
内用薬
薬効分類 医薬品名 先発品名 一般名 規格単位 会社名

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 ソラナックス錠、コンスタン錠 アルプラゾラム錠 0.4mg/錠 メディサ=沢井
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 サイレース錠 フルニトラゼパム錠 1mg/錠 共和薬品

ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 レンドルミンＤ錠 ブロチゾラム口腔内崩壊錠 0.25mg/錠 大興
=日本ジェネリック

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 ワイパックス錠 ロラゼパム錠 0.5mg/錠 沢井
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 5mg/錠 沢井
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 10mg/錠 沢井

プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 リリカOD錠 プレガバリン錠 25mg/錠 ファイザー
=ヴィアトリス製薬

プレガバリンOD錠75 mg「ファイザー」 リリカOD錠 プレガバリン錠 75mg/錠 ファイザー
=ヴィアトリス製薬

プレガバリンOD錠150 mg「ファイザー」 リリカOD錠 プレガバリン錠 150mg/錠 ファイザー
=ヴィアトリス製薬

メマンチン塩酸塩OD錠5ｍｇ「ケミファ」 メマリーOD錠 メマンチン塩酸塩錠 5mg/錠 日本ケミファ
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A200mg
「トーワ」

デパケンＲ錠 バルプロ酸ナトリウム徐放錠 200mg/錠 東和薬品

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 デパケンシロップ バルプロ酸ナトリウムシロップ 50mg/mL 大日本住友
カロナール錠200 ‐ 200mg/錠 あゆみ製薬
カロナール錠500 ‐ 500mg/錠 あゆみ製薬
カロナール細粒50% ‐ アセトアミノフェン細粒 500mg/g あゆみ製薬
カロナールシロップ2% ‐ アセトアミノフェンシロップ 20mg/mL あゆみ製薬

フェニル酢酸系製剤 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 ボルタレン錠 ジクロフェナクナトリウム錠 25mg/錠 東和薬品
セレコキシブ錠100mg「サンド」 セレコックス錠100mg セレコキシブ錠 100mg/錠 東和薬品
トアラセット配合錠「トーワ」 トラムセット配合錠 トラマドール塩酸塩／アセトアミノフェン配合錠 東和薬品
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 ロキソニン錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物錠 60mg/錠 東和薬品
ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」 ロキソニン錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物液 60mg/10mL/包 日医工
エチゾラム錠0.5mg「NP」 0.5mg/錠 ニプロ
エチゾラム錠1mg「NP」 1mg/錠 ニプロ
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 2.5mg/錠 東和薬品
オランザピンOD錠5mg「トーワ 5mg/錠 東和薬品
クエチアピン細粒10%「アメル」 クエチアピンフマル酸塩散 100mg/g 共和薬品工業
クエチアピン細粒50％「トーワ」 クエチアピンフマル酸塩散 500mg/g 東和薬品
クエチアピン錠25mg「トーワ」 クエチアピンフマル酸塩錠 25mg/錠 東和薬品
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 25mg/錠 共和薬品
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 50mg/錠 共和薬品
リスペリドンOD錠1mg「タカタ」 リスパダールOD錠 リスペリドン口腔内崩壊錠 1mg/錠 高田

リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 リスパダール内用液 リスペリドン内用液 1mg/mL 同仁医薬化工=吉富薬
品=田辺三菱製薬

その他の解熱鎮痛
消炎剤

ベンゾジアゼピン系
製剤

その他の催眠鎮静剤、抗
不安剤

その他の抗てんかん剤

アニリン系製剤；
メフェナム酸、
フルフェナム酸等

その他の中枢神経系用
薬

ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠

アセトアミノフェン錠

エチゾラム錠

オランザピン口腔内崩壊錠

トラゾドン塩酸塩錠

セロクエル錠

マイスリー錠

デパス錠

ジプレキサ錠

デジレル錠

その他の精神神経用剤



内用薬
薬効分類 医薬品名 先発品名 一般名 規格単位 会社名

アテノロール錠25mg「トーワ」 テノーミン錠 アテノロール錠 25mg/錠 東和薬品
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2.5mg/錠 沢井
カルベジロール錠10mg「サワイ」 10mg/錠 沢井
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 0.625mg/錠 東和薬品
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 2.5mg/錠 東和薬品

その他の不整脈用剤 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」  シベノール錠 シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg/錠 東和薬品
抗アルドステロン製剤；
トリアムテレン等

スピロノラクトン錠25mg「日医工」 アルダクトンA スピロノラクトン錠 25mg/錠 日医工

イソソルビド内用液70%「CEO」 イソバイドシロップ イソソルビド内用液 700mg/mL セオリア=武田

フロセミド錠20mg「NIG」 20mg/錠
日医工岐阜工場
=日医工
=武田薬品工業

フロセミド錠40mg「NIG」 40mg/錠
日医工岐阜工場
=日医工
=武田薬品工業

フロセミド細粒4%「EMEC」 ラシックス細粒 フロセミド細粒 40mg/g エルメッド=日医工
アンギオテンシン
変換酵素阻害剤

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 レニベース錠 エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg/錠 沢井

カンデサルタンOD錠2mg「EE」 2mg/錠 エルメッド=日医工
カンデサルタンOD錠8mg「EE」 8mg/錠 エルメッド=日医工
テルミサルタン錠40mg「FFP」 ミカルディス錠 テルミサルタン錠 40mg/錠 共創未来ファーマ

血管収縮剤 ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 メトリジン錠 ミドドリン塩酸塩錠 2mg/錠 東和薬品

アムロジピンＯＤ錠2.5mg「武田テバ」 2.5mg/錠 武田テバファーマ
=武田

アムロジピンＯＤ錠5mg「武田テバ」 5mg/錠 武田テバファーマ
=武田

ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン舌下錠 ニトログリセリン錠 0.3mg/錠 日本化薬
ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 20mg/錠 東和薬品
ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 40mg/錠 東和薬品

ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 アダラートL錠 ニフェジピン徐放L錠 20mg/錠 沢井
=日本ジェネリック

ベニジピン塩酸塩錠4mg「NIG」 コニール錠 ベニジピン塩酸塩錠 4mg/錠
日医工岐阜工場
=日医工
=武田薬品工業

ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 ワソラン錠 ベラパミル塩酸塩錠 40mg/錠 大興
=日本ジェネリック

クロフィブラート系製剤 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 ベザトールＳＲ錠、ベザリップ錠 ベザフィブラート徐放錠 200mg/錠 東和薬品
エゼチミブ錠10 mg「トーワ」 ゼチーア錠 エゼチミブ錠 10mg/錠 東和薬品

プラバスタチンナトリウム錠10mg「SW」 メバロチン錠 プラバスタチンナトリウム錠 10mg/錠 沢井

ロスバスタチン錠OD2.5mg「サワイ」 クレストール錠 ロスバスタチンカルシウム錠 2.5mg/錠 沢井
その他の循環器官用薬 炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」 ホスレノール顆粒分包 炭酸ランタン水和物 250mg/包 ニプロ

その他の高脂血症用剤

カルベジロール錠

フロセミド錠

β-遮断剤

その他の利尿剤

ビソプロロールフマル酸塩錠

ニフェジピン徐放CR錠アダラートCR錠

アムロジンOD錠、
ノルバスクOD錠

冠血管拡張剤

その他の血圧降下剤

アーチスト錠

ラシックス錠

ブロプレス錠

メインテート錠

アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠

カンデサルタン シレキセチル口腔内崩壊錠



内用薬
薬効分類 医薬品名 先発品名 一般名 規格単位 会社名

カルボシステインシロップ5%「JG」 ムコダインシロップ カルボシステインシロップ 50mg/mL 大興
=日本ジェネリック

カルボシステイン錠250mg「トーワ」 ムコダイン錠 カルボシステイン錠 250mg/錠 東和薬品
ブロムヘキシン製剤 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 ビソルボン錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg/錠 沢井

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 ムコソルバン アンブロキソール塩酸塩錠 15mg/錠 沢井
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トー
ワ」

小児用ムコソルバンシロップ アンブロキソール塩酸塩シロップ 0.3mg/mL 東和薬品

植物性製剤 サリパラ液 ブロチンシロップ 桜皮エキス液 1mL 丸石

ビオフェルミンR錠 ‐ 耐性乳酸菌製剤錠 1錠 ビオフェルミン製薬
=大正製薬

ビオフェルミンR散 ‐ 耐性乳酸菌製剤散 1g/包 ビオフェルミン製薬
=大正製薬

ジメチコン製剤 ジメチコン内用液 2％「ホリイ」 ガスコンドロップ内用液 ジメチコン内用液 20mg/mL 堀井
その他の止瀉剤、
整腸剤

ロペラミド錠1mg「EMEC」 ロペミンカプセル 塩酸ロペラミド錠 1mg/錠 サンノーバ=エルメッド
=日医工

ファモチジンD錠10mg「日医工」 10mg/錠 日医工
ファモチジンD錠20mg「日医工」 20mg/錠 日医工
スクラルファート顆粒90%「トーワ」 ‐ スクラルファート水和物顆粒 900mg/1g/包 東和薬品

スクラルファート内用液10%「NIG」 アルサルミン内用液 スクラルファート水和物液 1g/10mL/包
日医工岐阜工場
=日医工
=武田薬品工業

テプレノンカプセル50mg「トーワ」 セルベックスカプセル テプレノンカプセル 50mg/カプセル 東和薬品
テプレノン細粒10%「トーワ」 セルベックス細粒 テプレノン細粒 50mg/0.5g/包 東和薬品
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 プロマックＤ錠 ポラプレジンク口腔内崩壊錠 75mg/錠 沢井
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 パリエット錠 ラベプラゾールナトリウム錠 10mg/錠 日本ケミファ
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 15mg/錠 東和薬品
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 30mg/錠 東和薬品

無機塩製剤；
炭酸水素ナトリウム等

マグミット錠330mg ‐ 酸化マグネシウム錠 330mg/錠 協和化学=シオエ
=丸石=日医工

その他の制酸剤 マーロックス懸濁用配合顆粒 ‐
水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム
配合顆粒

1g サノフィ

植物性製剤；
センナ等

センノシド錠12mg「サワイ」 プルゼニド錠 センノシド錠 12mg/錠 沢井

その他の下剤、
浣腸剤

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%
「日医工」

ラキソベロン内用液 ピコスルファートナトリウム水和物液 75mg/10mL/本 日医工

胆汁酸製剤 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 ウルソ錠 ウルソデオキシコール酸錠 100mg/錠 東和薬品
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 80mg/カプセル 沢井
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 125mg/カプセル 沢井
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 コロネル細粒 ポリカルボフィルカルシウム細粒 1g/1.2g/包 日医工

メトクロプラミド錠5mg「NIG」 プリンペラン錠 メトクロプラミド錠 5mg/錠
日医工岐阜工場
=日医工
=武田薬品工業

モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 ガスモチン錠 モサプリドクエン酸塩水和物錠 5mg/錠 ニプロ

ガスターＤ錠

鎮吐剤 イメンドカプセル

他に分類されない
消化器官用薬

Ｈ２遮断剤

タケプロンＯＤ錠

その他の去痰剤

システイン系製剤

活性生菌製剤

その他の消化性潰瘍用
剤

ファモチジン錠

ランソプラゾール口腔内崩壊錠

アプレピタント



内用薬
薬効分類 医薬品名 先発品名 一般名 規格単位 会社名

ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 リンデロン錠 ベタメタゾン錠 0.5mg/錠 沢井
ベタメタゾン散0.1％「フソー」 リンデロン散 ベタメタゾン散 1mg/g 扶桑

合成黄体ホルモン製剤 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 プロベラ錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg/錠 富士製薬

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「VTRS」 0.1mg/錠 マイラン=ヴィアトリス
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」 0.2mg/錠 マイラン=ヴィアトリス
アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 0.5μg/カプセル 東和薬品
アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 1μg/カプセル 東和薬品

ビタミンＢ１誘導体製剤 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 アリナミンF糖衣錠 フルスルチアミン塩酸塩錠 25mg/錠 東和薬品
ビタミンＢ１２剤 メチコバール錠250μg ‐ メコバラミン錠 0.25mg/錠 エーザイ
その他の混合ビタミン剤
（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を
除く）

シーピー配合顆粒 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顆粒 1g/包 東和薬品

クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 フェロミア錠 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg/錠 日本ジェネリック
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 フェロミア顆粒 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 83mg/g 鶴原
インクレミンシロップ5% ‐ 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 50mg/mL アルフレッサファーマ

その他の無機質製剤 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 スローケー錠 塩化カリウム徐放錠 600mg/錠 佐藤薬品
=アルフレッサファーマ

混合アミノ酸製剤 ヘパアクト配合顆粒 リーバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒 4.5g/包 東亜薬品=日本臓器
=ケミファ

カルバゾクロム系製剤 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 アドナ錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠 30mg/錠 陽進堂
=日本ジェネリック

抗プラスミン剤 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 トランサミン トラネキサム酸 250mg/カプセル 東和薬品
イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 エパデールカプセル イコサペント酸エチルカプセル 300mg/カプセル メディサ=沢井
クロピドグレル錠75mg「トーワ」 プラビックス錠 クロピドグレル 75mg/錠 東和薬品
バイアスピリン錠100mg ‐ アスピリン腸溶錠 100mg/錠 バイエル
リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 オパルモン錠、プロレナール錠 リマプロスト アルファデクス錠 5μg/錠 富士製薬

その他の解毒剤 ホリナート錠25mg「タイホウ」 ロイコボリン錠、ユーゼル錠 ホリナートカルシウム錠 25mg/錠 岡山大鵬=大鵬
アロプリノール製剤 アロプリノール錠100mg「サワイ」 ザイロリック錠 アロプリノール錠 100mg/錠 沢井

グリメピリド錠1mg「オーハラ」 1mg/錠 大原薬品
=共創未来ファーマ

グリメピリド錠3mg「オーハラ」 3mg/錠 大原薬品
=共創未来ファーマ

ナテグリニド錠90mg「テバ」 スターシス錠、ファスティック錠 ナテグリニド錠 90mg/錠 武田テバ=武田テバ
ファーマ=武田

ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 0.2mg/錠 シオノ=ケミファ
ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 0.3mg/錠 シオノ=ケミファ
カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」 フオイパン錠 カモスタットメシル酸塩錠 100mg/錠 日本ジェネリック
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 0.5mg/カプセル ニプロ
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 1mg/カプセル ニプロ
ラクツロースシロップ65％「タカタ」 モニラック･シロップ ラクツロースシロップ 650mg/mL 高田=日本化薬
ラグノスＮＦ経口ゼリー分包12ｇ モニラック･シロップ ラクツロースゼリー 6.5g/包 三和化学

プログラフカプセル

ベイスンOD錠

他に分類されないその他
の代謝性医薬品

アマリール錠

その他の糖尿病用剤

鉄化合物製剤
（有機酸鉄を含む）

他に分類されない
血液・体液用薬

その他の泌尿生殖器官
及び肛門用薬

合成ビタミンＤ製剤 アルファロールカプセル

ハルナールD錠

フッ素付加副腎皮質
ホルモン製剤

スルフォニル尿素系
製剤

アルファカルシドールカプセル

タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠

タクロリムス水和物カプセル

ボグリボース口腔内崩壊錠

グリメピリド錠



内用薬
薬効分類 医薬品名 先発品名 一般名 規格単位 会社名

エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg/錠 岡山大鵬=大鵬
エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg/錠 岡山大鵬=大鵬

フルオロウラシル系製剤 カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 ゼローダ錠 カペシタビン 300mg/錠 ダイト=ヤクルト本社
アナストロゾール錠1mg「トーワ」 アリミデックス錠 アナストロゾール錠 1mg/錠 東和薬品
イマチニブ錠100mg「オーハラ」 グリベック錠 イマチニブメシル酸塩錠 100mg/錠 大原
ゲフィチニブ錠250mg「NK」 イレッサ錠 ゲフィチニブ 250mg/錠 日本化薬

タモキシフェン錠10mg「DSEP」 10mg/錠 第一三共エスファ
=第一三共

タモキシフェン錠20mg「DSEP」 20mg/錠 第一三共エスファ
=第一三共

テモゾロミド錠20mg「NK」 テモダールカプセル テモゾロミド錠 20mg/錠 日本化薬
テモゾロミド錠100mg「NK」 テモダールカプセル テモゾロミド錠 100mg/錠 日本化薬
ビカルタミド錠80mg「トーワ」 カソデックス錠 ビカルタミド錠 80mg/錠 東和薬品
フルタミド錠125mg「VTRS」 オダイン錠 フルタミド錠 125mg/錠 マイラン=ヴィアトリス
エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 アレジオン錠 エピナスチン塩酸塩錠 10mg/錠 東和薬品
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」 アレロックOD錠 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg/錠 マイラン=ヴィアトリス
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 アレグラドライシロップ フェキソフェナジン塩酸塩ドライシロップ 0.6g/包 東和薬品
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「サワイ」 アレグラOD錠 フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠 30mg/錠 沢井
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 オノンカプセル プランルカスト水和物カプセル 112.5mg/カプセル 日医工
プランルカストドライシロップ10%「AFP」 オノンドライシロップ プランルカスト水和物ドライシロップ 100mg/g アルフレッサファーマ

モンテルカスト錠5mg「KM」 キプレス錠、シングレア錠 モンテルカストナトリウム錠 5mg/錠 キョーリンリメディオ
=杏林

ロラタジンOD錠10mg「NP」 クラリチン錠 ロラタジン口腔内崩壊錠 10mg/錠 ニプロ
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 ザイザル錠 レボセチリジン塩酸塩錠 5mg/錠 東和薬品

ペニシリン系抗生物質製
剤；合成ペニシリン

アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 サワシリンカプセル アモキシシリン水和物カプセル 250mg/カプセル 東和薬品

セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」 メイアクトMS錠 セフジトレン ピボキシル錠 100mg/錠 沢井

セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」 メイアクトMS小児用細粒 セフジトレン ピボキシル細粒 100mg/g 東和薬品
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

クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」
クラリスドライシロップ、
クラリシッド・ドライシロップ

クラリスロマイシンドライシロップ 100mg/g 高田

テトラサイクリン系抗生物
質製剤

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg｢サワイ｣ ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg/錠 沢井

シプロフロキサシン錠200mg「SW」 シプロキサン錠 シプロフロキサシン塩酸塩水和物錠 200mg/錠 沢井
レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」 クラビット錠 レボフロキサシン水和物口腔内崩壊錠 250mg/錠 東和薬品

その他の主としてカビに
作用するもの

ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 ブイフェンド錠 ボリコナゾール 50mg/錠 東和薬品

その他の合成抗菌剤 リネゾリド錠600mg「明治」 ザイボックス錠 リネゾリド 600mg/錠 MeijiSeikaファルマ

ティーエスワン配合OD錠

その他の抗悪性腫瘍用剤

代謝拮抗剤

その他の
アレルギー用薬

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム
口腔内崩壊錠

セフェム系抗生物質
製剤

タモキシフェンクエン酸塩錠

ピリドンカルボン酸系製剤

ノルバデックス錠



内用薬
薬効分類 医薬品名 先発品名 一般名 規格単位 会社名

アシクロビル錠200mg「トーワ」 ビクロックス錠 アシクロビル 200mg/錠 東和薬品
アシクロビルDS80%「NK」 ‐ アシクロビルドライシロップ 800mg/g 日本化薬
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 バラクルード錠 エンテカビル水和物 0.5mg/錠 東和薬品
バラシクロビル錠500mg「トーワ」 バルトレックス錠 バラシクロビル塩酸塩 500mg/錠 東和薬品
フルコナゾールカプセル50mg「F」 50mg/カプセル 富士製薬
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 100mg/カプセル 高田

造影補助剤 バリエース発泡顆粒 バロス発泡顆粒 炭酸水素ナトリウム・酒石酸顆粒 1g 伏見
他に分類されない治療を
主目的としない
医薬品

ムーベン配合内用液 ニフレック配合内用剤 ナトリウム・カリウム配合剤液 500mL/瓶 日本製薬=武田

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包
10mg「フジモト」

10mg/0.5g/包 藤本

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包
30mg「フジモト」

30mg/0.5g/包 藤本

オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 5mg/カプセル 帝國製薬=テルモ
オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」 10mg/カプセル 帝國製薬=テルモ
オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 20mg/カプセル 帝國製薬=テルモ
オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」 40mg/カプセル 帝國製薬=テルモ

その他の化学療法剤

その他のあへんアルカロ
イド系麻薬

オキシコドン塩酸塩水和物徐放カプセル

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒‐

抗ウイルス剤

ジフルカンカプセル フルコナゾールカプセル

モルヒネ系製剤

オキシコンチン錠


	内用 (HP用)

