
内服薬一覧 国立がん研究センター東病院 薬剤部 2020/4/1

投与区分医薬品名 一般名 規格単位 会社名 先発・後発 規制区分

内 L-ケフレックス顆粒 セファレキシン複合顆粒 500mg1g 共和薬品 先発品 処

内 MSツワイスロンカプセル10mg モルヒネ硫酸塩水和物徐放カプセル(1) 10mg1カプセル 帝國製薬 麻劇処

内 MSツワイスロンカプセル30mg モルヒネ硫酸塩水和物徐放カプセル(1) 30mg1カプセル 帝國製薬 麻劇処

内 MSツワイスロンカプセル60mg モルヒネ硫酸塩水和物徐放カプセル(1) 60mg1カプセル 帝國製薬 麻劇処

内 PL配合顆粒 非ピリン系感冒剤(4)顆粒 1g シオノギファーマ=塩野義 準先発 劇

内 アーチスト錠10mg カルベジロール錠 10mg1錠 第一三共 先発○ 処

内 アイセントレス錠400mg ラルテグラビルカリウム錠 400mg1錠 MSD 先発品 劇処

内 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(1)錠 1錠 大日本住友=塩野義 先発○ 劇処

内 アキネトン錠1mg ビペリデン塩酸塩錠 1mg1錠 大日本住友 処

内 アシクロビル錠200mg「ファイザー」 アシクロビル200mg錠 200mg1錠 マイラン=ファイザー 後発品 処

内 アストミン錠10mg ジメモルファンリン酸塩錠 10mg1錠 オーファンパシフィック 先発品

内 アスピリン「ヨシダ」 アスピリン 10g 吉田製薬

内 アスベリン錠10 チペピジンヒベンズ酸塩錠 10mg1錠 ニプロES

内 アセトアミノフェン「JG」原末 アセトアミノフェン 1g ⻑⽣堂=日本ジェネリック 劇

内 アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム 10g アルフレッサファーマ

内 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散 10%1g ニプロES 準先発

内 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錠 30mg1錠 ニプロES 準先発

内 アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物口腔内崩壊錠 5mg1錠 東和薬品 後発品 処

内 アナストロゾール錠1mg「トーワ」 アナストロゾール錠 1mg1錠 東和薬品 後発品 劇処

内 アネトカインビスカス2% リドカイン塩酸塩液 2%1mL 小林化工 後発品 劇

内 アフィニトール錠5mg エベロリムス錠 5mg1錠 ノバルティス 先発品 劇処

内 アプレピタントカプセル125mg「NK」 アプレピタントカプセル 125mg1カプセル 日本化薬 後発品 処

内 アプレピタントカプセル80mg「NK」 アプレピタントカプセル 80mg1カプセル 日本化薬 後発品 処

内 アプレピタントカプセルセット「NK」 アプレピタントカプセル 1セット 日本化薬 後発品 処

内 アベロックス錠400mg モキシフロキサシン塩酸塩錠 400mg1錠 バイエル 先発品 劇処

内 アミティーザカプセル24μg ルビプロストンカプセル 24μg1カプセル マイランEPD 先発品 処

内 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg1錠 東和薬品 後発品 劇処

内 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 5mg1錠 東和薬品 後発品 劇処

内 アモキサンカプセル25mg アモキサピンカプセル 25mg1カプセル ファイザー 先発品 劇処

内 アモキシシリンカプセル125mg「トーワ」 アモキシシリン125mgカプセル 125mg1カプセル 東和薬品 後発品 処

内 アリセプトD錠3mg ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg1錠 エーザイ 先発○ 劇処

内 アリセプトD錠5mg ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg1錠 エーザイ 先発○ 劇処

内 アリナミンF糖衣錠25mg フルスルチアミン錠 25mg1錠 武田テバ薬品=武田 準先発

内 アルケラン錠2mg メルファラン錠 2mg1錠 アスペン 先発品 毒処

内 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0.5μgカプセル 0.5μg1カプセル 東和薬品 後発品 劇

内 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1μgカプセル 1μg1カプセル 東和薬品 後発品 劇

内 アルファロール内用液0.5μg/mL アルファカルシドール液 0.5μg1mL 中外 先発品 劇

内 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 アルプラゾラム0.4mg錠 0.4mg1錠 東和薬品 後発品 向処
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内 アルロイドG内用液5% アルギン酸ナトリウム液 10mL カイゲンファーマ

内 アレセンサカプセル150mg アレクチニブ塩酸塩カプセル 150mg1カプセル 中外 先発品 劇処

内 アレビアチン散10% フェニトイン散 10%1g 大日本住友 劇処

内 アレビアチン錠100mg フェニトイン錠 100mg1錠 大日本住友 処

内 アローゼン顆粒 センナ・センナ実顆粒 1g サンファーマ 準先発

内 アロプリノール錠100mg「サワイ」 アロプリノール100mg錠 100mg1錠 沢井 後発品 処

内 アロマシン錠25mg エキセメスタン錠 25mg1錠 ファイザー 先発○ 処

内 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15mg錠 15mg1錠 東和薬品 後発品

内 イーケプラ錠500mg レベチラセタム錠 500mg1錠 UCB=大塚製薬 先発品 処

内 イーフェンバッカル錠100μg フェンタニルクエン酸塩バッカル(2) 100μg1錠 帝國製薬=大鵬薬品 先発品 麻劇処

内 イーフェンバッカル錠200μg フェンタニルクエン酸塩バッカル(2) 200μg1錠 帝國製薬=大鵬薬品 先発品 麻劇処

内 イーフェンバッカル錠400μg フェンタニルクエン酸塩バッカル(2) 400μg1錠 帝國製薬=大鵬薬品 先発品 麻劇処

内 イーフェンバッカル錠50μg フェンタニルクエン酸塩バッカル(2) 50μg1錠 帝國製薬=大鵬薬品 先発品 麻劇処

内 イソソルビド内用液70%「CEO」 イソソルビド70%液 70%1mL セオリア=武田 後発品 処

内 イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 イトラコナゾール液 1%1mL ファイザー 後発品 処

内 イノラス配合経腸用液 経腸成分栄養剤(11)液 10mL EN大塚=大塚工場=大塚製薬 先発品

内 イフェクサーSRカプセル37.5mg ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル 37.5mg1カプセル ファイザー 先発品 劇処

内 イブランスカプセル125mg パルボシクリブカプセル 125mg1カプセル ファイザー 先発品 劇処

内 イレッサ錠250 ゲフィチニブ錠 250mg1錠 アストラゼネカ 先発○ 劇処

内 ウインタミン細粒(10%) クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩細粒 10%1g 共和薬品 劇処

内 ヴォトリエント錠200mg パゾパニブ塩酸塩錠 200mg1錠 ノバルティス 先発品 劇処

内 ウチダのシテイM シテイ 10g ウチダ

内 ウブレチド錠5mg ジスチグミン臭化物錠 5mg1錠 鳥居 毒処

内 ウラリット-U配合散 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物散 1g ケミファ 先発○ 処

内 ウリトスOD錠0.1mg イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0.1mg1錠 杏林 先発品 処

内 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錠 100mg1錠 全星=高田=日医工 後発品

内 ウルソ顆粒5% ウルソデオキシコール酸顆粒 5%1g 田辺三菱

内 エスワンタイホウ配合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口腔内崩壊錠 20mg1錠(テガフール相当量) 岡山大鵬 後発品 劇処

内 エスワンタイホウ配合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口腔内崩壊錠 25mg1錠(テガフール相当量) 岡山大鵬 後発品 劇処

内 エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 エチゾラム0.5mg錠 0.5mg1錠 サンノーバ=エルメッド=日医工 後発品 向処

内 エトドラク錠200mg「日医工」 エトドラク200mg錠 200mg1錠 日医工 後発品 劇

内 エネーボ配合経腸用液 経腸成分栄養剤(10)液 10mL アボット 先発品

内 エパデールカプセル300 イコサペント酸エチルカプセル 300mg1カプセル 持田 先発○

内 エバミール錠1.0 ロルメタゼパム錠 1mg1錠 バイエル 先発品 向処

内 エビリファイOD錠3mg アリピプラゾール口腔内崩壊錠 3mg1錠 大塚製薬 先発○ 劇処

内 エブトール250mg錠 エタンブトール塩酸塩錠 250mg1錠 科研 劇処

内 エブランチルカプセル15mg ウラピジル徐放カプセル 15mg1カプセル 科研=三和化学 先発品 処

内 エリスロシン錠200mg エリスロマイシンステアリン酸塩錠 200mg1錠 マイランEPD 処
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内 エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤(1-1)散 10g EAファーマ 先発品

内 エンシュア・H 経腸成分栄養剤(2-2)液 10mL アボット 先発品

内 エンドキサン錠50mg シクロホスファミド水和物錠 50mg1錠 塩野義 劇処

内 オーグメンチン配合錠250RS アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム錠 (375mg)1錠 GSK 先発品 処

内 オキシコンチンTR錠10mg オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2) 10mg1錠 シオノギファーマ=塩野義 先発○ 麻劇処

内 オキシコンチンTR錠20mg オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2) 20mg1錠 シオノギファーマ=塩野義 先発○ 麻劇処

内 オキシコンチンTR錠40mg オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2) 40mg1錠 シオノギファーマ=塩野義 先発○ 麻劇処

内 オキシコンチンTR錠5mg オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2) 5mg1錠 シオノギファーマ=塩野義 先発○ 麻劇処

内 オキノーム散10mg オキシコドン塩酸塩水和物散 10mg1包 シオノギファーマ=塩野義 先発品 麻劇処

内 オキノーム散2.5mg オキシコドン塩酸塩水和物散 2.5mg1包 シオノギファーマ=塩野義 先発品 麻劇処

内 オキノーム散20mg オキシコドン塩酸塩水和物散 20mg1包 シオノギファーマ=塩野義 先発品 麻劇処

内 オキノーム散5mg オキシコドン塩酸塩水和物散 5mg1包 シオノギファーマ=塩野義 先発品 麻劇処

内 オパルモン錠5μg リマプロスト アルファデクス錠 5μg1錠 小野 先発○ 処

内 オピセゾールコデイン液*(日医工) 鎮咳去たん配合剤(1)液 1mL 日医工 劇

内 オフェブカプセル100mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩カプセル 100mg1カプセル 日本ベーリンガー 先発品 劇処

内 オフェブカプセル150mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩カプセル 150mg1カプセル 日本ベーリンガー 先発品 劇処

内 オプソ内服液10mg モルヒネ塩酸塩水和物液 10mg5mL1包 大日本住友 先発品 麻劇処

内 オプソ内服液5mg モルヒネ塩酸塩水和物液 5mg2.5mL1包 大日本住友 先発品 麻劇処

内 オランザピンOD錠2.5mg「明治」 オランザピン口腔内崩壊錠 2.5mg1錠 MeijiSeika 後発品 劇処

内 オランザピンOD錠5mg「明治」 オランザピン口腔内崩壊錠 5mg1錠 MeijiSeika 後発品 劇処

内 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg1錠 MeijiSeika 後発品

内 ガスコン錠40mg ジメチコン錠 40mg1錠 キッセイ

内 ガストログラフイン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン液 1mL バイエル 処

内 ガスモチン散1% モサプリドクエン酸塩水和物散 1%1g 大日本住友 先発○

内 カソデックスOD錠80mg ビカルタミド口腔内崩壊錠 80mg1錠 アストラゼネカ 先発○ 劇処

内 ガバペン錠200mg ガバペンチン錠 200mg1錠 富士製薬 先発品 処

内 カプレルサ錠100mg バンデタニブ錠 100mg1錠 サノフィ 先発品 劇処

内 カペシタビン錠300mg「サワイ」 カペシタビン錠 300mg1錠 沢井 後発品 劇処

内 カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」 カモスタットメシル酸塩100mg錠 100mg1錠 日本ジェネリック 後発品 処

内 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液 20%25g1包 興和=興和創薬 準先発

内 カルスロット錠10 マニジピン塩酸塩錠 10mg1錠 武田テバ薬品=武田 先発○ 劇処

内 カルデナリン錠1mg ドキサゾシンメシル酸塩錠 1mg1錠 ファイザー 先発○ 処

内 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 カルベジロール2.5mg錠 2.5mg1錠 沢井 後発品 処

内 カルボシステインDS50%「タカタ」 L-カルボシステイン50%シロップ用 50%1g 高田 後発品

内 カルボシステイン錠250mg「トーワ」 L-カルボシステイン250mg錠 250mg1錠 東和薬品 後発品

内 カロナール錠200 アセトアミノフェン錠 200mg1錠 あゆみ製薬 後発品

内 カロナール錠500 アセトアミノフェン錠 500mg1錠 あゆみ製薬 後発品 劇

内 クエチアピン錠100mg「アメル」 クエチアピンフマル酸塩100mg錠 100mg1錠 共和薬品 後発品 劇処
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内 クエチアピン錠12.5mg「アメル」 クエチアピンフマル酸塩錠 12.5mg1錠 共和薬品 後発品 劇処

内 クエチアピン錠25mg「アメル」 クエチアピンフマル酸塩25mg錠 25mg1錠 共和薬品 後発品 劇処

内 クエン酸「日医工」 クエン酸水和物 10g 日医工=岩城

内 クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 クエン酸第一鉄ナトリウム鉄50mg錠 鉄50mg1錠 日本ジェネリック 後発品

内 グラマリール錠25mg チアプリド塩酸塩錠 25mg1錠 日医工 先発○ 処

内 クラリス錠200 クラリスロマイシン錠 200mg1錠 大正製薬 先発○ 処

内 グリチロン配合錠 グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤錠 1錠 ミノファーゲン=EAファーマ

内 グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩錠 100mg1錠 ノバルティス 先発○ 劇処

内 グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 グリメピリド口腔内崩壊錠 0.5mg1錠 エルメッド=日医工 後発品 劇処

内 グリメピリドOD錠1mg「KN」 グリメピリド口腔内崩壊錠 1mg1錠 小林化工 後発品 劇処

内 グリメピリドOD錠3mg「KN」 グリメピリド口腔内崩壊錠 3mg1錠 小林化工 後発品 劇処

内 グルコンサンK細粒4mEq/g グルコン酸カリウム細粒 カリウム4mEq1g サンファーマ=科研 先発品

内 ケイキサレート散 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 1g 鳥居 先発○

内 ケーサプライ錠600mg 塩化カリウム600mg徐放錠 600mg1錠 佐藤薬品=アルフレッサファーマ 後発品

内 コートリル錠10mg ヒドロコルチゾン錠 10mg1錠 ファイザー 処

内 コスパノン錠40mg フロプロピオン錠 40mg1錠 エーザイ 先発品

内 コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 コデインリン酸塩錠 20mg1錠 武田 麻劇処

内 コロネル錠500mg ポリカルボフィルカルシウム錠 500mg1錠 アステラス 先発品

内 コントミン糖衣錠12.5mg クロルプロマジン塩酸塩錠 12.5mg1錠 田辺三菱=吉富薬品 処

内 ザーコリカプセル250mg クリゾチニブカプセル 250mg1カプセル ファイザー 先発品 劇処

内 ザイティガ錠250mg アビラテロン酢酸エステル錠 250mg1錠 ヤンセン 先発品 劇処

内 サイトテック錠200 ミソプロストール錠 200μg1錠 ファイザー 先発品 劇処

内 ザイボックス錠600mg リネゾリド錠 600mg1錠 ファイザー 先発○ 処

内 サインバルタカプセル20mg デュロキセチン塩酸塩カプセル 20mg1カプセル 塩野義=リリー 先発品 劇処

内 サムスカ錠7.5mg トルバプタン錠 7.5mg1錠 大塚製薬 先発品 劇処

内 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン液 750mg5mL1包 GSK 先発品 処

内 サラゾピリン錠500mg サラゾスルファピリジン錠 500mg1錠 ファイザー 先発○ 処

内 ザルティア錠5mg タダラフィル錠 5mg1錠 リリー=日本新薬 先発品 処

内 サレドカプセル100 サリドマイドカプセル 100mg1カプセル 藤本 先発品 毒処

内 サンリズムカプセル50mg ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル 50mg1カプセル 第一三共 先発○ 劇処

内 ジェイゾロフトOD錠25mg セルトラリン塩酸塩口腔内崩壊錠 25mg1錠 ファイザー 先発○ 劇処

内 ジオトリフ錠40mg アファチニブマレイン酸塩錠 40mg1錠 日本ベーリンガー 先発品 劇処

内 シグマート錠5mg ニコランジル錠 5mg1錠 中外 先発○ 処

内 シクレスト舌下錠5mg アセナピンマレイン酸塩錠 5mg1錠 MeijiSeika 先発品 劇処

内 ジゴシン散0.1% ジゴキシン散 0.1%1g 太陽ファルマ 劇処

内 ジゴシン錠0.125mg ジゴキシン錠 0.125mg1錠 太陽ファルマ 劇処

内 ジスロマック錠250mg アジスロマイシン水和物錠 250mg1錠 ファイザー 先発○ 処

内 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(1)顆粒 1g シオノギファーマ=塩野義
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内服薬一覧 国立がん研究センター東病院 薬剤部 2020/4/1

投与区分医薬品名 一般名 規格単位 会社名 先発・後発 規制区分

内 シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 シプロフロキサシン塩酸塩錠 200mg1錠 東和薬品 後発品 処

内 ジャヌビア錠50mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 50mg1錠 MSD 先発品 処

内 シュアポスト錠0.5mg レパグリニド錠 0.5mg1錠 大日本住友 先発品 劇処

内 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩100mg徐放カプセル 100mg1カプセル 沢井 後発品 処

内 シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩錠 50mg1錠 サンファーマ=田辺三菱 先発○ 処

内 スインプロイク錠0.2mg ナルデメジントシル酸塩錠 0.2mg1錠 塩野義 先発品 処

内 スーグラ錠50mg イプラグリフロジン L-プロリン錠 50mg1錠 アステラス 先発品 処

内 スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩カプセル 12.5mg1カプセル ファイザー 先発品 劇処

内 スクラルファート内用液10%「タイヨー」 スクラルファート10%液 10%1mL 武田テバファーマ=武田 後発品

内 スタラシドカプセル50 シタラビン オクホスファート水和物カプセル 50mg1カプセル 日本化薬 先発品 劇処

内 スチバーガ錠40mg レゴラフェニブ水和物錠 40mg1錠 バイエル 先発品 劇処

内 スパカール錠40mg トレピブトン錠 40mg1錠 大原 先発品

内 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 スピロノラクトン25mg錠 25mg1錠 東和薬品 後発品 処

内 スプリセル錠50mg ダサチニブ水和物錠 50mg1錠 BMS 先発品 劇処

内 セパミット-Rカプセル10 ニフェジピン徐放カプセル(1) 10mg1カプセル 日本ジェネリック 先発○ 劇処

内 セパミット-R細粒2% ニフェジピン腸溶細粒 2%1g 日本ジェネリック 先発品 劇処

内 セファドール錠25mg ジフェニドール塩酸塩錠 25mg1錠 日本新薬 先発○

内 セルシン散1% ジアゼパム散 1%1g 武田テバ薬品=武田 準先発 向処

内 セルシン錠2mg ジアゼパム錠 2mg1錠 武田テバ薬品=武田 準先発 向処

内 セレコックス錠100mg セレコキシブ錠 100mg1錠 アステラス 先発品 劇処

内 セレスタミン配合錠 ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 1錠 高田 準先発 処

内 セロクラール錠20mg イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg1錠 サノフィ=日医工 先発○

内 センノシド錠12mg「サワイ」 センノシド錠 12mg1錠 沢井 後発品

内 ゾスパタ錠40mg ギルテリチニブフマル酸塩錠 40mg1錠 アステラス 先発品 劇処

内 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 ゾピクロン7.5mg錠 7.5mg1錠 東和薬品 後発品 向処

内 ダイアモックス錠250mg アセタゾラミド錠 250mg1錠 三和化学 処

内 タグリッソ錠40mg オシメルチニブメシル酸塩錠 40mg1錠 アストラゼネカ 先発品 劇処

内 タグリッソ錠80mg オシメルチニブメシル酸塩錠 80mg1錠 アストラゼネカ 先発品 劇処

内 タケキャブ錠10mg ボノプラザンフマル酸塩錠 10mg1錠 武田 先発品 処

内 タペンタ錠100mg タペンタドール塩酸塩徐放錠 100mg1錠 ヤンセン=ムンディファーマ 先発品 麻劇処

内 タペンタ錠25mg タペンタドール塩酸塩徐放錠 25mg1錠 ヤンセン=ムンディファーマ 先発品 麻劇処

内 タペンタ錠50mg タペンタドール塩酸塩徐放錠 50mg1錠 ヤンセン=ムンディファーマ 先発品 麻劇処

内 タミフルカプセル75 オセルタミビルリン酸塩カプセル 75mg1カプセル 中外 先発○ 処

内 タモキシフェン錠10mg「日医工」 タモキシフェンクエン酸塩10mg錠 10mg1錠 日医工ファーマ=日医工 後発品 処

内 ダラシンカプセル150mg クリンダマイシン塩酸塩カプセル 150mg1カプセル ファイザー 先発品 処

内 タリージェ錠15mg ミロガバリンベシル酸塩錠 15mg1錠 第一三共 先発品 処

内 タリージェ錠5mg ミロガバリンベシル酸塩錠 5mg1錠 第一三共 先発品 処

内 タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩錠 150mg1錠 中外 先発品 劇処
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投与区分医薬品名 一般名 規格単位 会社名 先発・後発 規制区分

内 タルセバ錠25mg エルロチニブ塩酸塩錠 25mg1錠 中外 先発品 劇処

内 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 1g 丸石=ニプロ

内 チラーヂンS散0.01% レボチロキシンナトリウム水和物散 0.01%1g あすか製薬=武田 先発品 劇処

内 チラーヂンS錠50μg レボチロキシンナトリウム水和物錠 50μg1錠 あすか製薬=武田 劇処

内 つくしA・M配合散 カンゾウ末配合剤散(3) 1g 富士フイルム富山化学

内 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 葛根湯エキス顆粒 1g ツムラ

内 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 十全大補湯エキス顆粒 1g ツムラ

内 ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 大建中湯エキス顆粒 1g ツムラ

内 ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 抑肝散エキス顆粒 1g ツムラ

内 ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 六君子湯エキス顆粒 1g ツムラ

内 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) 茵ちん蒿湯エキス顆粒 1g ツムラ

内 テオフィリン徐放錠100mg「日医工」 テオフィリン100mg徐放錠 100mg1錠 日医工 後発品 処

内 デカドロン錠0.5mg デキサメタゾン錠(1) 0.5mg1錠 日医工 処

内 デカドロン錠4mg デキサメタゾン錠(1) 4mg1錠 日医工 処

内 テグレトール細粒50% カルバマゼピン細粒 50%1g サンファーマ=田辺三菱 準先発 処

内 テグレトール錠100mg カルバマゼピン錠 100mg1錠 サンファーマ=田辺三菱 準先発 処

内 デジレル錠25 トラゾドン塩酸塩錠 25mg1錠 ファイザー 先発○ 劇処

内 テトラミド錠10mg ミアンセリン塩酸塩錠 10mg1錠 MSD=第一三共 先発品 処

内 テノーミン錠25 アテノロール錠 25mg1錠 アストラゼネカ 先発○ 処

内 デノタスチュアブル配合錠 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウムチュアブル錠 1錠 日東薬品=第一三共 先発品

内 デパケンR錠200mg バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1) 200mg1錠 協和キリン 先発○ 処

内 デパケンシロップ5% バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%1mL 協和キリン 先発○ 処

内 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 テプレノンカプセル 50mg1カプセル 東和薬品 後発品

内 トアラセット配合錠「トーワ」 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤錠 1錠 東和薬品 後発品 劇処

内 ドグマチール細粒10% スルピリド細粒 10%1g アステラス 先発○ 劇処

内 ドグマチール錠50mg スルピリド錠 50mg1錠 アステラス 先発○ 処

内 トラゼンタ錠5mg リナグリプチン錠 5mg1錠 日本ベーリンガー 先発品 処

内 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 トラネキサム酸カプセル 250mg1カプセル 東和薬品 後発品

内 トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン錠 1錠 サンノーバ=エーザイ

内 トラマールOD錠25mg トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 25mg1錠 日本新薬 先発品 劇処

内 トランサミンシロップ5% トラネキサム酸シロップ 5%1mL ニプロファーマ=第一三共 準先発

内 トリクロリールシロップ10% トリクロホスナトリウムシロップ 10%1mL アルフレッサファーマ 劇処

内 トリプタノール錠10 アミトリプチリン塩酸塩錠 10mg1錠 日医工 処

内 ドンペリドン錠10mg「EMEC」 ドンペリドン10mg錠 10mg1錠 サンノーバ=エルメッド=日医工 後発品

内 ナイキサン錠100mg ナプロキセン錠 100mg1錠 田辺三菱=ニプロES 先発品 劇

内 ナゼアOD錠0.1mg ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.1mg1錠 LTL 先発品 劇処

内 ナルサス錠12mg ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠 12mg1錠 第一三共プロファーマ=第一三共 先発品 麻劇処

内 ナルサス錠2mg ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠 2mg1錠 第一三共プロファーマ=第一三共 先発品 麻劇処
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内 ナルラピド錠1mg ヒドロモルフォン塩酸塩錠 1mg1錠 第一三共プロファーマ=第一三共 先発品 麻劇処

内 ナルラピド錠4mg ヒドロモルフォン塩酸塩錠 4mg1錠 第一三共プロファーマ=第一三共 先発品 麻劇処

内 ニトロール錠5mg 硝酸イソソルビド錠 5mg1錠 エーザイ 処

内 ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン錠 0.3mg1錠 日本化薬 後発品 劇処

内 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 ニフェジピン20mg徐放CR錠 20mg1錠 沢井 後発品 劇処

内 ニンラーロカプセル2.3mg イキサゾミブクエン酸エステルカプセル 2.3mg1カプセル 武田 先発品 毒処

内 ニンラーロカプセル3mg イキサゾミブクエン酸エステルカプセル 3mg1カプセル 武田 先発品 毒処

内 ニンラーロカプセル4mg イキサゾミブクエン酸エステルカプセル 4mg1カプセル 武田 先発品 毒処

内 ネオーラル50mgカプセル シクロスポリンカプセル(2) 50mg1カプセル ノバルティス 先発○ 劇処

内 ネオドパストン配合錠L100 レボドパ・カルビドパ水和物(1)錠 1錠 第一三共 先発○ 処

内 ネキシウムカプセル10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル 10mg1カプセル アストラゼネカ=第一三共 先発品 処

内 ネクサバール錠200mg ソラフェニブトシル酸塩錠 200mg1錠 バイエル 先発品 劇処

内 ノバミン錠5mg プロクロルペラジンマレイン酸塩錠 5mg1錠 共和薬品 処

内 バイアスピリン錠100mg アスピリン腸溶錠 100mg1錠 バイエル 後発品

内 ハイドレアカプセル500mg ヒドロキシカルバミドカプセル 500mg1カプセル BMS 先発品 劇処

内 パキシルCR錠12.5mg パロキセチン塩酸塩水和物徐放錠 12.5mg1錠 GSK 先発品 劇処

内 バクタ配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠 1錠 シオノギファーマ=塩野義 先発品 処

内 バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム顆粒 1g シオノギファーマ=塩野義 先発品 処

内 ハッカ油「ヨシダ」 ハッカ油 1mL 吉田製薬=中北

内 パナルジン錠100mg チクロピジン塩酸塩錠 100mg1錠 サノフィ 先発○ 処

内 バナン錠100mg セフポドキシム プロキセチル錠 100mg1錠 第一三共=GSK 先発○ 処

内 バラクルード錠0.5mg エンテカビル水和物錠 0.5mg1錠 BMS 先発○ 劇処

内 バリキサ錠450mg バルガンシクロビル塩酸塩錠 450mg1錠 田辺三菱 先発品 毒処

内 バリテスターA240散 硫酸バリウム散 98.5%10g 伏見 処

内 バリトゲンHD 硫酸バリウム散 98.6%10g 伏見 処

内 バリトゲン消泡内用液2% ジメチコンシロップ 2%1mL 伏見 後発品

内 バルトレックス錠500 バラシクロビル塩酸塩錠 500mg1錠 GSK 先発○ 処

内 ハルナールD錠0.2mg タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg1錠 アステラス 先発○ 処

内 バロス発泡顆粒 炭酸水素ナトリウム・酒石酸(6)顆粒 1g 堀井 処

内 パントシン散20% パンテチン散 20%1g アルフレッサファーマ 準先発

内 ビ・シフロール錠0.125mg プラミペキソール塩酸塩水和物錠 0.125mg1錠 日本ベーリンガー 先発○ 劇処

内 ピアーレシロップ65% ラクツロース65%シロップ 65%1mL 高田=日本化薬 後発品

内 ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 ピオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠 15mg1錠 ファイザー 後発品 処

内 ビオフェルミンR散 耐性乳酸菌製剤散(2) 1g ビオフェルミン=武田 後発品

内 ビオフェルミンR錠 耐性乳酸菌製剤錠(2) 1錠 ビオフェルミン=武田 後発品

内 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2.5mg錠 2.5mg1錠 日医工 後発品

内 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0.75%液 0.75%1mL CHO=ファイザー 後発品

内 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠 2.5mg1錠 日医工 後発品 処
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内 ビソルボン錠4mg ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg1錠 サノフィ 準先発

内 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(1)カプセル 1カプセル 第一三共 準先発

内 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錠 10mg1錠 太陽ファルマ

内 ヒルナミン錠(5mg) レボメプロマジンマレイン酸塩錠 5mg1錠 共和薬品 処

内 ピレスパ錠200mg ピルフェニドン錠 200mg1錠 塩野義 先発品 劇処

内 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 ファモチジン20mg口腔内崩壊錠 20mg1錠 沢井 後発品

内 ブイフェンド錠200mg ボリコナゾール錠 200mg1錠 ファイザー 先発○ 劇処

内 ブイフェンド錠50mg ボリコナゾール錠 50mg1錠 ファイザー 先発○ 劇処

内 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口腔内崩壊錠 60mg1錠 東和薬品 後発品

内 フェノバール散10% フェノバルビタール散10% 10%1g 藤永=第一三共 劇向処

内 フェブリク錠10mg フェブキソスタット錠 10mg1錠 帝人ファーマ 先発品 処

内 フェマーラ錠2.5mg レトロゾール錠 2.5mg1錠 ノバルティス 先発○ 劇処

内 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錠 1錠 日本ジェネリック 準先発

内 フオイパン錠100mg カモスタットメシル酸塩錠 100mg1錠 小野 先発○ 処

内 フォスブロック錠250mg セベラマー塩酸塩錠 250mg1錠 協和キリン 先発品 処

内 ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg1錠 サノフィ 準先発

内 フラジール内服錠250mg メトロニダゾール錠 250mg1錠 シオノギファーマ=塩野義 処

内 プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 プラバスタチンナトリウム錠 5mg1錠 ニプロES 後発品 処

内 フラビタン錠5mg フラビンアデニンジヌクレオチド腸溶錠 5mg1錠 トーアエイヨー=アステラス

内 プラビックス錠75mg クロピドグレル硫酸塩錠 75mg1錠 サノフィ 先発○ 処

内 フラベリック錠20mg ベンプロペリンリン酸塩錠 20mg1錠 ファイザー 先発品

内 プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 プランルカスト112.5mgカプセル 112.5mg1カプセル 沢井 後発品

内 フリバスOD錠25mg ナフトピジル口腔内崩壊錠 25mg1錠 旭化成ファーマ 先発○ 処

内 プリンペランシロップ0.1% メトクロプラミドシロップ 0.1%10mL 日医工

内 フルイトラン錠2mg トリクロルメチアジド錠 2mg1錠 シオノギファーマ=塩野義 準先発 処

内 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 フルコナゾール100mgカプセル 100mg1カプセル 沢井 後発品 処

内 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 フルニトラゼパム1mg錠 1mg1錠 共和薬品 後発品 向処

内 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 フルニトラゼパム2mg錠 2mg1錠 共和薬品 後発品 向処

内 ブルフェン錠100 イブプロフェン錠 100mg1錠 科研 先発○

内 プレドニゾロン散「タケダ」1% プレドニゾロン散 1%1g 武田テバ薬品=武田 処

内 プレドニン錠5mg プレドニゾロン錠 5mg1錠 シオノギファーマ=塩野義 処

内 フロセミド細粒4%「EMEC」 フロセミド細粒 4%1g エルメッド=日医工 後発品 処

内 プロテカジンOD錠10 ラフチジン口腔内崩壊錠 10mg1錠 大鵬薬品 先発○

内 プロナーゼMS プロナーゼ散 20,000単位 科研 先発品 処

内 ブロプレス錠2 カンデサルタン シレキセチル錠 2mg1錠 武田テバ薬品=武田 先発○ 処

内 ブロプレス錠4 カンデサルタン シレキセチル錠 4mg1錠 武田テバ薬品=武田 先発○ 処

内 フロリードゲル経口用2% ミコナゾールゲル 2%1g 持田=昭和薬化 先発品 処

内 ベサコリン散5% ベタネコール塩化物散 5%1g サンノーバ=エーザイ 劇
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投与区分医薬品名 一般名 規格単位 会社名 先発・後発 規制区分

内 ベサノイドカプセル10mg トレチノインカプセル 10mg1カプセル 富士製薬 先発品 劇処

内 ベタナミン錠25mg ペモリン錠 25mg1錠 三和化学 後発品 向処

内 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 ベタメタゾン錠 0.5mg1錠 沢井 後発品 処

内 ヘパンED配合内用剤 肝不全用成分栄養剤(2)散 10g EAファーマ 先発品

内 ペリアクチン錠4mg シプロヘプタジン塩酸塩水和物錠 4mg1錠 日医工

内 ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤(1)顆粒 1g 共和薬品

内 ペルサンチン錠25mg ジピリダモール錠 25mg1錠 日本ベーリンガー 準先発 処

内 ベルソムラ錠15mg スボレキサント錠 15mg1錠 MSD 先発品 処

内 ベルソムラ錠20mg スボレキサント錠 20mg1錠 MSD 先発品 処

内 ベンザリン錠5 ニトラゼパム錠 5mg1錠 共和薬品 準先発 向処

内 ペンタサ錠250mg メサラジン徐放錠 250mg1錠 杏林 先発○ 処

内 ボースデル内用液10 塩化マンガン四水和物液 10mg250mL1袋 MeijiSeika=協和キリン 先発品 処

内 ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 ボグリボース0.2mg口腔内崩壊錠 0.2mg1錠 日医工 後発品 処

内 ポマリストカプセル1mg ポマリドミドカプセル 1mg1カプセル セルジーン 先発品 毒処

内 ポマリストカプセル2mg ポマリドミドカプセル 2mg1カプセル セルジーン 先発品 毒処

内 ポマリストカプセル3mg ポマリドミドカプセル 3mg1カプセル セルジーン 先発品 毒処

内 ポマリストカプセル4mg ポマリドミドカプセル 4mg1カプセル セルジーン 先発品 毒処

内 ポララミン錠2mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg1錠 高田

内 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カプセル 37.5mg1カプセル 同仁=ノバルティス 先発○ 劇処

内 ボルタレン錠25mg ジクロフェナクナトリウム錠 25mg1錠 ノバルティス 先発○ 劇処

内 ポンタールカプセル250mg メフェナム酸カプセル 250mg1カプセル 第一三共

内 ポンタールシロップ3.25% メフェナム酸シロップ 3.25%1mL 第一三共 先発品

内 マイスリー錠10mg ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg1錠 アステラス 先発○ 向処

内 マイスリー錠5mg ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg1錠 アステラス 先発○ 向処

内 マグコロールP クエン酸マグネシウムシロップ用 1g 堀井 処

内 マクサルトRPD錠10mg リザトリプタン安息香酸塩口腔内崩壊錠 10mg1錠 杏林=エーザイ 先発○ 劇処

内 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 ミノサイクリン塩酸塩100mg錠 100mg1錠 東和薬品 後発品 処

内 ミヤBM細粒 酪酸菌製剤細粒 1g ミヤリサン

内 ミンクリア内用散布液0.8% l-メントール液 20mL1筒 日本製薬=あすか製薬=武田 先発品 処

内 メイアクトMS錠100mg セフジトレン ピボキシル錠 100mg1錠 MeijiSeika 先発○ 処

内 メイラックス錠1mg ロフラゼプ酸エチル錠 1mg1錠 MeijiSeika 先発○ 向処

内 メキシチールカプセル100mg メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg1カプセル 太陽ファルマ 先発○ 劇処

内 メサペイン錠10mg メサドン塩酸塩錠 10mg1錠 帝國製薬=テルモ=塩野義 先発品 麻劇処

内 メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩錠 5mg1錠 帝國製薬=テルモ=塩野義 先発品 麻劇処

内 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錠 15mg1錠 シオノギファーマ=塩野義

内 メチコバール錠500μg メコバラミン錠 0.5mg1錠 エーザイ 後発品

内 メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 メトクロプラミド錠 5mg1錠 東和薬品 後発品

内 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」 メトホルミン塩酸塩錠(2) 250mg1錠 東和薬品 ★ 劇処
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投与区分医薬品名 一般名 規格単位 会社名 先発・後発 規制区分

内 メバロチン錠10 プラバスタチンナトリウム錠 10mg1錠 第一三共 先発○ 処

内 メマリー錠20mg メマンチン塩酸塩錠 20mg1錠 第一三共 先発品 劇処

内 メマリー錠5mg メマンチン塩酸塩錠 5mg1錠 第一三共 先発品 劇処

内 メリスロン錠6mg ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg1錠 エーザイ 先発○ 処

内 メルカゾール錠5mg チアマゾール錠 5mg1錠 あすか製薬=武田 処

内 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錠 5mg1錠 日医工 後発品

内 モビコール配合内用剤 マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム散 6.8523g1包 EAファーマ=持田 先発品 処

内 モビプレップ配合内用剤 ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤散 1袋 EAファーマ 先発品 処

内 モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 モルヒネ塩酸塩錠 10mg1錠 大日本住友 麻劇処

内 モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末 モルヒネ塩酸塩水和物 1g 第一三共プロファーマ=第一三共 麻毒処

内 モルペス細粒2% モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒 2%1g 藤本 後発品 麻劇処

内 モルペス細粒6% モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒 6%1g 藤本 後発品 麻劇処

内 ユーエフティ配合カプセルT100 テガフール・ウラシルカプセル 100mg1カプセル(テガフール相当量) 大鵬薬品 先発品 劇処

内 ユービット錠100mg 尿素(13C)錠 100mg1錠 大塚製薬 先発品 処

内 ユーロジン2mg錠 エスタゾラム錠 2mg1錠 武田テバ薬品=武田 先発○ 向処

内 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カプセル 100mg1カプセル エーザイ 準先発

内 ユベラ錠50mg トコフェロール酢酸エステル錠 50mg1錠 サンノーバ=エーザイ

内 ユリノーム錠25mg ベンズブロマロン錠 25mg1錠 鳥居 先発○ 劇処

内 ラコールNF配合経腸用液 経腸成分栄養剤(9-2)液 10mL EN大塚=大塚工場=大塚製薬 先発品

内 ラコールNF配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤 10g EN大塚=大塚工場=大塚製薬 先発品

内 ラシックス錠20mg フロセミド錠 20mg1錠 サノフィ=日医工 準先発 処

内 ラシックス錠40mg フロセミド錠 40mg1錠 サノフィ=日医工 準先発 処

内 ラステットSカプセル25mg エトポシドカプセル 25mg1カプセル 日本化薬 先発品 劇処

内 ラステットSカプセル50mg エトポシドカプセル 50mg1カプセル 日本化薬 先発品 劇処

内 ラックビー微粒N ビフィズス菌製剤散(4) 1%1g 興和=興和創薬

内 ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 ラベプラゾールナトリウム錠 10mg1錠 東和薬品 後発品 処

内 ラミシール錠125mg テルビナフィン塩酸塩錠 125mg1錠 サンファーマ=田辺三菱 先発○ 処

内 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 ランソプラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠 15mg1錠 東和薬品=三和化学 後発品 処

内 リーゼ錠5mg クロチアゼパム錠 5mg1錠 田辺三菱=吉富薬品 先発○ 向処

内 リーバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒 4.15g1包 EAファーマ 先発品

内 リーマス錠100 炭酸リチウム錠 100mg1錠 大正製薬 先発○ 劇処

内 リオレサール錠5mg バクロフェン錠 5mg1錠 サンファーマ=田辺三菱 劇処

内 リカルボン錠50mg ミノドロン酸水和物錠 50mg1錠 小野 先発○ 劇処

内 リクシアナOD錠30mg エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠 30mg1錠 第一三共 先発品 処

内 リスパダール内用液1mg/mL リスペリドン液 0.1%1mL ヤンセン 先発○ 劇処

内 リスペリドンOD錠1mg「タカタ」 リスペリドン1mg口腔内崩壊錠 1mg1錠 高田 後発品 劇処

内 リスミー錠1mg リルマザホン塩酸塩水和物錠 1mg1錠 共和薬品 先発○ 処

内 リスモダンカプセル100mg ジソピラミドカプセル 100mg1カプセル サノフィ 先発○ 劇処
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内 リパクレオンカプセル150mg パンクレリパーゼカプセル 150mg1カプセル マイランEPD 先発品 処

内 リピトール錠10mg アトルバスタチンカルシウム水和物錠 10mg1錠 アステラス 先発○ 処

内 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 リファンピシン150mgカプセル 150mg1カプセル サンド=日本ジェネリック=ニプロ 後発品 処

内 リフレックス錠15mg ミルタザピン錠 15mg1錠 MeijiSeika 先発○ 劇処

内 リボトリール細粒0.1% クロナゼパム細粒 0.1%1g 太陽ファルマ 先発品 向処

内 リボトリール錠0.5mg クロナゼパム錠 0.5mg1錠 太陽ファルマ 先発品 向処

内 リリカOD錠25mg プレガバリン口腔内崩壊錠 25mg1錠 ファイザー 先発品 処

内 リリカOD錠75mg プレガバリン口腔内崩壊錠 75mg1錠 ファイザー 先発品 処

内 リンデロン散0.1% ベタメタゾン散 0.1%1g シオノギファーマ=塩野義 準先発 処

内 ルーラン錠4mg ペロスピロン塩酸塩水和物錠 4mg1錠 大日本住友 先発○ 劇処

内 レキソタン錠2 ブロマゼパム錠 2mg1錠 中外=エーザイ 先発○ 向処

内 レクサプロ錠10mg エスシタロプラムシュウ酸塩錠 10mg1錠 持田=田辺三菱 先発品 劇処

内 レスタミンコーワ錠10mg ジフェンヒドラミン塩酸塩錠 10mg1錠 興和=興和創薬

内 レトロゾール錠2.5mg「トーワ」 レトロゾール錠 2.5mg1錠 東和薬品 後発品 劇処

内 レナデックス錠4mg デキサメタゾン錠(2) 4mg1錠 セルジーン 先発品 処

内 レニベース錠2.5 エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg1錠 MSD 先発○ 処

内 レニベース錠5 エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg1錠 MSD 先発○ 処

内 レバミピド錠100mg「NP」 レバミピド錠 100mg1錠 ニプロ 後発品

内 レブラミドカプセル5mg レナリドミド水和物カプセル 5mg1カプセル セルジーン 先発品 毒処

内 レボトミン散10% レボメプロマジンマレイン酸塩散 10%1g 田辺三菱=吉富薬品 劇処

内 レボフロキサシン細粒10%「DSEP」 レボフロキサシン水和物細粒(2) 100mg1g(レボフロキサシンとして) 第一三共エスファ 後発品 処

内 レボフロキサシン錠250mg「MEEK」 レボフロキサシン250mg錠 250mg1錠(レボフロキサシンとして) 小林化工 後発品 処

内 レボフロキサシン錠500mg「MEEK」 レボフロキサシン500mg錠 500mg1錠(レボフロキサシンとして) 小林化工 後発品 処

内 レミニールOD錠4mg ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠 4mg1錠 ヤンセン=武田 先発品 劇処

内 レンドルミンD錠0.25mg ブロチゾラム口腔内崩壊錠 0.25mg1錠 日本ベーリンガー 先発○ 向処

内 レンビマカプセル10mg レンバチニブメシル酸塩カプセル 10mg1カプセル エーザイ 先発品 劇処

内 レンビマカプセル4mg レンバチニブメシル酸塩カプセル 4mg1カプセル エーザイ 先発品 劇処

内 ロイケリン散10% メルカプトプリン水和物散 10%1g 大原 劇処

内 ロイコボリン錠5mg ホリナートカルシウム錠 5mg1錠 ファイザー 先発品 処

内 ロートエキス散<ハチ> ロートエキス散 1g 東洋製化=小野=吉田製薬 劇

内 ローブレナ錠100mg ロルラチニブ錠 100mg1錠 ファイザー 先発品 劇処

内 ローブレナ錠25mg ロルラチニブ錠 25mg1錠 ファイザー 先発品 劇処

内 ロキソニン細粒10% ロキソプロフェンナトリウム水和物細粒 10%1g 第一三共 先発○

内 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錠 60mg1錠 東和薬品 後発品

内 ロゼレム錠8mg ラメルテオン錠 8mg1錠 武田 先発品 処

内 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 ロペラミド塩酸塩1mgカプセル 1mg1カプセル ⻑⽣堂=日本ジェネリック 後発品

内 ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 ロラタジン口腔内崩壊錠 10mg1錠 東和薬品 後発品

内 ロンサーフ配合錠T15 トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(1)錠 15mg1錠(トリフルリジン相当量) 大鵬薬品 先発品 劇処
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内 ロンサーフ配合錠T20 トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(2)錠 20mg1錠(トリフルリジン相当量) 大鵬薬品 先発品 劇処

内 ワーファリン錠1mg ワルファリンカリウム錠 1mg1錠 エーザイ 処

内 ワイパックス錠0.5 ロラゼパム錠 0.5mg1錠 ファイザー 先発○ 向処

内 ワソラン錠40mg ベラパミル塩酸塩錠 40mg1錠 エーザイ=マイランEPD 準先発 処

内 ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩徐放錠 100mg1錠 日本新薬 先発品 劇処

内 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散 500mg1瓶 塩野義 先発○ 処

内 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 プロカルバジン塩酸塩カプセル 50mg1カプセル 太陽ファルマ 先発品 劇処

内 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カプセル 50mg1カプセル 太陽ファルマ 先発品 劇処

内 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 酸化マグネシウム錠 250mg1錠 吉田製薬=共創未来ファーマ 後発品

内 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 酸化マグネシウム錠 330mg1錠 吉田製薬=共創未来ファーマ 後発品

内 重カマ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 10g 吉田製薬

内 単シロップ 単シロップ 10mL 中北=東豊=吉田製薬

内 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 炭酸水素ナトリウム 10g 吉田製薬

内 調剤用パンビタン末 レチノール・カルシフェロール配合剤 1g 武田テバ薬品=武田

内 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 乳酸カルシウム水和物 10g 吉田製薬

内 乳糖水和物「ヨシダ」 乳糖水和物 10g 吉田製薬

内 乳糖水和物原末「マルイシ」 乳糖水和物 10g 丸石=ニプロ

内 硫酸マグネシウム「NikP」 硫酸マグネシウム水和物 10g 日医工=岩城

内 膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg ベンチロミド液 5%10mL1瓶 サンノーバ=エーザイ 先発品 処
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