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区分 医薬品名 成分名 規格単位 会社名 先発・後発 規制区分

外 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸 10%10g 東豊=日医工=吉田製薬 後発品

外 MS温シップ「タイホウ」 パップ剤 10g 岡山大鵬=大鵬薬品=三笠=帝國製薬 後発品

外 アクアチムクリーム1% ナジフロキサシン 1%1g 大塚製薬 先発○ 処

外 アクトシン軟膏3% ブクラデシンナトリウム 3%1g ニプロファーマ=マルホ 先発品

外 アクロマイシン軟膏3% テトラサイクリン塩酸塩 30mg1g サンファーマ

外 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 4%1mL ロートニッテン=日本新薬 後発品

外 アズノール軟膏0.033% ジメチルイソプロピルアズレン 0.033%10g 日本新薬

外 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 28ブリスター1キット GSK 先発品 処

外 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 25μg1錠 アルフレッサファーマ 先発品

外 アラセナ-A軟膏3% ビダラビン 3%1g 持田 先発○

外 アルメタ軟膏 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル 0.1%1g シオノギファーマ=塩野義 先発○

外 アンヒバ坐剤小児用100mg アセトアミノフェン 100mg1個 マイランEPD 先発品

外 アンペック坐剤10mg モルヒネ塩酸塩水和物 10mg1個 住友ファーマ 先発品 麻劇処

外 アンペック坐剤20mg モルヒネ塩酸塩水和物 20mg1個 住友ファーマ 先発品 麻劇処

外 イナビル吸入粉末剤20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 20mg1キット 第一三共 先発品 処

外 イムノブラダー膀注用40mg 乾燥BCG(日本株) 40mg1瓶(溶解液付) 日本BCG=日本化薬 先発品 劇処

外 インテバンクリーム1% インドメタシン 1%1g 帝國製薬 先発○

外 インテバン軟膏1% インドメタシン 1%1g 帝國製薬 先発○

外 インドメタシンパップ70mg「日医工」 インドメタシン 10cm×14cm1枚 日医工 後発品

外 ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% D-ソルビトール 3%3L1袋 バクスター 先発品

外 エスクレ坐剤「500」 抱水クロラール 500mg1個 久光 先発品 処

外 エネマスター注腸散 硫酸バリウム 98.1%10g 伏見 後発品 処

外 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 10%10mL 吉田製薬 後発品

外 オイラックスHクリーム ヒドロコルチゾン・クロタミトン 1g 日新製薬

外 オイラックスクリーム10% クロタミトン 10%10g 日新製薬

外 オキサロール軟膏25μg/g マキサカルシトール 0.0025%1g マルホ 先発○ 劇処

外 オキシドール「ケンエー」 オキシドール 10mL 健栄

外 オキナゾール腟錠600mg オキシコナゾール硝酸塩 600mg1錠 田辺三菱 先発○

外 オラドールSトローチ0.5mg ドミフェン臭化物 0.5mg1錠 日医工岐阜=日医工=武田

外 オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ10mL 1.5%10mL1管 大塚工場=大塚製薬

外 オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL 1.5%25mL1管 大塚工場=大塚製薬

外 オリブ油 オリブ油 10mL 小堺=岩城

外 オルセノン軟膏0.25% トレチノイン トコフェリル 0.25%1g サンファーマ=キョーリンリメディオ=杏林 先発品

外 オルベスコ100μgインヘラー56吸入用 シクレソニド 5.6mg3.3g1キット 帝人ファーマ 先発品 処

外 カタリンK点眼用0.005% ピレノキシン 0.005%1mL(溶解後の液として) 千寿=武田

外 カデックス軟膏0.9% ヨウ素 0.9%1g スミス&ネフュー 先発品

外 キサラタン点眼液0.005% ラタノプロスト 0.005%1mL ヴィアトリス 先発○ 処

外 キシロカインゼリー2% リドカイン塩酸塩 2%1mL サンドファーマ=サンド

外 キシロカインポンプスプレー8% リドカイン 1g サンドファーマ=サンド 後発品 劇

外 キシロカイン液「4%」 リドカイン塩酸塩 4%1mL サンドファーマ=サンド

外 グリセリン「マルイシ」 グリセリン 10mL 丸石=ニプロ

外 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 グリセリン 50%120mL1個 健栄

外 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 100mg5mL1瓶 科研 後発品

外 ゲーベンクリーム1% スルファジアジン銀 1%1g 田辺三菱 先発品
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外 ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 ケトプロフェン 7cm×10cm1枚 日医工 後発品

外 ケラチナミンコーワクリーム20% 尿素 20%1g 興和 先発○

外 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 1mg1g 富士製薬

外 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース ニューニット2.5cm×8.9cm ジョンソン 後発品 処

外 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース ニューニット7.6cm×10.2cm ジョンソン 後発品 処

外 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース 綿型5.1cm×2.5cm1枚 ジョンソン 後発品 処

外 ザーネ軟膏0.5% ビタミンA油 5,000単位1g サンノーバ=エーザイ 先発品

外 ザジテン点眼液0.05% ケトチフェンフマル酸塩 3.45mg5mL1瓶 ノバルティス 先発○

外 サリベートエアゾール リン酸二カリウム・無機塩類配合剤 50g1個 帝人ファーマ 先発品

外 サンコバ点眼液0.02% シアノコバラミン 0.02%5mL1瓶 参天 準先発

外 ジクトルテープ75mg ジクロフェナクナトリウム 75mg1枚 久光 先発品 処

外 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム 25mg1個 日本ジェネリック 後発品 劇処

外 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム 50mg1個 日本ジェネリック 後発品 劇処

外 スープレン吸入麻酔液 デスフルラン 1mL バクスター 先発品 劇処

外 スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 チオトロピウム臭化物水和物 150μg1キット 日本ベーリンガー 先発品 処

外 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 18μg1カプセル 日本ベーリンガー 先発品 処

外 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン 1mL 日興製薬 後発品 劇処

外 ゼルフォーム ゼラチン 2cm×6cm×0.7cm1枚 ファイザー

外 タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤 4.8cm×4.8cm1枚 CSLベーリング 先発品 処

外 タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤 9.5cm×4.8cm1枚 CSLベーリング 先発品 処

外 タチオン点眼用2% グルタチオン 2%1mL 長生堂=日本ジェネリック

外 タリビッド眼軟膏0.3% オフロキサシン 0.3%1g 参天 先発品 処

外 タリビッド点眼液0.3% オフロキサシン 0.3%1mL 参天 先発品 処

外 チモプトール点眼液0.5% チモロールマレイン酸塩 0.5%1mL 参天 先発○

外 ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 ツロブテロール 2mg1枚 沢井 後発品 処

外 ディフェリンゲル0.1% アダパレン 0.1%1g マルホ 先発○ 劇処

外 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 デキサメタゾン 0.1%1g 日本化薬 後発品

外 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 0.05%1g GSK 先発○ 劇

外 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 0.05%1g GSK 先発○ 劇

外 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 0.05%1g GSK 先発○ 劇

外 トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 トラマゾリン塩酸塩 0.118%1mL アルフレッサファーマ 劇

外 トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 トロンビン 10,000単位10mL1キット 持田 処

外 ナウゼリン坐剤60 ドンペリドン 60mg1個 協和キリン 先発品

外 ナパゲルンローション3% フェルビナク 3%1mL 帝國製薬 先発○

外 ニトロダームTTS25mg ニトログリセリン (25mg)10cm21枚 サンファーマ 先発品 劇処

外 ニフラン点眼液0.1% プラノプロフェン 0.1%1mL 千寿=武田 先発○

外 ニュープロパッチ2.25mg ロチゴチン 2.25mg1枚 大塚製薬 先発品 劇処

外 ネリゾナ軟膏0.1% ジフルコルトロン吉草酸エステル 0.1%1g レオファーマ=LTL 先発品 劇

外 バクトロバン鼻腔用軟膏2% ムピロシンカルシウム水和物 2%1g GSK 先発品 処

外 ヒアレイン点眼液0.1% 精製ヒアルロン酸ナトリウム 0.1%5mL1瓶 参天 先発○

外 ビソノテープ4mg ビソプロロール 4mg1枚 トーアエイヨー 先発品 処

外 ヒルドイドクリーム0.3% ヘパリン類似物質 1g マルホ 準先発

外 ヒルドイドローション0.3% ヘパリン類似物質 1g マルホ 準先発

外 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 ピレノキシン 0.005%5mL1瓶 参天 後発品

外 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 フェンタニルクエン酸塩 1mg1枚 帝國製薬=テルモ=日本臓器 後発品 麻劇処
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外 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」 フェンタニルクエン酸塩 2mg1枚 帝國製薬=テルモ=日本臓器 後発品 麻劇処

外 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」 フェンタニルクエン酸塩 6mg1枚 帝國製薬=テルモ=日本臓器 後発品 麻劇処

外 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」 フェンタニルクエン酸塩 8mg1枚 帝國製薬=テルモ=日本臓器 後発品 麻劇処

外 フェントステープ0.5mg フェンタニルクエン酸塩 0.5mg1枚 久光=協和キリン 先発○ 麻劇処

外 フェントステープ8mg フェンタニルクエン酸塩 8mg1枚 久光=協和キリン 先発○ 麻劇処

外 フランドルテープ40mg 硝酸イソソルビド 40mg1枚 トーアエイヨー 先発○ 処

外 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 2.04mg4mL1瓶 GSK 先発○

外 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 0.1%1g シオノギファーマ=塩野義 先発○ 劇

外 フルメトロン点眼液0.02% フルオロメトロン 0.02%1mL 参天 先発○

外 フルメトロン点眼液0.1% フルオロメトロン 0.1%1mL 参天 先発○

外 フローレス眼検査用試験紙0.7mg フルオレセインナトリウム 1枚 あゆみ製薬 後発品 処

外 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 0.003%1g 小野 先発品 劇処

外 プロトピック軟膏0.1% タクロリムス水和物 0.1%1g マルホ 先発○ 劇処

外 プロペト 白色ワセリン 10g 丸石

外 ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」 ブロマゼパム 3mg1個 サンド 先発品 向処

外 ベノキシール点眼液0.4% オキシブプロカイン塩酸塩 0.4%1mL 参天 先発品

外 ベリプラストP コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第XIII因子 3mL2キット1組 CSLベーリング 先発品 処

外 ベリプラストP コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第XIII因子 5mL2キット1組 CSLベーリング 先発品 処

外 ホスコE-75 ウイテプゾール 10g 丸石 後発品

外 ホスコH-15 ウイテプゾール 10g 丸石 後発品

外 ボスミン外用液0.1% アドレナリン 0.1%1mL 第一三共

外 ポピヨドン液10% ポビドンヨード 10%10mL 吉田製薬 後発品

外 ボラザG軟膏 トリベノシド・リドカイン 1g 天藤=武田 先発品

外 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第XIII因子 5mL4瓶1組 KMバイオロジクス=日本血液製剤機構 先発品 処

外 マイザークリーム0.05% ジフルプレドナート 0.05%1g 田辺三菱 先発○

外 マイザー軟膏0.05% ジフルプレドナート 0.05%1g 田辺三菱 先発○

外 ミドリンP点眼液 トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 1mL 参天

外 ムコフィリン吸入液20% アセチルシステイン 17.62%2mL1包 サンノーバ=エーザイ

外 メプチンエアー10μg吸入100回 プロカテロール塩酸塩水和物 0.0143%5mL1キット 大塚製薬 先発品 処

外 メプチン吸入液ユニット0.5mL プロカテロール塩酸塩水和物 0.01%0.5mL1個 大塚製薬 先発品 処

外 ユーパスタコーワ軟膏 精製白糖・ポビドンヨード 1g 興和 先発○

外 ヨウ素「コザカイ・M」 ヨウ素 1g 小堺=吉田製薬 劇

外 リバスタッチパッチ4.5mg リバスチグミン 4.5mg1枚 小野 先発○ 劇処

外 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 1mL シオノギファーマ=塩野義 先発品

外 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 1g シオノギファーマ=塩野義 先発品

外 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 0.12%1g シオノギファーマ=塩野義 準先発

外 リンデロン-Vローション ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12%1mL シオノギファーマ=塩野義 準先発

外 リンデロン-V軟膏0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12%1g シオノギファーマ=塩野義 準先発

外 ルリコンクリーム1% ルリコナゾール 1%1g サンファーマ 先発品

外 ルリコン液1% ルリコナゾール 1%1mL サンファーマ 先発品

外 レスタミンコーワクリーム1% ジフェンヒドラミン 1%10g 興和

外 ロコイドクリーム0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステル 0.1%1g 鳥居 先発品

外 ロコイド軟膏0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステル 0.1%1g 鳥居 先発品

外 ロゼックスゲル0.75% メトロニダゾール 0.75%1g マルホ 先発品

外 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 亜鉛華単 10g 日興製薬=丸石=健栄=日興製薬販売 後発品
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外 液状フェノール「ケンエー」 液状フェノール 10mL 健栄 劇

外 塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム 10g 大塚工場=大塚製薬

外 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」 ベンザルコニウム塩化物 0.025%10mL 吉田製薬

外 吸水軟膏 吸水クリーム 10g 司生堂

外 強力ポステリザン(軟膏) 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 1g マルホ 準先発

外 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤 1g 興和

外 消毒用エタノール「ヨシダ」 消毒用エタノール 10mL 吉田製薬

外 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 1個 京都=ゼリア

外 親水軟膏 親水クリーム 10g 司生堂

外 点眼・点鼻用リンデロンA液 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 1mL シオノギファーマ=塩野義 処

外 氷酢酸「NikP」 氷酢酸 10g 日医工


