
薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
０．１ｗ／ｖ％マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸 殺菌消毒剤 外皮用殺菌消毒剤 その他／配合剤の外皮用殺菌消毒剤
２５ｍｃｇチロナミン錠 リオチロニンナトリウム 甲状腺ホルモン剤 甲状腺，副甲状腺ホルモン 甲状腺ホルモン製剤
２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 フルスルチアミン ビタミンＢ１誘導体 ビタミンＢ１剤 ビタミンＢ１誘導体製剤
５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸 寄生性皮膚疾患剤 寄生性皮ふ疾患用剤 外用サリチル酸系製剤
５ｍｇコントール錠 クロルジアゼポキシド マイナートランキライザー 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
５ｍｇセルシン錠 ジアゼパム マイナートランキライザー 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ＡＺ点眼液０．０２％
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

非ステロイド性・抗炎症点眼
剤

眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤

Ｄ－ソルビトール内用液６５％「マルイシ」 Ｄ－ソルビトール 造影補助剤
他に分類されない治療を主
目的としない医薬品

その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品

ＫＭ散 ジアスターゼ・生薬配合剤 健胃消化剤 健胃消化剤
その他／炭酸水素ナトリウム・苦味質剤（酵素配合を含む）
／消化酵素複合剤／消化酵素・制酸・生薬・被覆剤／消化
酵素生菌剤／その他の配合剤の健胃消化剤

Ｌ－ケフレックス顆粒 セファレキシン 持続性セフェム系抗生物質
主としてグラム陽性・陰性菌
に作用するもの

セフェム系抗生物質製剤

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

高トリグリセリド血症治療剤 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

ＭＳコンチン錠６０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤
ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤

Ｓ・Ｍ配合散
タカヂアスターゼ・生薬配合
剤

調剤用胃腸薬 健胃消化剤
その他／炭酸水素ナトリウム・苦味質剤（酵素配合を含む）
／消化酵素複合剤／消化酵素・制酸・生薬・被覆剤／消化
酵素生菌剤／その他の配合剤の健胃消化剤

アーチスト錠１．２５ｍｇ カルベジロール 慢性心不全治療剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

アーチスト錠１０ｍｇ カルベジロール
持続性高血圧・狭心症，慢性
心不全・頻脈性心房細動治

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

アーチスト錠２．５ｍｇ カルベジロール
慢性心不全・頻脈性心房細
動治療剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

アーテン錠（２ｍｇ） トリヘキシフェニジル塩酸塩 パーキンソン症候群治療剤 抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤
アイピーディカプセル１００ スプラタストトシル酸塩 アレルギー性疾患治療剤 その他のアレルギー用薬 その他

アイミクス配合錠ＬＤ
イルベサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩配合剤

長時間作用型ＡＲＢ／持続性
Ｃａ拮抗薬配合剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

アカルディカプセル１．２５ ピモベンダン 心不全治療薬 強心剤 その他／クラテグスエキス剤の強心剤
アクアチムクリーム１％ ナジフロキサシン 新キノロン系外用抗菌剤 化膿性疾患用剤 その他／配合剤の化膿性疾患用剤

アクトス錠１５ ピオグリタゾン塩酸塩
インスリン抵抗性改善剤－２
型糖尿病治療剤－

糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

アクトス錠３０ ピオグリタゾン塩酸塩
インスリン抵抗性改善剤－２
型糖尿病治療剤－

糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

アクトネル錠２．５ｍｇ
リセドロン酸ナトリウム水和
物

骨粗鬆症治療剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

アコファイド錠１００ｍｇ アコチアミド塩酸塩水和物
機能性ディスペプシア（ＦＤ）
治療剤

その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン 抗リウマチ剤 サルファ剤 その他のサルファ剤
アシノン錠１５０ｍｇ ニザチジン Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤
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薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
アジャストＡコーワ錠４０ｍｇ センナエキス 緩下剤 下剤，浣腸剤 植物性製剤
アスコルビン酸 アスコルビン酸 ビタミンＣ製剤 ビタミンＣ剤 ビタミンＣ製剤／配合剤のビタミンＣ剤
アスタットクリーム１％ ラノコナゾール 抗真菌剤 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤

アストミン錠１０ｍｇ ジメモルファンリン酸塩 鎮咳剤 鎮咳剤
その他／エフェドリン・ノスカピン・クロルフェニラミン剤（生
薬配合を含む）／鎮咳・抗ヒスタミン・カフェイン剤／鎮咳・
抗ヒスタミン複合剤／その他の配合剤の鎮咳剤

アストモリジン配合腸溶錠
プロキシフィリン・エフェドリン
配合剤

喘息治療剤 鎮咳剤
その他／エフェドリン・ノスカピン・クロルフェニラミン剤（生
薬配合を含む）／鎮咳・抗ヒスタミン・カフェイン剤／鎮咳・
抗ヒスタミン複合剤／その他の配合剤の鎮咳剤

アスパラ－ＣＡ錠２００
Ｌ－アスパラギン酸カルシウ
ム水和物

Ｃａアスパルテート製剤 カルシウム剤
有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸
カルシウム製剤を除く。）

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

Ｋ，Ｍｇアスパルテート製剤 無機質製剤
その他／アスパラギン酸塩剤／微量元素配合剤／その他
の配合剤の無機質製剤

アスペノンカプセル２０ アプリンジン塩酸塩 不整脈治療剤 不整脈用剤 その他の不整脈用剤
アセタノールカプセル１００ アセブトロール塩酸塩 高血圧・狭心症・不整脈治療 不整脈用剤 β－遮断剤
アゼプチン錠１ｍｇ アゼラスチン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤 その他のアレルギー用薬 その他
アダプチノール錠５ｍｇ ヘレニエン 暗順応改善剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ニフェジピン
持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・
狭心症治療剤

血管拡張剤 冠血管拡張剤

アダラートＣＲ錠４０ｍｇ ニフェジピン
持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・
狭心症治療剤

血管拡張剤 冠血管拡張剤

アダラートＬ錠１０ｍｇ ニフェジピン
持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・
狭心症治療剤

血管拡張剤 冠血管拡張剤

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ヒドロキシジンパモ酸塩
抗アレルギー性緩和精神安
定剤

精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤

アデカット１５ｍｇ錠 デラプリル塩酸塩 ＡＣＥ－Ｉ降圧剤 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

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

代謝賦活剤
他に分類されない代謝性医
薬品

アデノシン製剤

アテレック錠２０ シルニジピン 持続性Ｃａ拮抗降圧剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

アドエア１００ディスカス２８吸入用
サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン酸
エステル

喘息治療配合剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

アドエア１２５エアゾール１２０吸入用
サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン酸
エステル

喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

アドエア２５０ディスカス２８吸入用
サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン酸
エステル

喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

アドエア２５０ディスカス６０吸入用
サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン酸
エステル

喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム 消化管用吸着剤 制酸剤 アルミニウム化合物製剤

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

対血管薬剤 止血剤 カルバゾクロム系製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

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

対血管薬剤 止血剤 カルバゾクロム系製剤

アドフィードパップ８０ｍｇ フルルビプロフェン 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

アトラント外用液１％ ネチコナゾール塩酸塩 抗真菌剤 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤
アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 アナストロゾール 閉経後乳癌治療剤 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

アナフラニール錠１０ｍｇ クロミプラミン塩酸塩
うつ病・うつ状態・遺尿症・情
動脱力発作治療剤

精神神経用剤 イミプラミン系製剤

アノーロエリプタ３０吸入用
ウメクリジニウム臭化物・ビラ
ンテロールトリフェニル酢酸

ＣＯＰＤ治療配合剤 気管支拡張剤 その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤

アノーロエリプタ７吸入用
ウメクリジニウム臭化物・ビラ
ンテロールトリフェニル酢酸

ＣＯＰＤ治療配合剤 気管支拡張剤 その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤

アピドラ注ソロスター
インスリン　グルリジン（遺伝
子組換え）

超速効型インスリンアナログ
製剤

その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

すい臓ホルモン剤

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 付着性アフタ性口内炎治療 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬

アプレース錠１００ｍｇ トロキシピド 胃炎・胃潰瘍治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

アプレゾリン錠１０ｍｇ ヒドララジン塩酸塩 血圧降下剤 血圧降下剤 ヒドララジン製剤
アヘン末 アヘン 鎮痛・止瀉剤 あへんアルカロイド系麻薬 あへん末製剤

アボネックス筋注用シリンジ３０μｇ
インターフェロン　ベータ－１ａ
（遺伝子組換え）

遺伝子組換え型インターフェ
ロンβ－１ａ製剤

その他の生物学的製剤 その他／配合剤の生物学的製剤

アマージ錠２．５ｍｇ ナラトリプタン塩酸塩
５ＨＴ受容体作動型片頭痛治
療剤

血管収縮剤 その他／植物製剤の血管収縮剤

アマリール３ｍｇ錠 グリメピリド
スルホニルウレア系血糖降
下剤

糖尿病用剤 スルフォニル尿素系製剤

アミノレバンＥＮ配合散 肝不全用成分栄養剤 肝不全用栄養剤 たん白アミノ酸製剤

その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合ア
ミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤
／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・
ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩
高血圧症・狭心症治療剤／
持続性Ｃａ拮抗剤

血管拡張剤 冠血管拡張剤

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩
高血圧症・狭心症治療剤／
持続性Ｃａ拮抗剤

血管拡張剤 冠血管拡張剤

アムロジン錠２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩
高血圧症・狭心症治療剤／
持続性Ｃａ拮抗剤

血管拡張剤 冠血管拡張剤

アムロジン錠５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩
高血圧症・狭心症治療剤／
持続性Ｃａ拮抗剤

血管拡張剤 冠血管拡張剤

アメパロモカプセル２５０ｍｇ パロモマイシン硫酸塩 腸管アメーバ症治療剤 抗原虫剤 その他／配合剤の抗原虫剤
アモバン錠１０ ゾピクロン 睡眠障害改善剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 その他の催眠鎮静剤・抗不安剤
アモバン錠７．５ ゾピクロン 睡眠障害改善剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 その他の催眠鎮静剤・抗不安剤
アラセナ－Ａ軟膏３％ ビダラビン 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤 その他／配合剤の抗ウイルス剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

アリセプトＤ錠１０ｍｇ ドネペジル塩酸塩
アルツハイマー型，レビー小
体型認知症治療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

アリセプトＤ錠３ｍｇ ドネペジル塩酸塩
アルツハイマー型，レビー小
体型認知症治療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

アリセプト錠３ｍｇ ドネペジル塩酸塩
アルツハイマー型，レビー小
体型認知症治療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

アリセプト錠５ｍｇ ドネペジル塩酸塩
アルツハイマー型，レビー小
体型認知症治療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

アルサルミン細粒９０％ スクラルファート水和物 胃炎・消化性潰瘍治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

アルサルミン内用液１０％ スクラルファート水和物 胃炎・消化性潰瘍治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ スピロノラクトン
抗アルドステロン性利尿・降
圧剤

利尿剤 抗アルドステロン製剤

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

Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤

アルドメット錠２５０ メチルドパ水和物 血圧降下剤 血圧降下剤 メチルドパ製剤
アルファロールカプセル０．２５μｇ アルファカルシドール Ｃａ・骨代謝改善剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤
アルファロールカプセル１μｇ アルファカルシドール Ｃａ・骨代謝改善剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤

アルボ錠２００ｍｇ オキサプロジン 持続性消炎・鎮痛剤 解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤

アルミゲル細粒９９％＊（中外） 乾燥水酸化アルミニウムゲ 制酸剤 制酸剤 アルミニウム化合物製剤
アレグラ錠６０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤 その他のアレルギー用薬 その他
アレジオン錠２０ エピナスチン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤 その他のアレルギー用薬 その他

アレステン錠１５０ｍｇ メチクラン 非サイアザイド系降圧剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

アレビアチン錠２５ｍｇ フェニトイン 抗てんかん剤 抗てんかん剤 ヒダントイン系製剤
アレベール吸入用溶解液０．１２５％ チロキサポール 呼吸器官用吸入剤 気管支拡張剤 その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤
アレロックＯＤ錠５ オロパタジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤 その他のアレルギー用薬 その他
アレロック錠５ オロパタジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤 その他のアレルギー用薬 その他
アローゼン顆粒 センナ・センナ実 緩下剤 下剤，浣腸剤 その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 アロチノロール塩酸塩
高血圧症・狭心症・不整脈・
本態性振戦治療剤

不整脈用剤 β－遮断剤

アロプリノール錠１００ｍｇ「タナベ」 アロプリノール 高尿酸血症治療剤 痛風治療剤 アロプリノール製剤
アンカロン錠１００ アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤 不整脈用剤 その他の不整脈用剤
イーケプラ錠２５０ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん剤 抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤
イソジンガーグル液７％ ポビドンヨード 含嗽剤 含嗽剤 その他の含そう剤
イソジンゲル１０％ ポビドンヨード 殺菌消毒剤 外皮用殺菌消毒剤 ヨウ素化合物



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
イソジン液１０％ ポビドンヨード 殺菌消毒剤 外皮用殺菌消毒剤 ヨウ素化合物
イソバイドシロップ７０％ イソソルビド 浸透圧利尿・メニエル病改善 利尿剤 その他の利尿剤
イソバイドシロップ７０％分包２０ｍＬ イソソルビド 浸透圧利尿・メニエル病改善 利尿剤 その他の利尿剤
イソメニールカプセル７．５ｍｇ ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 抗めまい剤 鎮暈剤 その他／配合剤の鎮暈剤
イミグラン錠５０ スマトリプタンコハク酸塩 片頭痛治療剤 血管収縮剤 その他／植物製剤の血管収縮剤

イムラン錠５０ｍｇ アザチオプリン 免疫抑制剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

イリボー錠２．５μｇ ラモセトロン塩酸塩 下痢型過敏性腸症候群治療 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬
イリボー錠５μｇ ラモセトロン塩酸塩 下痢型過敏性腸症候群治療 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬
インクレミンシロップ５％ 溶性ピロリン酸第二鉄 鉄欠乏性貧血治療剤 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

インサイドパップ７０ｍｇ インドメタシン 経皮鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

インタール点眼液ＵＤ２％ クロモグリク酸ナトリウム アレルギー性結膜炎治療剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
インテバンＳＰ２５ インドメタシン 鎮痛・解熱・抗炎症剤 解熱鎮痛消炎剤 インドメタシン製剤

インテバン外用液１％ インドメタシン 経皮鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

インテバン坐剤２５ インドメタシン 鎮痛・抗炎症剤 解熱鎮痛消炎剤 インドメタシン製剤
インテバン坐剤５０ インドメタシン 鎮痛・抗炎症剤 解熱鎮痛消炎剤 インドメタシン製剤
インヒベース錠０．５ シラザプリル水和物 持続性ＡＣＥ阻害剤 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
インヒベース錠１ シラザプリル水和物 持続性ＡＣＥ阻害剤 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
インフリーカプセル１００ｍｇ インドメタシン　ファルネシル 組織活性型鎮痛・抗炎症剤 解熱鎮痛消炎剤 インドメタシン製剤
インプロメン錠１ｍｇ ブロムペリドール 精神神経安定剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤
インプロメン錠６ｍｇ ブロムペリドール 精神神経安定剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤

ヴィキラックス配合錠
オムビタスビル水和物・パリ
タプレビル水和物・リトナビル

抗ウイルス化学療法剤 抗ウイルス剤 その他／配合剤の抗ウイルス剤

ウラリット配合錠
クエン酸カリウム・クエン酸ナ
トリウム水和物

アルカリ化療法剤／酸性尿・
アシドーシス改善剤

痛風治療剤 その他／配合剤の痛風治療剤

ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ イミダフェナシン 過活動膀胱治療剤
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ウリトス錠０．１ｍｇ イミダフェナシン 過活動膀胱治療剤
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

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

胃粘膜防御機構増強・胃炎・
胃潰瘍治療剤

消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

ウルソ錠１００ｍｇ ウルソデオキシコール酸 肝・胆・消化機能改善剤 利胆剤 胆汁酸製剤

ウロカルン錠２２５ｍｇ ウラジロガシエキス 尿路結石治療剤
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

エイゾプト懸濁性点眼液１％ ブリンゾラミド 眼圧下降剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
エースコール錠４ｍｇ テモカプリル塩酸塩 胆汁・腎排泄型ＡＣＥ阻害剤 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ デフェラシロクス 鉄キレート剤 解毒剤 その他の解毒剤
エクセルダームクリーム１％ スルコナゾール硝酸塩 抗真菌剤 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

エクメット配合錠ＨＤ
ビルダグリプチン・メトホルミ
ン塩酸塩配合剤

２型糖尿病治療剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

エクメット配合錠ＬＤ
ビルダグリプチン・メトホルミ
ン塩酸塩配合剤

２型糖尿病治療剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２ デプロドンプロピオン酸エス 外用副腎皮質ホルモン剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤
エクリラ４００μｇジェヌエア３０吸入用 アクリジニウム臭化物 ＣＯＰＤ治療剤 気管支拡張剤 その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤
エサンブトール錠２５０ｍｇ エタンブトール塩酸塩 エタンブトール製剤 抗結核剤 エタンブトール製剤

エストリール腟錠０．５ｍｇ エストリオール 卵胞ホルモン剤
生殖器官用剤（性病予防剤
を含む。）

その他／動物製剤の生殖器官用剤（性病予防剤を含む）

エディロールカプセル０．５μｇ エルデカルシトール 骨粗鬆症治療剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤
エディロールカプセル０．７５μｇ エルデカルシトール 骨粗鬆症治療剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤

エヌケーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０
テガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合剤

代謝拮抗剤 代謝拮抗剤 その他／配合剤の代謝拮抗剤

エヌケーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５
テガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合剤

代謝拮抗剤 代謝拮抗剤 その他／配合剤の代謝拮抗剤

エパデールＳ６００ イコサペント酸エチル ＥＰＡ製剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬
エパデールカプセル３００ イコサペント酸エチル ＥＰＡ製剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬

エビスタ錠６０ｍｇ ラロキシフェン塩酸塩 骨粗鬆症治療剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール 抗精神病剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤
エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール 抗精神病剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤
エボザックカプセル３０ｍｇ セビメリン塩酸塩水和物 口腔乾燥症状改善剤 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬
エホチール錠５ｍｇ エチレフリン塩酸塩 昇圧剤 強心剤 その他／クラテグスエキス剤の強心剤
エラスチーム錠１８００ エラスターゼ 脂質代謝異常改善剤 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤
エリキュース錠２．５ｍｇ アピキサバン 経口ＦＸａ阻害剤 血液凝固阻止剤 その他／動物製剤の血液凝固阻止剤
エリスパン錠０．２５ｍｇ フルジアゼパム マイナートランキライザー 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

エリスロシン錠２００ｍｇ
エリスロマイシンステアリン酸
塩

マクロライド系抗生物質
主としてグラム陽性菌，マイ
コプラズマに作用するもの

エリスロマイシン製剤

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ レボカルニチン レボカルニチン製剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

エルカルチンＦＦ内用液１０％ レボカルニチン レボカルニチン製剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用 ウメクリジニウム臭化物
長時間作用性吸入気管支拡
張剤

気管支拡張剤 その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤

エンテロノン－Ｒ散 耐性乳酸菌製剤 耐性乳酸菌製剤 止しゃ剤，整腸剤 活性生菌製剤
エンペシドクリーム１％ クロトリマゾール 抗真菌剤 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤

エンペシド腟錠１００ｍｇ クロトリマゾール 抗真菌剤
生殖器官用剤（性病予防剤
を含む。）

その他／動物製剤の生殖器官用剤（性病予防剤を含む）

オイグルコン錠１．２５ｍｇ グリベンクラミド 血糖降下剤 糖尿病用剤 スルフォニル尿素系製剤
オイグルコン錠２．５ｍｇ グリベンクラミド 血糖降下剤 糖尿病用剤 スルフォニル尿素系製剤
オイテンシンカプセル４０ｍｇ フロセミド 降圧剤 利尿剤 その他の利尿剤

オークル錠１００ｍｇ アクタリット 抗リウマチ剤 解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤

オキシコンチン錠１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 あへんアルカロイド系麻薬 その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
オキシコンチン錠２０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 あへんアルカロイド系麻薬 その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチン錠５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 あへんアルカロイド系麻薬 その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬

オステラック錠１００ エトドラク
非ステロイド性鎮痛・抗炎症
剤

解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤

オステラック錠２００ エトドラク
非ステロイド性鎮痛・抗炎症
剤

解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤

オステン錠２００ｍｇ イプリフラボン 骨粗鬆症治療剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

オスポロット錠５０ｍｇ スルチアム 抗てんかん剤 抗てんかん剤 スルホンアミド系製剤
オダイン錠１２５ｍｇ フルタミド 前立腺癌治療剤 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤
オドリック錠１ｍｇ トランドラプリル ＡＣＥ阻害剤 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

オノンカプセル１１２．５ｍｇ プランルカスト水和物
気管支喘息・アレルギー性鼻
炎治療剤

その他のアレルギー用薬 その他

オパルモン錠５μｇ リマプロスト　アルファデクス ＰＧＥ１誘導体製剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬

オフェブカプセル１００ｍｇ
ニンテダニブエタンスルホン
酸塩

抗線維化剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

オメプラール錠１０ オメプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

オメプラール錠２０ オメプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

オメプラゾール錠「トーワ」２０ｍｇ オメプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

オメプラゾン錠１０ｍｇ オメプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

オメプラゾン錠２０ｍｇ オメプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 シクレソニド 吸入ステロイド喘息治療剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ オルメサルタン　メドキソミル
高親和性ＡＴ１レセプターブ
ロッカー

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ オルメサルタン　メドキソミル
高親和性ＡＴ１レセプターブ
ロッカー

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ガスターＤ錠１０ｍｇ ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤
ガスターＤ錠２０ｍｇ ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤
ガスター錠１０ｍｇ ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤
ガスター錠２０ｍｇ ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤

ガストローム顆粒６６．７％ エカベトナトリウム水和物 胃炎・胃潰瘍治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

ガスモチン錠５ｍｇ モサプリドクエン酸塩水和物 消化管運動機能改善剤 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬

ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ イルソグラジンマレイン酸塩
粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治
療剤

消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

ガスロンＮ錠４ｍｇ イルソグラジンマレイン酸塩
粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治
療剤

消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ ビカルタミド 前立腺癌治療剤 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤
カソデックス錠８０ｍｇ ビカルタミド 前立腺癌治療剤 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

カタプレス錠７５μｇ クロニジン塩酸塩 高血圧症治療剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

カタリン点眼用０．００５％ ピレノキシン 老人性白内障治療剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
カチーフＮ錠１０ｍｇ フィトナジオン ビタミンＫ１製剤 ビタミンＫ剤 ビタミンＫ製剤
ガチフロ点眼液０．３％ ガチフロキサシン水和物 広範囲抗菌点眼剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
カディアンカプセル２０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤
カディアンカプセル３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤
カデックス外用散０．９％ ヨウ素 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 その他の外皮用薬 その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬

カデュエット配合錠２番
アムロジピンベシル酸塩・アト
ルバスタチンカルシウム水和

持続性Ｃａ拮抗薬／ＨＭＧ－
ＣｏＡ還元酵素阻害剤

その他の循環器官用薬 その他／配合剤の循環器官用薬

ガナトン錠５０ｍｇ イトプリド塩酸塩 消化管運動賦活剤 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 カナマイシン一硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質
主としてグラム陰性菌に作用
するもの

アミノ糖系抗生物質製剤

カバサール錠０．２５ｍｇ カベルゴリン ドパミン作動薬 抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤
カバサール錠１．０ｍｇ カベルゴリン ドパミン作動薬 抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤
ガバペン錠４００ｍｇ ガバペンチン 抗てんかん剤 抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤

カプトリル－Ｒカプセル１８．７５ｍｇ カプトプリル
レニン・アンジオテンシン系降
圧剤

血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

カプトリル錠１２．５ｍｇ カプトプリル
レニン・アンジオテンシン系降
圧剤

血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

カルスロット錠１０ マニジピン塩酸塩 持続性Ｃａ拮抗降圧剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

カルスロット錠２０ マニジピン塩酸塩 持続性Ｃａ拮抗降圧剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

カルデナリン錠１ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 血圧降下剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

カルナクリン錠２５ カリジノゲナーゼ 循環障害改善剤
その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

循環ホルモン剤

カルビスケン錠５ｍｇ ピンドロール 高血圧・狭心症・頻脈治療剤 不整脈用剤 β－遮断剤

カルフェニール錠８０ｍｇ ロベンザリットナトリウム 関節リウマチ治療剤 解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤

カルブロック錠８ｍｇ アゼルニジピン 持続性Ｃａ拮抗剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

カロナール細粒２０％ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤
カロナール細粒５０％ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤

キネダック錠５０ｍｇ エパルレスタット アルドース還元酵素阻害剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

キャベジンＵコーワ配合散
メチオニン・メタケイ酸アルミ
ン酸マグネシウム配合剤

消化性潰瘍・胃炎治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

グラクティブ錠５０ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和 糖尿病用剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
グラケーカプセル１５ｍｇ メナテトレノン 骨粗鬆症治療用ビタミンＫ２ ビタミンＫ剤 ビタミンＫ製剤
クラシエよく苡仁湯エキス細粒 よく苡仁湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 加味帰脾湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 加味逍遙散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ葛根湯エキス細粒 葛根湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 桂枝加芍薬湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 桂枝茯苓丸エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒 柴苓湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ十全大補湯エキス細粒 十全大補湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒 小柴胡湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ小青竜湯エキス細粒 小青竜湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 人参養栄湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 当帰芍薬散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 半夏瀉心湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ補中益気湯エキス細粒 補中益気湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ防風通聖散料エキス細粒 防風通聖散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ六君子湯エキス細粒 六君子湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 芍薬甘草湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤

グラセプターカプセル０．５ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

グラセプターカプセル１ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐 その他の消化器官用薬 鎮吐剤
クラビット細粒１０％ レボフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤
クラビット錠５００ｍｇ レボフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤
クラビット点眼液０．５％ レボフロキサシン水和物 広範囲抗菌点眼剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤

クラリスドライシロップ１０％小児用 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質
主としてグラム陽性菌，マイ
コプラズマに作用するもの

その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用する
もの

クラリス錠２００ クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質
主としてグラム陽性菌，マイ
コプラズマに作用するもの

その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用する
もの

クラリチン錠１０ｍｇ ロラタジン
持続性選択Ｈ１受容体拮抗・
アレルギー性疾患治療剤

その他のアレルギー用薬 その他

グランダキシン錠５０ トフィソパム 自律神経調整剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
グリコラン錠２５０ｍｇ メトホルミン塩酸塩 糖尿病用剤 糖尿病用剤 ビグアナイド系製剤
グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ グリクラジド ＳＵ系経口血糖降下剤 糖尿病用剤 スルフォニル尿素系製剤
グルコバイ錠１００ｍｇ アカルボース 食後過血糖改善剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
グルコバイ錠５０ｍｇ アカルボース 食後過血糖改善剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

グルコンサンＫ錠５ｍＥｑ グルコン酸カリウム カリウム補給剤 無機質製剤
その他／アスパラギン酸塩剤／微量元素配合剤／その他
の配合剤の無機質製剤

グルファストＯＤ錠５ｍｇ ミチグリニドカルシウム水和 速効型インスリン分泌促進薬 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
グルファスト錠１０ｍｇ ミチグリニドカルシウム水和 速効型インスリン分泌促進薬 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

グルベス配合錠
ミチグリニドカルシウム水和
物・ボグリボース配合剤

速効型インスリン分泌促進薬
／食後過血糖改善薬配合剤

糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

クレストールＯＤ錠５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤
クレストール錠２．５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤
クレストール錠５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤
クレナフィン爪外用液１０％ エフィナコナゾール 爪白癬治療剤 その他の化学療法剤 その他／配合剤の化学療法剤
クレメジン細粒分包２ｇ 球形吸着炭 慢性腎不全用剤 解毒剤 その他の解毒剤

クロミッド錠５０ｍｇ クロミフェンクエン酸塩 排卵誘発剤
その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

ケイキサレート散
ポリスチレンスルホン酸ナトリ
ウム

高カリウム血症改善剤 その他の循環器官用薬 その他／配合剤の循環器官用薬

ケフラールカプセル２５０ｍｇ セファクロル セフェム系抗生物質
主としてグラム陽性・陰性菌
に作用するもの

セフェム系抗生物質製剤

ケラチナミンコーワクリーム２０％ 尿素 角化症治療剤
皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含
む。）

その他の皮膚軟化剤（腐食剤を含む）

ケルロング錠５ｍｇ ベタキソロール塩酸塩 血管拡張性β１遮断剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン 便秘治療剤 下剤，浣腸剤 グリセリン製剤
ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン 便秘治療剤 下剤，浣腸剤 グリセリン製剤
ゲンタシン軟膏０．１％ ゲンタマイシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質 化膿性疾患用剤 外用抗生物質製剤
ゲンチアナ末「マルイシ」 ゲンチアナ 生薬 生薬 生薬
コートン錠２５ｍｇ コルチゾン酢酸エステル 副腎皮質ホルモン製剤 副腎ホルモン剤 コルチゾン系製剤
コスパノンカプセル４０ｍｇ フロプロピオン 膵胆道・尿路系鎮痙剤 鎮けい剤 その他／植物製剤の鎮痙剤
コスパノン錠８０ｍｇ フロプロピオン 膵胆道・尿路系鎮痙剤 鎮けい剤 その他／植物製剤の鎮痙剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

コディオ配合錠ＥＸ
バルサルタン・ヒドロクロロチ
アジド配合剤

選択的ＡＴ１受容体ブロッカー
／利尿薬合剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

コディオ配合錠ＭＤ
バルサルタン・ヒドロクロロチ
アジド配合剤

選択的ＡＴ１受容体ブロッカー
／利尿薬合剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

コニール錠２ ベニジピン塩酸塩
高血圧症・狭心症治療剤（持
続性Ｃａ拮抗剤）

血管拡張剤 冠血管拡張剤

コニール錠４ ベニジピン塩酸塩
高血圧症・狭心症治療剤（持
続性Ｃａ拮抗剤）

血管拡張剤 冠血管拡張剤

コムタン錠１００ｍｇ エンタカポン 末梢ＣＯＭＴ阻害剤 抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤
コメリアンコーワ錠１００ ジラゼプ塩酸塩水和物 心・腎疾患治療剤 血管拡張剤 冠血管拡張剤
コリオパンカプセル５ｍｇ ブトロピウム臭化物 消化管鎮痙剤 鎮けい剤 アトロピン系製剤
コレバインミニ８３％ コレスチミド 高コレステロール血症治療剤 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤
コレバイン錠５００ｍｇ コレスチミド 高コレステロール血症治療剤 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤
コロネル錠５００ｍｇ ポリカルボフィルカルシウム 過敏性腸症候群治療剤 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬
コンスタン０．４ｍｇ錠 アルプラゾラム マイナートランキライザー 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
コンバントリン錠１００ｍｇ ピランテルパモ酸塩 広域駆虫剤 駆虫剤 その他の駆虫剤

コンプラビン配合錠
クロピドグレル硫酸塩・アスピ
リン

抗血小板剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬

ザーコリカプセル２００ｍｇ クリゾチニブ 抗悪性腫瘍剤 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤
サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 肺サーファクタント 新生児呼吸窮迫症候群治療 呼吸促進剤 その他の呼吸促進剤
サアミオン錠５ｍｇ ニセルゴリン 脳循環・代謝改善剤 その他の循環器官用薬 その他／配合剤の循環器官用薬

サイトテック錠２００ ミソプロストール 抗ＮＳＡＩＤ潰瘍剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

サイレース錠２ｍｇ フルニトラゼパム 睡眠導入剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
ザイロリック錠１００ アロプリノール 高尿酸血症治療剤 痛風治療剤 アロプリノール製剤
ザイロリック錠５０ アロプリノール 高尿酸血症治療剤 痛風治療剤 アロプリノール製剤

ザクラス配合錠ＨＤ
アジルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩配合剤

持続性ＡＴ１レセプターブロッ
カー／持続性Ｃａ拮抗薬配合

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ザクラス配合錠ＬＤ
アジルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩配合剤

持続性ＡＴ１レセプターブロッ
カー／持続性Ｃａ拮抗薬配合

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ザジテンカプセル１ｍｇ ケトチフェンフマル酸塩 アレルギー性疾患治療剤 その他のアレルギー用薬 その他
ザジテン点眼液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 抗アレルギー点眼剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
ザファテック錠１００ｍｇ トレラグリプチンコハク酸塩 ２型糖尿病治療剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
ザファテック錠５０ｍｇ トレラグリプチンコハク酸塩 ２型糖尿病治療剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
サラジェン錠５ｍｇ ピロカルピン塩酸塩 口腔乾燥症状改善薬 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬
サラゾピリン錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン 潰瘍性大腸炎治療剤 サルファ剤 その他のサルファ剤

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

噴霧式口内炎治療剤 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬

ザンタック錠１５０ ラニチジン塩酸塩 Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤
ザンタック錠７５ ラニチジン塩酸塩 Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤

サンディミュンカプセル２５ｍｇ シクロスポリン 免疫抑制剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

サンディミュンカプセル５０ｍｇ シクロスポリン 免疫抑制剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

サンピロ点眼液１％ ピロカルピン塩酸塩 緑内障治療剤 眼科用剤 縮瞳剤
サンリズムカプセル２５ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物 不整脈治療剤 不整脈用剤 その他の不整脈用剤
ジアスターゼ ジアスターゼ 消化酵素製剤 健胃消化剤 消化酵素製剤

シアリス錠１０ｍｇ タダラフィル
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

シーブリ吸入用カプセル５０μｇ グリコピロニウム臭化物
長時間作用性吸入気管支拡
張剤

気管支拡張剤 その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤

ジェイゾロフト錠５０ｍｇ セルトラリン塩酸塩
選択的セロトニン再取り込み
阻害剤

精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤

ジギトキシン錠 ジギトキシン 強心剤 強心剤 ジギタリス製剤
ジギトキシン錠 ジギトキシン 強心剤 強心剤 ジギタリス製剤
シグマート錠５ｍｇ ニコランジル 狭心症治療剤 血管拡張剤 冠血管拡張剤
ジゴキシンＫＹ錠０．２５ ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤 強心剤 ジギタリス製剤
ジゴシン錠０．２５ｍｇ ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤 強心剤 ジギタリス製剤

ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ アジスロマイシン水和物
１５員環マクロライド系抗生物
質

主としてグラム陽性菌，マイ
コプラズマに作用するもの

その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用する
もの

ジスロマック細粒小児用１０％ アジスロマイシン水和物
１５員環マクロライド系抗生物
質

主としてグラム陽性菌，マイ
コプラズマに作用するもの

その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用する
もの

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

ビタミンＣ・パントテン酸カル
シウム配合剤

混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ
混合製剤を除く。）

ＶＢ２・ＶＢ６複合剤／ＶＢ１・ＶＢ６・ＶＢ１２複合剤（ＶＢ２配
合を含む）／ＶＣ・パントテン酸カルシウム複合剤／ＶＢ２・
ＶＢ６パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤／総
合ビタミン剤／その他の配合剤の混合ビタミン剤（ビタミン

ジフルカンカプセル１００ｍｇ フルコナゾール 深在性真菌症治療剤 その他の化学療法剤 その他／配合剤の化学療法剤
シベノール錠５０ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 不整脈治療剤 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

シムビコートタービュヘイラー６０吸入
ブデソニド・ホルモテロールフ
マル酸塩水和物

ドライパウダー吸入式喘息・
ＣＯＰＤ治療配合剤

その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

ジャディアンス錠２５ｍｇ エンパグリフロジン ２型糖尿病治療剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
ジャヌビア錠２５ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和 糖尿病用剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
ジャヌビア錠５０ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和 糖尿病用剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
シュアポスト錠０．５ｍｇ レパグリニド 速効型インスリン分泌促進剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

ジュリナ錠０．５ｍｇ エストラジオール エストラジオール製剤
卵胞ホルモン及び黄体ホル
モン剤

エストラジオール系製剤

ジュンコウ桂枝茯苓丸料ＦＣエキス細粒医 桂枝茯苓丸エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤

ジョサマイシン錠２００ｍｇ ジョサマイシン マクロライド系抗生物質
主としてグラム陽性菌，マイ
コプラズマに作用するもの

ジョサマイシン製剤

ジルダザック軟膏３％ ベンダザック 非ステロイド系外用剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ジルテック錠１０ セチリジン塩酸塩
持続性選択Ｈ１受容体拮抗・
アレルギー性疾患治療剤

その他のアレルギー用薬 その他

シングレア錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム
気管支喘息・アレルギー性鼻
炎治療剤

その他のアレルギー用薬 その他

シンセロン錠８ｍｇ インジセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐 その他の消化器官用薬 鎮吐剤
シンレスタール錠２５０ｍｇ プロブコール 高脂血症治療剤 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
スイニー錠１００ｍｇ アナグリプチン ２型糖尿病治療剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

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

粘膜付着型鼻過敏症治療剤 耳鼻科用剤 その他／配合剤の耳鼻科用剤

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 消化性潰瘍治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

スチックゼノールＡ
サリチル酸メチル・グリチルレ
チン酸配合剤

鎮痛・消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ステリクロンＷ液０．０５ クロルヘキシジングルコン酸 殺菌消毒剤 外皮用殺菌消毒剤 その他／配合剤の外皮用殺菌消毒剤

スピール膏Ｍ サリチル酸 皮膚軟化剤
皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含
む。）

有機酸製剤

スピオルトレスピマット２８吸入
チオトロピウム臭化物水和
物・オロダテロール塩酸塩

ＣＯＰＤ治療配合剤 気管支拡張剤 その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤

スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ チオトロピウム臭化物水和物
長時間作用性吸入気管支拡
張剤

気管支拡張剤 その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤

スプレンジール錠５ｍｇ フェロジピン Ｃａ拮抗剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

スミルスチック３％ フェルビナク 経皮吸収型鎮痛・消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

スルモンチール錠１０ｍｇ トリミプラミンマレイン酸塩 抗うつ剤 精神神経用剤 イミプラミン系製剤
スンベプラカプセル１００ｍｇ アスナプレビル 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤 その他／配合剤の抗ウイルス剤
セイブル錠５０ｍｇ ミグリトール 糖尿病食後過血糖改善剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

セクターゲル３％ ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ゼストリル錠１０ リシノプリル水和物 持続型ＡＣＥ阻害剤 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
セタプリル錠２５ｍｇ アラセプリル 持続型ＡＣＥ阻害降圧剤 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
セパゾン錠１ クロキサゾラム マイナートランキライザー 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
セパゾン錠２ クロキサゾラム マイナートランキライザー 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
セファドール錠２５ｍｇ ジフェニドール塩酸塩 抗めまい剤 鎮暈剤 その他／配合剤の鎮暈剤

セフゾンカプセル１００ｍｇ セフジニル セフェム系製剤
主としてグラム陽性・陰性菌
に作用するもの

セフェム系抗生物質製剤

セラスターテープ７０ インドメタシン 経皮吸収型鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

セルテクト錠３０ オキサトミド アレルギー性疾患治療剤 その他のアレルギー用薬 その他

セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス 前立腺疾患治療剤
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

セルベックスカプセル５０ｍｇ テプレノン 胃炎・胃潰瘍治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

セルベックス細粒１０％ テプレノン 胃炎・胃潰瘍治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

セレキノン錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩 消化管運動調律剤 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬

セレクトール錠１００ｍｇ セリプロロール塩酸塩 血管拡張性β１遮断剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

セレジストＯＤ錠５ｍｇ タルチレリン水和物 脊髄小脳変性症治療剤 その他の中枢神経系用薬 その他
セレナール錠１０ オキサゾラム マイナートランキライザー 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

セレニカＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム
抗てんかん，躁状態，片頭痛
治療剤

抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤

セレニカＲ錠４００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム
抗てんかん，躁状態，片頭痛
治療剤

抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤

セレニカＲ顆粒４０％ バルプロ酸ナトリウム
抗てんかん，躁状態，片頭痛
治療剤

抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤

セレネース錠０．７５ｍｇ ハロペリドール 抗精神病剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤

セレベント５０ディスカス サルメテロールキシナホ酸塩
長時間作動型吸入気管支拡
張剤

気管支拡張剤 その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤

セレベント５０ロタディスク サルメテロールキシナホ酸塩
長時間作動型吸入気管支拡
張剤

気管支拡張剤 その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤

セロクエル２５ｍｇ錠 クエチアピンフマル酸塩 抗精神病剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤

セロケンＬ錠１２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩 徐放性高血圧治療剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

セロシオンカプセル１０ プロパゲルマニウム 経口Ｂ型慢性肝炎治療剤 肝臓疾患用剤
その他／動物製剤／グリチルリチン・メチオニン・グリシン
複合剤／グリチルリチン・グリシン・システイン剤／その他
の配合剤の肝臓疾患用剤

セロトーン錠１０ｍｇ アザセトロン塩酸塩
５－ＨＴ３アンタゴニスト（制吐
剤）

その他の消化器官用薬 鎮吐剤

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 センノシド 緩下剤 下剤，浣腸剤 植物性製剤
ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ ゾルミトリプタン 片頭痛治療剤 血管収縮剤 その他／植物製剤の血管収縮剤
ゾーミッグ錠２．５ｍｇ ゾルミトリプタン 片頭痛治療剤 血管収縮剤 その他／植物製剤の血管収縮剤
ソタコール錠８０ｍｇ ソタロール塩酸塩 不整脈治療剤 不整脈用剤 その他の不整脈用剤
ゾビラックス錠２００ アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤 抗ウイルス剤 その他／配合剤の抗ウイルス剤
ゾビラックス軟膏５％ アシクロビル 抗ヘルペスウイルス外用剤 抗ウイルス剤 その他／配合剤の抗ウイルス剤
ゾフランザイディス４ オンダンセトロン ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐 その他の消化器官用薬 鎮吐剤
ゾフラン錠４ オンダンセトロン塩酸塩水和 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐 その他の消化器官用薬 鎮吐剤
ソブリアードカプセル１００ｍｇ シメプレビルナトリウム 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤 その他／配合剤の抗ウイルス剤
ソラナックス０．４ｍｇ錠 アルプラゾラム 抗不安剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
ソランタール錠５０ｍｇ チアラミド塩酸塩 鎮痛・抗炎症剤 解熱鎮痛消炎剤 塩基性消炎鎮痛剤
ソルコセリル軟膏５％ 幼牛血液抽出物 組織修復促進剤 その他の外皮用薬 その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 ゾルピデム酒石酸塩 入眠剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 その他の催眠鎮静剤・抗不安剤

ソロン錠５０ ソファルコン
粘膜保護・組織修復／胃炎・
胃潰瘍治療剤

消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

ダイアコート軟膏０．０５％ ジフロラゾン酢酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤
ダイオウ末「三恵」 ダイオウ 生薬 生薬 生薬

ダイドロネル錠２００ エチドロン酸二ナトリウム 骨代謝改善剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

ダオニール錠１．２５ｍｇ グリベンクラミド 血糖降下剤 糖尿病用剤 スルフォニル尿素系製剤
ダオニール錠２．５ｍｇ グリベンクラミド 血糖降下剤 糖尿病用剤 スルフォニル尿素系製剤
タガメット錠２００ｍｇ シメチジン Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤
ダクルインザ錠６０ｍｇ ダクラタスビル塩酸塩 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤 その他／配合剤の抗ウイルス剤

タケプロンＯＤ錠１５ ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

タケプロンＯＤ錠３０ ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

タケプロンカプセル１５ ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

タケプロンカプセル３０ ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

タケルダ配合錠
アスピリン・ランソプラゾール
配合剤

アスピリン／ランソプラゾール
配合剤

その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬

タチオン点眼用２％ グルタチオン グルタチオン製剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
タナドーパ顆粒７５％ ドカルパミン ドパミンプロドラッグ 強心剤 その他／クラテグスエキス剤の強心剤

タナトリル錠１０ イミダプリル塩酸塩
アンジオテンシン変換選択性
阻害剤

血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

タリオン錠１０ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩
選択的ヒスタミンＨ１受容体
拮抗・アレルギー性疾患治療

その他のアレルギー用薬 その他

タリオン錠５ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩
選択的ヒスタミンＨ１受容体
拮抗・アレルギー性疾患治療

その他のアレルギー用薬 その他

タリビッド眼軟膏０．３％ オフロキサシン 広範囲抗菌点眼剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
タリビッド点眼液０．３％ オフロキサシン 広範囲抗菌点眼剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
ダルメートカプセル１５ フルラゼパム塩酸塩 不眠症治療剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ダントリウムカプセル２５ｍｇ ダントロレンナトリウム水和物
痙性麻痺緩解・悪性症候群
治療剤

骨格筋弛緩剤 その他の骨格筋弛緩剤

チウラジール錠５０ｍｇ プロピルチオウラシル 抗甲状腺剤 甲状腺，副甲状腺ホルモン 抗甲状腺ホルモン製剤

チオラ錠１００ チオプロニン
代謝改善解毒・シスチン尿症
治療剤

肝臓疾患用剤
その他／動物製剤／グリチルリチン・メチオニン・グリシン
複合剤／グリチルリチン・グリシン・システイン剤／その他
の配合剤の肝臓疾患用剤

チスタニン糖衣錠１００ｍｇ Ｌ－エチルシステイン塩酸塩 去たん剤 去たん剤 システイン系製剤
チノカプセル１２５ ケノデオキシコール酸 経口胆石溶解剤 利胆剤 胆汁酸製剤
チモプトール点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤

チャンピックス錠０．５ｍｇ バレニクリン酒石酸塩 禁煙補助薬
他に分類されない治療を主
目的としない医薬品

その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品

チャンピックス錠１ｍｇ バレニクリン酒石酸塩 禁煙補助薬
他に分類されない治療を主
目的としない医薬品

その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品

チョコラＡ末１万単位／ｇ ビタミンＡ ビタミンＡ剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＡ製剤

チラーヂンＳ錠２５μｇ
レボチロキシンナトリウム水
和物

甲状腺ホルモン剤
甲状腺，副甲状腺ホルモン
剤

甲状腺ホルモン製剤

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用） よく苡仁湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ安中散エキス顆粒（医療用） 安中散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） 温清飲エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 加味逍遙散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） 甘麦大棗湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 牛車腎気丸エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用） 啓脾湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） 桂枝加朮附湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） 桂枝加芍薬湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 桂枝茯苓丸エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） 荊芥連翹湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用） 五淋散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 五苓散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） 呉茱萸湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） 香蘇散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用） 参蘇飲エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） 四逆散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用） 滋陰至宝湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） 柴胡桂枝乾姜湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 柴苓湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用） 十味敗毒湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） 潤腸湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） 小建中湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） 小柴胡湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 小青竜湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒（医療用） 消風散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） 真武湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） 人参湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） 人参養栄湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用） 清上防風湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 清肺湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用） 川きゅう茶調散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） 疎経活血湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） 大黄甘草湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） 大柴胡湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用） 大防風湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） 通導散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 釣藤散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） 桃核承気湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
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エ
キス

漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） 当帰芍薬散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） 白虎加人参湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 麦門冬湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 半夏厚朴湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 防風通聖散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） 防已黄耆湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） 麻黄附子細辛湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） 麻子仁丸エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 抑肝散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） 苓桂朮甘湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） 六味丸エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用） 炙甘草湯エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用） 茵ちん五苓散エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤
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エキス 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤

ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」 ツロブテロール 経皮吸収型・気管支拡張剤 気管支拡張剤 その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０
テガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合剤

代謝拮抗剤 代謝拮抗剤 その他／配合剤の代謝拮抗剤

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５
テガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合剤

代謝拮抗剤 代謝拮抗剤 その他／配合剤の代謝拮抗剤

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

代謝拮抗剤 代謝拮抗剤 その他／配合剤の代謝拮抗剤

ティーエスワン配合カプセルＴ２５
テガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合剤

代謝拮抗剤 代謝拮抗剤 その他／配合剤の代謝拮抗剤

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０
テガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合剤

代謝拮抗剤 代謝拮抗剤 その他／配合剤の代謝拮抗剤

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５
テガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合剤

代謝拮抗剤 代謝拮抗剤 その他／配合剤の代謝拮抗剤

ディオバン錠１６０ｍｇ バルサルタン 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ディオバン錠４０ｍｇ バルサルタン 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

ディオバン錠８０ｍｇ バルサルタン 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ディナゲスト錠１ｍｇ ジエノゲスト
子宮内膜症・子宮腺筋症に
伴う疼痛改善治療剤

その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

ディビゲル１ｍｇ エストラジオール
経皮吸収エストラジオール製
剤

卵胞ホルモン及び黄体ホル
モン剤

エストラジオール系製剤

テオドール錠１００ｍｇ テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤 気管支拡張剤 キサンチン系製剤
テオドール錠２００ｍｇ テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤 気管支拡張剤 キサンチン系製剤
テオロング錠１００ｍｇ テオフィリン テオフィリン徐放製剤 気管支拡張剤 キサンチン系製剤

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン
向精神作用性てんかん・躁
状態治療剤

抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤

テシプール錠１ｍｇ セチプチリンマレイン酸塩 四環系抗うつ剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤
デスモプレシン・スプレー２．５協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 中枢性尿崩症用剤 脳下垂体ホルモン剤 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスモプレシン点鼻液０．０１％協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 中枢性尿崩症用剤 脳下垂体ホルモン剤 その他の脳下垂体ホルモン剤
デタントール０．０１％点眼液 ブナゾシン塩酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤

デタントールＲ錠３ｍｇ ブナゾシン塩酸塩 α１遮断降圧剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

デトルシトールカプセル４ｍｇ トルテロジン酒石酸塩 過活動膀胱治療剤
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

テネリア錠２０ｍｇ
テネリグリプチン臭化水素酸
塩水和物

２型糖尿病治療剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

テノーミン錠２５ アテノロール 心臓選択性β遮断剤 不整脈用剤 β－遮断剤

デパケンＲ錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム
抗てんかん，躁病・躁状態，
片頭痛治療剤

抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤

デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム
抗てんかん，躁病・躁状態，
片頭痛治療剤

抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤

デパス細粒１％ エチゾラム 精神安定剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤
デパス錠０．５ｍｇ エチゾラム 精神安定剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤
デベルザ錠２０ｍｇ トホグリフロジン水和物 ２型糖尿病治療剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

デュファストン錠５ｍｇ ジドロゲステロン レトロ・プロゲステロン製剤
卵胞ホルモン及び黄体ホル
モン剤

合成黄体ホルモン製剤

テルネリン錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩 筋緊張緩和剤 鎮けい剤 その他／植物製剤の鎮痙剤

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

副腎皮質ホルモン外用剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

デルモゾールＧローション
ベタメタゾン吉草酸エステル・
ゲンタマイシン硫酸塩

副腎皮質ホルモン・抗生物質
配合外用剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

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

外用合成副腎皮質ホルモン
剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

テルロン錠０．５ テルグリド 選択的ドパミン作動薬 その他の中枢神経系用薬 その他

ドグマチール錠５０ｍｇ スルピリド 精神安定・抗潰瘍剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

トスキサシン錠１５０ｍｇ
トスフロキサシントシル酸塩
水和物

ニューキノロン系経口抗菌製
剤

合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
ドパゾール錠２００ｍｇ レボドパ パーキンソニズム治療剤 抗パーキンソン剤 レボドパ製剤

トビエース錠４ｍｇ フェソテロジンフマル酸塩 過活動膀胱治療剤
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

トビエース錠８ｍｇ フェソテロジンフマル酸塩 過活動膀胱治療剤
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

トピナ錠１００ｍｇ トピラマート 抗てんかん剤 抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤
トピロリック錠４０ｍｇ トピロキソスタット 高尿酸血症治療剤 痛風治療剤 その他／配合剤の痛風治療剤
トピロリック錠６０ｍｇ トピロキソスタット 高尿酸血症治療剤 痛風治療剤 その他／配合剤の痛風治療剤
トブラシン点眼液０．３％ トブラマイシン 眼科用抗生物質 眼科用剤 眼科用抗生物質製剤
トフラニール錠１０ｍｇ イミプラミン塩酸塩 うつ病・うつ状態・遺尿症治 精神神経用剤 イミプラミン系製剤
ドラール錠１５ クアゼパム 睡眠障害改善剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
トライコア錠５３．３ｍｇ フェノフィブラート 高脂血症治療剤 高脂血症用剤 クロフィブラート系製剤
トライコア錠８０ｍｇ フェノフィブラート 高脂血症治療剤 高脂血症用剤 クロフィブラート系製剤
トランコロン錠７．５ｍｇ メペンゾラート臭化物 過敏大腸症治療剤 自律神経剤 四級アンモニウム塩製剤
トランサミンカプセル２５０ｍｇ トラネキサム酸 抗プラスミン剤 止血剤 抗プラスミン剤
トランサミン散５０％ トラネキサム酸 抗プラスミン剤 止血剤 抗プラスミン剤

トランデート錠５０ｍｇ ラベタロール塩酸塩 αβ遮断性降圧剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

トリキュラー錠２１
レボノルゲストレル・エチニル
エストラジオール

避妊剤 その他／配合剤の避妊剤

トリテレン・カプセル５０ｍｇ トリアムテレン 利尿・血圧降下剤 利尿剤 抗アルドステロン製剤
トリプタノール錠２５ アミトリプチリン塩酸塩 三環系抗うつ剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤
トリモール錠２ｍｇ ピロヘプチン塩酸塩 パーキンソン症候群治療剤 抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤
トルソプト点眼液１％ ドルゾラミド塩酸塩 点眼用炭酸脱水酵素阻害剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
ドルナー錠２０μｇ ベラプロストナトリウム ＰＧＩ２誘導体製剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬

トレドミン錠２５ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩
セロトニン・ノルアドレナリン
再取り込み阻害剤

精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ フルドロキシコルチド 皮膚疾患用密封療法剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤
トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ ゾニサミド パーキンソン病治療薬 抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤
ナウゼリン錠１０ ドンペリドン 消化管運動改善剤 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬

ナディック錠３０ｍｇ ナドロール
持続性高血圧・狭心症・不整
脈治療剤

不整脈用剤 β－遮断剤

ナナドラＡＱネーザル５０μｇ
ベクロメタゾンプロピオン酸エ
ステル

鼻過敏症治療剤 耳鼻科用剤 その他／配合剤の耳鼻科用剤

ナパゲルンクリーム３％ フェルビナク 経皮吸収型鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ナパゲルン軟膏３％ フェルビナク 経皮吸収型鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ナボールＳＲカプセル３７．５ ジクロフェナクナトリウム 持続性鎮痛・抗炎症剤 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤

ナボールパップ１４０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 経皮鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ニコチネルＴＴＳ１０ ニコチン 禁煙補助剤
他に分類されない治療を主
目的としない医薬品

その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

ニコチネルＴＴＳ２０ ニコチン 禁煙補助剤
他に分類されない治療を主
目的としない医薬品

その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品

ニコチネルＴＴＳ３０ ニコチン 禁煙補助剤
他に分類されない治療を主
目的としない医薬品

その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品

ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 ニザチジン Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤
ニトロール錠５ｍｇ 硝酸イソソルビド 虚血性心疾患治療剤 血管拡張剤 冠血管拡張剤
ニトログリセリン錠 ニトログリセリン 狭心症用舌下錠 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ニバジール錠２ｍｇ ニルバジピン 高血圧治療剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ニポラジン錠３ｍｇ メキタジン 持続性抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 フェノチアジン系製剤

ニュープロパッチ１３．５ｍｇ ロチゴチン
ドパミン作動性パーキンソン
病治療剤

抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤

ニュープロパッチ４．５ｍｇ ロチゴチン
ドパミン作動性パーキンソン
病治療剤／レストレスレッグ
ス症候群治療剤

抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤

ニューレプチル錠１０ｍｇ プロペリシアジン 精神神経用剤 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤

ニューロタン錠２５ｍｇ ロサルタンカリウム Ａ－ＩＩアンタゴニスト 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ニューロタン錠５０ｍｇ ロサルタンカリウム Ａ－ＩＩアンタゴニスト 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ネオキシテープ７３．５ｍｇ オキシブチニン塩酸塩
経皮吸収型過活動膀胱治療
剤

その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ネシーナ錠１２．５ｍｇ アログリプチン安息香酸塩 ２型糖尿病治療剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
ネシーナ錠２５ｍｇ アログリプチン安息香酸塩 ２型糖尿病治療剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

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

痔疾用剤 痔疾用剤 その他／配合剤の痔疾用剤

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

痔疾用剤 痔疾用剤 その他／配合剤の痔疾用剤

ノイエル細粒４０％ セトラキサート塩酸塩
粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治
療剤

消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

ノイキノン錠１０ｍｇ ユビデカレノン 代謝性強心剤 強心剤 その他／クラテグスエキス剤の強心剤

ノイロビタン配合錠
オクトチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２
配合剤

ＶＢ１・ＶＢ２・ＶＢ６・ＶＢ１２配
合剤

混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ
混合製剤を除く。）

ＶＢ２・ＶＢ６複合剤／ＶＢ１・ＶＢ６・ＶＢ１２複合剤（ＶＢ２配
合を含む）／ＶＣ・パントテン酸カルシウム複合剤／ＶＢ２・
ＶＢ６パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤／総
合ビタミン剤／その他の配合剤の混合ビタミン剤（ビタミン

ノボラピッド注イノレット
インスリン　アスパルト（遺伝
子組換え）

インスリン製剤
その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

すい臓ホルモン剤

ノルバスクＯＤ錠１０ｍｇ アムロジピンベシル酸塩
高血圧症・狭心症治療剤／
持続性Ｃａ拮抗剤

血管拡張剤 冠血管拡張剤

ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩
高血圧症・狭心症治療剤／
持続性Ｃａ拮抗剤

血管拡張剤 冠血管拡張剤

ノルバスク錠２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩
高血圧症・狭心症治療剤／
持続性Ｃａ拮抗剤

血管拡張剤 冠血管拡張剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

ノルバスク錠５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩
高血圧症・狭心症治療剤／
持続性Ｃａ拮抗剤

血管拡張剤 冠血管拡張剤

パーロデル錠２．５ｍｇ ブロモクリプチンメシル酸塩 持続性ドパミン作動剤 抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤

バイアグラ錠２５ｍｇ シルデナフィルクエン酸塩
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

バイアグラ錠５０ｍｇ シルデナフィルクエン酸塩
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

バイエッタ皮下注１０μｇペン３００ エキセナチド ２型糖尿病治療剤
その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

バイエッタ皮下注５μｇペン３００ エキセナチド ２型糖尿病治療剤
その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

バイカロン錠２５ｍｇ メフルシド 降圧利尿剤 利尿剤 クロルベンゼンスルホンアミド系製剤

ハイゼット細粒２０％ ガンマオリザノール 高脂血症・心身症治療剤
その他の個々の器官系用医
薬品

その他／植物製剤／配合剤の個々の器官系用医薬品

ハイゼット錠２５ｍｇ ガンマオリザノール 高脂血症・心身症治療剤
その他の個々の器官系用医
薬品

その他／植物製剤／配合剤の個々の器官系用医薬品

ハイトラシン錠０．５ｍｇ テラゾシン塩酸塩水和物
持続型α１ブロッカー排尿障
害改善・降圧剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

バイミカード錠５ｍｇ ニソルジピン 持効性Ｃａ拮抗剤 血管拡張剤 冠血管拡張剤
バイロテンシン錠１０ｍｇ ニトレンジピン 持続性Ｃａ拮抗剤 血管拡張剤 冠血管拡張剤

パキシル錠２０ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物
選択的セロトニン再取り込み
阻害剤

精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤

パキシル錠５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物
選択的セロトニン再取り込み
阻害剤

精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤

バクタ配合顆粒
スルファメトキサゾール・トリメ
トプリム

合成抗菌剤 その他の化学療法剤 その他／配合剤の化学療法剤

パシーフカプセル１２０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル６０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤
バスタレルＦ錠３ｍｇ トリメタジジン塩酸塩 虚血性心疾患治療剤 血管拡張剤 冠血管拡張剤
パタノール点眼液０．１％ オロパタジン塩酸塩 抗アレルギー点眼剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤

ハップスターＩＤ７０ｍｇ インドメタシン 鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

バップフォー錠１０ プロピベリン塩酸塩 尿失禁・頻尿治療剤
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

パナルジン錠１００ｍｇ チクロピジン塩酸塩 抗血小板剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬

バナン錠１００ｍｇ
セフポドキシム　プロキセチ
ル

セフェム系抗生物質
主としてグラム陽性・陰性菌
に作用するもの

セフェム系抗生物質製剤

バファリン配合錠Ａ８１ アスピリン・ダイアルミネート 抗血小板剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬

パラミヂンカプセル３００ｍｇ ブコローム
非ステロイド性抗炎症・痛風
治療剤

解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

パリエット錠１０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム プロトンポンプ阻害剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

パリエット錠２０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム プロトンポンプ阻害剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 トリアゾラム 睡眠導入剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
バルトレックス錠５００ バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤 抗ウイルス剤 その他／配合剤の抗ウイルス剤

ハルナールＤ錠０．１ｍｇ タムスロシン塩酸塩
前立腺肥大症排尿障害改善
剤

その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ タムスロシン塩酸塩
前立腺肥大症排尿障害改善
剤

その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

バルネチール錠１００ スルトプリド塩酸塩 ベンズアミド系抗精神病剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 バルプロ酸ナトリウム
抗てんかん，躁病・躁状態，
片頭痛治療剤

抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤

パルミコート１００μｇタービュヘイラー１１２
吸入

ブデソニド
ドライパウダー吸入式ステロ
イド剤

その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸
入

ブデソニド
ドライパウダー吸入式ステロ
イド剤

その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

バレリン錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム
抗てんかん，躁病・躁状態，
片頭痛治療剤

抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤

パンクレアチン原末「マルイシ」 パンクレアチン 消化酵素製剤 健胃消化剤 消化酵素製剤

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ
プラミペキソール塩酸塩水和
物

ドパミン作動性パーキンソン
病・レストレスレッグス症候群
治療剤

抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤

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 角結膜上皮障害治療剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
ヒアレイン点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 角結膜上皮障害治療剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
ビオスリー配合散 酪酸菌配合剤 活性生菌製剤 止しゃ剤，整腸剤 活性生菌製剤
ビオスリー配合錠 酪酸菌配合剤 活性生菌製剤 止しゃ剤，整腸剤 活性生菌製剤
ビオフェルミンＲ錠 耐性乳酸菌製剤 耐性乳酸菌整腸剤 止しゃ剤，整腸剤 活性生菌製剤
ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＮＫ」 ビカルタミド 前立腺癌治療剤 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ビクシリンカプセル２５０ｍｇ アンピシリン水和物 ペニシリン系抗生物質
主としてグラム陽性・陰性菌
に作用するもの

ペニシリン系抗生物質製剤

ビソルボン吸入液０．２％ ブロムヘキシン塩酸塩 気道粘液溶解剤 去たん剤 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン錠４ｍｇ ブロムヘキシン塩酸塩 気道粘液溶解剤 去たん剤 ブロムヘキシン製剤

ビタメジン配合カプセルＢ２５
ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２
配合剤

複合ビタミンＢ剤
混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ
混合製剤を除く。）

ＶＢ２・ＶＢ６複合剤／ＶＢ１・ＶＢ６・ＶＢ１２複合剤（ＶＢ２配
合を含む）／ＶＣ・パントテン酸カルシウム複合剤／ＶＢ２・
ＶＢ６パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤／総
合ビタミン剤／その他の配合剤の混合ビタミン剤（ビタミン

ヒダントールＥ配合錠
フェニトイン・フェノバルビター
ル配合剤

抗てんかん剤 抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン エキセナチド ２型糖尿病治療剤
その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

ピバレフリン点眼液０．１％ ジピベフリン塩酸塩
開放隅角緑内障・高眼圧症
治療剤

眼科用剤 散瞳剤

ビビアント錠２０ｍｇ バゼドキシフェン酢酸塩 骨粗鬆症治療剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

ビブラマイシン錠１００ｍｇ
ドキシサイクリン塩酸塩水和
物

ＴＣ系抗生物質
主としてグラム陽性・陰性
菌，リケッチア，クラミジアに
作用するもの

テトラサイクリン系抗生物質製剤

ヒポカ１５ｍｇカプセル バルニジピン塩酸塩 持効性Ｃａ拮抗剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ヒューマリン３／７注１００単位／ｍＬ
インスリン　ヒト（遺伝子組換
え）

抗糖尿病剤
その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

すい臓ホルモン剤

ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ
インスリン　ヒト（遺伝子組換
え）

抗糖尿病剤
その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

すい臓ホルモン剤

ヒューマログ注カート
インスリン　リスプロ（遺伝子
組換え）

抗糖尿病剤
その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

すい臓ホルモン剤

ヒルドイドクリーム０．３％ ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 血液凝固阻止剤 その他／動物製剤の血液凝固阻止剤
ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 血液凝固阻止剤 その他／動物製剤の血液凝固阻止剤
ピレチア錠（２５ｍｇ） プロメタジン塩酸塩 抗ヒスタミン・抗パーキンソン 抗ヒスタミン剤 フェノチアジン系製剤
ファスティック錠３０ ナテグリニド 速効型食後血糖降下剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
ファスティック錠９０ ナテグリニド 速効型食後血糖降下剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
フェノバール錠３０ｍｇ フェノバルビタール 催眠・鎮静・抗けいれん剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

フェルデン坐剤２０ｍｇ ピロキシカム 鎮痛・抗炎症剤 解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤

フェルデン軟膏０．５％ ピロキシカム 鎮痛・抗炎症剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

フェルムカプセル１００ｍｇ フマル酸第一鉄 徐放性鉄剤 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

フェロベリン配合錠
ベルベリン塩化物水和物・ゲ
ンノショウコエキス

止瀉剤 止しゃ剤，整腸剤 その他／配合剤の止しゃ剤・整腸剤

フェロミア錠５０ｍｇ クエン酸第一鉄ナトリウム 可溶性非イオン型鉄剤 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

フオイパン錠１００ｍｇ カモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

フォサマック錠３５ｍｇ
アレンドロン酸ナトリウム水
和物

骨粗鬆症治療剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

フォサマック錠５
アレンドロン酸ナトリウム水
和物

骨粗鬆症治療剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

フトラフールカプセル２００ｍｇ テガフール 代謝拮抗剤 代謝拮抗剤 フルオロウラシル系製剤
フトラフール坐剤７５０ｍｇ テガフール 代謝拮抗剤 代謝拮抗剤 フルオロウラシル系製剤

ブラダロン錠２００ｍｇ フラボキサート塩酸塩 頻尿治療剤
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

プラノバール配合錠
ノルゲストレル・エチニルエス
トラジオール

黄体・卵胞ホルモン配合剤 混合ホルモン剤 卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
フラビタン眼軟膏０．１％ フラビンアデニンジヌクレオチ 補酵素型ビタミンＢ２製剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
プラビックス錠２５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 抗血小板剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬
プラビックス錠７５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 抗血小板剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬

フラベリック錠２０ｍｇ ベンプロペリンリン酸塩 非麻薬性鎮咳剤 鎮咳剤
その他／エフェドリン・ノスカピン・クロルフェニラミン剤（生
薬配合を含む）／鎮咳・抗ヒスタミン・カフェイン剤／鎮咳・
抗ヒスタミン複合剤／その他の配合剤の鎮咳剤

フランドル錠２０ｍｇ 硝酸イソソルビド 持効性虚血性心疾患治療剤 血管拡張剤 冠血管拡張剤
ブリカニール錠２ｍｇ テルブタリン硫酸塩 気管支拡張剤 気管支拡張剤 イソプレナリン系製剤

フリバスＯＤ錠２５ｍｇ ナフトピジル
前立腺肥大症排尿障害改善
剤

その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

フリバスＯＤ錠７５ｍｇ ナフトピジル
前立腺肥大症排尿障害改善
剤

その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

プリモボラン錠５ｍｇ メテノロン酢酸エステル 蛋白同化ステロイド剤 たん白同化ステロイド剤 その他の蛋白同化ステロイド剤
プリンペラン錠５ メトクロプラミド 消化器機能異常治療剤 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬
フルイトラン錠２ｍｇ トリクロルメチアジド チアジド系降圧利尿剤 利尿剤 チアジド系製剤
フルコートクリーム０．０２５％ フルオシノロンアセトニド 外用合成副腎皮質ホルモン 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤
プルゼニド錠１２ｍｇ センノシド 緩下剤 下剤，浣腸剤 植物性製剤

フルタイド１００ディスカス
フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

吸入ステロイド喘息治療剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

フルタイド１００ロタディスク
フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

吸入ステロイド喘息治療剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

フルダラ錠１０ｍｇ フルダラビンリン酸エステル 抗悪性腫瘍剤 代謝拮抗剤 その他／配合剤の代謝拮抗剤

フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入
用

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル・ホルモテロールフマ
ル酸塩水和物

喘息治療配合剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

フルティフォーム１２５エアゾール５６吸入用
フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル・ホルモテロールフマ
ル酸塩水和物

喘息治療配合剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

フルティフォーム５０エアゾール１２０吸入用
フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル・ホルモテロールフマ
ル酸塩水和物

喘息治療配合剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

フルティフォーム５０エアゾール５６吸入用
フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル・ホルモテロールフマ
ル酸塩水和物

喘息治療配合剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

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

定量噴霧式鼻過敏症治療剤 耳鼻科用剤 その他／配合剤の耳鼻科用剤

ブルフェン錠１００ イブプロフェン 抗炎症・鎮痛・解熱剤 解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤

フルメジン糖衣錠（１） フルフェナジンマレイン酸塩 精神神経安定剤 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤

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

皮膚外用合成副腎皮質ホル
モン剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

フルメトロン点眼液０．０２％ フルオロメトロン
抗炎症ステロイド水性懸濁点
眼剤

眼科用剤 眼科用コルチゾン製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

フルメトロン点眼液０．１％ フルオロメトロン
抗炎症ステロイド水性懸濁点
眼剤

眼科用剤 眼科用コルチゾン製剤

フルルバンパップ４０ｍｇ フルルビプロフェン 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ ブレオマイシン硫酸塩 抗腫瘍性抗生物質外用剤 抗腫瘍性抗生物質製剤 ブレオマイシン系製剤
プレタールＯＤ錠１００ｍｇ シロスタゾール 抗血小板剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬
プレタールＯＤ錠５０ｍｇ シロスタゾール 抗血小板剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬

ブレディニン錠５０ ミゾリビン 免疫抑制剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

プレドニン眼軟膏 プレドニゾロン酢酸エステル 合成副腎皮質ホルモン剤 眼科用剤 眼科用コルチゾン製剤

プレマリン錠０．６２５ｍｇ 結合型エストロゲン 結合型エストロゲン製剤
卵胞ホルモン及び黄体ホル
モン剤

その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

プレミネント配合錠ＬＤ
ロサルタンカリウム・ヒドロク
ロロチアジド配合剤

持続性ＡＲＢ／利尿薬合剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

プロ・バンサイン錠１５ｍｇ プロパンテリン臭化物 抗コリン性鎮痙剤 自律神経剤 四級アンモニウム塩製剤

プロクトセディル軟膏
ヒドロコルチゾン・フラジオマ
イシン配合剤

痔疾治療剤 痔疾用剤 その他／配合剤の痔疾用剤

プログラフ顆粒０．２ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

プロサイリン錠２０ ベラプロストナトリウム ＰＧＩ２誘導体製剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬

プロスタールＬ錠５０ｍｇ クロルマジノン酢酸エステル 徐放性前立腺肥大症治療剤
卵胞ホルモン及び黄体ホル
モン剤

合成黄体ホルモン製剤

プロスタール錠２５ クロルマジノン酢酸エステル 前立腺肥大症・癌治療剤
卵胞ホルモン及び黄体ホル
モン剤

合成黄体ホルモン製剤

プロスタンディン軟膏０．００３％
アルプロスタジル　アルファデ
クス

褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 その他の外皮用薬 その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬

プロタノールＳ錠１５ｍｇ ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 心機能・組織循環促進剤 強心剤 その他／クラテグスエキス剤の強心剤
プロテカジンＯＤ錠５ ラフチジン Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤
プロテカジン錠１０ ラフチジン Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤
プロテカジン錠５ ラフチジン Ｈ２受容体拮抗剤 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤
プロトピック軟膏０．１％ タクロリムス水和物 アトピー性皮膚炎治療剤 その他の外皮用薬 その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬
プロノン錠１５０ｍｇ プロパフェノン塩酸塩 不整脈治療剤 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ブロプレス錠１２
カンデサルタン　シレキセチ
ル

持続性アンジオテンシンＩＩ受
容体拮抗剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ブロプレス錠４
カンデサルタン　シレキセチ
ル

持続性アンジオテンシンＩＩ受
容体拮抗剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ブロプレス錠８
カンデサルタン　シレキセチ
ル

持続性アンジオテンシンＩＩ受
容体拮抗剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

プロベラ錠２．５ｍｇ
メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

黄体ホルモン剤
卵胞ホルモン及び黄体ホル
モン剤

合成黄体ホルモン製剤

フロベン錠４０ フルルビプロフェン 鎮痛・抗炎症剤 解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

プロマックＤ錠７５ ポラプレジンク 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

プロマック顆粒１５％ ポラプレジンク 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

フロモックス錠１００ｍｇ
セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

セフェム系抗生物質
主としてグラム陽性・陰性菌
に作用するもの

セフェム系抗生物質製剤

プロレナール錠５μｇ リマプロスト　アルファデクス ＰＧＥ１誘導体製剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬
ベイスンＯＤ錠０．３ ボグリボース 食後過血糖改善剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
ベイスン錠０．２ ボグリボース 食後過血糖改善剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
ベサコリン散５％ ベタネコール塩化物 副交感神経亢進剤 自律神経剤 四級アンモニウム塩製剤
ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ ベザフィブラート 高脂血症治療剤 高脂血症用剤 クロフィブラート系製剤
ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ベザフィブラート 高脂血症治療剤 高脂血症用剤 クロフィブラート系製剤
ベサノイドカプセル１０ｍｇ トレチノイン 急性前骨髄球性白血病治療 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ベシケア錠５ｍｇ コハク酸ソリフェナシン 過活動膀胱治療剤
その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ベストロン耳鼻科用１％ セフメノキシム塩酸塩 セフェム系抗生物質 耳鼻科用剤 耳鼻科用抗生物質製剤
ベストロン点眼用０．５％ セフメノキシム塩酸塩 セフェム系抗生物質 眼科用剤 眼科用抗生物質製剤

ベセルナクリーム５％ イミキモド
尖圭コンジローマ治療薬，日
光角化症治療薬

その他の化学療法剤 その他／配合剤の化学療法剤

ベタニス錠５０ｍｇ ミラベグロン
選択的β３アドレナリン受容
体作動性過活動膀胱治療剤

その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ベトプティック点眼液０．５％ ベタキソロール塩酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤

ベネット錠２．５ｍｇ
リセドロン酸ナトリウム水和
物

骨粗鬆症治療剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

ベネトリン吸入液０．５％ サルブタモール硫酸塩 気管支拡張剤 気管支拡張剤 サルブタモール製剤
ベプシドカプセル２５ｍｇ エトポシド 抗悪性腫瘍剤 抗腫瘍性植物成分製剤 その他
ベプシドカプセル５０ｍｇ エトポシド 抗悪性腫瘍剤 抗腫瘍性植物成分製剤 その他
ヘプセラ錠１０ アデホビル　ピボキシル 抗ウイルス化学療法剤 抗ウイルス剤 その他／配合剤の抗ウイルス剤
ベプリコール錠１００ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物 頻脈性不整脈・狭心症治療 不整脈用剤 その他の不整脈用剤
ヘモクロンカプセル２００ｍｇ トリベノシド 痔核治療剤 痔疾用剤 その他／配合剤の痔疾用剤
ペリアクチン錠４ｍｇ シプロヘプタジン塩酸塩水和 抗アレルギー剤 抗ヒスタミン剤 その他／配合剤の抗ヒスタミン剤
ペリシット錠２５０ｍｇ ニセリトロール 脂質代謝・末梢循環改善剤 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤
ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ ジピリダモール 徐放性抗血小板剤 血管拡張剤 冠血管拡張剤
ペルサンチン錠１００ｍｇ ジピリダモール 抗血小板剤 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 持続性Ｃａ拮抗剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ペルジピン錠２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 Ｃａ拮抗性降圧剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ヘルベッサー錠３０ ジルチアゼム塩酸塩 Ｃａ拮抗剤 血管拡張剤 冠血管拡張剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

ペルマックス錠２５０μｇ ペルゴリドメシル酸塩
ドパミンＤ１，Ｄ２作動性パー
キンソン病治療剤

抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤

ヘルミチンＳ坐剤 リドカイン配合剤 痔疾・肛門部疾患治療剤 痔疾用剤 その他／配合剤の痔疾用剤
ペンタサ坐剤１ｇ メサラジン 潰瘍性大腸炎治療剤 その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬

ペンタサ顆粒９４％ メサラジン
潰瘍性大腸炎・クローン病治
療剤

その他の消化器官用薬 その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬

ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 ベンフォチアミン ビタミンＢ１誘導体製剤 ビタミンＢ１剤 ビタミンＢ１誘導体製剤

ホスミシン錠５００
ホスホマイシンカルシウム水
和物

ホスホマイシン系抗生物質
主としてグラム陽性・陰性菌
に作用するもの

ホスホマイシン製剤

ホスレノールチュアブル錠２５０ｍｇ 炭酸ランタン水和物 高リン血症治療剤 その他の循環器官用薬 その他／配合剤の循環器官用薬

ボナロン錠３５ｍｇ
アレンドロン酸ナトリウム水
和物

骨粗鬆症治療剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

ボナロン錠５ｍｇ
アレンドロン酸ナトリウム水
和物

骨粗鬆症治療剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

ポラキス錠２ オキシブチニン塩酸塩
尿失禁・尿意切迫感・頻尿治
療剤

その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ポラキス錠３ オキシブチニン塩酸塩
尿失禁・尿意切迫感・頻尿治
療剤

その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ボラザＧ坐剤 トリベノシド・リドカイン 痔核局所治療剤 痔疾用剤 その他／配合剤の痔疾用剤

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

抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 その他／配合剤の抗ヒスタミン剤

ポララミン錠２ｍｇ
ｄ－クロルフェニラミンマレイ
ン酸塩

抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 その他／配合剤の抗ヒスタミン剤

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 徐放性鎮痛・抗炎症剤 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサポ２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサポ５０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤

ボルタレンローション１％ ジクロフェナクナトリウム 経皮鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ボルタレン錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・抗炎症剤 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤
ボレースプレー１％ ブテナフィン塩酸塩 抗真菌剤 寄生性皮ふ疾患用剤 その他／配合剤の寄生性皮膚疾患用剤
ボンアルファクリーム２μｇ／ｇ タカルシトール水和物 活性型ＶＤ３角化症治療剤 その他の外皮用薬 外用ビタミン製剤
ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ タカルシトール水和物 活性型ＶＤ３角化症治療剤 その他の外皮用薬 外用ビタミン製剤
ポンタールカプセル２５０ｍｇ メフェナム酸 鎮痛・消炎・解熱剤 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤

マーズレンＳ配合顆粒
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

胃炎・潰瘍治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

マーズレン配合錠１．０ＥＳ
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・Ｌ－グルタミン

胃炎・潰瘍治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

マーベロン２１
デソゲストレル・エチニルエス
トラジオール

避妊剤 その他／配合剤の避妊剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

マーベロン２８
デソゲストレル・エチニルエス
トラジオール

避妊剤 その他／配合剤の避妊剤

マイコスポールクリーム１％ ビホナゾール 抗真菌剤 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤
マイザークリーム０．０５％ ジフルプレドナート 外用合成副腎皮質ホルモン 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤
マイスタン錠５ｍｇ クロバザム 抗てんかん剤 抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤
マイスリー錠１０ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩 入眠剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 その他の催眠鎮静剤・抗不安剤
マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ リザトリプタン安息香酸塩 片頭痛治療剤 血管収縮剤 その他／植物製剤の血管収縮剤
マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） クロルヘキシジングルコン酸 殺菌消毒剤 外皮用殺菌消毒剤 その他／配合剤の外皮用殺菌消毒剤
マブリン散１％ ブスルファン 抗悪性腫瘍剤 アルキル化剤 スルホン酸エステル系製剤
マリゼブ錠２５ｍｇ オマリグリプチン 糖尿病用剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤
ミオナール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩 筋緊張改善剤 鎮けい剤 その他／植物製剤の鎮痙剤

ミカムロ配合錠ＡＰ
テルミサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩配合剤

胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容
体ブロッカー／持続性Ｃａ拮
抗薬合剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ミカルディス錠２０ｍｇ テルミサルタン
胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容
体ブロッカー

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ミグシス錠５ｍｇ ロメリジン塩酸塩 片頭痛治療剤 その他の循環器官用薬 その他／配合剤の循環器官用薬

ミグリステン錠２０ ジメトチアジンメシル酸塩 片頭痛・緊張性頭痛治療剤 解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤

ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ カルテオロール塩酸塩 徐放性高血圧治療剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ミケランＬＡ点眼液２％ カルテオロール塩酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
ミケラン錠５ｍｇ カルテオロール塩酸塩 βブロッカー 不整脈用剤 β－遮断剤
ミケラン点眼液２％ カルテオロール塩酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤

ミコンビ配合錠ＡＰ
テルミサルタン・ヒドロクロロ
チアジド配合剤

胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容
体ブロッカー／利尿薬合剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ミコンビ配合錠ＢＰ
テルミサルタン・ヒドロクロロ
チアジド配合剤

胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容
体ブロッカー／利尿薬合剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ミニプレス錠０．５ｍｇ プラゾシン塩酸塩 高血圧・排尿障害治療剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ミノマイシンカプセル１００ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩 ＴＣ系抗生物質
主としてグラム陽性・陰性
菌，リケッチア，クラミジアに
作用するもの

テトラサイクリン系抗生物質製剤

ミノマイシン錠５０ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩 ＴＣ系抗生物質
主としてグラム陽性・陰性
菌，リケッチア，クラミジアに
作用するもの

テトラサイクリン系抗生物質製剤

ミヤＢＭ細粒 酪酸菌製剤 生菌製剤 止しゃ剤，整腸剤 活性生菌製剤

ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ
プラミペキソール塩酸塩水和
物

ドパミン作動性パーキンソン
病治療徐放性製剤

抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤

ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ
プラミペキソール塩酸塩水和
物

ドパミン作動性パーキンソン
病治療徐放性製剤

抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤

ミリダシン錠９０ｍｇ プログルメタシンマレイン酸 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 解熱鎮痛消炎剤 インドメタシン製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

ミルタックスパップ３０ｍｇ ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ミルラクト細粒５０％
β－ガラクトシダーゼ（ペニシ
リウム）

乳糖分解酵素剤 健胃消化剤
その他／炭酸水素ナトリウム・苦味質剤（酵素配合を含む）
／消化酵素複合剤／消化酵素・制酸・生薬・被覆剤／消化
酵素生菌剤／その他の配合剤の健胃消化剤

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 気道潤滑去たん剤 去たん剤 その他の去たん剤

ムコスタ錠１００ｍｇ レバミピド 胃炎・胃潰瘍治療剤 消化性潰瘍用剤

その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被
覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィル配合を
含む）／鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）／鎮痙・クロロ
フィル・被覆剤（ムチン・甘草配合を含む）／その他の配合
剤の消化性潰瘍用剤

ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 徐放性気道潤滑去たん剤 去たん剤 その他の去たん剤
ムコソルバン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 気道潤滑去たん剤 去たん剤 その他の去たん剤
ムコダイン錠５００ｍｇ Ｌ－カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化 去たん剤 システイン系製剤
ムルプレタ錠３ｍｇ ルストロンボパグ 血小板産生促進剤 その他の血液・体液用薬 その他／配合剤の血液・体液用薬

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ セフジトレン　ピボキシル セフェム系抗生物質
主としてグラム陽性・陰性菌
に作用するもの

セフェム系抗生物質製剤

メイラックス錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル 持続性心身安定剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
メインテート錠２．５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 選択的β１アンタゴニスト 不整脈用剤 β－遮断剤
メインテート錠５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 選択的β１アンタゴニスト 不整脈用剤 β－遮断剤

メキシチールカプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩
不整脈・糖尿病性神経障害
治療剤

不整脈用剤 その他の不整脈用剤

メジコン配合シロップ
デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物・クレゾールス
ルホン酸カリウム

鎮咳去たん剤 鎮咳去たん剤
その他／生薬複合製剤（コデイン配合を含む）／その他の
配合剤の鎮咳去たん剤

メスチノン錠６０ｍｇ ピリドスチグミン臭化物 重症筋無力症治療剤 自律神経剤 その他／その他の配合剤の自律神経剤

メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ ペニシラミン
抗リウマチ・ウイルソン病治
療・金属解毒剤

解毒剤 その他の解毒剤

メチコバール錠５００μｇ メコバラミン 末梢性神経障害治療剤
ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を
除く。）

ビタミンＢ１２剤

メトグルコ錠２５０ｍｇ メトホルミン塩酸塩 血糖降下剤 糖尿病用剤 ビグアナイド系製剤
メニレット７０％ゼリー３０ｇ イソソルビド 浸透圧利尿・メニエル病改善 利尿剤 その他の利尿剤

メノエイドコンビパッチ
エストラジオール・酢酸ノルエ
チステロン

卵胞・黄体ホルモン製剤 混合ホルモン剤 卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製剤

メバロチン錠１０ プラバスタチンナトリウム 高脂血症治療剤 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤
メバロチン錠５ プラバスタチンナトリウム 高脂血症治療剤 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤
メプチン錠５０μｇ プロカテロール塩酸塩水和物 気管支拡張剤 気管支拡張剤 その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤

メマリー錠１０ｍｇ メマンチン塩酸塩
アルツハイマー型認知症治
療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

メマリー錠２０ｍｇ メマンチン塩酸塩
アルツハイマー型認知症治
療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

メマリー錠５ｍｇ メマンチン塩酸塩
アルツハイマー型認知症治
療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

メレックス錠１ｍｇ メキサゾラム 抗不安剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
メンタックススプレー１％ ブテナフィン塩酸塩 抗白癬菌剤 寄生性皮ふ疾患用剤 その他／配合剤の寄生性皮膚疾患用剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
メンタックス外用液１％ ブテナフィン塩酸塩 抗白癬菌剤 寄生性皮ふ疾患用剤 その他／配合剤の寄生性皮膚疾患用剤

モービック錠１０ｍｇ メロキシカム 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤

モーラスパップ３０ｍｇ ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

モニラック・シロップ６５％ ラクツロース
生理的腸管機能改善・高アン
モニア血症用剤

他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

ヤーズ配合錠
ドロスピレノン・エチニルエス
トラジオール　ベータデクス

月経困難症治療剤 混合ホルモン剤 卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製剤

ヤクバンテープ６０ｍｇ フルルビプロフェン
経皮吸収型鎮痛消炎プラス
ター剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ユーゼル錠２５ｍｇ ホリナートカルシウム 還元型葉酸製剤 解毒剤 その他の解毒剤
ユーロジン１ｍｇ錠 エスタゾラム 睡眠剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ユナシン錠３７５ｍｇ
スルタミシリントシル酸塩水
和物

合成ペニシリン製剤
主としてグラム陽性・陰性菌
に作用するもの

ペニシリン系抗生物質製剤

ユニシア配合錠ＨＤ
カンデサルタン　シレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩
配合剤

持続性アンジオテンシンＩＩ受
容体拮抗薬／持続性Ｃａ拮
抗薬配合剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

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

微小循環系賦活剤 その他の循環器官用薬 その他／配合剤の循環器官用薬

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

微小循環系賦活剤 その他の循環器官用薬 その他／配合剤の循環器官用薬

ユベラ錠５０ｍｇ トコフェロール酢酸エステル ビタミンＥ剤 ビタミンＥ剤 ビタミンＥ製剤

ユリーフ錠４ｍｇ シロドシン
前立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ユリノーム錠５０ｍｇ ベンズブロマロン 尿酸排泄剤 痛風治療剤 その他／配合剤の痛風治療剤
ヨウ化カリウム「日医工」 ヨウ化カリウム ヨウ素製剤 無機質製剤 ヨウ素化合物製剤

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

緩下剤 下剤，浣腸剤 その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤

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

滴剤型緩下剤・大腸検査前
処置用下剤

下剤，浣腸剤 その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤

ラクツロース・シロップ６０％「コーワ」 ラクツロース 二糖類製剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

ラクリミン点眼液０．０５％ オキシブプロカイン塩酸塩 流涙症治療点眼剤 眼科用剤 眼科用局所麻酔剤
ラシックス錠２０ｍｇ フロセミド 利尿降圧剤 利尿剤 その他の利尿剤
ラシックス錠４０ｍｇ フロセミド 利尿降圧剤 利尿剤 その他の利尿剤
ラステットＳカプセル５０ｍｇ エトポシド 抗悪性腫瘍剤 抗腫瘍性植物成分製剤 その他
ラックビー錠 ビフィズス菌製剤 整腸剤 止しゃ剤，整腸剤 活性生菌製剤
ラックビー微粒Ｎ ビフィズス菌製剤 整腸剤 止しゃ剤，整腸剤 活性生菌製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

ラベキュアパック４００
ラベプラゾールナトリウム・ア
モキシシリン水和物・クラリス
ロマイシン

ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
その他の抗生物質製剤（複
合抗生物質製剤を含む。）

その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）

ラベキュアパック８００
ラベプラゾールナトリウム・ア
モキシシリン水和物・クラリス
ロマイシン

ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
その他の抗生物質製剤（複
合抗生物質製剤を含む。）

その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）

ラベファインパック
ラベプラゾールナトリウム・ア
モキシシリン水和物・メトロニ
ダゾール

ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
その他の抗生物質製剤（複
合抗生物質製剤を含む。）

その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン
抗てんかん剤・双極性障害
治療薬

抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤

ラミシールクリーム１％ テルビナフィン塩酸塩 アリルアミン系抗真菌剤 寄生性皮ふ疾患用剤 その他／配合剤の寄生性皮膚疾患用剤

ランサップ４００
ランソプラゾール・アモキシシ
リン水和物・クラリスロマイシ

ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
その他の抗生物質製剤（複
合抗生物質製剤を含む。）

その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）

ランサップ８００
ランソプラゾール・アモキシシ
リン水和物・クラリスロマイシ

ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
その他の抗生物質製剤（複
合抗生物質製剤を含む。）

その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）

ランタス注ソロスター
インスリン　グラルギン（遺伝
子組換え）

持効型溶解インスリンアナロ
グ製剤

その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

すい臓ホルモン剤

ランデル錠２０
エホニジピン塩酸塩エタノー
ル付加物

持続性Ｃａ拮抗剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ランデル錠４０
エホニジピン塩酸塩エタノー
ル付加物

持続性Ｃａ拮抗剤 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ランピオンパック
ランソプラゾール・アモキシシ
リン水和物・メトロニダゾール

ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
その他の抗生物質製剤（複
合抗生物質製剤を含む。）

その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）

リーバクト配合経口ゼリー イソロイシン・ロイシン・バリン 分岐鎖アミノ酸製剤 たん白アミノ酸製剤 混合アミノ酸製剤
リーマス錠２００ 炭酸リチウム 躁病・躁状態治療剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤

リウマトレックスカプセル２ｍｇ メトトレキサート 抗リウマチ剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

リオベル配合錠ＨＤ
アログリプチン安息香酸塩・
ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

２型糖尿病治療剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

リオベル配合錠ＬＤ
アログリプチン安息香酸塩・
ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

２型糖尿病治療剤 糖尿病用剤 その他／配合剤の糖尿病用剤

リカルボン錠１ｍｇ ミノドロン酸水和物 骨粗鬆症治療剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

リカルボン錠５０ｍｇ ミノドロン酸水和物 骨粗鬆症治療剤
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和 経口ＦＸａ阻害剤 血液凝固阻止剤 その他／動物製剤の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠３０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和 経口ＦＸａ阻害剤 血液凝固阻止剤 その他／動物製剤の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠６０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和 経口ＦＸａ阻害剤 血液凝固阻止剤 その他／動物製剤の血液凝固阻止剤

リザベンカプセル１００ｍｇ トラニラスト
アレルギー性疾患・ケロイド・
肥厚性瘢痕治療剤

その他のアレルギー用薬 その他

リザベン点眼液０．５％ トラニラスト アレルギー性結膜炎治療剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
リスパダール錠１ｍｇ リスペリドン 抗精神病剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤
リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ リスペリドン 抗精神病剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤
リスミー錠１ｍｇ リルマザホン塩酸塩水和物 睡眠誘導剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 その他の催眠鎮静剤・抗不安剤
リスミー錠２ｍｇ リルマザホン塩酸塩水和物 睡眠誘導剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 その他の催眠鎮静剤・抗不安剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

リズミック錠１０ｍｇ アメジニウムメチル硫酸塩
本態性・起立性・透析時低血
圧治療剤

その他の循環器官用薬 その他／配合剤の循環器官用薬

リズモンＴＧ点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
リドカイン塩酸塩ゼリー２％「日新」 リドカイン塩酸塩 粘滑・表面麻酔剤 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

リバスタッチパッチ４．５ｍｇ リバスチグミン
アルツハイマー型認知症治
療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

リバスタッチパッチ９ｍｇ リバスチグミン
アルツハイマー型認知症治
療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

リバロ錠１ｍｇ
ピタバスタチンカルシウム水
和物

ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害
剤

高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

リバロ錠２ｍｇ
ピタバスタチンカルシウム水
和物

ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害
剤

高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

リピディル錠５３．３ｍｇ フェノフィブラート 高脂血症治療剤 高脂血症用剤 クロフィブラート系製剤

リピトール錠１０ｍｇ
アトルバスタチンカルシウム
水和物

ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害
剤

高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

リピトール錠５ｍｇ
アトルバスタチンカルシウム
水和物

ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害
剤

高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

リファジンカプセル１５０ｍｇ リファンピシン リファンピシン製剤 主として抗酸菌に作用するも リファンピシン製剤
リフラップシート５％ リゾチーム塩酸塩 皮膚潰瘍治療剤 酵素製剤 その他／配合剤の酵素製剤
リポクリン錠２００ クリノフィブラート リポ蛋白代謝改善剤 高脂血症用剤 クロフィブラート系製剤
リボスチン点眼液０．０２５％ レボカバスチン塩酸塩 Ｈ１ブロッカー点眼剤 眼科用剤 その他／配合剤の眼科用剤
リボトリール錠０．５ｍｇ クロナゼパム 抗てんかん剤 抗てんかん剤 その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤
リポバス錠１０ シンバスタチン 高脂血症治療剤 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤
リポバス錠５ シンバスタチン 高脂血症治療剤 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤
リマチル錠５０ｍｇ ブシラミン 抗リウマチ剤 刺激療法剤 その他

リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン
神経障害性疼痛・線維筋痛
症疼痛治療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

リリカカプセル７５ｍｇ プレガバリン
神経障害性疼痛・線維筋痛
症疼痛治療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

リルテック錠５０ リルゾール 筋萎縮性側索硬化症用剤 その他の中枢神経系用薬 その他
リレンザ ザナミビル水和物 抗インフルエンザウイルス剤 抗ウイルス剤 その他／配合剤の抗ウイルス剤

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

皮膚外用合成副腎皮質ホル
モン剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

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

皮膚外用合成副腎皮質ホル
モン剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％
ベタメタゾン吉草酸エステル・
ゲンタマイシン硫酸塩

皮膚外用合成副腎皮質ホル
モン・抗生物質配合剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

リンデロン－ＶＧローション
ベタメタゾン吉草酸エステル・
ゲンタマイシン硫酸塩

皮膚外用合成副腎皮質ホル
モン・抗生物質配合剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％
ベタメタゾン吉草酸エステル・
ゲンタマイシン硫酸塩

皮膚外用合成副腎皮質ホル
モン・抗生物質配合剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

リンデロン－Ｖローション ベタメタゾン吉草酸エステル
皮膚外用合成副腎皮質ホル
モン剤

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

リンデロン錠０．５ｍｇ ベタメタゾン 合成副腎皮質ホルモン剤 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

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

合成副腎皮質ホルモン剤 眼科用剤 眼科用コルチゾン製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類

ル・エストロジェル０．０６％ エストラジオール
経皮吸収エストラジオール製
剤

卵胞ホルモン及び黄体ホル
モン剤

エストラジオール系製剤

ルジオミール錠１０ｍｇ マプロチリン塩酸塩 四環系抗うつ剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤

ルナベル配合錠ＬＤ
ノルエチステロン・エチニルエ
ストラジオール

月経困難症治療剤 混合ホルモン剤 卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製剤

ルネトロン錠１ｍｇ ブメタニド 利尿剤 利尿剤 その他の利尿剤
レキソタン錠２ ブロマゼパム 精神神経用剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

レキップＣＲ錠２ｍｇ ロピニロール塩酸塩
徐放性ドパミンＤ２受容体系
作動薬

抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤

レキップＣＲ錠８ｍｇ ロピニロール塩酸塩
徐放性ドパミンＤ２受容体系
作動薬

抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤

レキップ錠０．２５ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ドパミンＤ２受容体系作動薬 抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤
レキップ錠１ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ドパミンＤ２受容体系作動薬 抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤
レキップ錠２ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ドパミンＤ２受容体系作動薬 抗パーキンソン剤 その他／配合剤の抗パーキンソン剤
レクチゾール錠２５ｍｇ ジアフェニルスルホン 皮膚疾患治療剤 その他の外皮用薬 その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬

レザルタス配合錠ＨＤ
オルメサルタン　メドキソミル・
アゼルニジピン配合剤

高親和性ＡＲＢ／持続性Ｃａ
拮抗薬配合剤

血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

レスミット錠５ メダゼパム 抗不安剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
レスリン錠２５ トラゾドン塩酸塩 うつ病・うつ状態治療剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤

レダマイシンカプセル１５０ｍｇ
デメチルクロルテトラサイクリ
ン塩酸塩

ＴＣ系抗生物質
主としてグラム陽性・陰性
菌，リケッチア，クラミジアに
作用するもの

テトラサイクリン系抗生物質製剤

レニベース錠１０ エナラプリルマレイン酸塩 持続性ＡＣＥ阻害剤 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
レニベース錠５ エナラプリルマレイン酸塩 持続性ＡＣＥ阻害剤 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

レビトラ錠１０ｍｇ
バルデナフィル塩酸塩水和
物

その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬

レベミル注フレックスペン
インスリン　デテミル（遺伝子
組換え）

持効型溶解インスリンアナロ
グ製剤

その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む。）

すい臓ホルモン剤

レボレード錠１２．５ｍｇ エルトロンボパグ　オラミン 経口造血刺激薬
他に分類されない代謝性医
薬品

その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品

レミッチＯＤ錠２．５μｇ ナルフラフィン塩酸塩 そう痒症改善剤 その他の中枢神経系用薬 その他
レミッチカプセル２．５μｇ ナルフラフィン塩酸塩 そう痒症改善剤 その他の中枢神経系用薬 その他

レミニールＯＤ錠１２ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩
アルツハイマー型認知症治
療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

レミニールＯＤ錠４ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩
アルツハイマー型認知症治
療剤

その他の中枢神経系用薬 その他

レルパックス錠２０ｍｇ エレトリプタン臭化水素酸塩 片頭痛治療剤 血管収縮剤 その他／植物製剤の血管収縮剤

レルベア１００エリプタ１４吸入用
ビランテロールトリフェニル酢
酸塩・フルチカゾンフランカル
ボン酸エステル

喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

レルベア２００エリプタ３０吸入用
ビランテロールトリフェニル酢
酸塩・フルチカゾンフランカル
ボン酸エステル

喘息治療配合剤 その他の呼吸器官用薬 その他／配合剤の呼吸器官用薬

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 睡眠導入剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
レンドルミン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 睡眠導入剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
ローコール錠２０ｍｇ フルバスタチンナトリウム ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
ロカルトロールカプセル０．２５ カルシトリオール 活性型ビタミンＤ３製剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤

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

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

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

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ロキソニン細粒１０％
ロキソプロフェンナトリウム水
和物

鎮痛・抗炎症・解熱剤 解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤

ロキソニン錠６０ｍｇ
ロキソプロフェンナトリウム水
和物

鎮痛・抗炎症・解熱剤 解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤

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

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

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

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ロコアテープ
エスフルルビプロフェン・ハッ
カ油

経皮吸収型鎮痛消炎剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺
菌・皮膚保護剤／ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

ロコイドクリーム０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステ 外用副腎皮質ホルモン剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステ 外用副腎皮質ホルモン剤 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤
ロコルナール錠１００ｍｇ トラピジル 循環機能改善剤 血管拡張剤 冠血管拡張剤
ロドピン錠２５ｍｇ ゾテピン 統合失調症治療剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤
ロドピン錠５０ｍｇ ゾテピン 統合失調症治療剤 精神神経用剤 その他／配合剤の精神神経用剤
ロヒプノール錠１ フルニトラゼパム 不眠症治療剤 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ロプレソール錠２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩 心選択性βブロッカー 血圧降下剤
その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／そ
の他の配合剤の血圧降下剤

ロペミンカプセル１ｍｇ ロペラミド塩酸塩 止瀉剤 止しゃ剤，整腸剤 その他／配合剤の止しゃ剤・整腸剤

ロルカム錠４ｍｇ ロルノキシカム 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 解熱鎮痛消炎剤

その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物
（カフェイン配合を含む）／サリチル酸・ビタミン類配合剤／
サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル
含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤

ロンゲス錠５ｍｇ リシノプリル水和物 ＡＣＥ阻害剤 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ワーファリン錠０．５ｍｇ ワルファリンカリウム 抗凝固剤 血液凝固阻止剤 ジクマロール系製剤
ワイパックス錠０．５ ロラゼパム マイナートランキライザー 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
ワイパックス錠１．０ ロラゼパム マイナートランキライザー 催眠鎮静剤，抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
ワルファリンカリウム錠 ワルファリンカリウム 抗凝血剤 血液凝固阻止剤 ジクマロール系製剤
ワンアルファ錠０．５μｇ アルファカルシドール 活性型ビタミンＤ３製剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤
ワンアルファ錠１．０μｇ アルファカルシドール 活性型ビタミンＤ３製剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤

塩酸バンコマイシン散０．５ｇ＊（シオノギ） バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生物質
主としてグラム陽性菌に作用
するもの

バンコマイシン製剤



薬品名称 一般名称 標榜薬効 大分類 小分類
塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「中外」 プロカルバジン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤
加香ヒマシ油「マルイシ」 加香ヒマシ油 下剤 下剤，浣腸剤 油脂製剤
乾燥酵母エビオス 乾燥酵母 ビタミンＢ・蛋白補給剤 健胃消化剤 酵母製剤
強力ポステリザン（軟膏） 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 痔疾治療剤 痔疾用剤 その他／配合剤の痔疾用剤
酸化マグネシウム 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤 制酸剤 無機塩製剤
酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤 制酸剤 無機塩製剤

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

便秘治療剤 下剤，浣腸剤 その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤

硫酸アトロピン「ホエイ」 アトロピン硫酸塩水和物 抗コリン剤 鎮けい剤 アトロピン系製剤


