市兵衛商店

金原ケイガイＭ ケイガイ 金原市兵衛商店

金原ケンゴシＭ ケンゴシ 金原市兵衛商店

金原コウブシＭ コウブシ 金原市兵衛商店

金原コウボクＭ コウボク 金原市兵衛商店

金原ゴオウＭ ゴオウ 金原市兵衛商店

金原ゴシツＭ ゴシツ 金原市兵衛商店

金原ゴシュユＭ ゴシュユ 金原市兵衛商店

金原サイコＭ サイコ 金原市兵衛商店

金原サイシンＭ サイシン 金原市兵衛商店

金原シャクヤクＭ シャクヤク 金原市兵衛商店

金原シャゼンシＭ シャゼンシ 金原市兵衛商店

金原ショウマＭ ショウマ 金原市兵衛商店

金原センキュウＭ センキュウ 金原市兵衛商店

金原センコツＭ センコツ 金原市兵衛商店

金原ソウジュツＭ ソウジュツ 金原市兵衛商店

金原ダイオウＭ ダイオウ 金原市兵衛商店

金原タクシャＭ タクシャ 金原市兵衛商店

金原チクセツニンジンＭ チクセツニンジン 金原市兵衛商店

金原チモＭ チモ 金原市兵衛商店

金原チョレイＭ チョレイ 金原市兵衛商店

金原トウキＭ トウキ 金原市兵衛商店

金原ニガキＭ ニガキ 金原市兵衛商店

金原ハンゲＭ ハンゲ 金原市兵衛商店

金原ビャクシＭ ビャクシ 金原市兵衛商店

金原ビャクジュツＭ ビャクジュツ 金原市兵衛商店

金原ボウコンＭ ボウコン 金原市兵衛商店

金原ボタンピＭ ボタンピ 金原市兵衛商店

金原マオウＭ マオウ 金原市兵衛商店

金原モッコウＭ モッコウ 金原市兵衛商店

金原リュウコツＭ リュウコツ 金原市兵衛商店

金原リュウタンＭ リュウタン 金原市兵衛商店

金原レンギョウＭ レンギョウ 金原市兵衛商店

苦味チンキ「コザカイ・Ｍ」 苦味チンキ 小堺製薬

苦味チンキ「ニッコー」 苦味チンキ 健栄製薬、日興製薬、日興製薬販売

苦味チンキ「マルイシ」 苦味チンキ 丸石製薬

苦味チンキ「司生堂」 苦味チンキ 司生堂製薬

苦味チンキ「東海」 苦味チンキ 東海製薬

苦味チンキ「東豊」 苦味チンキ 吉田製薬、東豊薬品

健胃散「スズ」 ニガキ末、炭酸水素ナトリウム 鈴粉末薬品

健胃配合錠「ＹＤ」 センブリ末、炭酸水素ナトリウム 陽進堂

健栄の健胃散 ニガキ末、炭酸水素ナトリウム 健栄製薬

献血トロンビン経口・外用１万単位「ＪＢ」 トロンビン 日本血液製剤機構

献血トロンビン経口・外用５０００単位「ＪＢ」トロンビン 日本血液製剤機構

高砂アキョウＭ アキョウ 高砂薬業

高砂アロエ末Ｍ アロエ末 高砂薬業

高砂ウイキョウＭ ウイキョウ 高砂薬業

高砂ウワウルシＭ ウワウルシ 高砂薬業

高砂エンゴサクＭ エンゴサク 高砂薬業

高砂オウギＭ オウギ 高砂薬業

高砂オウゴンＭ オウゴン 高砂薬業

高砂オウゴン末Ｍ オウゴン末 高砂薬業

高砂オウバクＭ オウバク 高砂薬業

高砂オウバク末Ｍ オウバク末 高砂薬業

高砂オウレンＭ オウレン 高砂薬業

高砂オウレン末Ｍ オウレン末 高砂薬業

高砂オンジＭ オンジ 高砂薬業

高砂オンジ末Ｍ オンジ末 高砂薬業

高砂カゴソウＭ カゴソウ 高砂薬業

高砂ガジュツＭ ガジュツ 高砂薬業

高砂カッコンＭ カッコン 高砂薬業

高砂カロコンＭ カロコン 高砂薬業

高砂カロニンＭ カロニン 高砂薬業

高砂カンキョウＭ カンキョウ 高砂薬業

高砂カンゾウＭ カンゾウ 高砂薬業

高砂カンゾウ末Ｍ カンゾウ末 高砂薬業

高砂キキョウＭ キキョウ 高砂薬業

高砂キキョウ末Ｍ キキョウ末 高砂薬業

高砂キジツＭ キジツ 高砂薬業

高砂キョウカツＭ キョウカツ 高砂薬業

高砂キョウニンＭ キョウニン 高砂薬業

高砂キンギンカＭ キンギンカ 高砂薬業

高砂クコシＭ クコシ 高砂薬業

高砂クジン末Ｍ クジン末 高砂薬業

高砂ケイガイＭ ケイガイ 高砂薬業

高砂ケイヒＭ ケイヒ 高砂薬業

高砂ケイヒ末Ｍ ケイヒ末 高砂薬業

高砂ケツメイシＭ ケツメイシ 高砂薬業

高砂ゲンジンＭ ゲンジン 高砂薬業

高砂ゲンノショウコＭ ゲンノショウコ 高砂薬業

高砂コウカＭ コウカ 高砂薬業

高砂コウジンＭ コウジン 高砂薬業、大杉製薬

高砂コウジン末Ｍ コウジン末 高砂薬業、大杉製薬

高砂コウブシＭ コウブシ 高砂薬業

高砂コウブシ末Ｍ コウブシ末 高砂薬業



高砂コウボクＭ コウボク 高砂薬業

高砂コウボク末Ｍ コウボク末 高砂薬業

高砂ゴオウＭ ゴオウ 高砂薬業

高砂ゴシツＭ ゴシツ 高砂薬業

高砂ゴシュユＭ ゴシュユ 高砂薬業

高砂ゴミシＭ ゴミシ 高砂薬業

高砂コロンボ末Ｍ コロンボ末 高砂薬業

高砂サイコＭ サイコ 高砂薬業

高砂サイシンＭ サイシン 高砂薬業

高砂サフランＭ サフラン 高砂薬業、大杉製薬

高砂サンキライＭ サンキライ 高砂薬業

高砂サンシシＭ サンシシ 高砂薬業

高砂サンシシ末Ｍ サンシシ末 高砂薬業

高砂サンシュユＭ サンシュユ 高砂薬業

高砂サンショウＭ サンショウ 高砂薬業

高砂サンソウニンＭ サンソウニン 高砂薬業

高砂サンヤクＭ サンヤク 高砂薬業

高砂ジオウＭ ジオウ 高砂薬業

高砂シコンＭ シコン 高砂薬業

高砂シャクヤクＭ シャクヤク 高砂薬業

高砂シャクヤク末Ｍ シャクヤク末 高砂薬業

高砂シャゼンシＭ シャゼンシ 高砂薬業

高砂ジュウヤクＭ ジュウヤク 高砂薬業

高砂シュクシャＭ シュクシャ 高砂薬業

高砂シュクシャ末Ｍ シュクシャ末 高砂薬業

高砂ショウキョウＭ ショウキョウ 高砂薬業

高砂ショウキョウ末Ｍ ショウキョウ末 高砂薬業

高砂ショウマＭ ショウマ 高砂薬業

高砂セッコウＭ セッコウ 高砂薬業

高砂センキュウＭ センキュウ 高砂薬業

高砂センキュウ末Ｍ センキュウ末 高砂薬業

高砂センコツＭ センコツ 高砂薬業

高砂センタイＭ センタイ 高砂薬業

高砂センナＭ センナ 高砂薬業

高砂ソウジュツＭ ソウジュツ 高砂薬業

高砂ソウジュツ末Ｍ ソウジュツ末 高砂薬業

高砂ソウハクヒＭ ソウハクヒ 高砂薬業

高砂ソヨウＭ ソヨウ 高砂薬業

高砂ダイオウＭ ダイオウ 高砂薬業

高砂ダイオウ末Ｍ ダイオウ末 高砂薬業

高砂タイソウＭ タイソウ 高砂薬業

高砂タクシャＭ タクシャ 高砂薬業

高砂タクシャ末Ｍ タクシャ末 高砂薬業

高砂タンジンＭ タンジン 高砂薬業

高砂チクセツニンジンＭ チクセツニンジン 高砂薬業

高砂チモＭ チモ 高砂薬業

高砂チョウジＭ チョウジ 高砂薬業

高砂チョウジ末Ｍ チョウジ末 高砂薬業

高砂チョウトウコウＭ チョウトウコウ 高砂薬業

高砂チョレイＭ チョレイ 高砂薬業

高砂チンピＭ チンピ 高砂薬業

高砂テンマＭ テンマ 高砂薬業

高砂テンマ末Ｍ テンマ末 高砂薬業、大杉製薬

高砂トウキＭ トウキ 高砂薬業

高砂トウキ末Ｍ トウキ末 高砂薬業

高砂トウニンＭ トウニン 高砂薬業

高砂トウヒＭ トウヒ 高砂薬業

高砂トチュウＭ トチュウ 高砂薬業

高砂ニンジンＭ ニンジン 高砂薬業

高砂バイモＭ バイモ 高砂薬業

高砂バクモンドウＭ バクモンドウ 高砂薬業

高砂ハッカＭ ハッカ 高砂薬業

高砂ハマボウフウＭ ハマボウフウ 高砂薬業

高砂ハンゲＭ ハンゲ 高砂薬業

高砂ビャクシＭ ビャクシ 高砂薬業

高砂ビャクジュツＭ ビャクジュツ 高砂薬業

高砂ビャクジュツ末Ｍ ビャクジュツ末 高砂薬業

高砂ビンロウジＭ ビンロウジ 高砂薬業

高砂ブクリョウＭ ブクリョウ 高砂薬業

高砂ブクリョウ末Ｍ ブクリョウ末 高砂薬業

高砂ボウイＭ ボウイ 高砂薬業

高砂ボウフウＭ ボウフウ 高砂薬業

高砂ボタンピＭ ボタンピ 高砂薬業

高砂ボタンピ末Ｍ ボタンピ末 高砂薬業

高砂ボレイＭ ボレイ 高砂薬業

高砂ボレイ末Ｍ ボレイ末 高砂薬業

高砂マオウＭ マオウ 高砂薬業

高砂マシニンＭ マシニン 高砂薬業

高砂モクツウＭ モクツウ 高砂薬業

高砂モッコウＭ モッコウ 高砂薬業

高砂ヤクチＭ ヤクチ 高砂薬業

高砂ヨクイニンＭ ヨクイニン 高砂薬業

高砂リュウコツＭ リュウコツ 高砂薬業

高砂リュウタンＭ リュウタン 高砂薬業

高砂レンギョウＭ レンギョウ 高砂薬業

合成ケイ酸アルミ「ヨシダ」 合成ケイ酸アルミニウム 吉田製薬

合成ケイ酸アルミニウム「コザカイ・Ｍ」 合成ケイ酸アルミニウム 小堺製薬

合成ケイ酸アルミニウム「ニッコー」 合成ケイ酸アルミニウム 日興製薬、日興製薬販売

合成ケイ酸アルミニウム「ファイザー」原末 合成ケイ酸アルミニウム ファイザー、マイラン製薬



合成ケイ酸アルミニウム「ヤマゼン」Ｍ 合成ケイ酸アルミニウム 山善製薬

合成ケイ酸アルミニウム「三恵」 合成ケイ酸アルミニウム 三恵薬品

合成ケイ酸アルミニウム「東海」 合成ケイ酸アルミニウム 東海製薬

合成ケイ酸アルミニウム原末「マルイシ」 合成ケイ酸アルミニウム 丸石製薬

三丸ヨーチン ヨウ素 サンケミファ

三丸希ヨーチン ヨウ素 サンケミファ

三和ダイオウ末 ダイオウ末 三和生薬

三和黄ごん湯エキス細粒 黄ごん湯 三和生薬

三和黄連解毒湯エキス細粒 黄連解毒湯 三和生薬

三和乙字湯エキス細粒 乙字湯 三和生薬

三和加工ブシ ブシ 三和生薬

三和葛根加朮附湯エキス細粒 葛根加朮附湯 三和生薬、大杉製薬

三和葛根湯エキス細粒 葛根湯 三和生薬

三和桂枝加朮附湯エキス細粒 桂枝加朮附湯 三和生薬

三和桂枝茯苓丸料エキス細粒 桂枝茯苓丸 三和生薬

三和桂芍知母湯エキス細粒 桂芍知母湯 カネボウ薬品、クラシエ薬品、三和生薬

三和五苓散料エキス細粒 五苓散 三和生薬

三和柴胡桂枝湯エキス細粒 柴胡桂枝湯 三和生薬

三和十全大補湯エキス細粒 十全大補湯 ジェーピーエス製薬、三和生薬

三和十味敗毒湯エキス細粒 十味敗毒湯 三和生薬

三和小柴胡湯エキス細粒 小柴胡湯 三和生薬

三和小青竜湯エキス細粒 小青竜湯 三和生薬

三和真武湯エキス細粒 真武湯 カネボウ薬品、クラシエ薬品、三和生薬

三和大柴胡去大黄湯エキス細粒 大柴胡去大黄湯 三和生薬、大杉製薬

三和大柴胡湯エキス細粒 大柴胡湯 三和生薬

三和大防風湯エキス細粒 大防風湯 三和生薬、大杉製薬

三和猪苓湯エキス細粒 猪苓湯 三和生薬

三和当帰芍薬散加附子エキス細粒 当帰芍薬散加附子 三和生薬、大杉製薬

三和当帰芍薬散料エキス細粒 当帰芍薬散 三和生薬

三和八味地黄丸料エキス細粒 八味地黄丸 三和生薬

三和半夏厚朴湯エキス細粒 半夏厚朴湯 三和生薬

三和半夏白朮天麻湯エキス細粒 半夏白朮天麻湯 ジェーピーエス製薬、三和生薬、大杉製薬

三和半夏瀉心湯エキス細粒 半夏瀉心湯 三和生薬

三和附子理中湯エキス細粒 附子理中湯 カネボウ薬品、クラシエ薬品、三和生薬

三和補中益気湯エキス細粒 補中益気湯 三和生薬

三和防風通聖散料エキス細粒 防風通聖散 三和生薬

三和麻杏よく甘湯エキス細粒 麻杏よく甘湯 三和生薬

三和麻黄附子細辛湯エキス細粒 麻黄附子細辛湯 カネボウ薬品、クラシエ薬品、三和生薬、大杉製薬

三和木防已湯エキス細粒 木防已湯 三和生薬

三和竜胆瀉肝湯エキス細粒 竜胆瀉肝湯 三和生薬

三和苓桂朮甘湯エキス細粒 苓桂朮甘湯 三和生薬

三和苓姜朮甘湯エキス細粒 苓姜朮甘湯 三和生薬

三和六君子湯エキス細粒 六君子湯 ジェーピーエス製薬、三和生薬

三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 芍薬甘草附子湯 三和生薬、大杉製薬

山善稀ヨーチン メタノール変性アルコール、ヨウ化カリウム、ヨウ素山善製薬

山善消アル イソプロパノール、エタノール 山善製薬

山善酢酸鉛 酢酸鉛 山善製薬

産婦人科用イソジンクリーム５％ ポビドンヨード MeijiSeikaファルマ、ムンディファーマ、塩野義製薬

酸化マグネシウム「ＪＧ」 酸化マグネシウム 日本ジェネリック

酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 酸化マグネシウム ニプロ、ニプロファーマ、ファイザー

酸化マグネシウム「コザカイ・Ｍ」 酸化マグネシウム ヤクハン製薬、小堺製薬、日医工、日興製薬販売、模範薬品研究所

酸化マグネシウム「ヤマゼン」Ｍ 酸化マグネシウム 山善製薬

酸化マグネシウム原末「マルイシ」 酸化マグネシウム 丸石製薬

酸化マグネシウム細粒８３％「ケンエー」 酸化マグネシウム 健栄製薬

酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 酸化マグネシウム 吉田製薬

酸化マグネシウム細粒８３％＜ハチ＞ 酸化マグネシウム 丸石製薬、東洋製薬化成

酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 吉田製薬

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ＴＸ」 酸化マグネシウム グラフィコ、トライックス

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ケンエー」 酸化マグネシウム 健栄製薬、日本ジェネリック

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「マイラン」 酸化マグネシウム ファイザー、マイラン製薬

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「モチダ」 酸化マグネシウム 持田製薬、持田製薬販売

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 吉田製薬、共創未来ファーマ

酸化マグネシウム錠３００ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 吉田製薬

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ＴＸ」 酸化マグネシウム グラフィコ、トライックス

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」 酸化マグネシウム 健栄製薬、日本ジェネリック

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイラン」 酸化マグネシウム ファイザー、マイラン製薬

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「モチダ」 酸化マグネシウム 持田製薬、持田製薬販売

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 吉田製薬、共創未来ファーマ

酸化マグネシウム錠４００ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 吉田製薬

酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ケンエー」 酸化マグネシウム 健栄製薬、日本ジェネリック

酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マイラン」 酸化マグネシウム ファイザー、マイラン製薬

酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 吉田製薬、共創未来ファーマ

酸化亜鉛「ケンエー」 酸化亜鉛 健栄製薬

酸化亜鉛「コザカイ・Ｍ」 酸化亜鉛 ヤクハン製薬、小堺製薬、中北薬品、日医工、模範薬品研究所

酸化亜鉛「ニッコー」 酸化亜鉛 日興製薬、日興製薬販売

酸化亜鉛「ヤマゼン」 酸化亜鉛 山善製薬

酸化亜鉛「ヨシダ」 酸化亜鉛 吉田製薬

酸化亜鉛「三恵」 酸化亜鉛 三恵薬品

酸化亜鉛「司生堂」 酸化亜鉛 司生堂製薬

酸化亜鉛「日医工」 酸化亜鉛 日医工

酸化亜鉛原末「マルイシ」 酸化亜鉛 丸石製薬

酸素 酸素 日本産業・医療ガス協会

酸素／エア・ウォーター 酸素 エア・ウォーター

酸素／小池メディカル 酸素 小池メディカル

酸素／日本エア・リキード 酸素 日本エア・リキード

歯科用アンチホルミン 次亜塩素酸ナトリウム 日本歯科薬品

歯科用カルボール フェノール アグサジャパン

歯科用ホルマリンクレゾール クレゾール、ホルマリン 日本歯科薬品

歯科用ホルムクレゾール「村上」 クレゾール、ホルマリン アグサジャパン



歯科用ヨード・グリセリン ヨウ化カリウム、ヨウ素、硫酸亜鉛水和物日本歯科薬品

次亜塩０．０５％液「ヨシダ」 次亜塩素酸ナトリウム 吉田製薬

次亜塩０．１％液「ヨシダ」 次亜塩素酸ナトリウム 吉田製薬

次亜塩０．５％液「ヨシダ」 次亜塩素酸ナトリウム 吉田製薬

次亜塩１％液「ヨシダ」 次亜塩素酸ナトリウム 吉田製薬

次亜塩６％「ヨシダ」 次亜塩素酸ナトリウム 吉田製薬

次硝酸ビスマス　シオエ 次硝酸ビスマス シオエ製薬、日本新薬

次硝酸ビスマス「ケンエー」 次硝酸ビスマス 健栄製薬

次硝酸ビスマス「ニッコー」 次硝酸ビスマス ニプロ、丸石製薬、吉田製薬、日興製薬、日興製薬販売

次硝酸ビスマス「メタル」 次硝酸ビスマス 中北薬品

次硝酸ビスマス「ヤマゼン」 次硝酸ビスマス 山善製薬

次硝酸ビスマス「三恵」 次硝酸ビスマス 三恵薬品

次硝酸ビスマス「東海」 次硝酸ビスマス 東海製薬

次硝酸ビスマス「日医工」 次硝酸ビスマス 日医工、日医工ファーマ

次没食子酸ビスマス／フヂミ製薬所 次没食子酸ビスマス フヂミ製薬所

次没食子酸ビスマス「ケンエー」 次没食子酸ビスマス 健栄製薬

次没食子酸ビスマス「ニッコー」 次没食子酸ビスマス 日興製薬、日興製薬販売

次没食子酸ビスマス「ヤマゼン」 次没食子酸ビスマス 山善製薬

次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」 次没食子酸ビスマス 丸石製薬

酒石酸／健栄製薬 酒石酸 健栄製薬

酒石酸「コザカイ・Ｍ」 酒石酸 吉田製薬、小堺製薬

酒石酸「ニッコー」 酒石酸 日興製薬、日興製薬販売

酒石酸「ヤマゼン」 酒石酸 山善製薬

重カマ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 吉田製薬

重散 ゲンチアナ末、ジアスターゼ、炭酸水素ナトリウム三恵薬品

重質酸化マグネシウム「ＮｉｋＰ」 酸化マグネシウム 岩城製薬、日医工

重質酸化マグネシウム「ケンエー」 酸化マグネシウム 健栄製薬

重質酸化マグネシウム「ニッコー」 酸化マグネシウム 中北薬品、日興製薬、日興製薬販売

重質酸化マグネシウム「ホエイ」 酸化マグネシウム ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

重質酸化マグネシウム「三恵」 酸化マグネシウム 三恵薬品

重質酸化マグネシウム「東海」 酸化マグネシウム 東海製薬

重質酸化マグネシウム＜ハチ＞ 酸化マグネシウム 小野薬品工業、東洋製薬化成

重質酸化マグネシウムシオエ 酸化マグネシウム シオエ製薬、日本新薬

重質炭酸マグネシウム「日医工」 炭酸マグネシウム 日医工

重曹「ホエイ」 炭酸水素ナトリウム ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 炭酸水素ナトリウム ファイザー、マイラン製薬、メルク製薬

小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

小児用ペレックス配合顆粒 アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、サリチルアミド、無水カフェイン大鵬薬品工業

小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ アンブロキソール塩酸塩 帝人ファーマ

小児用ムコソルバンシロップ０．３％ アンブロキソール塩酸塩 帝人ファーマ

小太郎漢方の炮附子末 ブシ末 小太郎漢方製薬

小島アロエ末Ｍ アロエ末 小島漢方

小島か楼根Ｍ カロコン 小島漢方

小島サフランＭ サフラン 小島漢方

小島ハッカ葉Ｍ ハッカ 小島漢方

小島ボレイＭ ボレイ 小島漢方

小島ヨクイニンＭ ヨクイニン 小島漢方

小島杏仁Ｍ キョウニン 小島漢方

小島益智Ｍ ヤクチ 小島漢方

小島延胡索Ｍ エンゴサク 小島漢方

小島遠志Ｍ オンジ 小島漢方

小島黄ごんＭ オウゴン 小島漢方

小島黄ごん末Ｍ オウゴン末 小島漢方

小島黄柏Ｍ オウバク 小島漢方

小島黄連Ｍ オウレン 小島漢方

小島黄耆Ｍ オウギ 小島漢方

小島牡丹皮Ｍ ボタンピ 小島漢方

小島牡丹皮末Ｍ ボタンピ末 小島漢方

小島夏枯草Ｍ カゴソウ 小島漢方

小島葛根Ｍ カッコン 小島漢方

小島茅根Ｍ ボウコン 小島漢方

小島甘草Ｍ カンゾウ 小島漢方

小島吉草根Ｍ カノコソウ 小島漢方

小島桔梗Ｍ キキョウ 小島漢方

小島牛膝Ｍ ゴシツ 小島漢方

小島苦参Ｍ クジン 小島漢方

小島桂皮Ｍ ケイヒ 小島漢方

小島荊芥Ｍ ケイガイ 小島漢方

小島五味子Ｍ ゴミシ 小島漢方

小島呉茱萸Ｍ ゴシュユ 小島漢方

小島厚朴Ｍ コウボク 小島漢方

小島厚朴末Ｍ コウボク末 小島漢方

小島紅参Ｍ コウジン 小島漢方

小島香附子Ｍ コウブシ 小島漢方

小島香附子末Ｍ コウブシ末 小島漢方

小島細辛Ｍ サイシン 小島漢方

小島山薬Ｍ サンヤク 小島漢方

小島山梔子Ｍ サンシシ 小島漢方

小島山茱萸Ｍ サンシュユ 小島漢方

小島紫根Ｍ シコン 小島漢方

小島紫蘇葉Ｍ ソヨウ 小島漢方

小島柴胡Ｍ サイコ 小島漢方

小島車前子Ｍ シャゼンシ 小島漢方

小島十薬Ｍ ジュウヤク 小島漢方

小島縮砂Ｍ シュクシャ 小島漢方

小島升麻Ｍ ショウマ 小島漢方

小島人参Ｍ ニンジン 小島漢方

小島生姜Ｍ ショウキョウ 小島漢方

小島生姜末Ｍ ショウキョウ末 小島漢方



小島石膏Ｍ セッコウ 小島漢方

小島川きゅうＭ センキュウ 小島漢方

小島川きゅう末Ｍ センキュウ末 小島漢方

小島川骨Ｍ センコツ 小島漢方

小島蒼朮Ｍ ソウジュツ 小島漢方

小島蒼朮末Ｍ ソウジュツ末 小島漢方

小島大黄Ｍ ダイオウ 小島漢方

小島大棗Ｍ タイソウ 小島漢方

小島沢瀉Ｍ タクシャ 小島漢方

小島沢瀉末Ｍ タクシャ末 小島漢方

小島知母Ｍ チモ 小島漢方

小島地黄Ｍ ジオウ 小島漢方

小島竹節人参Ｍ チクセツニンジン 小島漢方

小島猪苓Ｍ チョレイ 小島漢方

小島陳皮Ｍ チンピ 小島漢方

小島釣藤鈎Ｍ チョウトウコウ 小島漢方

小島桃仁Ｍ トウニン 小島漢方

小島当帰Ｍ トウキ 小島漢方

小島当帰末Ｍ トウキ末 小島漢方

小島白しＭ ビャクシ 小島漢方

小島白朮Ｍ ビャクジュツ 小島漢方

小島白朮末Ｍ ビャクジュツ末 小島漢方

小島麦門冬Ｍ バクモンドウ 小島漢方

小島半夏Ｍ ハンゲ 小島漢方

小島浜防風Ｍ ハマボウフウ 小島漢方

小島防已Ｍ ボウイ 小島漢方

小島麻黄Ｍ マオウ 小島漢方

小島木香Ｍ モッコウ 小島漢方

小島木通Ｍ モクツウ 小島漢方

小島龍骨Ｍ リュウコツ 小島漢方

小島龍胆Ｍ リュウタン 小島漢方

小島連翹Ｍ レンギョウ 小島漢方

小島枳実Ｍ キジツ 小島漢方

小島梹榔子Ｍ ビンロウジ 小島漢方

小島橙皮Ｍ トウヒ 小島漢方

小島芍薬Ｍ シャクヤク 小島漢方

小島芍薬末Ｍ シャクヤク末 小島漢方

小島茵ちん蒿Ｍ インチンコウ 小島漢方

小島茴香Ｍ ウイキョウ 小島漢方

小島茯苓Ｍ ブクリョウ 小島漢方

小島茯苓末Ｍ ブクリョウ末 小島漢方

小島莪じゅつＭ ガジュツ 小島漢方

昭和カンフルセー ｄｌ－カンフル 昭和製薬

消エタコア 消毒用エタノール 大成薬品工業、東海製薬

消エタサラコール 消毒用エタノール サラヤ

消プロ（ハチ）消毒液５０％ イソプロパノール 小野薬品工業、東洋製薬化成

消プロ（ハチ）消毒液７０％ イソプロパノール 小野薬品工業、東洋製薬化成

消毒用アルコール配合液「ＮＰ」 イソプロパノール、メタノール変性アルコールニプロ、ニプロファーマ

消毒用イソプロＢ液７０ イソプロパノール 健栄製薬

消毒用イソプロパノール液５０％「ヤクハン」 イソプロパノール ヤクハン製薬、岩城製薬、日医工

消毒用エタＩＰ「メタル」 消毒用エタノール 中北薬品

消毒用エタノール　シオエ 消毒用エタノール シオエ製薬、日本新薬

消毒用エタノール（カネイチ）Ｍ 消毒用エタノール 兼一薬品工業

消毒用エタノール（ミツマル） 消毒用エタノール サンケミファ

消毒用エタノール／ワコーケミカル 消毒用エタノール ワコーケミカル、和光純薬工業

消毒用エタノール「ＮＰ」 消毒用エタノール ニプロ

消毒用エタノール「イマヅ」 消毒用エタノール 今津薬品工業

消毒用エタノール「ケンエー」 消毒用エタノール ケーオーデンタル、健栄製薬

消毒用エタノール「コザカイ・Ｍ」 消毒用エタノール 岩城製薬、小堺製薬

消毒用エタノール「コニシ」 消毒用エタノール エビス薬品、コニシ

消毒用エタノール「タイセイ」 消毒用エタノール 三恵薬品、大成薬品工業

消毒用エタノール「タカスギ」 消毒用エタノール 高杉製薬

消毒用エタノール「タツミ」Ｍ 消毒用エタノール タツミ薬品工業

消毒用エタノール「トライックス」 消毒用エタノール グラフィコ、トライックス、みらいファーマ、日本ジェネリック

消毒用エタノール「ニッコー」 消毒用エタノール
エビス製薬、エビス薬品、ファイザー、マイラン製薬、丸石製薬、日興製薬、日興製薬

販売

消毒用エタノール「マルイシ」 消毒用エタノール 丸石製薬

消毒用エタノール「メタル」 消毒用エタノール 中北薬品

消毒用エタノール「ヤクハン」 消毒用エタノール ヤクハン製薬、中北薬品、日医工、日興製薬販売

消毒用エタノール「ヤマゼン」Ｍ 消毒用エタノール 山善製薬

消毒用エタノール「ヨシダ」 消毒用エタノール 吉田製薬

消毒用エタノール「司生堂」 消毒用エタノール 司生堂製薬

消毒用エタノール「昭和」（Ｍ） 消毒用エタノール 昭和製薬

消毒用エタノール「東海」 消毒用エタノール 東海製薬

消毒用エタノール「東豊」 消毒用エタノール 東豊薬品

消毒用エタノール＜ハチ＞ 消毒用エタノール 花王プロフェッショナル・サービス、小野薬品工業、東洋製薬化成

消毒用エタノールＢ液「ケンエー」 消毒用エタノール 健栄製薬

消毒用エタノールＢ液ＩＰ 消毒用エタノール 健栄製薬

消毒用エタノールＩＰＡ液「東豊」 消毒用エタノール 東豊薬品

消毒用エタノールα「カネイチ」 消毒用エタノール 兼一薬品工業

消毒用エタノール液ＩＰ 消毒用エタノール 健栄製薬

消毒用エタノール綿「ヨシダ」４×８ 消毒用エタノール 吉田製薬

消毒用エタノール綿棒「ヨシダ」 消毒用エタノール 吉田製薬

消毒用エタプロコール 消毒用エタノール エビス薬品、シオエ製薬、丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売、日本新薬

消毒用エタライトＢ液 消毒用エタノール ヤクハン製薬、日医工

消毒用エタライト液 消毒用エタノール
ニプロ、ニプロジェネファ、ニプロファーマ、ヤクハン製薬、東豊薬品、日医工、日興

製薬販売

消毒用グルコジンハンドリキッド０．２％ クロルヘキシジングルコン酸塩 ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

消毒用ネオアルコール「ケンエー」 イソプロパノール、エタノール 健栄製薬



消毒用フェノール「司生堂」 消毒用フェノール 司生堂製薬

消毒用フェノール水「司生堂」 消毒用フェノール水 司生堂製薬

消毒用マルオアルコール イソプロパノール、エタノール 岩城製薬、日医工

消毒用ミツマルアルコール イソプロパノール、メタノール変性アルコールサンケミファ

消毒用昭和アルコール イソプロパノール、メタノール変性アルコール昭和製薬

焼セッコウ 焼セッコウ 日興製薬

硝酸銀「ホエイ」 硝酸銀 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム、無水リン酸二水素ナトリウムゼリア新薬工業、京都薬品工業

親水クリーム（ＪＧ） 親水クリーム 日本ジェネリック

親水クリーム「コザカイ・Ｍ」 親水クリーム 小堺製薬

親水クリーム「シオエ」 親水クリーム シオエ製薬、日本新薬

親水クリーム「ニッコー」 親水クリーム 丸石製薬、健栄製薬、日興製薬

親水クリーム「ホエイ」 親水クリーム ニプロ、ファイザー、マイラン製薬

親水クリーム「ヨシダ」 親水クリーム 吉田製薬

親水クリーム「東豊」 親水クリーム 東豊薬品、日医工

親水ワセリン／日興製薬 親水ワセリン エビス薬品、丸石製薬、健栄製薬、日興製薬、日興製薬販売

親水ワセリン「ホエイ」 親水ワセリン ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

親水軟膏／司生堂製薬 親水軟膏 司生堂製薬

人工カルルス塩「コザカイ・Ｍ」 塩化ナトリウム、乾燥硫酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、硫酸カリウムヤクハン製薬、小堺製薬、日医工

人工カルルス塩「ヤマゼン」 塩化ナトリウム、乾燥硫酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、硫酸カリウム山善製薬

人工涙液マイティア点眼液 ホウ酸、リン酸水素ナトリウム水和物、塩化カリウム、塩化ナトリウム、乾燥炭酸ナトリウム千寿製薬、武田薬品工業

酢酸「ケンエー」 酢酸 健栄製薬

酢酸「コザカイ・Ｍ」 酢酸 小堺製薬

酢酸「タイセイ」 酢酸 大成薬品工業

酢酸「タツミ」Ｍ 酢酸 タツミ薬品工業

酢酸「ニッコー」 酢酸 エビス薬品、丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

酢酸「ヤマゼン」 酢酸 山善製薬

酢酸「ヨシダ」 酢酸 吉田製薬、中北薬品

酢酸「司生堂」 酢酸 司生堂製薬

酢酸「昭和」（Ｍ） 酢酸 昭和製薬

酢酸「東海」 酢酸 東海製薬

酢酸「日医工」 酢酸 日医工

酢酸カリウム液「司生堂」 酢酸カリウム 司生堂製薬

酢酸プレドニゾロン０．２５％眼軟膏Ｔ プレドニゾロン酢酸エステル 日東メディック

水酸化カリウム「コザカイ・Ｍ」 水酸化カリウム 小堺製薬

水酸化ナトリウム「コザカイ・Ｍ」 水酸化ナトリウム 小堺製薬

水溶性アズレン含嗽用顆粒０．４％「ＹＤ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 陽進堂

正官庄コウジン末 コウジン末 大木製薬、日韓高麗人参

生食注２０ｍＬ「ＴＸ」 生理食塩液 トライックス

精製ラノリン／フヂミ製薬所 精製ラノリン フヂミ製薬所、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

精製ラノリン／司生堂製薬 精製ラノリン 司生堂製薬

精製ラノリン／小堺製薬 精製ラノリン 小堺製薬

精製ラノリン／日興製薬 精製ラノリン 丸石製薬、健栄製薬、日興製薬、日興製薬販売

精製水　シオエ 精製水 シオエ製薬、日本新薬

精製水／カナダ薬品工業 精製水 カナダ薬品工業

精製水／サンケミファ 精製水 サンケミファ

精製水／タツミ薬品 精製水 タツミ薬品工業

精製水／共栄製薬 精製水 共栄製薬

精製水／恵美須薬品 精製水 エビス薬品、恵美須薬品

精製水／高杉製薬 精製水 高杉製薬

精製水／山善製薬 精製水 山善製薬

精製水／司生堂製薬 精製水 司生堂製薬

精製水／小堺製薬 精製水 小堺製薬、東豊薬品

精製水／昭和製薬 精製水 ニプロ、昭和製薬

精製水／大成薬品工業 精製水 大成薬品工業

精製水／中北薬品 精製水 中北薬品

精製水／東海製薬 精製水 東海製薬

精製水／東豊薬品 精製水 東豊薬品

精製水／日興製薬 精製水
エビス薬品、ニプロ、ニプロファーマ、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、

メルク製薬、丸石製薬、中北薬品、日興製薬、日興製薬販売

精製水「ＮｉｋＰ」 精製水 岩城製薬、日医工

精製水「ケンエー」 精製水 健栄製薬

精製水「ヨシダ」 精製水 吉田製薬

石灰水／司生堂製薬 水酸化カルシウム 司生堂製薬

石油ベンジン／金田直隆商店 石油ベンジン 健栄製薬

石油ベンジン／司生堂製薬 石油ベンジン 司生堂製薬

村上キャンフェニック ｄ－カンフル、フェノール アグサジャパン

太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 きゅう帰調血飲 カネボウ薬品、クラシエ薬品、太虎精堂製薬

太虎堂の黄連解毒湯エキス顆粒 黄連解毒湯 太虎精堂製薬

太虎堂の黄連湯エキス顆粒 黄連湯 太虎精堂製薬

太虎堂の乙字湯エキス顆粒 乙字湯 太虎精堂製薬

太虎堂の加味帰脾湯エキス顆粒 加味帰脾湯 太虎精堂製薬

太虎堂の加味逍遙散エキス散 加味逍遙散 太虎精堂製薬

太虎堂の加味逍遙散エキス顆粒 加味逍遙散 太虎精堂製薬

太虎堂の葛根湯エキス顆粒 葛根湯 太虎精堂製薬

太虎堂の桂枝茯苓丸料エキス顆粒 桂枝茯苓丸 太虎精堂製薬

太虎堂の荊芥連翹湯エキス顆粒 荊芥連翹湯 太虎精堂製薬

太虎堂の五苓散料エキス顆粒 五苓散 太虎精堂製薬

太虎堂の呉茱萸湯エキス顆粒 呉茱萸湯 太虎精堂製薬

太虎堂の三黄瀉心湯エキス顆粒 三黄瀉心湯 太虎精堂製薬

太虎堂の参蘇飲エキス顆粒 参蘇飲 太虎精堂製薬

太虎堂の四物湯エキス顆粒 四物湯 太虎精堂製薬

太虎堂の柴陥湯エキス顆粒 柴陥湯 太虎精堂製薬

太虎堂の柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 柴胡加竜骨牡蛎湯 太虎精堂製薬

太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 柴胡桂枝乾姜湯 カネボウ薬品、クラシエ薬品、太虎精堂製薬

太虎堂の柴胡桂枝湯エキス顆粒 柴胡桂枝湯 太虎精堂製薬

太虎堂の十味敗毒湯エキス顆粒 十味敗毒湯 太虎精堂製薬

太虎堂の潤腸湯エキス顆粒 潤腸湯 太虎精堂製薬

太虎堂の小柴胡湯エキス顆粒 小柴胡湯 太虎精堂製薬



太虎堂の小青竜湯エキス顆粒 小青竜湯 太虎精堂製薬

太虎堂の人参湯エキス顆粒 人参湯 太虎精堂製薬

太虎堂の疎経活血湯エキス顆粒 疎経活血湯 太虎精堂製薬

太虎堂の大柴胡湯エキス顆粒 大柴胡湯 太虎精堂製薬

太虎堂の猪苓湯エキス顆粒 猪苓湯 太虎精堂製薬

太虎堂の通導散エキス顆粒 通導散 太虎精堂製薬

太虎堂の当帰芍薬散料エキス散 当帰芍薬散 太虎精堂製薬

太虎堂の当帰芍薬散料エキス顆粒 当帰芍薬散 太虎精堂製薬

太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒 半夏厚朴湯 太虎精堂製薬

太虎堂の半夏瀉心湯エキス顆粒 半夏瀉心湯 太虎精堂製薬

太虎堂の補中益気湯エキス散 補中益気湯 太虎精堂製薬

太虎堂の補中益気湯エキス顆粒 補中益気湯 太虎精堂製薬

太虎堂の防風通聖散料エキス顆粒 防風通聖散 太虎精堂製薬

太虎堂の防已黄耆湯エキス顆粒 防已黄耆湯 太虎精堂製薬

太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス細粒 竜胆瀉肝湯 太虎精堂製薬

太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散 竜胆瀉肝湯 太虎精堂製薬

太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス顆粒 竜胆瀉肝湯 太虎精堂製薬

太虎堂の苓桂朮甘湯エキス顆粒 苓桂朮甘湯 太虎精堂製薬

耐性乳酸菌散１０％「ＪＧ」 耐性乳酸菌 長生堂製薬、日本ジェネリック

耐性乳酸菌散１０％「トーワ」 耐性乳酸菌 東和薬品

単シロップ　シオエ 単シロップ シオエ製薬、日本新薬

単シロップ（ＪＧ） 単シロップ 日本ジェネリック

単シロップ／丸石製薬 単シロップ 丸石製薬

単シロップ／三恵薬品 単シロップ 三恵薬品

単シロップ／山善製薬 単シロップ 山善製薬

単シロップ／司生堂製薬 単シロップ 司生堂製薬

単シロップ／中北薬品 単シロップ 吉田製薬、中北薬品

単シロップ／東海製薬 単シロップ 大成薬品工業、東海製薬

単シロップ／東洋製薬化成 単シロップ マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、小野薬品工業、東洋製薬化成

単シロップ／日興製薬 単シロップ エビス薬品、ファイザー、マイラン製薬、日興製薬、日興製薬販売

単シロップ「ケンエー」 単シロップ 健栄製薬

単シロップ「日医工」 単シロップ 日医工

単軟膏／司生堂製薬 単軟膏 司生堂製薬

単軟膏／東豊薬品 単軟膏 東豊薬品

単軟膏／日興製薬 単軟膏 丸石製薬、健栄製薬、日興製薬、日興製薬販売

単軟膏「ホエイ」 単軟膏 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

単軟膏「ヨシダ」 単軟膏 吉田製薬

炭カル錠「ヨシダ」２５０ｍｇ 沈降炭酸カルシウム 吉田製薬

炭カル錠「ヨシダ」５００ｍｇ 沈降炭酸カルシウム 吉田製薬

炭カル錠５００「ＫＮ」 沈降炭酸カルシウム 小林化工

炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 沈降炭酸カルシウム 旭化成ファーマ

炭酸マグネシウム／山善製薬 炭酸マグネシウム 山善製薬

炭酸マグネシウム「ケンエー」 炭酸マグネシウム 健栄製薬

炭酸マグネシウム「ニッコー」 炭酸マグネシウム 日興製薬

炭酸水素ナトリウム　シオエ 炭酸水素ナトリウム シオエ製薬、日本新薬

炭酸水素ナトリウム　恵美須 炭酸水素ナトリウム 恵美須薬品

炭酸水素ナトリウム／扶桑薬品工業 炭酸水素ナトリウム 扶桑薬品工業

炭酸水素ナトリウム「ＮｉｋＰ」 炭酸水素ナトリウム 岩城製薬、日医工

炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 炭酸水素ナトリウム 健栄製薬

炭酸水素ナトリウム「コザカイ・Ｍ」 炭酸水素ナトリウム 小堺製薬

炭酸水素ナトリウム「タツミ」Ｍ 炭酸水素ナトリウム タツミ薬品工業

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 炭酸水素ナトリウム ニプロ、丸石製薬、中北薬品、日興製薬、日興製薬販売

炭酸水素ナトリウム「ヤマゼン」Ｍ 炭酸水素ナトリウム 山善製薬

炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 炭酸水素ナトリウム 吉田製薬

炭酸水素ナトリウム「三恵」 炭酸水素ナトリウム 三恵薬品

炭酸水素ナトリウム「司生堂」 炭酸水素ナトリウム 司生堂製薬

炭酸水素ナトリウム「昭和」（Ｍ） 炭酸水素ナトリウム ニプロ、昭和製薬

炭酸水素ナトリウム「東海」 炭酸水素ナトリウム 東海製薬

炭酸水素ナトリウム＜ハチ＞ 炭酸水素ナトリウム 小野薬品工業、東洋製薬化成

窒素 窒素 日本産業・医療ガス協会

窒素／エア・ウォーター 窒素 エア・ウォーター

窒素／日本エア・リキード 窒素 日本エア・リキード

調剤用パンビタン末 アスコルビン酸、エルゴカルシフェロール、シアノコバラミン、チアミン硝化物、トコフェロール酢酸エステル、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ピリドキシン塩酸塩、リボフラビン、レチノールパルミチン酸エステル、葉酸武田テバ薬品、武田薬品工業

沈降炭酸カルシウム　恵美須 沈降炭酸カルシウム 恵美須薬品

沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 沈降炭酸カルシウム 健栄製薬

沈降炭酸カルシウム「コザカイ・Ｍ」 沈降炭酸カルシウム
ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬、ヤクハン製薬、小堺製薬、

日医工、日興製薬販売

沈降炭酸カルシウム「ヤマゼン」Ｍ 沈降炭酸カルシウム 山善製薬

沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」 沈降炭酸カルシウム 吉田製薬

沈降炭酸カルシウム「司生堂」 沈降炭酸カルシウム 司生堂製薬

沈降炭酸カルシウム「日医工」 沈降炭酸カルシウム 日医工

沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ「三和」 沈降炭酸カルシウム 三和化学研究所

沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ「武田テバ」 沈降炭酸カルシウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 沈降炭酸カルシウム 三和化学研究所

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「武田テバ」 沈降炭酸カルシウム 武田テバファーマ、武田薬品工業

東海アクリノール液 アクリノール水和物 東海製薬

東豊カンフルチンキ ｄｌ－カンフル、メタノール変性アルコール東豊薬品

東豊消アル イソプロパノール、メタノール変性アルコール東豊薬品

豚脂／司生堂製薬 豚脂 司生堂製薬

二酸化炭素 二酸化炭素 日本産業・医療ガス協会

二酸化炭素／エア・ウォーター 二酸化炭素 エア・ウォーター

二酸化炭素／小池メディカル 二酸化炭素 小池メディカル

二酸化炭素／日本エア・リキード 二酸化炭素 日本エア・リキード

日点アトロピン点眼液１％ アトロピン硫酸塩水和物 日本点眼薬研究所

日粉アロエ末Ｎ アロエ末 日本ヘルス、日本粉末薬品

日粉オウバク末Ｎ オウバク末 日本ヘルス、日本粉末薬品

日粉カンゾウ末Ｎ カンゾウ末 日本ヘルス、日本粉末薬品

日粉キキョウ末Ｎ キキョウ末 日本ヘルス、日本粉末薬品

日粉ケイヒ末Ｎ ケイヒ末 日本ヘルス、日本粉末薬品



日粉ゲンチアナ末Ｎ ゲンチアナ末 日本ヘルス、日本粉末薬品

日粉コウジン末Ｎ コウジン末 日本ヘルス、日本粉末薬品

日粉シャクヤク末Ｎ シャクヤク末 日本ヘルス、日本粉末薬品

日粉ダイオウ末Ｎ ダイオウ末 日本ヘルス、日本粉末薬品

乳酸／健栄製薬 乳酸 健栄製薬

乳酸「コザカイ・Ｍ」 乳酸 小堺製薬

乳酸カルシウム「ＮｉｋＰ」 乳酸カルシウム水和物 岩城製薬、日医工

乳酸カルシウム「エビス」 乳酸カルシウム水和物 エビス製薬、ニプロ、日興製薬、日興製薬販売

乳酸カルシウム「ケンエー」 乳酸カルシウム水和物 健栄製薬

乳酸カルシウム「コザカイ・Ｍ」 乳酸カルシウム水和物 ヤクハン製薬、小堺製薬、中北薬品、日医工、日興製薬販売

乳酸カルシウム「ホエイ」 乳酸カルシウム水和物 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

乳酸カルシウム「ヤマゼン」 乳酸カルシウム水和物 山善製薬

乳酸カルシウム＜ハチ＞ 乳酸カルシウム水和物 丸石製薬、小野薬品工業、東洋製薬化成

乳酸カルシウム水和物「シオエ」原末 乳酸カルシウム水和物 シオエ製薬、日本新薬

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 乳酸カルシウム水和物 吉田製薬

乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 乳酸カルシウム水和物 ファイザー

乳糖「ホエイ」 乳糖水和物 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

乳糖水和物（結晶）「ＮｉｋＰ」 乳糖水和物 岩城製薬、日医工

乳糖水和物（粉末）「日医工」 乳糖水和物 日医工

乳糖水和物／三恵薬品 乳糖水和物 三恵薬品

乳糖水和物／山善製薬 乳糖水和物 山善製薬

乳糖水和物／小堺製薬 乳糖水和物 小堺製薬、模範薬品研究所

乳糖水和物／東海製薬 乳糖水和物 東海製薬

乳糖水和物／日興製薬 乳糖水和物 中北薬品、日興製薬、日興製薬販売

乳糖水和物「ケンエー」 乳糖水和物 健栄製薬

乳糖水和物「シオエ」 乳糖水和物 シオエ製薬、日本新薬

乳糖水和物「ヨシダ」 乳糖水和物 吉田製薬

乳糖水和物原末「マルイシ」 乳糖水和物 ニプロ、丸石製薬

尿素「コザカイ・Ｍ」 尿素 小堺製薬、日興製薬販売

尿素クリーム２０％「ＳＮ」 尿素 シオノケミカル、ファイザー

白色ワセリン　シオエ 白色ワセリン シオエ製薬、日本新薬

白色ワセリン／タツミ薬品 白色ワセリン タツミ薬品工業

白色ワセリン／マイラン製薬 白色ワセリン ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

白色ワセリン／健栄製薬 白色ワセリン 健栄製薬

白色ワセリン／三恵薬品 白色ワセリン 三恵薬品

白色ワセリン／山善製薬 白色ワセリン 山善製薬

白色ワセリン／司生堂製薬 白色ワセリン 司生堂製薬

白色ワセリン／小堺製薬 白色ワセリン 岩城製薬、小堺製薬

白色ワセリン／昭和製薬 白色ワセリン 昭和製薬

白色ワセリン／東海製薬 白色ワセリン 大成薬品工業、東海製薬

白色ワセリン／東豊薬品 白色ワセリン ヤクハン製薬、中北薬品、東豊薬品

白色ワセリン／東洋製薬化成 白色ワセリン 小野薬品工業、東洋製薬化成

白色ワセリン／日興製薬 白色ワセリン 丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

白色ワセリン「ヨシダ」 白色ワセリン 吉田製薬

白色ワセリン「日医工」 白色ワセリン 日医工

白色軟膏／司生堂製薬 白色軟膏 司生堂製薬

白色軟膏／東豊薬品 白色軟膏 東豊薬品

白色軟膏／日興製薬 白色軟膏 丸石製薬、健栄製薬、日興製薬、日興製薬販売

白色軟膏「ヨシダ」 白色軟膏 吉田製薬

白糖／小堺製薬 白糖 小堺製薬

白糖／鈴粉末薬品 白糖 鈴粉末薬品

白糖「ヨシダ」 白糖 吉田製薬

氷酢酸　恵美須 氷酢酸 恵美須薬品

氷酢酸／健栄製薬 氷酢酸 健栄製薬

氷酢酸「ＮｉｋＰ」 氷酢酸 日医工

氷酢酸「コザカイ・Ｍ」 氷酢酸 小堺製薬

氷酢酸「タイセイ」 氷酢酸 大成薬品工業

氷酢酸「タツミ」Ｍ 氷酢酸 タツミ薬品工業

氷酢酸「ニッコー」 氷酢酸 丸石製薬、日興製薬、日興製薬販売

氷酢酸「ヤマゼン」 氷酢酸 山善製薬

氷酢酸「司生堂」 氷酢酸 司生堂製薬

氷酢酸「東海」 氷酢酸 東海製薬

氷酢酸「東豊」 氷酢酸 吉田製薬、中北薬品、東豊薬品

複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 複方ヨード・グリセリン 健栄製薬

複方ヨード・グリセリン「コザカイ・Ｍ」 複方ヨード・グリセリン 小堺製薬

複方ヨード・グリセリン「ニッコー」 複方ヨード・グリセリン 日興製薬、日興製薬販売

複方ヨード・グリセリン「マルイシ」 複方ヨード・グリセリン 丸石製薬

複方ヨード・グリセリン「ヤクハン」 複方ヨード・グリセリン ヤクハン製薬、日医工

複方ヨード・グリセリン「ヤマゼン」Ｍ 複方ヨード・グリセリン 山善製薬

複方ヨード・グリセリン「昭和」（Ｍ） 複方ヨード・グリセリン 昭和製薬

複方ヨード・グリセリン「東豊」 複方ヨード・グリセリン 東豊薬品

複方ヨードグリセリン「ヨシダ」 複方ヨード・グリセリン 吉田製薬

複方甘草散「スズ」 イオウ、ウイキョウ末、カンゾウ末、センナ末、白糖鈴粉末薬品

弗化ナトリウム液「ネオ」 フッ化ナトリウム ナルコーム製作所、ネオ製薬工業

芳香散／鈴粉末薬品 芳香散 鈴粉末薬品

本草サフラン－Ｒ サフラン 本草製薬

本草よく苡仁湯エキス顆粒－Ｍ よく苡仁湯 本草製薬

本草安中散料エキス顆粒－Ｍ 安中散 本草製薬

本草黄連解毒湯エキス顆粒－Ｍ 黄連解毒湯 本草製薬

本草乙字湯エキス顆粒－Ｍ 乙字湯 本草製薬

本草温清飲エキス顆粒－Ｍ 温清飲 本草製薬

本草加工ブシ末 ブシ末 本草製薬

本草加味逍遙散エキス顆粒－Ｍ 加味逍遙散 久光製薬、本草製薬

本草葛根湯エキス顆粒－Ｍ 葛根湯 本草製薬

本草葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒－Ｍ 葛根湯加川きゅう辛夷 本草製薬

本草桂枝加芍薬湯エキス顆粒－Ｍ 桂枝加芍薬湯 本草製薬

本草桂枝湯エキス顆粒－Ｓ 桂枝湯 本草製薬

本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒－Ｍ 桂枝茯苓丸 久光製薬、本草製薬

本草五苓散顆粒－Ｒ 五苓散 本草製薬



本草三黄瀉心湯エキス顆粒－Ｍ 三黄瀉心湯 本草製薬

本草四物湯エキス顆粒－Ｍ 四物湯 本草製薬

本草柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒－Ｍ 柴胡加竜骨牡蛎湯 本草製薬

本草柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒－Ｍ 柴胡桂枝乾姜湯 本草製薬

本草十全大補湯エキス顆粒－Ｍ 十全大補湯 本草製薬

本草十味敗毒湯エキス顆粒－Ｍ 十味敗毒湯 久光製薬、本草製薬

本草小柴胡湯エキス顆粒－Ｍ 小柴胡湯 久光製薬、本草製薬

本草小青龍湯エキス顆粒－Ｍ 小青竜湯 本草製薬

本草小半夏加茯苓湯エキス顆粒－Ｍ 小半夏加茯苓湯 本草製薬

本草神秘湯エキス顆粒－Ｍ 神秘湯 本草製薬

本草人参湯エキス細粒 人参湯 本草製薬

本草大柴胡湯エキス顆粒－Ｍ 大柴胡湯 本草製薬

本草猪苓湯エキス顆粒－Ｍ 猪苓湯 本草製薬

本草桃核承気湯エキス顆粒－Ｍ 桃核承気湯 本草製薬

本草当帰芍薬散料エキス顆粒－Ｍ 当帰芍薬散 本草製薬

本草八味丸料エキス顆粒－Ｍ 八味丸 久光製薬、本草製薬

本草半夏厚朴湯エキス顆粒－Ｍ 半夏厚朴湯 本草製薬

本草半夏瀉心湯エキス顆粒－Ｍ 半夏瀉心湯 本草製薬

本草平胃散料エキス顆粒－Ｍ 平胃散 本草製薬

本草補中益気湯エキス顆粒－Ｍ 補中益気湯 久光製薬、本草製薬

本草防風通聖散エキス顆粒－Ｍ 防風通聖散 本草製薬

本草防已黄耆湯エキス顆粒－Ｍ 防已黄耆湯 久光製薬、本草製薬

本草麻杏甘石湯エキス顆粒－Ｍ 麻杏甘石湯 本草製薬

本草麻黄湯エキス顆粒－Ｓ 麻黄湯 本草製薬

本草苓桂朮甘湯エキス顆粒－Ｍ 苓桂朮甘湯 本草製薬

本草苓姜朮甘湯エキス顆粒－Ｍ 苓姜朮甘湯 本草製薬

本草六君子湯エキス顆粒－Ｍ 六君子湯 本草製薬

本草芍薬甘草湯エキス顆粒－Ｍ 芍薬甘草湯 本草製薬

無水エタノール　シオエ 無水エタノール シオエ製薬、日本新薬

無水エタノール（ミツマル） 無水エタノール サンケミファ

無水エタノール／健栄製薬 無水エタノール 健栄製薬

無水エタノール「イマヅ」 無水エタノール 今津薬品工業

無水エタノール「コザカイ・Ｍ」 無水エタノール 岩城製薬、小堺製薬、模範薬品研究所

無水エタノール「コニシ」 無水エタノール エビス薬品、コニシ

無水エタノール「タイセイ」 無水エタノール 大成薬品工業

無水エタノール「タツミ」Ｍ 無水エタノール タツミ薬品工業

無水エタノール「ニッコー」 無水エタノール ファイザー、マイラン製薬、日興製薬、日興製薬販売

無水エタノール「マルイシ」 無水エタノール ニプロ、丸石製薬、健栄製薬

無水エタノール「ヤクハン」 無水エタノール ヤクハン製薬、日医工

無水エタノール「ヤマゼン」 無水エタノール 山善製薬

無水エタノール「ヨシダ」 無水エタノール 吉田製薬

無水エタノール「司生堂」 無水エタノール 司生堂製薬

無水エタノール「東海」 無水エタノール 東海製薬

無水エタノール「東豊」 無水エタノール 東豊薬品

無水エタノール＜ハチ＞ 無水エタノール 小野薬品工業、東洋製薬化成

無水エタノールワコー 無水エタノール ワコーケミカル、和光純薬工業

滅菌精製水　シオエ 滅菌精製水 シオエ製薬、日本新薬

滅菌精製水／ヤクハン製薬 滅菌精製水 サラヤ、ニプロ、ニプロファーマ、ヤクハン製薬、日医工、日興製薬販売

滅菌精製水／共栄製薬 滅菌精製水 共栄製薬、東豊薬品

滅菌精製水／光製薬 滅菌精製水 光製薬

滅菌精製水／大成薬品工業 滅菌精製水 大成薬品工業

滅菌精製水／日興製薬 滅菌精製水
エビス薬品、オリエンタル薬品工業、ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メ

ルク製薬、丸石製薬、日医工、日興製薬、日興製薬販売

滅菌精製水「ケンエー」 滅菌精製水 健栄製薬

滅菌精製水「ヨシダ」 滅菌精製水 吉田製薬、中北薬品

薬師印のコウジン末 コウジン末 薬師製薬

薬用炭「日医工」 薬用炭 日医工

幼児用ＰＬ配合顆粒 アセトアミノフェン、サリチルアミド、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、無水カフェインシオノギファーマ、塩野義製薬

流動パラフィン「ＮｉｋＰ」 流動パラフィン 日医工

流動パラフィン「ケンエー」 流動パラフィン 健栄製薬

流動パラフィン「コザカイ・Ｍ」 流動パラフィン 小堺製薬

流動パラフィン「ニッコー」 流動パラフィン 日興製薬、日興製薬販売

流動パラフィン「マルイシ」 流動パラフィン 丸石製薬

流動パラフィン「ヤマゼン」 流動パラフィン 山善製薬

流動パラフィン「ヨシダ」 流動パラフィン 吉田製薬、中北薬品

流動パラフィン「司生堂」 流動パラフィン 司生堂製薬

流動パラフィン「東海」 流動パラフィン 東海製薬

硫酸アトロピン「ホエイ」 アトロピン硫酸塩水和物 ファイザー、マイラン製薬、メルク・ホエイ、メルク製薬

硫酸マグネシウム「ＮｉＫＰ」 硫酸マグネシウム水和物 岩城製薬、日医工

硫酸マグネシウム「ヤマゼン」Ｍ 硫酸マグネシウム水和物 山善製薬

硫酸マグネシウム「東海」 硫酸マグネシウム水和物 東海製薬

両性石ケン液１０％「日医工」 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩日医工


