
薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

112 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠
アルプラゾラム錠０．４ｍｇ
「サワイ」

ソラナックス０．４ｍｇ錠、コンスタン０．４
mg錠

③　⑪　⑫　⑬　⑯　⑱

112 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠
アルプラゾラム錠０．４ｍｇ
「トーワ」

ソラナックス０．４ｍｇ錠、コンスタン０．４
mg錠

②　④　⑧　⑨　⑭　⑰

112 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠
アルプラゾラム錠０．８ｍｇ
「サワイ」

ソラナックス０．８ｍｇ錠、コンスタン０．８
mg錠

⑬ 追加

112 エスタゾラム １ｍｇ１錠
エスタゾラム錠１ｍｇ「アメ
ル」

ユーロジン１ｍｇ錠 ③

112 エスタゾラム ２ｍｇ１錠
エスタゾラム錠２ｍｇ「アメ
ル」

ユーロジン２ｍｇ錠 ①　⑪　⑫

112 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム１５ｍｇ「ＹＤ」 ドラール錠１５ ⑯

112 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム１５ｍｇ「ＭＮＰ」 ドラール錠１５ ⑪ 追加

112 クアゼパム ２０ｍｇ１錠 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＭＮＰ」 ドラール錠２０ ⑧

112 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 ２ｍｇセルシン錠、ホリゾン錠２ｍｇ ③　⑦　⑪　⑫　⑭　⑰

112 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇセルシン錠、ホリゾン錠２ｍｇ ⑧　⑯

112 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇセルシン錠、ホリゾン錠２ｍｇ ⑮

112 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇセルシン錠、ホリゾン錠５ｍｇ ③　⑦　⑪　⑫

112 ジアゼパム １０ｍｇ１錠
ジアゼパム錠１０ｍｇ「ツル
ハラ」

セルシン錠１０ｍｇ ⑥

112 ジアゼパム １％１ｇ ジアゼパム散１％「アメル」 セルシン散１％ ⑪　⑲

112 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠
ゾピクロン錠７．５ｍｇ｢トー
ワ｣

アモバン錠７．５ ①　⑰

112 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ゾピクロン錠１０ アモバン錠１０ ⑧

112 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ マイスリー錠５ｍｇ ①

112 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ
「DPS」

マイスリー錠５ｍｇ ⑦

112 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ
「NP」

マイスリー錠５ｍｇ ⑩

112 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ
「タカタ」

マイスリー錠５ｍｇ ⑫

112 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ
「トーワ」

マイスリー錠５ｍｇ ⑰

112 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩OD錠
5mg「トーワ」

マイスリー錠５ｍｇ ⑨ 追加

112 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ
「日医工」

マイスリー錠５ｍｇ ⑯

112 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ
「ファイザー」

マイスリー錠５ｍｇ ⑲

112 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5
ｍｇ「ＥＥ」

マイスリー錠５ｍｇ ③　⑥　⑧　⑪　⑬　⑱

112 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩OD錠５
ｍｇ「ＤＳＥＰ」

マイスリー錠５ｍｇ ⑤

112 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩OD錠５
ｍｇ「サワイ」

マイスリー錠５ｍｇ ②　④

112 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩OD錠１
０ｍｇ「ＥＥ」

マイスリー錠１０ｍｇ ③　⑧　⑬　⑱

112 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠
ゾルピデム酒石酸塩OD錠１
０ｍｇ「サワイ」

マイスリー錠１０ｍｇ ④

112 タンドスピロンクエン酸塩 ５ｍｇ１錠
タンドスピロンクエン酸塩錠
５ｍｇ「サワイ」

セディール錠５ｍｇ ⑪　⑭

112 タンドスピロンクエン酸酸 １０ｍｇ１錠
タンドスピロンクエン酸塩錠
１０ｍｇ「サワイ」

セディール錠１０ｍｇ ⑰ 追加

112 タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠
タンドスピロンクエン酸塩錠
１０ｍｇ「トーワ」

セディール錠１０ｍｇ ③　⑥

112 トフィソパム ５０ｍｇ１錠
トフィソパム錠５０ｍｇ「日医
工」

グランダキシン錠５０ｍｇ ⑧　⑪　⑯

112 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠
トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 ⑥

112 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠
トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ
「日医工」

ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 ③　⑧

112 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 パルレオン錠０．１２５ｍｇ ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 ⑦

112 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠
トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日
医工」

ハルシオン０．２５ｍｇ錠 ⑪　⑧　⑬　⑰

112 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠
ニトラゼパム錠５ｍｇ「トー
ワ」

ベンザリン錠５ｍｇ、ネルボン錠５ｍｇ ③　⑥　⑧　⑪

112 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠
フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ア
メル」

ロヒプノール錠１ｍｇ ④　⑤　⑦　⑪　⑲

112 フルニトラゼパム １ｍｇ1錠
フルニトラゼパム錠1ｍｇ
「JG」

ロヒプノール錠1ｍｇ ⑬　⑯

112 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠
フルニトラゼパム錠２ｍｇ「ア
メル」

ロヒプノール錠２ｍｇ ③　⑦　⑪　⑫

112 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠
フルニトラゼパム錠２ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

ロヒプノール錠２ｍｇ ⑬ 追加

112 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠
ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ
「トーワ」

レンドルミン錠０．２５ｍｇ ⑮

112 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠
ブロチゾラムＭ錠０．２５ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

レンドルミン錠０．２５ｍｇ ⑥

112 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍ
ｇ「ＪＧ］

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ⑰

112 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍ
ｇ「アメル」

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ⑨  ⑫　⑲

112 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍ
ｇ「サワイ」

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ②　③　④　⑦　⑧　⑩　⑪

112 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍ
ｇ「タイヨー」

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ①　⑱

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

後発医薬品採用リスト（内用薬）
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薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

112 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍ
ｇ「テバ」

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ⑤　⑬　⑯

112 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 セニラン錠２ｍｇ レキソタン錠２ｍｇ ⑪

112 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 セニラン錠５ｍｇ レキソタン錠５ｍｇ ⑪

112 リルマザホン塩酸塩水和物 １ｍｇ１錠
塩酸リルマザホン錠１「ＭＥＥ
Ｋ」

リスミー錠１ｍｇ ③　⑥　⑦　⑧

112 リルマザホン塩酸塩水和物 ２ｍｇ１錠
塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥ
Ｋ」

リスミー錠２ｍｇ ③　⑧　⑯　⑲

112 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ジメトックス錠１ メイラックス錠１ｍｇ ⑧　⑯

112 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠
ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ
「トーワ」

メイラックス錠１ｍｇ ⑥

112 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠
ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ
「サワイ」

メイラックス錠１ｍｇ ③

112 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ユーパン錠０．５ｍｇ ワイパックス錠０．５ ⑱

112 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム錠０．５ｍｇ ワイパックス錠０．５ ⑧

112 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠
ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワ
イ」

ワイパックス錠０．５
①　②　⑧　⑪　⑬　⑭　⑯　⑰　

⑱　⑲

112 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 ワイパックス錠１．０ ⑪　⑬

112 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ユーパン錠１．０ｍｇ ワイパックス錠１．０ ⑦

113 カルバマゼピン 1００ｍｇ１錠
カルバマゼピン錠1００ｍｇ
「アメル」

テグレトール錠1００ｍｇ ⑥　⑧

113 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠
カルバマゼピン錠１００ｍｇ
「フジナガ」

テグレトール錠１００ｍｇ ⑪　⑬　⑲

113 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠
カルバマゼピン錠２００ｍｇ
「アメル」

テグレトール錠２００ｍｇ ④　⑥　⑦　⑧　⑯

113 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠
カルバマゼピン錠２００ｍｇ
「フジナガ」

テグレトール錠２００ｍｇ ⑪　⑫　⑬

113 カルバマゼピン ５０％１ｇ
カルバマゼピン細粒５０％
「アメル」

テグレトール細粒５０％ ⑥　⑦

113 カルバマゼピン ５０％１ｇ
カルバマゼピン細粒５０％
「フジナガ」

テグレトール細粒５０％ ⑫　⑬

113 ゾニサミド １００ｍｇ１錠
ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメ
ル」

エクセグラン錠１００ｍｇ ③　⑥　⑧　⑫　⑯

113 ゾニサミド ２０％１ｇ ゾニサミド散２０％「アメル」 エクセグラン散２０％ ⑥　⑯　⑲

113 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍL
バルプロ酸Naシロップ5%「フ
ジナガ」

デパケンシロップ５％ ⑨  ⑪

113 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍL バレリンシロップ５％ デパケンシロップ５％ ⑥　⑬　⑭　⑰　⑱

113 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バレリン錠１００ｍｇ デパケン錠１００ ⑬　⑱

113 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠
バルプロ酸ナトリウム錠１０
０ｍｇ「アメル」

デパケン錠１００ｍｇ ⑯

113 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠
バルプロ酸ナトリウムSR錠１
００ｍｇ「アメル」

デパケンR錠１００ｍｇ ⑯

113 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠
バルプロ酸Na徐放Ｂ錠１００
ｍｇ「トーワ」

デパケンR錠１００ｍｇ ③　⑪

113 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バレリン錠２００ｍｇ デパケン錠２００ｍｇ ⑥　⑬　⑱

113 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠
バルプロ酸ナトリウムSR錠
200mg「アメル」

デパケンR錠２００ｍｇ、セレニカＲ錠２００
ｍｇ

⑨　⑯

113 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠
バルプロ酸Na徐放Ｂ錠２００
ｍｇ「トーワ」

デパケンR錠２００ｍｇ、セレニカＲ錠２００
ｍｇ

③　⑪

113 バルプロ酸ナトリウム ２０％１ｇ
バルプロ酸ナトリウム細粒２
０％「ＥＭＥＣ」

デパケン細粒２０％ ③

113 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ
バルプロ酸ナトリウム細粒４
０％「ＥＭＥＣ」

デパケン細粒４０％ ⑥　⑬　⑯　⑱

113 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ
バルプロ酸Na徐放顆粒４
０％「フジナガ」

セレニカR顆粒４０％ ⑪

113 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍL
バルプロ酸Naシロップ５％
「フジナガ」

デパケンシロップ５％ ③  ④　⑫　⑯

113 トピラマート錠 １００ｍｇ１錠
トピラマート錠１００ｍｇ「アメ
ル」

トピナ錠１００ｍｇ ⑯ 追加

114 アクタリット １００ｍｇ１錠
アクタリット錠１００ｍｇ「サワ
イ」

オークル錠１００ｍｇ ⑧　⑪

114 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 カロナール錠２００ ‐
①　②　③　④　⑤　⑥　⑧　⑩　
⑪　⑫　⑬　⑭　⑮　⑯　⑰　⑱　

⑲

114 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠
アセトアミノフェン錠２００mg
「トーワ」

‐ ⑦　⑨

114 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠
アセトアミノフェン錠２００mg
「ＪＧ」

‐ ⑭ 追加

114 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 カロナール錠３００ ‐ ④

114 アセトアミノフェン ５００ｍｇ１錠 カロナール錠５００ ‐ ⑨　⑩　⑪　⑫　⑬　⑯　⑲

114 アセトアミノフェン ２０％１ｇ カロナール細粒２０％ ‐ ③　⑤　⑦　⑧　⑫　⑬　⑭　⑰

114 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒２０％ ‐ ⑭ 追加

114 アセトアミノフェン ４０％１ｇ コカールドライシロップ４０％ ‐ ②

114 アセトアミノフェン ５０％１ｇ カロナール細粒５０％ ‐ ⑯

114 アセトアミノフェン ２％１ｍL カロナールシロップ２％ ‐ ⑦　⑨　⑩　⑬　⑯　⑱　⑲

114 イブプロフェン １００ｍｇ１錠
イブプロフェン錠１００ｍｇ「タ
イヨー」

ブルフェン錠１００ ⑧　⑨

１１３　抗てんかん剤

１１４　解熱鎮痛消炎剤
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薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

114 インドメタシン ２５ｍｇ１カプセル インテバンＳＰ２５ ‐ ①　②　⑬

114 エトドラク ２００ｍｇ１錠 オスペイン錠２００ オステラック錠２００、ハイペン錠２００ｍｇ ⑦　⑧

114 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「SW」 オステラック錠２００、ハイペン錠２００ｍｇ ⑪

114 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「ＪＧ」 オステラック錠２００、ハイペン錠２００ｍｇ ⑭　⑯　⑰

114 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「トーワ」 オステラック錠２００、ハイペン錠２００ｍｇ ③

114 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠
ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ
「ＹＤ」

ボルタレン錠２５ｍｇ ③　⑦　⑯

114 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠
ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ
「サワイ」

ボルタレン錠２５ｍｇ ⑪

114 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠
ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ
「ＪＧ」

ボルタレン錠２５ｍｇ ⑭

114 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ２錠
ジクロフェナクＮａ錠２5ｍｇ
「トーワ」

ボルタレン錠２６ｍｇ ⑰

114 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠
ジクロフェナクＮａ徐放カプセ
ル３７．５ｍｇ

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ、ナボー
ルＳＲカプセル３７．５ｍｇ

⑱

114 ジクロフェナクナトリウム
３７．５ｍｇ１カプ
セル

ジクロフェナクナトリウムＳＲ
カプセル３７．５ｍｇ「オーハ
ラ」

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ、ナボー
ルＳＲカプセル３７．５ｍｇ

⑪　⑯

114 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１錠
ジクロフェナクナトリウム坐
剤５０ｍｇ｢JG｣

ボルタレンサポ５０ｍｇ ⑫ 追加

114 メロキシカム １０ｍｇ１錠
メロキシカム錠１０ｍｇ「タナ
ベ」

モービック錠１０ｍｇ ②　⑧

114 メロキシカム １０ｍｇ１錠
メロキシカム錠１０ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

モービック錠１０ｍｇ ③　⑪

114 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「YD」 モービック錠１０ｍｇ ⑯

114 メロキシカム １０ｍｇ１錠
メロキシカム錠１０ｍｇ「日医
工」

モービック錠１０ｍｇ ⑭ ⑰

114 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェン錠６０ｍｇ
「EMEC」

ロキソニン錠６０ｍｇ ③　⑧　⑪　⑬　⑲

114 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェンNa錠６０ｍｇ
「YD」

ロキソニン錠６０ｍｇ ⑱

114 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍ
ｇ「三和」

ロキソニン錠６０ｍｇ ①　②

114 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍ
ｇ「テバ」

ロキソニン錠６０ｍｇ ⑦　⑫

114 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍ
ｇ「トーワ」

ロキソニン錠６０ｍｇ ⑤　⑥　⑨　⑭　⑮　⑰

114 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェンナトリウム
錠６０ｍｇ「日医工」

ロキソニン錠６０ｍｇ ④　⑩　⑯

116 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
アマンタジン塩酸塩錠５０ｍ
ｇ「杏林」

シンメトレル錠５０ｍｇ ⑥

116 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
アマンタジン塩酸塩錠５０ｍ
ｇ「サワイ」

シンメトレル錠５０ｍｇ ③　⑧　⑪　⑫

116 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
アマンタジン塩酸塩錠５０ｍ
ｇ「日医工」

シンメトレル錠５０ｍｇ ⑯

116 アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠
アマンタジン塩酸塩錠１００
ｍｇ「サワイ」

シンメトレル錠１００ｍｇ ⑧

116 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ
アマンタジン塩酸塩細粒１
０％「杏林」

シンメトレル細粒１０％ ⑥

116 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ
アマンタジン塩酸塩細粒１
０％「サワイ」

シンメトレル細粒10％ ⑪　⑫

116 エンタカポン １００ｍｇ１錠
エンタカポン錠１００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

コムタン錠１００ｍｇ ⑤　⑫

116 エンタカポン １００ｍｇ１錠
エンタカポン錠１００ｍｇ「アメ
ル」

コムタン錠100mg ⑰

116 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠
カベルゴリン錠０．２５ｍｇ
「サワイ」

カバサール錠０．２５ｍｇ ⑪　⑯　⑥

116 カベルゴリン １ｍｇ１錠
カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サ
ワイ」

カバサール錠１．０ｍｇ ③　⑪　⑥

116 カベルゴリン １ｍｇ１錠
カベルゴリン錠１．０ｍｇ「タ
ナベ」

カバサール錠１．０ｍｇ ⑧

116 セレギリン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠
セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「アメル」

エフピーＯＤ錠２．５ｍｇ ⑯

116 ドロキシドパ
１００ｍｇ１カプセ
ル

ドロキシドパカプセル１００ｍ
ｇ「マイラン」

ドプスカプセル１００ｍｇ ⑥　⑯

116 ドロキシドパ
２００ｍｇ１カプセ
ル

ドロキシドパカプセル２００ｍ
ｇ「マイラン」

ドプスカプセル２００ｍｇ ⑥

116 ドロキシドパ ２０％１ｇ
ドロキシドパ細粒２０％「マイ
ラン」

ドプス細粒２０％ ⑥

116 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 タスモリン錠１ｍｇ アキネトン錠１ｍｇ ⑦　⑪

116 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ タスモリン散１％ ‐ ⑦　⑪

116 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩錠
０．１２５ｍｇ「ＥＥ」

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ ⑥

116 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩錠
０．１２５ｍｇ「ＡＡ」

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ ③　⑭　⑰

116 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩錠
０．１２５ｍｇ「ＪＧ」

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ ⑭　⑰

116 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩錠
０．５ｍｇ「ＤＥＳＰ」

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ ⑯

116 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩錠
０．５ｍｇ「ＥＥ」

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ ⑥

116 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩錠
０．５ｍｇ「JG」

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ ⑰

116 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ
「F」

パーロデル錠２．５ｍｇ ⑪

116 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ
「TCK」

パーロデル錠２．５ｍｇ ⑯

116 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠
ペルゴリド錠５０μｇ「ファイ
ザー」

ペルマックス５０μｇ ⑥ 追加

１１６　抗パーキンソン剤
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116 ペルゴリドメシル酸塩 250μｇ１錠
ペルゴリド錠250μｇ「ファイ
ザー」

ペルマックス250μｇ ⑥ 追加

116 レボドパ/カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠L１００ メネシット配合錠１００ ③　⑤　⑥　⑧　⑪　⑱

116 レボドパ/カルビドパ水和物 １錠 レプリントン配合錠Ｌ１００ メネシット配合錠１００ ⑦　⑯

116 レボドパ/カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠L１００ ネオドパストン配合錠Ｌ１００ ⑲

116 レボドパ/カルビドパ水和物 １錠 パーキストン配合錠Ｌ１００ ネオドパストン配合錠Ｌ１００ ⑬ 追加

116 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ロピニロール徐放錠２ｍｇ
「トーワ」

レキップＣＲ錠２ｍｇ ⑥　⑰ 追加

116 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ロピニロール徐放錠２ｍｇ
「共創未来」

レキップＣＲ錠２ｍｇ ⑭ 追加

116 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠
ロピニロール徐放錠８ｍｇ
「共創未来」

レキップＣＲ錠８ｍｇ ⑭ 追加

116 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠
ロピニロール徐放錠８ｍｇ
「トーワ」

レキップＣＲ錠８ｍｇ ⑰ 追加

117 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠
エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

デパス錠０．５ｍｇ ②　③　⑥

117 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 デパス錠０．５ｍｇ ④　⑪　⑫　⑱

117 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠
エチゾラム錠０．５ｍｇ「アメ
ル」

デパス錠０．５ｍｇ ①　⑦　⑲

117 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠
エチゾラム錠０．５ｍｇ「トー
ワ」

デパス錠０．５ｍｇ ⑤　⑧　⑨　⑭　⑰

117 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠
エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医
工」

デパス錠０．５ｍｇ ⑩　⑯

117 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠
エチゾラム錠０．５ｍｇ「フジ
ナガ」

デパス錠０．５ｍｇ ⑬

117 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 デパス錠１ｍｇ ③

117 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「SW」 デパス錠１ｍｇ ⑪

117 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「アメル」 デパス錠１ｍｇ ①　⑦　⑲

117 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」 デパス錠１ｍｇ ⑧

117 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「日医工」 デパス錠１ｍｇ ⑩

117 エチゾラム １ｍｇ１錠
エチゾラム錠１ｍｇ「フジナ
ガ」

デパス錠１ｍｇ ⑬

117 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ1錠
セルトラリン錠２５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ ⑲

117 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠
セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「ア
メル」

ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ ⑪

117 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠
セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ
「トーワ」

ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ ③　⑬

117 オランザピン ２．５ｍｇ１錠
オランザピン錠２．５ｍｇ「ファ
イザー」

ジプレキサ錠２．５mg ⑯

117 オランザピン ２．５ｍｇ１錠
オランザピン錠２．５mg「杏
林」

ジプレキサ錠２．６mg ⑨

117 オランザピン ２．５ｍｇ１錠
オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

ジプレキサザイディス２．５ｍｇ ⑪　⑱ 追加

117 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ジプレキサ錠５ｍｇ ⑫

117 オランザピン ５ｍｇ１錠
オランザピンOD錠５ｍｇ「ア
メル」

ジプレキサ錠５ｍｇ ⑥ 追加

117 オランザピン ５ｍｇ１錠
オランザピン錠５ｍｇ「ニプ
ロ」

ジプレキサ錠５ｍｇ ⑭　⑰

117 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ジプレキサ錠５ｍｇ ⑫ 追加

117 オランザピン ５ｍｇ1錠
オランザピンＯＤ錠５ｍｇ｢ヨ
シトミ｣

ジプレキサザイディス５ｍｇ ⑲

117 オランザピン ５ｍｇ1錠
オランザピンＯＤ錠５ｍｇ｢Ｄ
ＳＥＰ｣

ジプレキサザイディス５ｍｇ ⑪ 追加

117 オランザピン ５ｍｇ１錠
オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「杏
林」

ジプレキサザイディス５ｍｇ ④ 追加

117 オランザピン ５ｍｇ１錠
オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

ジプレキサザイディス５ｍｇ ⑱ 追加

117 オランザピン １０ｍｇ１錠
オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

ジプレキサザイディス１０ｍｇ ⑱ 追加

117 オランザピン １％１ｇ
オランザピン細粒１％「ＤＳＥ
Ｐ」

ジプレキサ細粒１％ ⑱ 追加

117 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠
クロチアゼパム錠５ｍｇ「サ
ワイ」

リーゼ錠５ｍｇ ⑧　⑪　⑫　⑬　⑯

117 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠
クロチアゼパム錠５ｍｇ「トー
ワ」

リーゼ錠５ｍｇ ⑥　⑨　⑭　⑰

117 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠
クエチアピン錠２５ｍｇ「アメ
ル」

セロクエル２５ｍｇ錠 ④　⑭　⑰

117 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠
クエチアピン錠２５ｍｇ「三
和」

セロクエル２５ｍｇ錠 ⑯

117 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠
クエチアピン錠２５ｍｇ「ファ
イザー」

セロクエル２５ｍｇ錠 ⑧

117 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠
クエチアピン錠２５ｍｇ「サワ
イ」

セロクエル２５ｍｇ錠 ⑤

117 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠
クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

セロクエル２５ｍｇ錠 ②　③

117 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠
クエチアピン錠２５ｍｇ「サン
ド」

セロクエル２５ｍｇ錠 ⑱

117 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠
クエチアピン錠２５ｍｇ「明
治」

セロクエル２５ｍｇ錠 ⑦　⑪　⑬

117 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠
クエチアピン錠１００ｍｇ「明
治」

セロクエル１００ｍｇ錠 ⑦　⑪　⑬

117 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠
クエチアピン錠１００ｍｇ｢サ
ンド｣

セロクエル１００ｍｇ錠 ⑱　⑲

１１７　精神神経用剤
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117 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠
クエチアピン錠１００ｍｇ｢
DSEP｣

セロクエル１００ｍｇ錠 ② 追加

117 クエチアピンフマル酸塩 １０％１ｇ
クエチアピン細粒１０％｢アメ
ル｣

セロクエル細粒１０％ ⑪ 追加

117 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ
クエチアピン細粒５０％｢ヨシ
トミ｣

セロクエル細粒５０％ ⑲

117 スルトプリド塩酸塩 １００ｍｇ１錠 バチール錠１００ｍｇ バルネチール錠１００ ⑲

117 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」
ドグマチール錠５０ｍｇ、アビリット錠５０ｍ
ｇ

⑯

117 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」
ドグマチール錠５０ｍｇ、アビリット錠５０ｍ
ｇ

⑧　⑨　⑪　⑫　⑬　⑭　⑰　⑱

117 スルピリド １００ｍｇ１錠
スルピリド錠１００ｍｇ「サワ
イ」

ドグマチール錠１００ｍｇ、アビリット錠１０
０ｍｇ

⑧　⑪

117 スルピリド ２００ｍｇ１錠
スルピリド錠２００ｍｇ「アメ
ル」

ドグマチール錠２００ｍｇ、アビリット錠２０
０ｍｇ

⑦

117 セチプチリンマレイン酸塩 １ｍｇ１錠
セチプチリンマレイン酸塩錠
１ｍｇ「サワイ」

テシプール錠５ｍｇ ⑪　⑫

117 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「JG」 ジェイゾロフト錠２５mg ⑯

117 塩酸セルトラリン 25mg1錠
セルトラリンOD錠２５ｍｇ「ア
メル」

ジェイゾロフトOD錠２５ｍｇ ⑰

117 ゾテピン ２５ｍｇ１錠 ロシゾピロン錠２５ｍｇ ロドピン錠２５ｍｇ ⑪

117 ゾテピン １０％１ｇ ロシゾピロン細粒１０％ ロドピン細粒１０％ ⑪

117 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠
炭酸リチウム錠１００ｍｇ「フ
ジナガ」

リーマス錠１００ｍｇ ⑬ 追加

117 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠
炭酸リチウム錠２００「ヨシト
ミ」

リーマス錠２００ｍｇ ⑪

117 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠
炭酸リチウム錠２００ｍｇ「フ
ジナガ」

リーマス錠２００ｍｇ ⑬ 追加

117 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 グラマリール錠２５ｍｇ ②　⑪

117 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
チアプリド錠２５ｍｇ「日医
工」

グラマリール錠２５ｍｇ ⑲

117 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「ＪＧ」 グラマリール錠２５ｍｇ ⑧ 追加

117 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ
チアプリド細粒１０％「サワ
イ」

グラマリール細粒１０％ ⑪

117 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ
「アメル」

デジレル錠２５、レスリン錠２５ ⑪

117 パモ酸ヒドロキシジン ２５ｍｇ１錠
ヒドロキシジンパモ酸塩錠２
５ｍｇ「日新」

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ⑧　⑯

117 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠
ハロペリドール錠０．７５ｍｇ
「ＪＧ」

セレネース錠０．７５ｍｇ ③　⑭　⑯　⑰

117 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 リントン錠０．７５ｍｇ セレネース錠０．７５ｍｇ ⑦

117 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 リントン錠１．５ｍｇ セレネース錠１．５ｍｇ ⑦

117 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 ハロステン錠２ｍｇ セレネース錠２ｍｇ ⑬

117 ハロペリドール ３ｍｇ１錠
ハロペリドール錠３ｍｇ「ヨシ
トミ」

セレネース錠３ｍｇ ⑪　⑬ 追加

117 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 リントン錠３ｍｇ セレネース錠３ｍｇ ⑦　⑪

117 ハロペリドール １％１ｇ リントン細粒１％ セレネース細粒１％ ⑦

117 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠
パロキセチン錠５ｍｇ「アスペ
ン」

パキシル錠５ｍｇ ⑬

117 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＫ」 パキシル錠１０ｍｇ ⑥　⑯

117 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠
パロキセチン錠１０ｍｇ「タナ
ベ」

パキシル錠１０ｍｇ ①

117 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠
パロキセチン錠１０ｍｇ「テ
バ」

パキシル錠１０ｍｇ ⑮

117 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠
パロキセチン錠１０ｍｇ
「DSEP」

パキシル錠１０ｍｇ ⑤

117 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠
パロキセチン錠１０ｍｇ「アス
ペン」

パキシル錠１０ｍｇ ⑬

117 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠
パロキセチン錠２０ｍｇ「アス
ペン」

パキシル錠２０ｍｇ ⑬

117 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩
錠２５ｍｇ「ファイザー｣

デプロメール錠２５、ルボックス錠２５ ⑲

117 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩
錠２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」

デプロメール錠２５、ルボックス錠２５ ⑪

117 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩
錠２５ｍｇ「ＮＰ｣

デプロメール錠２５、ルボックス錠２５ ③

117 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩
錠２５ｍｇ「日医工｣

デプロメール錠２５、ルボックス錠２５ ⑤

117 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩
錠２５ｍｇ「日医工」

デプロメール錠２５、ルボックス錠２５ ⑭　⑰

117 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩
錠５０ｍｇ「日医工｣

デプロメール錠５０、ルボックス錠５０ ⑰

117 ブロムペリドール １ｍｇ１錠
ブロムペリドール錠１ｍｇ「サ
ワイ」

インプロメン錠1ｍｇ ⑦　⑪

117 ブロムペリドール ３ｍｇ１錠
ブロムペリドール錠３ｍｇ「サ
ワイ」

インプロメン錠３ｍｇ ⑦　⑪

117 ペモリン １０ｍｇ１錠 ベタナミン錠１０ｍｇ ‐ ⑬

117 ペモリン ２５ｍｇ１錠 ベタナミン錠２５ｍｇ ‐ ⑬　⑲

117 ペロスピロン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ
「アメル」

ルーラン錠４ｍｇ ⑪

117 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 クロンモリン錠１０ｍｇ ルジオミール錠１０ｍｇ ⑧　⑪

117 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠
マプロチリン塩酸塩錠10ｍｇ
「アメル」

ルジオミール錠１０ｍｇ ⑯

- 5 -



薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

117 マプロチリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 クロンモリン錠２５ｍｇ ルジオミール錠２５ｍｇ ⑪

117 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠
ミルナシプラン塩酸塩錠１５
ｍｇ「タイヨー」

トレドミン錠１５ｍｇ ⑧

117 ミルナシプラン塩酸塩 １５ｍｇ１錠
ミルナシプラン塩酸塩錠１５
ｍｇ「アメル」

トレドミン錠１５ｍｇ ③ 追加

117 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ミルナシプラン塩酸塩錠２５
ｍｇ「JG」

トレドミン錠２５ｍｇ ⑥

117 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ミルナシプラン塩酸塩錠２５
ｍｇ「マイラン」

トレドミン錠２５ｍｇ ⑪

117 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ミルナシプラン塩酸塩錠２５
ｍｇ「AFP」

トレドミン錠２５ｍｇ ⑦

117 ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ミルナシプラン塩酸塩錠２５
ｍｇ「アメル」

トレドミン錠２５ｍｇ ③ 追加

117 リスペリドン 0.5ｍｇ１錠
リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ
「トーワ」

リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ ⑥

117 リスペリドン １ｍｇ１錠
リスペリドン錠１ｍｇ「ファイ
ザー

リスパダール錠１ｍｇ ⑯　⑲

117 リスペリドン １ｍｇ１錠
リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシト
ミ」

リスパダール錠１ｍｇ ⑦

117 リスペリドン １ｍｇ１錠
リスペリドンOD錠１ｍｇ「タカ
タ」

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ⑱

117 リスペリドン １ｍｇ１錠
リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメ
ル」

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ④

117 リスペリドン １ｍｇ１錠
リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トー
ワ」

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ⑥　⑮

117 リスペリドン １ｍｇ１錠
リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サ
ワイ」

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ③

117 リスペリドン ２ｍｇ１錠
リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシト
ミ」

リスパダール錠２ｍｇ ⑦

117 リスペリドン １％１ｇ
リスペリドン細粒１％「アメ
ル」

リスパダール細粒１％ ⑦

117 リスペリドン
０．１％０．５ｍＬ１
包

リスペリドン内用液０．５ｍｇ
分包「ファイザー」

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍL ⑤　⑧　⑩

117 リスペリドン
０．１％０．５ｍL１
包

リスペリドン内用液分包0.5
ｍｇ「アメル」

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍL ⑥ 追加

117 リスペリドン ０．１％１ｍＬ
リスペリドン内用液１mｇ／ｍ
L「MEEK」

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍL ④　⑨　⑫　⑯　⑲

117 リスペリドン ０．１％１ｍL１包
リスペリドン内用液１ｍｇ分
包「ファイザー」

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍL ①　⑧　⑩　⑱

117 リスペリドン ０．１％１ｍL
リスペリドン内用液１ｍｇ／
ｍL「ヨシトミ」

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍL ②

117 リスペリドン ０．１％１ｍＬ
リスペリドン内用液１mｇ／ｍ
L「タカタ」

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍL ⑱

117 リスペリドン ０．１％１ｍL
リスペリドン内用液１ｍｇ／
ｍL「トーワ」

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍL ⑮

117 アリピプラゾール ３ｍｇ1錠
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ
「トーワ」

エビリファイOD錠３ｍｇ ⑯ 追加

118 非ピリン系感冒剤 １ｇ トーワチーム配合顆粒 ＰＬ配合顆粒 ⑧　⑪　⑮

118 非ピリン系感冒剤 １ｇ マリキナ配合顆粒 ＰＬ配合顆粒 ⑨　⑯

118 非ピリン系感冒剤 １ｇ セラピナ配合顆粒 ＰＬ配合顆粒 ⑱ 追加

118 非ピリン系感冒剤 １錠 ピーエイ配合錠 ‐ ⑦

119 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「ＪＧ」 セレジスト錠５ｍｇ ⑫　⑭

119 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠
タルチレリンOD錠５ｍｇ「日
医工」

セレジストOD錠５ｍｇ ③　⑪

119 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンOD錠５ｍｇ「JG」 セレジストOD錠５ｍｇ ⑰

119 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠
タルチレリンOD錠５ｍｇ「ｻﾜ
ｲ」

セレジストOD錠５ｍｇ ⑤ 追加

119 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５「日医工」 グラマリール錠２５ｍｇ ⑥

119 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５「サワイ」 グラマリール錠２５ｍｇ ②　⑤　⑪

119 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ グラマリール錠２５ｍｇ ⑲

119 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「ＪＧ」 グラマリール錠２５ｍｇ ⑧　⑫　⑯

119 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 グラマリール錠２５ｍｇ ③

119 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 チアプリド錠５０「日医工」 グラマリール錠５０ｍｇ ⑥

119 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ
チアプリド細粒１０％「サワ
イ」

グラマリール細粒１０％ ⑪

119 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ
「明治」

アリセプト錠３ｍｇ ①

119 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍ
ｇ「ＤＳＰ」

アリセプトＤ錠３ｍｇ ⑧　⑩

119 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍ
ｇ「サンド」

アリセプトＤ錠３ｍｇ ⑭　⑰

119 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍ
ｇ「トーワ」

アリセプトＤ錠３ｍｇ ⑤　⑮

119 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍ
ｇ「日医工」

アリセプトＤ錠３ｍｇ ⑯　⑥

119 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍ
ｇ「明治」

アリセプトＤ錠３ｍｇ ⑫

119 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ
「明治」

アリセプト錠５ｍｇ ①

119 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍ
ｇ「テバ」

アリセプトＤ錠５ｍｇ ⑨

119 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍ
ｇ「ＤＳＥＰ」

アリセプトＤ錠５ｍｇ ③　⑲

１１８　総合感冒剤

１１９　その他の中枢神経系用薬
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119 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍ
ｇ「ＤＳＰ」

アリセプトＤ錠５ｍｇ ⑧　⑩

119 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍ
ｇ「サンド」

アリセプトＤ錠５ｍｇ ⑭　⑰

119 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍ
ｇ「トーワ」

アリセプトＤ錠５ｍｇ ⑤　⑮

119 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩０Ｄ錠５ｍ
ｇ「日医工」

アリセプトＤ錠５ｍｇ ⑥　⑯

119 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍ
ｇ「明治」

アリセプトＤ錠５ｍｇ ⑫

119 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０
ｍｇ「ＤＳＥＰ」

アリセプトＤ錠１０ｍｇ ③

119 ドネペジル塩酸塩 10ｍｇ１錠
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠10ｍ
ｇ「日医工」

アリセプトＤ錠１０ｍｇ ⑥

119 ピモベンダン １．２５ｍｇ１錠
ピモベンダン錠１．２５ｍｇ
「TE」

アカルディカプセル１．２５ ①　⑥　⑨　⑪　⑬　⑯　⑰　⑱

119 ピモベンダン ２．５ｍｇ１錠
ピモベンダン錠２．５ｍｇ
「TE」

アカルディカプセル２．５ ⑦　⑫　⑬

119 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 リルテック錠５０ｍｇ ⑪

119 リルゾール ５０ｍｇ１錠
リルゾール錠５０ｍｇ「タナ
ベ」

リルテック錠５０ｍｇ ⑤ 追加

119 ナルフラフィン ２．５μｇ
ナルフラフィン塩酸塩カプセ
ル２．５μｇ「ニプロ」

レミッチカプセル２．５μｇ ⑯ 追加

121 リドカイン塩酸塩 ２％１ｍL
リドカイン塩酸塩ビスカス
２％「日新｣

キシロカインビスカス２％ ②　⑩　⑱

121 リドカイン塩酸塩 ２％１ｍL アネトカインビスカス2% ⑪　⑫　⑯

122
クロルフェネシンカルバミン酸エステ
ル

１２５ｍｇ１錠
クロルフェネシンカルバミン
酸エステル錠１２５ｍｇ「サワ
イ」

リンラキサー錠１２５ｍｇ ⑧　⑪

123 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル チワンカプセル１０ チアトンカプセル１０ｍｇ ⑧

123 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル
チキジウム臭化物カプセル
１０ｍｇ「サワイ」

チアトンカプセル１０ｍｇ ⑯ 追加

123 トフィソパム ５０ｍｇ１錠
トフィソパム錠５０ｍｇ「日医
工」

グランダキシン錠５０ ⑪

123 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ瓶
ロクロニウム臭化物静注液
５０ｍｇ／５ｍＬ「マルイシ｝

エスラッス静注５０ｍｇ５．０ｍL ① 追加

124 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アチネス錠５０ ミオナール錠５０ｍｇ ⑧

124 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ
「トーワ」

ミオナール錠５０ｍｇ ⑥　⑮

124 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ
「テバ」

ミオナール錠５０ｍｇ ⑤

124 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ
「日医工」

ミオナール錠５０ｍｇ ②　③　⑦　⑪　⑯　⑱　⑲

124 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ
「日新」

ミオナール錠５０ｍｇ ⑬ 追加

124 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ
「ツルハラ」

ミオナール錠５０ｍｇ ⑫

124 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 サンバゾン錠５０ｍｇ ミオナール錠５０ｍｇ ②

124 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ギボンズ錠１ｍｇ テルネリン錠１ｍｇ ②

124 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＪＧ」 テルネリン錠１ｍｇ ⑧　⑫

124 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 テルネリン錠１ｍｇ ③

124 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「トーワ」 テルネリン錠１ｍｇ ⑥

124 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 テルネリン錠１ｍｇ ②　⑤　⑮

124 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「サワイ」 テルネリン錠１ｍｇ ⑬ 追加

124 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ
チザニジン顆粒0.2%「日医
工」

テルネリン顆粒0.2% ⑪ 追加

124 ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ１錠
ブチルスコポラミン臭化物錠
１０ｍｇ「ＹＤ」

ブスコパン錠１０ｍｇ ⑪

124 ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ１錠
ブチルスコポラミン臭化物錠
１０ｍｇ「日新」

ブスコパン錠１０ｍｇ ⑯ 追加

133 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ジフェニドール塩酸塩錠２５
ｍｇ「ＣＨ」

セファドール錠２５ｍｇ ⑧

133 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ジフェニドール塩酸塩錠２５
ｍｇ「日医工」

セファドール錠２５ｍｇ ⑪　⑫　⑬　⑯

133 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ジフェニドール塩酸塩錠２５
ｍｇ「ＪＧ」

セファドール錠２５ｍｇ ③

133 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ジフェニドール塩酸塩錠２５
ｍｇ「タイヨー」

セファドール錠２５ｍｇ ⑲ 追加

133 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠
ベタヒスチンメシル酸塩錠６
ｍｇ「ＴＳＵ」

メリスロン錠６ｍｇ ⑫　⑯

133 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠
ベタヒスチンメシル酸塩錠６
ｍｇ「テバ」

メリスロン錠６ｍｇ ⑪

133 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠
ベタヒスチンメシル酸塩錠６
ｍｇ「日医工」

メリスロン錠６ｍｇ ⑤　⑩　⑱

133 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠
ベタヒスチンメシル酸塩錠６
ｍｇ「トーワ」

メリスロン錠６ｍｇ ①　②　⑨　⑭　⑰

133 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠
ベタヒスチンメシル酸塩錠６
ｍｇ「テバ」

メリスロン錠６ｍｇ ③

１２２　骨格筋弛緩剤

１２４　鎮けい剤

１２３　自律神経剤

１２１　局所麻酔剤

１３３　鎮暈剤
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薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

133 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠
ベタヒスチンメシル酸塩錠６
ｍｇ「ＪＤ」

メリスロン錠６ｍｇ ⑬ 追加

211 デノパミン ５ｍｇ１錠 デノパミン錠５ｍｇ「日医工」 カルグート錠５ ⑧

211 ピモベンダン １．２５ｍｇ１錠
ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「Ｔ
Ｅ」

アカルディカプセル１．２５
①　②　③　⑥　⑧　⑨　⑬　⑯　

⑱　⑲

211 ピモベンダン ２．５ｍｇ１錠
ピモベンダン錠２．５ｍｇ「Ｔ
Ｅ」

アカルディカプセル２．５ ③　⑦　⑩　⑫　⑬　⑮

211 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠
ベタヒスチンメシル酸塩錠６
ｍｇ「ＣＥＯ」

メリスロン錠６ｍｇ ⑧

211 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠
ベタヒスチンメシル酸塩錠６
ｍｇ「テバ」

メリスロン錠６ｍｇ ⑪

211 メチルジゴキシン ０．０５ｍｇ１錠
メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ
「タイヨー」

ラニラピッド錠０．１ｍｇ ⑪

211 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 アデリール錠１０ ノイキノン錠１０ｍｇ ⑪

211 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠
ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

ノイキノン錠１０ｍｇ、ノイキノン糖衣錠１０
ｍｇ

⑧　⑫

211 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠
ユビデカレノン錠１０ｍｇ
「トーワ」

ノイキノン錠１０ｍｇ、ノイキノン糖衣錠１０
ｍｇ

⑥

212 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アルセノール錠２５ テノーミン錠２５ ②

212 アテノロール ２５ｍｇ１錠
アテノロール錠２５ｍｇ
「NikP」

テノーミン錠２５ ⑦　⑪

212 アテノロール ２５ｍｇ１錠
アテノロール錠２５ｍｇ「サワ
イ」

テノーミン錠２５ ③

212 アテノロール ２５ｍｇ１錠
アテノロール錠２５ｍｇ「トー
ワ」

テノーミン錠２５ ②　⑧　⑩

212 アテノロール ２５ｍｇ１錠
アテノロール錠２５ｍｇ「ファ
イザー」

テノーミン錠２５ ⑱　⑲

212 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール錠２５ｍｇ「ＪＧ」 テノーミン錠２５ ⑫

212 アテノロール ２５ｍｇ１錠 セーブテンス錠２５ｍｇ テノーミン錠２５ ⑱

212 アテノロール ５０ｍｇ１錠
アテノロール錠５０ｍｇ「サワ
イ」

テノーミン錠５０ ③

212 アテノロール ５０ｍｇ１錠
アテノロール錠５０ｍｇ「トー
ワ」

テノーミン錠５０ ⑤　⑧

212 アテノロール ５０ｍｇ１錠
アテノロール錠５０ｍｇ「ファ
イザー」

テノーミン錠５０ ⑱

212 アテノロール ５０ｍｇ１錠 セーブテンス錠５０ｍｇ テノーミン錠５０ ⑱

212 アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル
アプリンジン塩酸塩カプセル
２０ｍｇ「NP」

アスペノンカプセル２０ ③　⑪

212 アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル
アプリンジン塩酸塩カプセル
１０ｍｇ「NP」

アスペノンカプセル１０ ③

212 アミオダロン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
アミオダロン塩酸塩速崩錠５
０ｍｇ「ＴＥ」

‐ ②　③　⑩　⑪　⑬　⑰　⑱

212 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠
アミオダロン塩酸塩錠１００
ｍｇ「サワイ」

アンカロン錠１００ ②

212 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠
アミオダロン塩酸塩錠１００
ｍｇ「サンド」

アンカロン錠１００ ⑥　⑰

212 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠
アミオダロン塩酸塩速崩錠１
００ｍｇ「ＴＥ」

アンカロン錠１００
②　③　⑦　⑧　⑩　⑪　⑫　⑬　

⑮　⑯　⑱　⑲

212 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
アロチノロール塩酸塩錠１０
ｍｇ「サワイ」

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 ⑪

212 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
アロチノロール塩酸塩錠１０
ｍｇ「トーワ」

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 ⑥

212 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
アロチノロール塩酸塩錠１０
ｍｇ「日医工」

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 ⑤　⑧　⑬　⑲

212 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 セオノマール錠１０ アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 ①

212 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル
ジソピラミドカプセル５０ｍｇ
「ファイザー｣

リスモダンカブセル５０ｍｇ ⑪

212 ジソピラミド １５０ｍｇ１錠
ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ
「ＳＷ」

リスモダンR錠１５０ｍｇ ⑯

212 ジソピラミド １５０ｍｇ１錠
ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ
「ファイザー」

リスモダンR錠１５０ｍｇ ⑧　⑪

212 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠
シベンゾリンコハク酸塩錠５
０ｍｇ「サワイ」

シベノール錠５０ｍｇ ②　③

212 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠
シベンゾリンコハク酸塩錠５
０ｍｇ「タナベ」

シベノール錠５０ｍｇ ⑧　⑪

212 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠
シベンゾリンコハク酸塩錠５
０ｍｇ「トーワ」

シベノール錠５０ｍｇ ⑭　⑰

212 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠
シベンゾリンコハク酸塩錠１
００ｍｇ「タナベ」

シベノール錠１００ｍｇ ⑧

212 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠
シベンゾリンコハク酸塩錠１
００ｍｇ「サワイ」

シベノール錠１００ｍｇ ⑯

212 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠
０．６２５ｍｇ「サワイ」

メインテート錠０．６２５ｍｇ ⑫　⑯

212 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠
０．６２５ｍｇ「トーワ」

メインテート錠０．６２５ｍｇ ①　②　③　⑧　⑬　⑰

212 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠
０．６２５ｍｇ「日医工」

メインテート錠０．６２５ｍｇ ⑥　⑪

212 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠
０．６２５ｍｇ「日新」

メインテート錠０．６２５ｍｇ ⑱

212 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠
２．５ｍｇ「トーワ」

メインテート錠２．５ｍｇ ①　②　③　⑤　⑧　⑬　⑭　⑰

212 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠
２．５ｍｇ「日医工」

メインテート錠２．５ｍｇ ⑥　⑪　⑯

212 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠
２．５ｍｇ「日新」

メインテート錠２．５ｍｇ ⑱

212 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠
２．５ｍｇ「サワイ」

メインテート錠２．５ｍｇ ⑨ 追加

212 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ウェルビー錠５ｍｇ メインテート錠５ｍｇ ⑲

２１１　強心剤

２１２　不整脈用剤
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212 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠
５ｍｇ「トーワ」

メインテート錠５ｍｇ ⑧　⑬　⑭　⑰

212 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠
５ｍｇ「日医工」

メインテート錠５ｍｇ ⑥

212 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠
５ｍｇ「日新」

メインテート錠５ｍｇ ⑱

212 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセ
ル２５ｍｇ

サンリズムカプセル２５ｍｇ ⑲

212 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセ
ル２５ｍｇ「サワイ」

サンリズムカプセル２５ｍｇ ③

212 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセ
ル２５ｍｇ「タナベ」

サンリズムカプセル２５ｍｇ ⑤　⑧　⑫　⑯

212 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセ
ル２５ｍｇ「トーワ」

サンリズムカプセル２５ｍｇ ⑮

212 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセ
ル５０ｍｇ「サワイ」

サンリズムカプセル５０ｍｇ ③　⑪

212 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセ
ル５０ｍｇ「タナベ」

サンリズムカプセル５０ｍｇ ⑧

212 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセ
ル５０ｍｇ「ＣＨ」

サンリズムカプセル５０ｍｇ ⑨ 追加

212 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセ
ル５０ｍｇ「トーワ」

サンリズムカプセル５０ｍｇ ⑭　⑰ 追加

212 プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠
プロパフェノン塩酸塩錠１５０
ｍｇ「オーハラ」

プロノン錠１５０ｍｇ ⑪　⑯

212 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
プロプラノロール塩酸塩錠１
０ｍｇ｢日医工｣

インデラル錠１０ｍｇ ③　⑥　⑪　⑫　⑯

212 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ ワソラン錠４０ｍｇ ⑱

212 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ
「ＪＧ」

ワソラン錠４０ｍｇ ⑧　⑪

212 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ
「タイヨー」

ワソラン錠４０ｍｇ ⑮ 名称変更

212 メキシレチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル
１０ｍｇ「トーワ」

メキシチールカプセル１０ｍｇ ⑧

212 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
メキシレチン塩酸塩錠５０mg
「KCC」

メキシチールカプセル５０ｍｇ ⑥

212 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル
５０ｍｇ｢サワイ｣

メキシチールカプセル５０ｍｇ ①　③　⑫

212 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル
５０ｍｇ「トーワ」

メキシチールカプセル５０ｍｇ ⑧　⑬

212 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル
５０ｍｇ「日医工」

メキシチールカプセル５０ｍｇ ⑪　⑯

212 メキシレチン塩酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

メキシレチン塩酸塩カプセル
１００ｍｇ｢サワイ｣

メキシチールカプセ１００ｍｇ ③ 追加

212 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル
１００ｍｇ「トーワ」

メキシチールｶﾌﾟｾﾙ１００mg ⑬ 追加

213 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 ダイアート錠３０ｍｇ
②　③　⑤　⑥　⑧　⑨　⑩　⑪　

⑫　⑬

213 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 ダイアート錠６０ｍｇ ②　⑥　⑧　⑬

213 イソソルビド ７０％３０ｇ１個 メニレット７０％ゼリー３０ｇ ‐ ②　⑦

213 イソソルビド ７０％１ｍL
イソソルビド内用液７０％｢Ｃ
ＥＯ｣

イソバイドシロップ７０％ ⑩

213 イソソルビド ７０％３０ｍL１包
イソソルビド内用液７０％分
包３０mL｢ＣＥＯ｣

イソバイドシロップ７０％ ③　⑫　⑱

213 イソソルビド
７０％５００ｍＬ１
本

イソソルビド内用液７０％「Ｃ
ＥＯ」

イソバイドシロップ７０％ ⑪

213 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ⑩

213 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ⑧

213 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ③　⑱

213 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テ
バ」

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ⑪

213 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠
スピロノラクトン錠２５ｍｇ
「トーワ」

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ④　⑤　⑥

213 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日
医工」

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ②　⑦　⑫　⑬　⑭　⑯　⑰　⑲

213 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠
スピロノラクトン錠２５ｍｇ
「JG」

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ①

213 スピロノラクトン ５０ｍｇ１錠
スピロノラクトン錠５０ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

アルダクトンＡ錠５０ｍｇ ⑩

213 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠
トリクロルメチアジド錠１ｍｇ
「ＮＰ」

フルイトラン錠１ｍｇ ⑧　⑪　⑬

213 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠
トリクロルメチアジド錠１ｍｇ　
「トーワ」

フルイトラン錠１ｍｇ ⑭　⑰

213 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ
「ＮＰ」

フルイトラン錠２ｍｇ ⑧　⑬

213 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ
「タイヨー」

フルイトラン錠２ｍｇ ⑪　⑯

213 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ
「日医工」

フルイトラン錠２ｍｇ ⑲

213 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ
「トーワ」

フルイトラン錠２ｍｇ ⑮ 名称変更

213 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠
ヒドロクロロチアジド錠１２．
５ｍｇ｢トーワ｣

‐ ⑫

213 ヒドロクロロチアジド ２５ｍｇ１錠
ヒドロクロロチアヂド錠２５ｍ
ｇ錠「トーワ」

‐ ④

213 フロセミド １０ｍｇ１錠 フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ラシックス錠１０ｍｇ ③　⑥　⑦　⑧　⑬　⑯

213 フロセミド ２０ｍｇ１錠 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ラシックス錠２０ｍｇ
③　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨　⑩　⑬　

⑱　⑲

213 フロセミド ２０ｍｇ１錠 フロセミド錠２０ｍｇ「JG」 ラシックス錠２０ｍｇ ①

213 フロセミド ２０ｍｇ１錠
フロセミド錠２０ｍｇ「武田テ
バ」

ラシックス錠２０ｍｇ ②　④　⑪　⑫　⑭　⑯　⑰

２１３　利尿剤
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213 フロセミド ４０ｍｇ１錠 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ラシックス錠４０ｍｇ
③　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨　⑩　⑬　

⑱　⑲

213 フロセミド ４０ｍｇ１錠
フロセミド錠４０ｍｇ「武田テ
バ」

ラシックス錠４０ｍｇ ②　④　⑪　⑫　⑭　⑯　⑰

213 フロセミド ４０ｍｇ１錠 フロセミド錠４０ｍｇ「トーワ」 ラシックス錠４０ｍｇ ⑮

213 フロセミド ４％１ｇ フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 ラシックス細粒４％
②　③　⑤　⑪　⑫　⑬　⑭　⑯　

⑰　⑱

213 メフルシド ２５ｍｇ１筎
メフルシド錠２５ｍｇ「日医
工」

バイカロン錠２５ｍｇ ⑧

213 トラセミド ４ｍｇ１錠 トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 ルプラックＯＤ錠４ｍｇ ⑯ 追加

214 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠
アゼルニジピン錠８ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

カルブロック錠８ｍｇ ⑫　⑭

214 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠
アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タ
ナベ」

カルブロック錠１６ｍｇ ⑯

214 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠
アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ケ
ミファ」

カルブロック錠１６ｍｇ ⑧　⑪

214 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠
アゼルニジピン錠１６ｍｇ
「JG」

カルブロック錠１６ｍｇ ⑰

214
バルサルタン・アムロジピンベシル
酸塩配合

１錠
アムバロ配合ＯＤ錠「ファイ
ザー」

エックスフォージ配合ＯＤ錠 ⑫ 追加

214 アラセプリル ２５ｍｇ１錠 アラセプリル錠２５ｍｇ「JG」 セタプリル錠２５ｍｇ ⑥

214 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠
イミダプリル塩酸塩錠２．５
ｍｇ「ＪＧ」

タナトリル錠２．５ ⑥　⑰

214 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ
「ＪＧ」

タナトリル錠５ ⑥　⑦　⑭　⑰

214 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ
「ＰＨ」

タナトリル錠５ ⑧

214 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ
「トーワ」

タナトリル錠５ ⑨

214 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ
「ファイザー」

タナトリル錠５ ⑤　③　⑯

214 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ
「オーハラ」

タナトリル錠５ ⑪

214 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ
「ＹＤ」

タナトリル錠５ ⑫

214 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠
イルベサルタン錠５０ｍｇ「Ｄ
ＳＰＢ」

イルベタン錠５０ｍｇ・アバプロ錠５０ｍｇ ⑬ 追加

214 イルベサルタン ５０ｍｇ１錠
イルベサルタン錠５０ｍｇ「共
創未来」

イルベタン錠５０ｍｇ・アバプロ錠５０ｍｇ ⑱ 追加

214 イルベサルタン １００ｍｇ１錠
イルベサルタン錠100mg
「EE」

アバプロ錠１００ｍｇ、イルベタン錠１００
mg

⑤ 追加

214 イルベサルタン １００ｍｇ１錠
イルベサルタン錠１００ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

アバプロ錠１００ｍｇ、イルベタン錠１００
mg

③　⑪　⑬ 追加

214 イルベサルタン １００ｍｇ１錠
イルベサルタン錠１００ｍｇ
「共創未来」

アバプロ錠１００ｍｇ、イルベタン錠１００
mg

⑨　⑭　⑰　⑱ 追加

214 イルベサルタン １００ｍｇ１錠
イルベサルタンＯＤ錠１００ｍ
ｇ「トーワ」

アバプロ錠１００ｍｇ、イルベタン錠１００
mg

⑯ 追加

214
イルベサルタン・アムロジピンベシル
酸塩

１錠
イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳ
ＰＢ」

アイミクス配合錠ＨＤ ⑬ 追加

214
イルベサルタン・アムロジピンベシル
酸塩

１錠
イルアミクス配合錠ＬＤ「ＤＳ
ＰＢ」

アイミクス配合錠ＬＤ ⑬ 追加

214 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠
エナラプリルＭ錠２．５「ＥＭ
ＥC」

レニベース錠２．５ ③　⑦　⑬

214 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠
エナラプリルマレイン酸塩錠
２．５ｍｇ「ＣＨ」

レニベース錠２．５ ⑯

214 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠
エナラプリルマレイン酸塩錠
２．５ｍｇ「サワイ」

レニベース錠２．５ ②　⑧

214 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠
エナラプリルマレイン酸塩錠
２．５ｍｇ「トーワ」

レニベース錠２．５ ⑰

214 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠
エナラプリルＭ錠２．５ｍｇ「Ｅ
ＭＥＣ」

レニベース錠５ ⑤

214 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルＭ錠５「ＥＭＥＣ」 レニベース錠５ ①　③　⑦　⑪　⑬

214 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠
エナラプリルマレイン酸塩錠
５ｍｇ「ＣＨ」

レニベース錠５ ⑯

214 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠
エナラプリルマレイン酸塩錠
５ｍｇ「サワイ」

レニベース錠５ ④　⑧　⑫

214 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠
エナラプリルマレイン酸塩錠
５ｍｇ「トーワ」

レニベース錠５ ⑮　⑰

214 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠
エナラプリルマレイン酸塩錠
５ｍｇ「ファイザー」

レニベース錠５ ⑲

214 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 ファルプリル錠５ｍｇ レニベース錠５ ⑨

214 カプトプリル
12.5mg1錠

カプトプリル錠１２．５「１２．
５」

カプトリル錠１２．５ｍｇ ⑪ 追加

214 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠
オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

オルメテックＯＤ錠５ｍｇ ⑪　⑫　⑬ 追加

214 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠
オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ
「日医工」

オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ ⑭　⑰ 追加

214 オルメサルタンメドキソミル 1０ｍｇ１錠
オルメサルタンＯＤ錠1０ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

オルメテックＯＤ錠1０ｍｇ ⑥　⑬　⑱ 追加

214 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ
「日医工」

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ ⑩　⑭　⑰ 追加

214 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ
　①　②　③　⑥　⑪　⑫　⑬　

⑮　⑱　⑲

214 オルメサルタン　メドキソミル ２０ｍｇ１錠
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ
「ファイザー」

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ ⑤ 追加

214 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ
「トーワ」

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ ⑯ 追加

214 オルメサルタンメドキソミル 4０ｍｇ１錠
オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ ⑥　⑪　⑬ 追加

214 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠
カルベジロール錠１．２５ｍｇ
「サワイ」

アーチスト錠１．２５ｍｇ ②　⑤　⑧　⑬　⑯　⑱　⑲

２１４　血圧降下剤
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薬効分類番号
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成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

214 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠
カルベジロール錠１．２５ｍｇ
「JG」

アーチスト錠１．２５ｍｇ ⑨

214 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠
カルベジロール錠１．２５ｍｇ
「トーワ」

アーチスト錠１．２５ｍｇ ⑥ 追加

214 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠
カルベジロール錠２．５ｍｇ
「サワイ」

アーチスト錠２．５ｍｇ
②　③　⑧　⑩　⑪　⑫　⑬　⑯　

⑱

214 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠
カルベジロール錠２．５ｍｇ
「タナベ」

アーチスト錠２．５ｍｇ ①

214 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠
カルベジロール錠２．５ｍｇ
「トーワ」

アーチスト錠２．５ｍｇ ④　⑥ 追加

214 カルベジロール １０ｍｇ１錠
カルベジロール錠１０ｍｇ「ア
メル」

アーチスト錠１０ｍｇ ②　⑯

214 カルベジロール １０ｍｇ１錠
カルベジロール錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

アーチスト錠１０ｍｇ
③　⑤　⑧　⑩　⑪　⑫　⑬　⑱　

⑲

214 カルベジロール １０ｍｇ１錠
カルベジロール錠１０ｍｇ
「トーワ」

アーチスト錠１０ｍｇ ⑥

214 カルベジロール １０ｍｇ１錠
カルベジロール錠１０ｍｇ「タ
ナベ」

アーチスト錠１０ｍｇ ①

214 カルベジロール １０ｍｇ１錠
カルベジロール錠１０ｍｇ
「JG」

アーチスト錠１０ｍｇ ⑨

214 カルベジロール ２０ｍｇ１錠
カルベジロール錠２０ｍｇ「サ
ワイ」

アーチスト錠２０ｍｇ ②　⑧　⑬

214
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

１錠
カムシア配合錠ＨＤ「あす
か」

ユニシア配合錠ＨＤ ⑧　⑬

214
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

１錠 カムシア配合錠ＨＤ「ニプロ」 ユニシア配合錠ＨＤ ⑫ 追加

214
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

１錠 カムシア配合錠ＬＤ「ニプロ」 ユニシア配合錠ＬＤ ⑫ 追加

214
カンデサルタン　シレキセチル・ヒド
ロクロロチアジド

１錠
カデチア配合錠ＨＤ「あす
か」

エカード配合錠ＨＤ ⑧　⑬

214 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＥＥ」 ブロプレス錠２ｍｇ ⑧

214 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠
カンデサルタン錠２ｍｇ「あす
か」

ブロプレス錠２ｍｇ ⑪　⑬

214 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠
カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ
「ＥＥ」

ブロプレス錠２ｍｇ ⑥

214 カンデサルタンレキセチル ４ｍｇ１錠
カンデサルタン錠４ｍｇ「ファ
イザー」

ブロプレス錠４ｍｇ 　①　⑤　⑭

214 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠
カンデサルタン錠４ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

ブロプレス錠４ｍｇ ⑫

214 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠 カンデサルタン錠４ｍｇ「ＥＥ」 ブロプレス錠４ｍｇ ⑧

214 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠
カンデサルタン錠４ｍｇ「あす
か」

ブロプレス錠４ｍｇ ①　③　⑬　⑱　⑲

214 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠
カンデサルタン錠４ｍｇ「ケミ
ファ」

ブロプレス錠４ｍｇ ⑦

214 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠
カンデサルタン錠４ｍｇ「タナ
ベ」

ブロプレス錠４ｍｇ ⑯

214 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠
カンデサルタン錠４ｍｇ「明
治」

ブロプレス錠４ｍｇ ⑩

214 カンデサルタンシレキセチル 4ｍｇ１錠
カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ
「ＥＥ」

ブロプレス錠４ｍｇ ⑥

214 カンデサルタンシレキセチル ８ｍｇ１錠 カンデサルタン錠８ｍｇ「ＥＥ」 ブロプレス錠８ｍｇ ⑧

214 カンデサルタンシレキセチル ８ｍｇ１錠
カンデサルタン錠８ｍｇ「ケミ
ファ」

ブロプレス錠８ｍｇ ⑦

214 カンデサルタンシレキセチル ８ｍｇ１錠
カンデサルタン錠８ｍｇ「タナ
ベ」

ブロプレス錠８ｍｇ ⑯

214 カンデサルタンシレキセチル ８ｍｇ１錠
カンデサルタン錠８ｍｇ「明
治」

ブロプレス錠８ｍｇ ⑩

214 カンデサルタンシレキセチル ８ｍｇ１錠
カンデサルタン錠８ｍｇ「あす
か」

ブロプレス錠８ｍｇ ⑮ 追加

214 カンデサルタンシレキセチル 8ｍｇ１錠
カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ
「ＥＥ」

ブロプレス錠８ｍｇ ⑥

214 カンデサルタンシレキセチル １２ｍｇ１錠
カンデサルタン錠１２ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

ブロプレス錠１２ｍｇ ⑧

214 イルベサルタン １００ｍｇ１錠
イルベサルタン錠１００ｍｇ
「共創未来」

アバプロ錠１００ｍｇ、イルベタン錠１００
mg

⑧　⑭ 追加

214 イルベサルタン １００ｍｇ１錠
イルベサルタン錠１００ｍｇ
「ＤＳＰＢ」

アバプロ錠１００ｍｇ、イルベタン錠１００
mg

⑪ 追加

214 シルニジピン ５ｍｇ１錠
シルニジピン錠５ｍｇ「サワ
イ」

アテレック錠５ ⑬ 追加

214 シルニジピン ５ｍｇ１錠
シルニジピン錠５ｍｇ「サワ
イ」

アテレック錠１０ ⑪

214 シルニジピン １０ｍｇ１錠
シルニジピン錠１０ｍｇ「サワ
イ」

アテレック錠１０ ①　②　③　⑧　⑪　⑬　⑯　⑱

214 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠
セリプロロール塩酸塩錠１０
０「トーワ」

セレクトール錠１００ｍｇ ⑥ 追加

214 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠
セリプロロール塩酸塩錠１０
０ｍｇ｢テバ｣

セレクトール錠１００ｍｇ ⑧

214 セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠
セリプロロール塩酸塩錠１０
０ｍｇ｢ＪＧ｣

セレクトール錠１００ｍｇ ③ 追加

214 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠
テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ
「日医工」

エースコール錠2mg ⑦

214 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠
テルミサルタン錠２０ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

ミカルディス錠２０ｍｇ ②　⑥　⑬

214 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠
テルミサルタン錠２０ｍｇ「ニ
プロ」

ミカルディス錠２０ｍｇ ⑭　⑯　⑰ 追加

214 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠
テルミサルタンOD錠２０ｍｇ
「サワイ」

ミカルディス錠２０ｍｇ ① 追加

214 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠
テルミサルタン錠４０ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

ミカルディス錠４０ｍｇ ③　⑥　⑪　⑬　⑮　⑱

214 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠
テルミサルタン錠４０ｍｇ「ニ
プロ」

ミカルディス錠４０ｍｇ ⑫　⑭　⑯　⑰

214 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠
テルミサルタン錠４０ｍｇ「日
医工」

ミカルディス錠４０ｍｇ ⑩ 追加

214 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠
テルミサルタン錠４０ｍｇ「明
治」

ミカルディス錠４０ｍｇ ⑤ 追加

214 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 ミカムロ配合錠ＡＰ ③　⑬
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214 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 テラムロ配合錠ＡＰ「日医工」 ミカムロ配合錠ＡＰ ⑩ 追加

214 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド 1錠 テラムロ配合錠ＡＰ「ニプロ」 ミカムロ配合錠ＡＰ ⑥

214 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠
テルチア配合錠ＡＰ「ＤＳＥ
Ｐ」

ミコンビ配合錠ＡＰ ③　⑦　⑬

214 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド 1錠 テルチア配合錠ＡＰ「トーワ」 ミコンビ配合錠ＡＰ ⑥

214 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド 1錠
テルチア配合錠ＡＰ「日医
工」

ミコンビ配合錠ＡＰ ⑩ 追加

214 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド 1錠 テラムロ配合錠ＢＰ「ニプロ」 ミカムロ配合錠ＢＰ ⑥

214 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド 1錠
テラムロ配合錠ＢＰ「日医
工」

ミカムロ配合錠ＢＰ ⑩ 追加

214 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド 1錠 テルチア配合錠ＢＰ「トーワ」 ミコンビ配合錠ＢＰ ⑥

214 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠
ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「Ｅ
ＭＥＣ」

カルデナリン錠０．５ｍｇ ⑬

214 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠
ドキサゾシン錠０．５ｍｇ
「トーワ」

カルデナリン錠０．５ｍｇ ⑰ 追加

214 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾン錠１ｍｇ「日医工」 カルデナリン錠１ｍｇ ⑦

214 ドキサゾシンメシル酸塩 1ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠1ｍｇ「トーワ」 カルデナリン錠1ｍｇ ③　⑥　⑭

214 ドキサゾシンシメル酸塩 １ｍｇ１錠
ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナ
ベ」

カルデナリン錠１ｍｇ ⑤

214 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠
メシル酸ドキサゾシン錠１
「ＭＥＥＫ」

カルデナリン錠１ｍｇ ⑧

214 ドキサゾシンシメル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「テバ」 カルデナリン錠１ｍｇ ⑩

214 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠
ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

カルデナリン錠１ｍｇ ②　⑬　⑲

214 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾン錠１ｍｇ「サワイ」 カルデナリン錠１ｍｇ ⑪　⑮

214 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾン錠２ｍｇ『日医工」 カルデナリン錠２ｍｇ ⑦

214 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＰ」 カルデナリン錠２ｍｇ ④

214 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠
ドキサゾシン錠２ｍｇ「アメ
ル」

カルデナリン錠２ｍｇ ⑲

214 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠
ドキサドシン錠２ｍｇ「サワ
イ」

カルデナリン錠２ｍｇ ⑪　⑯

214 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠
ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナ
ベ」

カルデナリン錠２ｍｇ ⑫　⑱

214 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠
ドキサゾシン錠２ｍｇ「トー
ワ」

カルデナリン錠２ｍｇ ⑥　⑰

214 ドキサゾシンシメル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「テバ」 カルデナリン錠２ｍｇ ⑩

214 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠
ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

カルデナリン錠２ｍｇ ②　⑬

214 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠
メシル酸ドキサゾシン錠２
「ＭＥＥＫ」

カルデナリン錠２ｍｇ ⑧

214 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠
トランドラプリル錠０．５ｍｇ
「サワイ」

プレラン錠０．５ｍｇ ②

214 トランドラプリル １ｍｇ１錠
トランドラプリル錠１ｍｇ「サ
ワイ」

プレラン錠１ｍｇ ②

214 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠
ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍ
ｇ「日医工」

ペルジピン錠１０ｍｇ ⑬

214 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠
ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍ
ｇ「日医工」

ペルジピン錠２０ｍｇ ⑬

214 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル
ニカルジピン塩酸塩徐放カ
プセル２０ｍｇ「日医工」

ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ ⑬

214 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル
ニカルジピン塩酸塩徐放カ
プセル４０ｍｇ

ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ ⑧

214 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル
ニカルジピン塩酸塩徐放カ
プセル４０ｍｇ「日医工」

ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ ⑬

214 バルサルタン ２０ｍｇ１錠
バルサルタン錠２０ｍｇ「サン
ド」

ディオバン錠２０ｍｇ ⑪　⑬

214 バルサルタン ２０ｍｇ１錠
バルサルタン錠２０ｍｇ「タナ
ベ」

ディオバン錠２０ｍｇ ⑥

214 バルサルタン ４０ｍｇ１錠
バルサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

ディオバン錠４０ｍｇ ⑫　⑯

214 バルサルタン ４０ｍｇ１錠
バルサルタン錠４０ｍｇ「杏
林」

ディオバン錠４０ｍｇ ⑧

214 バルサルタン ４０ｍｇ１錠
バルサルタン錠４０ｍｇ「ケミ
ファ」

ディオバン錠４０ｍｇ ⑦

214 バルサルタン ４０ｍｇ１錠
バルサルタン錠４０ｍｇ「タナ
ベ」

ディオバン錠４０ｍｇ ⑥

214 バルサルタン ４０ｍｇ１錠
バルサルタン錠４０ｍｇ「サワ
イ」

ディオバン錠４０ｍｇ ④

214 バルサルタン ４０ｍｇ１錠
バルサルタン錠４０ｍｇ「サン
ド」

ディオバン錠４０ｍｇ ⑬

214 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタン錠４０ｍｇ「EE」 ディオバン錠４０ｍｇ ⑤

214 バルサルタン ８０ｍｇ１錠
バルサルタン錠８０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

ディオバン錠８０ｍｇ ⑮　⑯

214 バルサルタン ８０ｍｇ１錠
バルサルタン錠８０ｍｇ「杏
林」

ディオバン錠８０ｍｇ ⑧

214 バルサルタン ８０ｍｇ１錠
バルサルタン錠８０ｍｇ「ケミ
ファ」

ディオバン錠８０ｍｇ ⑦　⑱

214 バルサルタン ８０ｍｇ１錠
バルサルタン錠８０ｍｇ「サン
ド」

ディオバン錠８０ｍｇ ②　⑪　⑬　⑲

214 バルサルタン ８０ｍｇ１錠
バルサルタン錠８０ｍｇ「タナ
ベ」

ディオバン錠８０ｍｇ ⑥

214 バルサルタン ８０ｍｇ１錠
バルサルタン錠８０ｍｇ「サワ
イ」

ディオバン錠８０ｍｇ ④

214 バルサルタン ８０ｍｇ１錠
バルサルタン錠８０ｍｇ「日
医工」

ディオバン錠８０ｍｇ ⑩
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成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

214 バルサルタン １６０ｍｇ１錠
バルサルタン錠１６０ｍｇ「サ
ンド」

ディオバン錠１６０ｍｇ ⑬

214 バルサルタン １６０ｍｇ１錠
バルサルタン錠１６０ｍｇ「ケ
ミファ」

ディオバン錠１６０ｍｇ ⑱ 追加

214
バルサルタン・アムロジピンベシル
酸塩

１錠 アムバロ配合錠「サンド」 エックスフォージ配合錠 ⑬

214
バルサルタン・アムロジピンベシル
酸塩

１錠 アムバロ配合OD錠「トーワ」 エックスフォージ配合錠 ⑥ 追加

214 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠
バルヒディオ配合錠ＥＸ「サ
ンド」

コディオ配合錠ＥＸ ⑬

214 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ベタキソロール塩酸塩錠５ｍ
ｇ「サワイ」

ケルロング錠５ｍｇ ⑧

214 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
ベタキソロール塩酸塩錠１０
ｍｇ「サワイ」

ケルロング錠１０ｍｇ ⑧

214 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠
ペリンドプリルエルブミン錠２
ｍｇ「サワイ」

コバシル錠２ｍｇ ⑯ ⑱

214 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠
ペリンドプリルエルブミン錠２
ｍｇ「トーワ」

コバシル錠２ｍｇ ③　⑰

214 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠
ペリンドプリルエルブミン錠４
ｍｇ「トーワ」

コバシル錠４ｍｇ ⑨

214 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠
ペリンドプリル錠４ｍｇ「日医
工」

コバシル錠４ｍｇ ②　⑲

214 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠
ペリンドプリル錠４ｍｇ「トー
ワ」

コバシル錠４ｍｇ ⑭　⑮

214 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠
メトプロロール酒石酸塩錠２
０ｍｇ「ＪＧ」

セロケン錠２０ｍｇ、ロプレソール錠２０ｍｇ ⑯

214 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠
メトプロロール酒石酸塩錠２
０ｍｇ「サワイ」

セロケン錠２０ｍｇ、ロプレソール錠２０ｍｇ ③　⑧　⑲

214 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠
メトプロロール酒石酸塩錠２
０ｍｇ「テバ」

セロケン錠２０ｍｇ、ロプレソール錠２０ｍｇ ⑫

214 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠
メトプロロール酒石酸塩錠40
ｍｇ「サワイ」

セロケン錠４０ｍｇ、ロプレソール錠４０ｍｇ ⑧

214 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
ラベタロール塩酸塩錠５０ｍ
ｇ「トーワ」

トランデート錠５０ｍｇ ⑪　⑬

214 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠
リシノプリル錠１０ｍｇ「トー
ワ」

ロンゲス錠１０ｍｇ、ゼストリル錠１０ ⑥

214 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠
リシノプリル錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ロンゲス錠１０ｍｇ ⑪

214 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠
リシノプリル錠１０ｍｇ「オー
ハラ」

ロンゲス錠１０ｍｇ ③

214 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ
「ＤＫ」

ニューロタン錠２５ｍｇ ⑯

214 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠
ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥ
P」

ニューロタン錠２５ｍｇ ②　③　⑬　⑲

214 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ
「アメル」

ニューロタン錠２５ｍｇ ⑫

214 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ
「日新」

ニューロタン錠２５ｍｇ ⑱

214 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠
ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「明
治」

ニューロタン錠２５ｍｇ ⑧

214 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠
ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファ
イザー」

ニューロタン錠２５ｍｇ ①

214 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ
「NP」

ニューロタン錠２５ｍｇ ⑤　⑨

214 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ
「ＪＧ」

ニューロタン錠２５ｍｇ ⑰

214 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ
「ＤＫ」

ニューロタン錠５０ｍｇ ⑯

214 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ
「日新」

ニューロタン錠５０ｍｇ ⑱

214 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠
ロサルタンK錠５０ｍｇ「ファイ
ザー」

ニューロタン錠５０ｍｇ ⑪

214 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠
ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「明
治」

ニューロタン錠５０ｍｇ ⑧

214 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ
「ＪＧ」

ニューロタン錠５０ｍｇ ⑭　⑰

214 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠
ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ
「日医工」

ニューロタン錠５０ｍｇ ⑩ 追加

214 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠
ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

ニューロタン錠５０mg ⑬ 追加

214
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチ
アジド

1錠 ロサルヒド配合錠ＬＤ「EP」 プレミネント配合錠LD ⑬　⑲

214
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチ
アジド

1錠 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＪＧ」 プレミネント配合錠LD ⑥

214
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチ
アジド

1錠
ロサルヒド配合錠ＬＤ「サン
ド」

プレミネント配合錠LD ⑰

214
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチ
アジド

1錠
ロサルヒド配合錠ＬＤ「タナ
ベ」

プレミネント配合錠LD ⑯

214
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチ
アジド

1錠 ロサルヒド配合錠ＬＤ「テバ」 プレミネント配合錠LD ③

216 ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ジヒデルゴット錠１ｍｇ ‐ ①　③　⑦　⑧

216 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠
スマトリプタン錠５０ｍｇ「アス
ペン」

イミグラン錠５０ ⑬

216 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ1錠
スマトリプタン錠５０ｍｇ「タカ
タ」

イミグラン錠５０ ⑨　⑯

216 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠
スマトリプタン錠５０ｍｇ「マイ
ラン」

イミグラン錠５０ ⑪

216 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５
ｍｇ「ＪＧ」

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ ⑭

217 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５
ｍｇ「ＪＧ」

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ ⑰

216 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ
「トーワ」

メトリジン錠２ｍｇ ⑥ 追加

216 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ
「オーハラ」

メトリジン錠２ｍｇ ⑤　⑧　⑲

２１６　血管収縮剤
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薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

216 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

メトリジン錠２ｍｇ ⑯

216 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「サ
ワイ」

メトリジンＤ錠２ｍｇ ⑪

217 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
アムロジピン錠２．５ｍｇ「ア
メル」

アムロジン錠２．５ｍｇ、ノルバスク錠２．５
ｍｇ

⑦

217 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ
「ケミファ」

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ、ノルバスクＯＤ
錠２．５ｍｇ

⑯ 追加

217 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ、ノルバスクＯＤ
錠２．５ｍｇ

②　③　④　⑤　⑪

217 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ
「ＫＲＭ」

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ、ノルバスクＯＤ
錠２．５ｍｇ

⑧

217 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ
「ＮＰ」

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ、ノルバスクＯＤ
錠２．５ｍｇ

⑫　⑲

217 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ
「ＮＳ」

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ、ノルバスクＯＤ
錠２．５ｍｇ

⑬　⑱

217 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ
「ＴＹＫ」

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ、ノルバスクＯＤ
錠２．５ｍｇ

⑩

217 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ
「トーワ」

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ、ノルバスクＯＤ
錠２．５ｍｇ

⑨　⑭　⑮　⑰

217 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ
「明治」

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ、ノルバスクＯＤ
錠２．５ｍｇ

⑥

217 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠
アムロジピン錠５ｍｇ「アメ
ル」

アムロジン錠５ｍｇ、ノルバスク錠５ｍｇ ⑦

217 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケ
ミファ」

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ、ノルバスクＯＤ錠
５ｍｇ

⑯ 追加

217 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「Ｅ
ＭＥＣ」

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ、ノルバスクＯＤ錠
５ｍｇ

②　③　④　⑤　⑪

217 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「Ｋ
ＲＭ」

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ、ノルバスクＯＤ錠
５ｍｇ

⑧

217 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ、ノルバスクＯＤ錠
５ｍｇ

⑩

217 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ、ノルバスクＯＤ錠
５ｍｇ

⑫

217 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ、ノルバスクＯＤ錠
５ｍｇ

⑬　⑱

217 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タ
カタ」

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ、ノルバスクＯＤ錠
５ｍｇ

⑲

217 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ
「トーワ」

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ、ノルバスクＯＤ錠
５ｍｇ

①　⑭　⑮　⑰

217 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明
治」

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ、ノルバスクＯＤ錠
５ｍｇ

⑥

217 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

アムロジンＯＤ錠１０ｍｇ、ノルバスクＯＤ
錠１０ｍｇ

⑪

217 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠
アムロジピンＯＤ１０ｍｇ「杏
林」

アムロジンＯＤ錠１０ｍｇ、ノルバスクＯＤ
錠１０ｍｇ

⑧

217 ジピリダモール １２．５％１ｇ アンギナール散１２．５％ ‐ ⑱

217 ジピリダモール １２．５％１ｇ
ジピリダモール散１２．５％
「ＪＧ」

‐ ⑬　⑭

217 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠
ジピリダモール錠２５ｍｇ
「トーワ」

ペルサンチン錠２５ｍｇ ⑥　⑧　⑬

217 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠
ジピリダモール錠２５ｍｇ「日
医工」

ペルサンチン錠２５ｍｇ ③　⑯

217 ジピリダモール １００ｍｇ１錠
ジピリダモール錠１００ｍｇ
「トーワ」

ペルサンチン錠１００ｍｇ ⑧　⑬

217 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠
ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「サ
ワイ」

コメリアンコーワ錠５０ ⑪　⑰　⑱

217 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠
ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日
医工」

コメリアンコーワ錠５０ ③　⑧

217 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠
ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ
「日医工」

コメリアンコーワ錠１００ ③ 追加

217 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠
ジルチアゼム塩酸塩錠３０
ｍｇ「日医工」

ヘルベッサー錠３０ ⑧

217 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠
ジルチアゼム塩酸塩錠３０
ｍｇ「トーワ」

ヘルベッサー錠３０ ⑭ 追加

217 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠
ジルチアゼム塩酸塩錠３０
ｍｇ「サワイ」

ヘルベッサー錠３０ ③　⑬ 追加

217 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
ジルチアゼム塩酸塩錠６０
ｍｇ「サワイ」

ヘルベッサー錠６０ ⑬ 追加

217 ジルチアゼム塩酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

ジルチアゼム塩酸塩徐放カ
プセル１００ｍｇ「日医工」

ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ ⑧

217 ジルチアゼム塩酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプ
セル１００ｍｇ「サワイ」

ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ ②　③　⑪　⑫　⑬　⑯　⑲

217 トラピジル １００ｍｇ１錠
トラピジル錠１００ｍｇ「タカ
タ」

ロコルナール錠１００ｍｇ ⑪

217 トラピジル １００ｍｇ１錠
トラピジル錠１００ｍｇ「サワ
イ」

ロコルナール錠１００ｍｇ ⑯ 追加

217 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠
ニコランジル錠２．５ｍｇ「日
医工」

シグマート錠２．５ｍｇ ②　⑬

217 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠
ニコランジル錠２．５ｍｇ「トー
ワ」

シグマート錠２．５ｍｇ ④ 追加

217 ニコランジル ５ｍｇ１錠
ニコランジル錠５ｍｇ「サワ
イ」

シグマート錠５ｍｇ ⑩　⑲

217 ニコランジル ５ｍｇ１錠
ニコランジル錠５ｍｇ「トー
ワ」

シグマート錠５ｍｇ ⑭　⑰ 追加

217 ニコランジル ５ｍｇ１錠
ニコランジル錠５ｍｇ「日医
工」

シグマート錠５ｍｇ
②　③　⑤　⑥　⑦　⑪　⑫　⑬　

⑯　⑱

217 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランマート錠５ｍｇ シグマート錠５ｍｇ ⑧

217 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 ドスペロピン錠５ バイロテンシン錠５ｍｇ ⑥

217 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠
ニトレジピン錠１０ｍｇ「日医
工」

バイロテンシン錠１０ｍｇ ⑧

217 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ニトログリセリン舌下錠０．３ｍｇ「ＮＫ」
①　②　③　④　⑤　⑧　⑨　⑩　
⑪　⑫　⑬　⑭　⑮　⑯　⑰　⑱　

⑲

２１７　血管拡張剤

- 14 -



薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

217 ニフェジピン ５ｍｇ1カプセル
ニフェジピンカプセル５ｍｇ
「サワイ」

アダラートカプセル５ｍｇ ⑲

217 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル
ニフェジピンカプセル１０ｍｇ
「サワイ」

アダラートカプセル１０ｍｇ ⑩

217 ニフェジピン １０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

アダラートＣＲ錠１０ｍｇ ③　⑧　⑬

217 ニフェジピン １０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

アダラートＣＲ錠１０ｍｇ ⑫ 追加

217 ニフェジピン １０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

アダラートＬ錠１０ｍｇ ③　⑤　⑧　⑬　⑱

217 ニフェジピン １０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

アダラートＬ錠１０ｍｇ ⑥　⑰

217 ニフェジピン １０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日
医工」

アダラートＬ錠１０ｍｇ ⑪　⑯

217 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 アダラートＬ錠１０ｍｇ ⑩

217 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

アダラートＣＲ錠１０ｍｇ ⑩ 追加

217 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェランタンＣＲ錠２０ アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ②

217 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ⑩　⑫

217 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サ
ワイ」

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ②　③　⑤　⑧　⑪　⑬　⑲

217 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ
「トーワ」

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ⑥　⑨　⑭　⑰

217 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「三
和」

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ⑯

217 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サ
ワイ」

アダラートＬ錠２０ｍｇ ③　⑧　⑬　⑱

217 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「トー
ワ」

アダラートＬ錠２０ｍｇ ⑥

217 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠
ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「日
医工」

アダラートＬ錠２０ｍｇ ⑫

217 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「ＺＥ」 アダラートＬ錠２０ｍｇ ⑩

217 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

アダラートＣＲ錠４０ｍｇ ⑩

217 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠
ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サ
ワイ」

アダラートＣＲ錠４０ｍｇ ③　⑧　⑬　⑱

217 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ
「ＯＭＥ」

コニール錠２ ⑥

217 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ
「トーワ」

コニール錠２ ⑰

217 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ
「CH」

コニール錠２ ⑤

217 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
塩酸ペニジピン錠２ｍｇ「マイ
ラン」

コニール錠２ ⑧

217 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ
「サワイ」

コニール錠２ ⑬ 追加

217 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ
「ＯＭＥ」

コニール錠４ ⑥

217 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ
「サワイ」

コニール錠４ ③　⑦　⑨　⑫　⑬　⑯

217 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タ
ナベ」

コニール錠４ ①　②　⑲

217 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ
「トーワ」

コニール錠４ ⑰

217 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ
「日医工」

コニール錠４ ⑮　⑱

217 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
塩酸ペニジピン錠４ｍｇ「マイ
ラン」

コニール錠４ ⑧

217 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
塩酸ベニジピン錠４「ＭＥＥ
Ｋ」

コニール錠４ ⑪

217 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠
塩酸ペニジピン錠８ｍｇ「マイ
ラン」

コニール錠８ ⑧

217 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ
「ＪＧ」

ワソラン錠４０ｍｇ ①　②　⑧　⑯

217 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ
「タイヨー」

ワソラン錠４０ｍｇ ⑫

217 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ
「ツルハラ」

ワソラン錠４０ｍｇ ⑱　⑲

217 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ
「オーハラ」

メトリジン錠２ｍｇ ⑧

217 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠
一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ
「サワイ」

アイトロール錠２０ｍｇ ③　⑧　⑩　⑪　⑫　⑬　⑭　⑰

217 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠
一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ
「タイヨー」

アイトロール錠２０ｍｇ ⑯

217 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠
硝酸イソソルビド徐放錠２０
ｍｇ「サワイ」

ニトロールＲカプセル２０ｍｇ ⑯

217 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル
イソコロナールＲカプセル２０
ｍｇ

ニトロールＲカプセル２０ｍｇ ⑥

218 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠
アトルバスタチン錠５ｍｇ
「EE」

リピトール錠５ｍｇ 　⑥　⑪

218 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠
アトルバスタチン錠５ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

リピトール錠５ｍｇ ③　⑤　⑦　⑫

218 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠
アトルバスタチン錠５ｍｇ「サ
ンド」

リピトール錠５ｍｇ ⑭　⑰

218 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠
アトルバスタチン錠５ｍｇ「日
医工」

リピトール錠５ｍｇ ①　⑯

218 アトリバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠
アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ
「トーワ」

リピトール錠５ｍｇ ⑧　⑬

218 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

リピトール錠１０ｍｇ ③　⑦　⑱　⑲

218 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「EE」

リピトール錠１０ｍｇ ②　⑥　⑪

２１８　高脂血症用剤
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薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

218 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「NP」

リピトール錠１０ｍｇ ④

218 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「サンド」

リピトール錠１０ｍｇ ⑩　⑭　⑰

218 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「トーワ」

リピトール錠１０ｍｇ ⑨

218 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「日医工」

リピトール錠１０ｍｇ ⑯

218 アトリバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「Ｍｅ」

リピトール錠１０ｍｇ ⑮ 名称変更

218 アトリバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍ
ｇ「トーワ」

リピトール錠１０ｍｇ ⑧　⑬

218 エラスターゼ １８００単位１錠 エルモナーゼ錠１８００ エラスチーム錠１８００ ⑥

218 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５「ＥMＥＣ」 リポバス錠５ ③

218 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５「MＥＥＫ」 リポバス錠５ ⑧　⑪　⑲

218 シンバスタチン ５ｍｇ１錠
シンバスタチン錠５ｍｇ「アメ
ル」

リポバス錠５ ⑦

218 シンバスタチン ５ｍｇ１錠
シンバスタチン錠５ｍｇ「トー
ワ」

リポバス錠５ ⑭

218 ピタバスタチンカルシウム 1ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ
「サンド」

リバロ錠１ｍｇ ⑩

218 ピタバスタチンカルシウム 1ｍｇ１錠
ピタバスタチンカルシウム錠
１ｍｇ「日医工」

リバロ錠１ｍｇ ⑦　⑫　⑯

218 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１
ｍｇ「JG」

リバロＯＤ錠１ｍｇ ⑨

218 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１
ｍｇ「明治」

リバロＯＤ錠１ｍｇ ②　⑧　⑬

218 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ
「サンド」

リバロ錠２ｍｇ ⑩

218 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠
ピタバスタチンカルシウム錠
２ｍｇ「日医工」

リバロ錠２ｍｇ ⑯

218 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２
ｍｇ「トーワ」

リバロＯＤ錠２ｍｇ ③

218 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２
ｍｇ「明治」

リバロＯＤ錠２mg ②　⑧　⑪　⑬　⑱

218 フェノフィブラート ８０ｍｇ
フェノフィブラート錠８０ｍｇ
「武田テバ」

リピディル錠８０ｍｇ ⑯ 追加

218 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠
プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ
「ＫＨ」

メバロチン錠５ ⑧

218 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ
「アメル」

メバロチン錠５ ⑦

218 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ
「トーワ」

メバロチン錠５ ⑭　⑰

218 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠
プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ
「タナベ」

メバロチン錠５ ⑥

218 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠
プラバスタチンナトリウム錠
「陽進」５ｍｇ

メバロチン錠５ ⑤

218 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ
「サワイ」

メバロチン錠５ ②

218 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠
プラバスタチンナトリウム塩
錠５ｍｇ「ファイザー」

メバロチン錠５ ⑬ 追加

218 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠
プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍ
ｇ「ＫＨ」

メバロチン錠１０ ⑧　⑲

218 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ｢
ファイザー｣

メバロチン錠１０ ④ 追加

218 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠
プラバスタチンナトリウム錠
１０ｍｇ｢ＮｉｋＰ｣

メバロチン錠１０ ③　⑫

218 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「アメル」

メバロチン錠１０ ⑦

218 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠
プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍ
ｇ「サワイ」

メバロチン錠１０ ①　②　⑪

218 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠
プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍ
ｇ「タナベ」

メバロチン錠１０ ⑥　⑯

218 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「トーワ」

メバロチン錠１０ ⑭　⑮　⑰

218 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠
プラバスタチンナトリウム錠
１０ｍｇ「ＮＰ」

メバロチン錠１０ ⑱ 追加

218 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 メバリリン錠１０ メバロチン錠１０ ⑨

218 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠
プラバスタチンナトリウム塩
錠１０ｍｇ「ファイザー」

メバロチン錠１０ ⑬ 追加

218 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 メバレクト錠１０ｍｇ メバロチン錠１０ ②

218 フルバスタチンナトリウム ３０ｍｇ１錠
フルバスタチン錠３０ｍｇ「サ
ワイ」

ローコール錠３０ｍｇ ②

218 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロスエード錠２５０ｍｇ
シンレスタール錠２５０ｍｇ、ロレルコ錠２５
０ｍｇ

②

218 プロブコール ２５０ｍｇ１錠
プロブコール錠２５０ｍｇ
「トーワ」

シンレスタール錠２５０ｍｇ、ロレルコ錠２５
０ｍｇ

⑮

218 プロブコール ２５０ｍｇ１錠
プロブコール錠２５０ｍｇ「日
医工」

シンレスタール錠２５０ｍｇ、ロレルコ錠２５
０ｍｇ

⑯

218 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠
ベザフィブラート徐放錠２００
ｍｇ「ＪＧ」

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ⑯

218 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠
ベザフィブラート徐放錠２００
ｍｇ「トーワ」

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ⑭

218 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠
ベザフィブラートＳＲ錠２００
ｍｇ「サワイ」

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ⑪　⑫　⑬　⑲

218 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠
ベザフィブラートＳＲ錠２００
ｍｇ「日医工」

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ③　⑧

218 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠
ベザフィブラート徐放錠２００
ｍｇ「トーワ」

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ⑰

218 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ベスタリットＬ錠２００ ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ②

218 ポリエンホスファチジルコリン
２５０ｍｇ１カプセ
ル

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ ‐ ④　⑩　⑬　⑮　⑲

218 フェノフィブラート ５３．３mg１錠
フェノフィブラート錠53.3mg
「武田テバ」

リピディル錠５３．３mg ②　⑥ 追加
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218 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠
ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍ
ｇ「トーワ」

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ⑯ 追加

218 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠
ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍ
ｇ「日医工」

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ⑭　⑰ 追加

218 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠
ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍ
ｇ「ＥＥ」

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ③　⑤ 追加

218 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠
ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍ
ｇ「共創未来」

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ⑨ 追加

218 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠
ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍ
ｇ「三和」

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ⑩ 追加

218 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍ
ｇ「ＤＳＥＰ」

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ②　⑥　⑪　⑬　⑮　⑱ 追加

218 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠
ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ
「トーワ」

クレストールＯＤ錠５ｍｇ ⑯ 追加

218 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠
ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ
「日医工」

クレストールOD錠５ｍｇ ⑰ 追加

218 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

クレストールＯＤ錠５ｍｇ ⑥　⑪　⑬　⑱ 追加

218 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠
ロスバスタチンOD錠５ｍｇ
「三和」

クレストールOD錠５ｍｇ ⑩ 追加

219
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物

１錠
アマルエット配合錠４番「ニ
プロ」

カデュエット配合錠4番 ⑫ 追加

219
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物

１錠
アマルエット配合錠4番「ＤＳ
ＥＰ」

カデュエット配合錠4番 ⑪ 追加

219 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠
アメジニウムメチル硫酸塩
錠１０ｍｇ「JG」

リズミック錠１０ｍｇ ⑯

219 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠
アメジニウムメチル硫酸塩
錠１０ｍｇ「日医工」

リズミック錠１０ｍｇ ⑲

219 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠
アメジニウムメチル硫酸塩
錠１０ｍｇ「サワイ」

リズミック錠１０ｍｇ ⑪ 追加

219 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 イピノテック錠１０ｍｇ リズミック錠１０ｍｇ ⑧

219 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 アポノール錠２０ セロクラール錠２０ｍｇ ⑪

219 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠
２０ｍｇ「サワイ」

セロクラール錠２０ｍｇ ⑫　⑯　⑲

219 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠
２０ｍｇ「トーワ」

セロクラール錠２０ｍｇ ⑥　⑨　⑭

219 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠
２０ｍｇ「日医工」

セロクラール錠２０ｍｇ ②　⑦　⑧

219 トコフェロールニコチン酸エステル
１００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロールニコチン酸エ
ステルカプセル１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ユベラＮカプセル１００ｍｇ ②　⑧　⑪　⑫　⑯　⑲

219 トコフェロールニコチン酸エステル １００ｍｇ１カプセル
トコフェロールニコチン酸エ
ステルカプセル１００ｍｇ
「トーワ」

ユベラＮカプセル１００ｍｇ ⑬　⑭ 追加

219 トコフェロールニコチン酸エステル
２００ｍｇ１カプセ
ル

ＮＥソフトカプセル２００ｍｇ ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ ③

219 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」 サアミオン錠５ｍｇ ③　⑩　⑯

219 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠
ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワ
イ」

サアミオン錠５ｍｇ ②　⑪　⑫　⑬

219 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠
ニセルゴリン錠５ｍｇ「トー
ワ」

サアミオン錠５ｍｇ ⑥　⑭　⑰

219 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠
ニセルゴリン錠５ｍｇ「日医
工」

サアミオン錠５ｍｇ ⑧

219 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日新」 サアミオン錠５ｍｇ ⑱　⑲

219 ポリスチレンスルホン酸カルシウム ２０％２５ｇ１個
アーガメイト２０％ゼリー２５
ｇ

‐
①　②　③　⑤　⑥　⑦　⑧　⑩ 
⑪　⑫　⑬　⑭　⑮　⑯　⑰　⑲

219 ポリスチレンスルホン酸カルシウム ８９．２９％１ｇ
アーガメイト８９．２９％顆粒
５．６ｇ

⑨

219 ポリスチレンスルホン酸カルシウム ９６．７％１ｇ
カリエードプラス酸（分包）９
６．７％

- ⑰

219 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム １ｇ カリセラム-Ｎａ末 ケイキサレート散 ①　⑧　⑪　⑫

219 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠
沈降炭酸カルシウム錠５００
ｍｇ「三和」

カルタン錠５００ ②　③　⑨　⑬　⑯　⑰　⑱　⑲

219 ボセンタン
ボセンタン６２．５
ｍｇ１錠

ボセンタン錠６２．５ｍｇ「モチ
ダ」

トラクリア錠６２．５ｍｇ ⑧

219
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチ
アジド

５０ｍｇ/１２．５ｍ
ｇ

ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＥＰ」 プレミネント配合錠ＬＤ ⑬　⑲

222
デキストロメトルファン臭化水素酸塩
水和物

１５ｍｇ１錠
デキストロメルファン臭化水
素酸塩錠１５ｍｇ｢トーワ｣

メジコン錠１５ｍｇ ⑮ 名称変更

222
デキストロメトルファン臭化水素酸塩
水和物

１５ｍｇ１錠
デキストロメルファン臭化水
素酸塩錠１５ｍｇ｢ＮＰ｣

メジコン錠１５ｍｇ ⑪　⑫　⑭　⑯　⑰　⑱　⑲

222
デキストロメトルファン臭化水素酸塩
水和物

１００ｍｇ１ｇ
デキストロメトルファン臭化
水素酸塩散１０％「日医工」

メジコン散１０％ ⑪

222 フスコデ １mL ムコブロチン配合シロップ フスコデ配合シロップ ⑥

222 フスコデ １mL フスコデ配合シロップ ライトゲン配合シロップ ⑧　⑩　⑬

223 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩錠１
５ｍｇ「サワイ」

ムコソルバン錠１５ｍｇ ③　⑤　⑪　⑱

223 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩錠１
５ｍｇ「トーワ」

ムコソルバン錠１５ｍｇ ⑥　⑨　⑬　⑭　⑰

223 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩錠１
５ｍｇ「日新」

ムコソルバン錠１５ｍｇ ⑲

223 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩錠１
５ｍｇ「日医工」

ムコソルバン錠１５ｍｇ ②　⑩

223 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ポノフェン錠１５ｍｇ ムコソルバン錠１５ｍｇ ②　⑧

223 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ムコサール錠１５ｍｇ ムコソルバン錠１５ｍｇ ③

２１９　その他の循環器官用薬

２２２　鎮咳剤

２２３　去たん剤
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223 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩除
放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」

ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ、ムコソル
バンＬ錠４５ｍｇ

⑫

223 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩徐
放OD錠４５ｍｇ「サワイ」

ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ、ムコソル
バンＬ錠４５ｍｇ

②　③　⑤　⑬　⑰　⑱

223 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩徐
放OD錠４５ｍｇ「ＺＥ」

ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ、ムコソル
バンＬ錠４５ｍｇ

⑦

223 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩徐
放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」

ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ、ムコソル
バンＬ錠４５ｍｇ

⑭　⑰

223 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル
アンブロキソール塩酸塩Ｌカ
プセル４５ｍｇ「サワイ」

ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ、ムコソル
バンＬ錠４５ｍｇ

③　⑪　⑱　⑲

223 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ポノフェンＳＲカプセル４５
ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ、ムコソル
バンＬ錠４５ｍｇ

⑧

223 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ
プルスマリンＡドライシロップ
小児用１．５％

ムコソルバンＤＳ１．５％〔小児用〕 ⑦　⑨　⑬

223 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ
ムコサールドライシロップ１．
５％

ムコソルバンＤＳ１．５％〔小児用〕 ②　③　⑪　⑫　⑭　⑯　⑰　⑲

223 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ プルスマリンＡ３％ＤＳ ムコソルバンＤＳ３％ ⑤　⑮　⑱

223 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ
アンブロキソール塩酸塩シ
ロップ小児用０．３％「タイ
ヨー」

小児用ムコソルバンシロップ０．３％ ⑨

223 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ
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０．３％ ⑬

223 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠
カルボシステイン錠２５０ｍｇ
「サワイ」

ムコダイン錠２５０ｍｇ ⑤　⑯

223 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠
カルボシステイン錠２５０ｍｇ
「テバ」

ムコダイン錠２５０ｍｇ ②　⑧　⑪　⑬　⑱　⑲

223 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠
カルボシステイン錠２５０ｍｇ
「トーワ」

ムコダイン錠２５０ｍｇ ⑨　⑭　⑰

223 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠
カルボシステイン錠５００ｍｇ
「サワイ」

ムコダイン錠５００ｍｇ ③　⑩　⑫

223 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠
カルボシステイン錠５００ｍｇ
「テバ」

ムコダイン錠５００ｍｇ ⑪

223 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠
カルボシステイン錠５００ｍｇ
「トーワ」

ムコダイン錠５００ｍｇ ①　⑥

223 カルボシステイン ５０％１ｇ
カルボシステインＤＳ５０％
「タカタ」

ムコダインＤＳ５０％ ①　⑤　⑨　⑫　⑰

223 カルボシステイン ５０％１ｇ
カルボシステインドライシ
ロップ５０％「テバ」

ムコダインＤＳ５０％ ②　⑪　⑬　⑱　⑲

223 カルボシステイン ５０％１ｇ
カルボシステインドライシ
ロップ５０％「トーワ」

ムコダインＤＳ５０％ ③　⑥

223 カルボシステイン ５０％１ｇ Ｃ－チステン細粒５０％ ムコダインＤＳ５０％ ②　⑯

223 カルボシステイン ５％１ｍL
カルボシステインシロップ小
児用５％「テバ」

ムコダインシロップ５％ ②　⑬　⑱　⑲

223 カルボシステイン ５％１ｍＬ
カルボシステインシロップ
５％「ＪＧ」

ムコダインシロップ５％ ⑨　⑯

223 カルボシステイン ５％１ｍL
カルボシステインシロップ
５％「タカタ」

ムコダインシロップ５％ ②　⑤　⑰

223 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
ブロムヘキシン塩酸塩錠４
ｍｇ「サワイ」

ビソルボン錠４ｍｇ ⑩　⑯

223 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
ブロムヘキシン塩酸塩錠４
ｍｇ「日医工」

ビソルボン錠４ｍｇ ③　⑧　⑬　⑱

223 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
ブロムヘキシン塩酸塩錠４
ｍｇ「トーワ」

ビソルボン錠４ｍｇ ⑥ 追加

223 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ
ブロムヘキシン塩酸塩シロッ
プ０．０８％「イセイ」

ビソルボンシロップ０．０８％ ⑤　⑯

223 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ レベルボンシロップ０．０８％ ビソルボンシロップ０．０８％ ②

225 クレンブテロール塩酸塩 １０μg１錠 トニール錠１０μg スピロペント錠１０μg ⑧

225 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 テオロング錠５０ｍｇ テオドール錠５０ｍｇ ⑱

225 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオロング錠１００ｍｇ
テオドール錠１００ｍｇ、ユニフィルＬＡ１００
ｍｇ、ユニコン１００ｍｇ

⑱

225 テオフィリン １００ｍｇ１錠
テオフィリン徐放錠１００ｍｇ
「サワイ」

テオドール錠１００ｍｇ、ユニフィルＬＡ１００
ｍｇ、ユニコン１００ｍｇ

⑧　⑪

225 テオフィリン １００ｍｇ１錠
テオフィリン徐放錠１００ｍｇ
「日医工」

テオドール錠１００ｍｇ、ユニフィルＬＡ１００
ｍｇ、ユニコン１００ｍｇ

③　⑨　⑯

225 テオフィリン
１００ｍｇ１カプセ
ル

スロービッドカプセル１００ｍ
ｇ

テオドール錠１００ｍｇ、ユニフィルＬＡ１００
ｍｇ、ユニコン１００ｍｇ

⑥

225 テオフィリン ２００ｍｇ１錠
テオフィリン徐放錠２００ｍｇ
「サワイ」

テオドール錠２００ｍｇ、ユニフィルＬＡ２００
ｍｇ、ユニコン２００ｍｇ

⑧　⑪

225 テオフィリン ２００ｍｇ１錠
テオフィリン徐放錠２００ｍｇ
「日医工」

テオドール錠２００ｍｇ、ユニフィルＬＡ２００
ｍｇ、ユニコン２００ｍｇ

③ 追加

225 テオフィリン ２００ｍｇ１錠
テオフィリン徐放錠２００ｍｇ
「日医工」

テオドール錠２００ｍｇ、ユニフィルＬＡ２００
ｍｇ、ユニコン２００ｍｇ

⑯

225 テオフィリン ２００ｍｇ１錠
テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍ
ｇ「トーワ」

テオドール錠２００ｍｇ、ユニフィルＬＡ２００
ｍｇ、ユニコン２００ｍｇ

⑯ 追加

225 テオフィリン ２０％１ｇ スロービット顆粒２０％ テオドール顆粒２０％ ⑦

225 テオフィリン ５０％１ｇ テオロング顆粒５０％ テオドール顆粒２０％ ⑮ 追加

225 テオフィリン ２０％１ｇ
テオフィリンドライシロップ２
０％「タカタ」

テオドールドライシロップ２０％ ⑥　⑯

225 テオフィリン ２０％１ｇ テルバンスＤＳ２０％ テオドールドライシロップ２０％ ②　⑧

225 テルブタリン硫酸塩 １％１ｇ
テルブタリン硫酸塩細粒１％
「ＴＣＫ」

⑬

225 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．２５％１ｇ
ポルボノールドライシロップ
０．２５％

⑬

225 フェノテロール臭化水素酸塩 ０．５％１ｇ
ポルボノールドライシロップ
０．５％

‐ ②　⑦　⑯

225 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ
プロカテロール塩酸塩シロッ
プ５μｇ/ｍＬ「日医工」

メプチンシロップ５μｇ/ｍＬ ⑯

225 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠
プロカテロール塩酸塩錠２５
μｇ「トーワ」

メプチンミニ錠２５μｇ ⑥ 追加

２２５　気管支拡張剤
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225 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠
プロカテロール塩酸塩錠２５
μｇ

メプチンミニ錠２５μｇ ⑪

225 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０５ｍｇ１錠
プロカテロール塩酸塩錠５０
μｇ

メプチン錠５０μｇ ⑯

231 カゼイ菌 １ｇ ビオラクチス散 ‐ ⑤　⑦　⑪

231 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ガスサール錠４０ｍｇ ガスコン錠４０ｍｇ、ガスサール錠４０ｍｇ ⑮

231 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ジメチコン錠４０ｍｇ「YD」 ガスコン錠４０ｍｇ、ガスサール錠４０ｍｇ ⑪ 追加

231 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 ガスコン錠４０ｍｇ、ガスサール錠４０ｍｇ ⑫ 追加

231 ジメチコン ２％１ｍL バリトゲン消泡内用液２％ ガスコンドロップ内用液２％ ②　③　⑦　⑧

231 ジメチコン ２％１ｍL バルギン消泡内用液２％ ガスコンドロップ内用液２％ ④　⑪　⑲

231 ジメチコン ２％１ｍL バロス消泡内用液２％ ガスコンドロップ内用液２％ ⑤　⑨　⑩　⑪　⑫　⑯

231 ビフィズス菌 １錠 ビオフェルミン錠剤 ‐ ①　⑧　⑨　⑩　⑪　⑫　⑯　⑱

231
ベルベリン塩化物水和物、ゲンノ
ショウコエキス

１錠 リーダイ配合錠 フェロベリン配合錠 ④　⑪

231 塩酸ロペラミド １ｍｇ１錠 ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ロぺミンカプセル１ｍｇ ③　⑤　⑥　⑪　⑲

231 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ロペナカプセル１ｍｇ ロぺミンカプセル１ｍｇ ⑧

231 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル
ロペラミド塩酸塩カプセル１
ｍｇ「ＪＧ」

ロぺミンカプセル１ｍｇ ⑯

231 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル
ロペラミド塩酸塩カプセル１
ｍｇ「タイヨー」

ロぺミンカプセル１ｍｇ ②　⑫

231 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル
ロペラミド塩酸塩カプセル１
ｍｇ「サワイ」

ロぺミンカプセル１ｍｇ ④　⑬　⑱

231 塩酸ロペラミド ０．５ｍｇ１ｇ
ロペラミド塩酸塩細粒小児
用０．０５％「タイヨー」

ロペミン小児用細粒０．５ｍｇ／ｇ ⑪

231 耐性乳酸菌 １錠 ビオフェルミンＲ錠 ‐
④　⑤　⑦　⑧　⑨　⑩　⑪　⑫　

⑬　⑭　⑲

231 耐性乳酸菌 １ｇ ビオフェルミンＲ散 ‐ ③　④　⑧　⑨　⑩　⑪　⑫　⑬

231 耐性乳酸菌 １ｇ ラックビーＲ散 ‐ ①　⑬　⑯　⑱

231 耐性乳酸菌 １ｇ レベニン散 ‐ ⑭　⑰

232
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物、Ｌ－グルタミン

１ｇ
アズレン・グルタミン配合細
粒「ＥＭＥＣ」

マーズレンＳ配合顆粒 ③　⑥　⑪

232
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物、Ｌ－グルタミン

１ｇ ルフレン配合顆粒 マーズレンＳ配合顆粒 ⑧　⑯

232 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ アルクレイン内用液５％ アルロイドＧ内用液５％ ⑪　⑯　⑲

232 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ サンメール内用液５％ アルロイドＧ内用液５％ ③　⑬　⑱

232 アルジオキサ ５０％１ｇ イサロン顆粒５０％ ⑬

232 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠
イルソグラジンマレイン酸塩
錠２ｍｇ「日医工」

ガスロンＮ錠２ｍｇ ⑥　⑯

232 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 セレガスロン錠２ ガスロンＮ錠２ｍｇ ⑧

232 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠
イルソグラジンマレイン酸塩
錠２ｍｇ「サワイ」

ガスロンＮ錠２ｍｇ ⑬ 追加

232 イルソグラジンマレイン酸塩 ４ｍｇ１錠
イルソグラジンマレイン酸塩
錠４ｍｇ「日医工」

ガスロンＮ錠４ｍｇ ⑲

232 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ
エカベトＮａ顆粒６６．７％「Ｙ
Ｄ」

ガストローム顆粒６６．７％ ②

232 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ
エカベトＮａ顆粒６６．７％「サ
ワイ」

ガストローム顆粒６６．７％ ⑧　⑫　⑬　⑯

232 エカベトナトリウム水和物 ６６．７％１ｇ
エカベトＮａ顆粒６６．７％
「ファイザー」

ガストローム顆粒６６．７％ ⑪

232 オメプラゾール １０ｍｇ１錠
オメプラゾール錠１０ｍｇ「日
医工」

オメプラール錠１０ｍｇ ③　⑯

232 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠
オメプラゾール錠２０ｍｇ「日
医工」

オメプラール錠１０ｍｇ ① 追加

232 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ
スクラルファート顆粒９０％
「トーワ」

アルサルミン細粒９０％ ⑧　⑪　⑭　⑰

232 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ
スクラルファート細粒９０％
「日医工」

アルサルミン細粒９０％ ⑦　⑱

232 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ
スクラルファート顆粒９０％
「日医工」

アルサルミン顆粒９０％ ⑬

232 スクラルファート水和物 １０％１ｍL
スクラルファート内用液１
０％「タイヨー」

アルサルミン内用液１０％ ①　⑩

232 スクラルファート水和物 １０％１ｍL
スクラルファート内用液１
０％「日医工」

アルサルミン内用液１０％ ②　⑧　⑬　⑱

232 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」
ドグマチール錠５０ｍｇ、アビリット錠５０ｍ
ｇ

⑥

232 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」
ドグマチール錠５０ｍｇ、アビリット錠５０ｍ
ｇ

⑯

232 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」
ドグマチール錠５０ｍｇ、アビリット錠５０ｍ
ｇ

②　⑧　⑨　⑪　⑫　⑬　⑭　⑰　
⑲

232 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「ＣＨ」
ドグマチール錠５０ｍｇ、アビリット錠５０ｍ
ｇ

③ 追加

232 ソファルコン ５０ｍｇ１錠 トファルコン錠５０ｍｇ ソロン錠５０ ⑧

232 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル
テプレノンカプセル５０ｍｇ
「サワイ」

セルベックスカプセル５０ｍｇ ③　④　⑪　⑫　⑬　⑯　⑱　⑲

232 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル
テプレノンカプセル５０ｍｇ
「トーワ」

セルベックスカプセル５０ｍｇ ①　⑤　⑥　⑮　⑰

２３１　止しゃ剤、整腸剤

２３２　消化性潰瘍用剤

- 19 -



薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

232 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル
テプレノンカプセル５０ｍｇ
「日医工」

セルベックスカプセル５０ｍｇ ⑧　⑩

232 テプレノン １０％１ｇ
テプレノン細粒１０％「サワ
イ」

セルベックス細粒１０％ ⑤　⑦　⑨　⑪　⑬　⑱

232 テプレノン １０％１ｇ
テプレノン細粒１０％「トー
ワ」

セルベックス細粒１０％ ②　⑭

232 トロキシピド １００ｍｇ１錠 トロキシン錠１００ｍｇ アプレース錠１００ｍｇ ⑧

232 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル
ニザチジンカプセル７５ｍｇ
「サワイ」

アシノン錠７５ｍｇ ⑧

232 ニザチジン
１５０ｍｇ１カプセ
ル

ニザチジンカプセル１５０ｍｇ
「サワイ」

アシノン錠１５０ｍｇ ⑧

232 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 アシノン錠１５０ｍｇ ②　⑯　⑱

232 ピレンゼピン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍ
ｇ「日医工」

ガストロゼピン錠２５ｍｇ ⑪　⑯

232 ファモチジン １０ｍｇ１錠
ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

ガスターＤ錠１０ｍｇ ⑪　⑬

232 ファモチジン １０ｍｇ１錠
ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

ガスターＤ錠１０ｍｇ ⑧　⑩

232 ファモチジン １０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｊ
G」

ガスターＤ錠１０ｍｇ ⑤　⑥

232 ファモチジン １０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ
「トーワ」

ガスターＤ錠１０ｍｇ ③　⑨

232 ファモチジン １０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テ
バ」

ガスターＤ錠１０ｍｇ ⑫

232 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジン錠２０「サワイ」 ガスター錠２０ｍｇ ⑦

232 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

ガスターＤ錠２０ｍｇ ⑪　⑬　⑱

232 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サ
ワイ」

ガスターＤ錠２０ｍｇ ②　⑧　⑩

232 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

ガスターＤ錠２０ｍｇ ⑥

232 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

ガスターＤ錠２０ｍｇ ⑲

232 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ
「オーハラ」

ガスターＤ錠２０ｍｇ ④

232 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ
「トーワ」

ガスターＤ錠２０ｍｇ ①　③　⑨　⑭　⑮　⑯　⑰

232 ファモチジン ２％１ｇ
ファモチジン散「オーハラ」
２％

ガスター散２％ ⑱

232 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン散２％「トーワ」 ガスター散２％ ⑫　⑮

232 ファモチジン １０％１ｇ
ファモチジン散１０％「オーハ
ラ」

ガスター散１０％ ⑤

232 ファモチジン １０％１ｇ
ファモチジン散１０％「サワ
イ」

ガスター散１０％ ②　⑪　⑬

232 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠
ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ｢
サワイ｣

プロマックD錠７５
②　③　⑤　⑧　⑨　⑩　⑪　⑫　

⑬　⑯　⑱　⑲

232 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０「サワイ」 ザンタック錠１５０ ⑰

232 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠
ラニチジン錠１５０ｍｇ「タイ
ヨー」

ザンタック錠１５０ ⑦　⑧　⑯

232 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠
ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医
工」

ザンタック錠１５０ ③　⑤

232 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠
ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイ
ラン」

ザンタック錠１５０ ④

232 ラフチジン １０ｍｇ１錠
ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

プロテカジン錠１０、プロテカジンＯＤ錠１０ ⑧　⑪　⑬

232 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠
ラベプラゾールナトリウム錠
１０ｍｇ｢サンド｣

パリエット錠１０ｍｇ ⑨

232 ラベプラゾールナトリウム 1０ｍｇ１錠
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ
「トーワ」

パリエット錠１０ｍｇ ①　⑭　⑰

232 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠
ラベプラゾールナトリウム錠
１０ｍｇ｢日医工｣

パリエット錠１０ｍｇ ⑫　⑮　⑯

232 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ
「ファイザー」

パリエット錠１０ｍｇ ③　⑱

232 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ
「明治」

パリエット錠１０ｍｇ ②　⑤　⑦　⑧　⑩

232 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠
ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍ
ｇ「明治」

パリエット錠２０ｍｇ ⑧

232 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍ
ｇ「ケミファ」

タケプロンＯＤ錠１５ ②　④　⑲

232 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍ
ｇ「サワイ」

タケプロンＯＤ錠１５ ⑧　⑩　⑪　⑫

232 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍ
ｇ「トーワ」

タケプロンＯＤ錠１５
①　③　⑨　⑬　⑭　⑮　⑯　⑰　

⑱

232 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍ
ｇ「日医工」

タケプロンＯＤ錠１５ ⑤　⑥　⑦

232 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍ
ｇ「ケミファ」

タケプロンＯＤ錠３０ ②　④　⑲

232 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍ
ｇ「サワイ」

タケプロンＯＤ錠３０ ⑧　⑩　⑪

232 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍ
ｇ「トーワ」

タケプロンＯＤ錠３０ ①　③　⑨　⑬　⑯　⑱

232 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍ
ｇ「日医工」

タケプロンＯＤ錠３０ ⑤　⑥

232 レバミピド １００ｍｇ１錠
レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

ムコスタ錠１００ｍｇ ②　③　⑪

232 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＪＧ」 ムコスタ錠１００ｍｇ ⑩

232 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「NP」 ムコスタ錠１００ｍｇ ④

232 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「TYK」 ムコスタ錠１００ｍｇ ①

232 レバミピド １００ｍｇ１錠
レバミピド錠１００ｍｇ「あす
か」

ムコスタ錠１００ｍｇ ⑱

232 レバミピド １００ｍｇ１錠
レバミピド錠１００ｍｇ「オーツ
カ」

ムコスタ錠１００ｍｇ ⑥　⑧　⑫　⑬　⑯
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232 レバミピド １００ｍｇ１錠
レバミピド錠１００ｍｇ「サワ
イ」

ムコスタ錠１００ｍｇ ⑦

232 レバミピド １００ｍｇ１錠
レバミピド錠１００ｍｇ「タナ
ベ」

ムコスタ錠１００ｍｇ ⑲

232 レバミピド １００ｍｇ１錠
レバミピド錠１００ｍｇ「トー
ワ」

ムコスタ錠１００ｍｇ ⑮　⑰

232 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「明治」 ムコスタ錠１００ｍｇ ⑧

232 レバミピド １００ｍｇ１錠
レバミピドOD錠１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

ムコスタ錠１００ｍｇ ⑤

232 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 ７５ｍｇ１カプセル
ロキサチジン酢酸エステル
塩酸塩徐放カプセル７５ｍｇ
「サワイ」

アルタットカプセル７５・アルタットカプセル
７５ｍｇ

⑧　⑪

233 アルギン酸ナトリウム １０ｍＬ サンメール内用液５％ アルロイドＧ内用液５％ ⑬　⑱

233 サナクターゼ配合剤 １錠 エクセラーゼ配合錠 ‐ ③　⑤　⑥　⑧　⑨　⑬　⑭　⑲

233 サナクターゼ配合剤 １カプセル エクセラーゼ配合カプセル ‐ ⑫

233 ジアスターゼ、生薬配合剤 １ｇ ＮＩＭ配合散 ＫＭ散 ⑲

233 ビオヂアスターゼ１０００配合剤 １カプセル
ネオ・エフラーゼ配合カプセ
ル

‐ ⑦

234 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠
酸化マグネシウム錠２５０ｍ
ｇ「ケンエー」

‐ ⑭　⑰

234 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠
酸化マグネシウム錠２５０ｍ
ｇ「モチダ」

‐ ⑲

234 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグミット錠２５０ｍｇ ‐ ⑦　⑩　⑪　⑯　⑱

234 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠
酸化マグネシウム錠２５０ｍ
ｇ「ヨシダ」

‐ ①　③　⑤　⑦　⑪　⑬

234 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠
酸化マグネシウム錠３３０ｍ
ｇ「ケンエー」

‐ ⑭　⑰

234 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠
酸化マグネシウム錠３３０ｍ
ｇ「ヨシダ」

‐ ②　③　④　⑤　⑪　⑬

234 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグミット錠３３０ｍｇ ‐
⑥　⑦　⑧　⑨　⑩　⑪　⑫　⑮　

⑯　⑱

234 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグラックス錠３３０ｍｇ ‐ ⑧

234 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠
酸化マグネシウム錠５００ｍ
ｇ「ケンエー」

‐ ⑰

234 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグミット錠５００ｍｇ ‐ ⑥　⑪　⑫　⑱

234 酸化マグネシウム ８３％１ｇ マグミット細粒８３％ ‐ ⑱

235 酸化マグネシウム ８３％1ｇ
酸化マグネシウム細粒８３％
「ケンエー」

‐ ⑰

234 酸化マグネシウム ８３％１ｇ
酸化マグネシウム細粒８３％
「ヨシダ」

‐ ③　⑪　⑫　⑲

234
水酸化アルミニウムゲル、水酸化マ
グネシウム

１ｇ
マーロックス懸濁用配合顆
粒

‐ ④　⑧　⑩　⑬　⑮　⑱

234
水酸化アルミニウムゲル、水酸化マ
グネシウム

１０ｍL アクアスチン配合内用液 ‐ ⑦

234
水酸化アルミニウムゲル、水酸化マ
グネシウム

１０mL マグテクト配合内服液分包 ‐ ⑤　⑦　⑱

234
水酸化アルミニウムゲル、水酸化マ
グネシウム

１０ｍL マルファ配合内服液 ‐ ②　③　⑥　⑪　⑭　⑯　⑲

234 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 ‐ ⑫

235
ジオクチルソジウムスルホサクシ
ネート・カサンスラノール

１錠 ビーマス配合錠 - ⑩

235
ジオクチルソジウムスルホサクシ
ネート・カサンスラノール

１錠 ベンコール配合錠 ビーマス配合錠 ③

235 センナ・センナジツ １ｇ 1瓶 ピムロ顆粒 アローゼン顆粒 ⑱ 追加

235 センノシド １２ｍｇ１錠 センナリド錠１２ｍｇ プルゼニド錠１２ｍｇ ①

235 センノシド １２ｍｇ１錠 センノサイド錠１２ｍｇ プルゼニド錠１２ｍｇ ⑮　⑲

235 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 プルゼニド錠１２ｍｇ ⑩　⑰

235 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 プルゼニド錠１２ｍｇ ②　④　⑤　⑦　⑪　⑫

235 センノシド １２ｍｇ１錠
センノシド錠１２ｍｇ「セイ
コー」

プルゼニド錠１２ｍｇ ⑯　⑱

235 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 プルゼニド錠１２ｍｇ ③　⑥　⑧　⑬　⑨

235 センノシド １２ｍｇ1錠 センノシド錠１２ｍｇ「フソー」 プルゼニド錠１２ｍｇ ⑱

235 センノシド ８％１ｇ
センノサイド顆粒８％「ＥＭＥ
Ｃ」

⑥

235 ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠
ピコスルファートナトリウム
錠２．５ｍｇ「日医工」

ラキソベロン錠２．５ｍｇ ②　③　⑪　⑬　⑯　⑲

235 ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 シンラック錠２．５ ラキソベロン錠２．５ｍｇ ⑮

235 ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠
ピコスルファートナトリウム
錠「日医工」

ラキソベロン錠２．５ｍｇ ③　⑯　⑲

235 ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍL
ピコスルファートナトリウム
内用液０．７５％「JG」

ラキソベロン内用液０．７５％ ⑨

235 ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍL シンラック内用液０．７５％ ラキソベロン内用液０．７５％ ④

235 ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍL
チャルドール内用液０．７
５％

ラキソベロン内用液０．７５％ ⑦　⑭

２３３　健胃消化剤

２３４　制酸剤

２３５　下剤、浣腸剤
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235 ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍL
ピコスルファートナトリウム
内用液０．７５％「ＣＨＯＳ」

ラキソベロン内用液０．７５％ ①　⑤　⑥　⑧　⑪　⑲

235 ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍL
ピコスルファートナトリウム
内用液０．７５「ＪＧ」

ラキソベロン内用液０．７５％ ③　⑩　⑫

235 ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍL
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０．７５％ ②　⑦　⑬　⑯　⑱

236 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠
ウルソデオキシコール酸錠５
０ｍｇ「ＪＧ」

ウルソ錠５０ｍｇ ⑬　⑯

236 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠
ウルソデオキシコール酸錠５
０ｍｇ「テバ」

ウルソ錠５０ｍｇ ③　⑧

236 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠
ウルソデオキシコール酸錠１
００ｍｇ「トーワ」

ウルソ錠１００ｍｇ ①　②　⑥

236 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠
ウルソデオキシコール酸錠１
００ｍｇ「JG」

ウルソ錠１００ｍｇ ⑤　⑨　⑩　⑫　⑬

236 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠
ウルソデオキシコール酸錠１
００ｍｇ「サワイ」

ウルソ錠１００ｍｇ ④　⑯

236 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠
ウルソデオキシコール酸錠１
００ｍｇ「テバ」

ウルソ錠１００ｍｇ ③　⑧　⑪　⑮　⑱　⑲

239 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド錠５０ｍｇ「ＣＨ」 ガナトン錠５０ｍｇ ⑯ 追加

239 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ
「タナベ」

ガナトン錠５０ｍｇ ③

239 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１包
グラニセトロン内服ゼリー１
ｍｇ「ケミファ」

‐ ⑪　⑯

239 グラニセトロン塩酸塩 ２ｍｇ１包
グラニセトロン内服ゼリー２
ｍｇ「ケミファ」

‐ ④

239 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠
トリメブチンマレイン酸塩錠１
００ｍｇ「日医工」

セレキノン錠１００ｍｇ ③　⑧　⑪　⑭　⑯　⑰

239 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠
トリメブチンマレイン酸塩錠１
００ｍｇ「トーワ」

セレキノン錠１００ｍｇ ⑫

239 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ナウゼリン錠５ ⑫ 追加

239 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「サワイ」 ナウゼリン錠５ ⑪ 追加

239 ドンペリドン １０ｍｇ１錠
ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

ナウゼリン錠１０ ②　③　⑥　⑬　⑲

239 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ナウゼリン錠１０ ⑫　⑯

239 ドンペリドン １０ｍｇ１錠
ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワ
イ」

ナウゼリン錠１０ ⑤　⑧　⑩

239 ドンペリドン １０ｍｇ１錠
ドンペリドン錠１０ｍｇ「タイ
ヨー」

ナウゼリン錠１０ ④

239 ドンペリドン １０ｍｇ１錠
ドンペリドン錠１０ｍｇ「トー
ワ」

ナウゼリン錠１０ ⑨ 追加

239 ドンペリドン １０ｍｇ１錠
ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医
工」

ナウゼリン錠１０ ⑱ 追加

239 ドンペリドン １％１ｇ
ドンペリドンＤＳ小児用１％
「サワイ」

ナウゼリンドライシロップ１％ ⑧　⑬

239 ドンペリドン １％１ｇ
ドンペリドンドライシロップ小
児用１％「日医工」

ナウゼリンドライシロップ１％ ⑯

239 ポリカルボフィルカルシウム ８３．３％１ｇ
ポリカルボフィルＣａ細粒８
３．３％「日医工

コロネル細粒８３．３％、ポリフル細粒８
３．３％

②　③　⑪　⑬

239 メサラジン ２５０ｍｇ１錠
メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫ
Ｐ」

ペンタサ錠２５０ｍｇ ⑪　⑬

239 メサラジン ２５０ｍｇ１錠
メサラジン錠２５０ｍｇ「ケミ
ファ」

ペンタサ錠２５０ｍｇ ⑧

239 メサラジン ２５０ｍｇ１錠
メサラジン錠２５０ｍｇ「サワ
イ」

ペンタサ錠２５０ｍｇ ⑯

239 メサラジン ２５０ｍｇ１錠
メサラジン錠２５０ｍｇ「トー
ワ」

ペンタサ錠２５０ｍｇ ①　⑨ 追加

239 メサラジン ２５０ｍｇ１錠
メサラジン錠２５０ｍｇ「日医
工」

ペンタサ錠２５０ｍｇ ⑮

239 メサラジン ４００ｍｇ１錠
メサラジン腸溶錠４００ｍｇ
「サワイ」

アサコール錠４００ｍｇ ⑫

239 メサラジン ４００ｍｇ１錠
メサラジン腸溶錠４００ｍｇ
「ファイザー」

アサコール錠４００ｍｇ ② 追加

239 メサラジン ４００ｍｇ１錠
メサラジン腸溶錠４００ｍｇ
「日医工」

アサコール錠４００ｍｇ ⑮

239 メサラジン ４００ｍｇ１錠
メサラジン腸溶錠４００ｍｇ
「トーワ」

アサコール錠４００ｍｇ ③ 追加

239 メサラジン ５００ｍｇ１錠
メサラジン錠５００ｍｇ「ＡＫ
Ｐ」

ペンタサ錠５００ｍｇ ⑪　⑬

239 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「Ｆ」 ペンタサ錠５００ｍｇ ⑭　⑰

239 メサラジン ５００ｍｇ１錠
メサラジン錠５００ｍｇ「ケミ
ファ」

ペンタサ錠５００ｍｇ ①

239 メサラジン ５００ｍｇ１錠
メサラジン錠５００ｍｇ「サワ
イ」

ペンタサ錠５００ｍｇ ⑫

239 メサラジン ２５０ｍｇ１錠
メサラジン錠５００ｍｇ「トー
ワ」

ペンタサ錠５００ｍｇ ③

239 メサラジン ５００ｍｇ１錠
メサラジン錠５００ｍｇ「日医
工」

ペンタサ錠５００ｍｇ ⑮　⑱

239 メサラジン ５０％１ｇ
メサラジン顆粒５０％　「ＡＫ
Ｐ］

‐ ⑭

239 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 エリーテン錠５ｍｇ プリンペラン錠５ ⑦　⑩　⑯

239 メトクロプラミド ５ｍｇ1錠
メトクロプラミド錠５ｍｇ「タカ
タ」

プリンペラン錠５ ⑫ 追加

239 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠
メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツル
ハラ」

プリンペラン錠５ ⑧

239 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠
メトクロプラミド錠５ｍｇ「テ
バ」

プリンペラン錠５ ②　⑨　⑪　⑲

239 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠
メトクロプラミド錠５ｍｇ　　　　
「トーワ」

プリンペラン錠５ ⑭　⑰ 追加

239 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＤＳＥＰ」

ガスモチン錠２．５ｍｇ ⑬

２３６　利胆剤

２３９　その他の消化器官用薬
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239 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠
モサプリドクエン酸塩錠５ｍ
ｇ「ＥＥ」

ガスモチン錠５ｍｇ ③　⑧　⑱

239 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠
モサプリドクエン酸塩錠５ｍ
ｇ「ＤＳＥＰ」

ガスモチン錠５ｍｇ ⑥　⑬　⑯　⑲

239 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠
モサプリドクエン酸塩錠５ｍ
ｇ「NP」

ガスモチン錠５ｍｇ ⑦

239 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠
モサプリドクエン酸塩錠５ｍ
ｇ「サワイ」

ガスモチン錠５ｍｇ ①　④

239 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠
モサプリドクエン酸塩錠５ｍ
ｇ「トーワ｣

ガスモチン錠５ｍｇ ⑨　⑭　⑰

239 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠
モサプリドクエン酸塩錠５ｍ
ｇ「日医工｣

ガスモチン錠５ｍｇ ②　⑤

239 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠
モサプリドクエン酸塩錠５ｍ
ｇ「ファイザー｣

ガスモチン錠５ｍｇ ⑪　⑫　⑮

239 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠
モサプリドクエン酸塩錠５ｍ
ｇ「明治｣

ガスモチン錠５ｍｇ ⑩

239 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ
モサプリドクエン酸塩散１％｢
日医工｣

ガスモチン散１％ ⑤　⑬　⑱

239 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ
モサプリドクエン酸塩散１％｢
テバ｣

ガスモチン散１％ ⑥ 追加

245 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠
ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワ
イ」

リンデロン錠０．５ｍｇ ⑪　⑫　⑭

245
ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマ
レイン酸塩配合

１錠 ベタセレミン配合錠 セレスタミン配合錠 ⑭　⑰ 追加

247 アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠 エルモラン錠２５ パーセリン錠２５ｍｇ ⑧

247 クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠
クロルマジノン酢酸エステル
錠２５ｍｇ「KN」

プロスタール錠２５ ④

247 クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠
クロルマジノン酢酸エステル
錠２５ｍｇ「タイヨー」

プロスタール錠２５ ③　⑥　⑪

247 クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠
クロルマジノン酢酸エステル
錠２５ｍｇ「日医工」

プロスタール錠２５ ⑯

247 クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠 プロスタット錠２５ｍｇ プロスタール錠２５ ⑧

247
メドロキシプロゲステロン酢酸エステ
ル

２．５ｍｇ1錠
メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル錠２．５ｍｇ「トー
ワ」

プロベラ錠２．５ｍｇ ⑯ 追加

247
メドロキシプロゲステロン酢酸エステ
ル

５ｍｇ１錠 プロゲストン錠５ｍｇ ヒスロン錠５ ⑪

248
ノルエチステロン・エチニルエストラ
ジオール

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ ルナベル配合錠ＬＤ ⑦　⑩　⑪

248
ノルエチステロン・エチニルエストラ
ジオール

１錠
フリウェル配合錠ＬＤ 「持田
製薬」

ルナベル配合錠ＬＤ ⑲

249
インスリングラルギン（遺伝子組換
え）

３００単位３ｍL
インスリン グラルギンＢＳ注
キット「ＦＦＰ」

インスリン　グラルギンＢＳ注カート「リ
リー」／ インスリン　グラルギンＢＳ注ミリ
オペン「リリー」

⑧

249 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠
カリジノゲナーゼ錠２５単位
「アメル」

カルナクリン錠２５ ⑭　⑰

249 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠
カリジノゲナーゼ錠２５単位
「日医工」

カルナクリン錠２５ ②　⑧

249 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠
カリジノゲナーゼ錠２５単位
「日新」

カルナクリン錠２５ ⑫

249 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠
カリジノゲナーゼ錠２５単位
「ＮＰ」

カルナクリン錠２５ ⑬ 追加

249 カリジノゲナーゼ
２５単位１カプセ
ル

カリジノゲナーゼカプセル２
５単位「日医工」

カルナクリンカプセル２５ ⑪

249 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠
カリジノゲナーゼ錠５０単位
「サワイ」

カルナクリン錠５０ ⑯　⑲

249 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠
カリジノゲナーゼ錠５０単位
「日医工」

カルナクリン錠５０ ⑧

249 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠
カリジノゲナーゼ錠５０単位
「ＮＰ」

カルナクリン錠５０ ③ 追加

249 ジエノゲスト錠 １ｍｇ１錠
ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「モ
チダ」

ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ ⑬

249 ジエノゲスト錠 １ｍｇ１錠
ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ
「KN」

ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ ⑯ 追加

249 ジエノゲスト錠 １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「Ｆ」 ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ ⑰

259
オオウメガサソウエキス、ハコヤナ
ギエキス配合剤

１錠 エルサメットＳ配合錠 エビプロスタット配合錠ＤＢ ③　⑦　⑧　⑪　⑯

259 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠
オキシブチニン塩酸塩錠
2mg「日医工」

ポラキス錠２ ⑪　⑯

259 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩OD錠
０．１ｍｇ｢サワイ｣

ハルナールＤ錠０．１ｍｇ ③

259 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
０．１ｍｇ「明治」

ハルナールＤ錠０．１ｍｇ ⑪　⑬

259 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
０．１ｍｇ「KN」

ハルナールＤ錠０．１ｍｇ ⑥ 追加

259 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 リストリームＯＤ錠０．１ｍｇ ハルナールＤ錠０．１ｍｇ ⑧

259 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩OD錠
０．２ｍｇ｢サワイ｣

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ②　③

259 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩OD錠
０．２ｍｇ｢トーワ｣

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ④　⑮　⑰

259 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩OD錠
０．２ｍｇ｢日医工｣

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ⑯

259 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩OD錠
０．２ｍｇ「ファイザー」

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ⑨　⑫　⑱

259 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩OD錠
０．２ｍｇ「明治」

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ①　⑤　⑩　⑪　⑬　⑲

２４７　卵胞ホルモン剤及び黄体ホルモン剤

２４９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

２５９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

２４５　副腎ホルモン剤

２４８　混合ホルモン剤（卵胞ホルモン黄体ホルモン混合製剤）
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259 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 リストリームOD錠０．２ｍｇ ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ⑧

259 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠
チクロピジン塩酸塩錠１００
ｍｇ「サワイ」

パナルジン錠１００ｍｇ ⑦

259 ナフトピジル ２５mg1錠
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タ
ナベ」

フリバスＯＤ錠２５ｍｇ ⑥

259 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

フリバスＯＤ錠２５ｍｇ ⑤ 追加

259 ナフトピジル ２５mg1錠
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

フリバスＯＤ錠２５ｍｇ ②　③　⑪　⑬

259 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ
「日医工」

フリバスＯＤ錠２５ｍｇ ⑨　⑫

259 ナフトピジル ５０ｍｇ1錠
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ
「JG」

フリバスＯＤ錠５０ｍｇ ⑯

259 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

フリバスＯＤ錠５０mg ⑬ 追加

259 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

フリバスＯＤ錠７５mg ⑬ 追加

259 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠
フラボキサート塩酸塩錠２０
０ｍｇ「トーワ」

ブラダロン錠２００ｍｇ ⑥ 追加

259 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ウロステート２００ｍｇ ブラダロン錠２００ｍｇ ⑧

259 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠
フラボキサート塩酸塩錠２０
０ｍｇ「サワイ」

ブラダロン錠２００ｍｇ ⑯ 追加

259 フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠
フラボキサート塩酸塩錠２０
０ｍｇ「ＹＤ」

ブラダロン錠２００ｍｇ ③

259 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 バップベリン錠１０ｍｇ バップフォー錠１０ｍｇ ③

259 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠
プロピベリン塩酸塩錠１０ｍ
ｇ「タナベ」

バップフォー錠１０ｍｇ ①　⑥　⑧　⑪　⑯　⑲

259 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠
プロピベリン塩酸塩錠１０ｍ
ｇ「JG」

バップフォー錠１０ｍｇ ⑨

259 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ノーラガード錠１０ｍｇ バップフォー錠１０ｍｇ ⑮

259 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 リトドリン錠５ｍｇ「ＰＰ」 ウテメリン錠５ｍｇ ①　⑬

259 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠
リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「日
医工」

ウテメリン錠５ｍｇ ⑦　⑯　⑱

259 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ルテオニン錠５ｍｇ ウテメリン錠５ｍｇ ②

311 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 カルフィーナ錠０．２５μｇ ワンアルファ錠０．２５μｇ ①

311 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセ
ル０．２５μｇ「サワイ」

アルファロールカプセル０．２５μｇ ⑧　⑪　⑯

311 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセ
ル０．２５μｇ「ＥＥ」

アルファロールカプセル０．２５μｇ ⑬　⑱

311 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドール「テバ」
０．２５μg

アルファロールカプセル０．２５μｇ ③　⑫

311 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセ
ル0.25μg「トーワ」

アルファロールカプセル０．２５μｇ ⑨ 追加

311 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプ
セル

トヨファロールカプセル０．２
５

アルファロールカプセル０．２５μｇ ②

311 アルファカルシドール
０．２５μｇ1カプセ
ル

ワークミンカプセル０．２５ アルファロールカプセル０．２５μｇ ⑲

311 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 カルフィーナ錠０．５μｇ ワンアルファ錠０．５μｇ ①　⑤　⑧ 追加

311 アルファカルシドール
０．５μｇ１カプセ
ル

トヨファロールカプセル０．５ アルファロールカプセル０．５μｇ ②

311 アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル
アルファカルシドールカプセ
ル０．５μｇ「ＥＥ」

アルファロールカプセル０．５μｇ ⑬ 追加

311 アルファカルシドール １μｇ１錠 カルフィーナ錠１．０μｇ ワンアルファ錠１μｇ ⑪　⑲

311 アルファカルシドール １μｇ１カプセル
アルファカルシドールカプセ
ル１μｇ「ＥＥ」

アルファロールｶﾌﾟｾﾙ１μｇ ⑬ 追加

311 カルシトリオール
０．２５μｇ１カプ
セル

カルシトリオールカプセル
０．２５μｇ「テバ」

ロカルトロールカプセル０．２５ ⑧

311 カルシトリオール
０．２５μｇ１カプ
セル

カルシトリオールカプセル
０．２５μｇ「ＢＭＤ」

ロカルトロールカプセル０．２５ ⑫

311 カルシトリオール
０．２５μｇ１カプ
セル

ヒポテリオールカプセル０．２
５

ロカルトロールカプセル０．２５ ⑪

311 カルシトリオール
０．５μｇ１カプセ
ル

カルシトリオールカプセル
０．５μｇ「テバ」

ロカルトロールカプセル０．５ ⑧

312 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 ビタファントＦ錠２５ ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 ⑧　⑪

312 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠
フルスルチアミン錠２５ｍｇ
「トーワ」

２５mgアリナミンＦ糖衣錠 ⑬ 追加

313 コバマミド ０．２５ｍｇ１錠
コバマミド錠２５０μｇ「ツル
ハラ」

コバマイド錠２５０μｇ ⑦

313 パンテチン １００ｍｇ１錠 パンテチン錠シオエ１００ ‐ ⑪

313 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン散２０％「テバ」 ‐ ⑪

313 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒２０％「ＫＮ」 ‐ ⑥

313 ピリドキサール １０ｍｇ１錠
ピリドキサール錠１０ｍｇ「イ
セイ」

ピドキサール錠１０ｍｇ ⑱

313 ピリドキサール ３０ｍｇ１錠
ピリドキサール錠３０ｍｇ「イ
セイ」

ピドキサール錠３０ｍｇ ⑤

313 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メチコバール錠２５０μｇ ‐ ②　⑬

313 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠
メコバラミン錠５００「ツルハ
ラ」

‐ ⑱

313 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００「トーワ」 ‐ ①　④　⑥　⑮

３１１　ビタミンＡ及びＤ剤

３１２　ビタミンＢ1剤

３１３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く）
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薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

313 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチクール錠５００μｇ ‐ ②

313 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバール錠５００μｇ ‐
②　③　⑤　⑦　⑧　⑩　⑪　⑫　

⑬　⑭　⑮　⑯　⑰

313 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバイド錠５００μｇ ‐ ⑲

313 メコバラミン ０．１％５００ｇ１包 メチコバール細粒０．１％ ‐ ①　⑪　⑬

313 フラビンアデニンジヌクレオチド 10mg1錠 ワカデニン腸溶錠10mg フラビタン錠10mg ⑨

313 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠
リボフラビン酪酸エステル錠
２０ｍｇ「ツルハラ」

ハイボン錠２０ｍｇ ⑯ 追加

315 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠
トコフェロール酢酸エステル
錠５０ｍｇ｢ファイザー｣

ユベラ錠５０ｍｇ ⑪　⑬

315 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 ビタミンE錠５０ｍｇ｢NP｣ ユベラ錠５０ｍｇ ⑭　⑯　⑰

315 トコフェロールニコチン酸エステル １００ｍｇ１錠
トコフェロールニコチン酸エ
ステルカプセル１００ｍｇ
「トーワ」

ユベラＮカプセル１００ｍｇ ⑱ 追加

316 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル
メナテトレノンカプセル１５ｍ
ｇ「科研」

グラケーカプセル１５ｍｇ ②

316 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル
メナテトレノンカプセル１５ｍ
ｇ「日医工」

グラケーカプセル１５ｍｇ ⑪　⑯

316 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル
メナテトレノンカプセル１５ｍ
ｇ「トーワ」

グラケーカプセル１５ｍｇ ⑭　⑰ 追加

316 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル
メナテトレノンカプセル１５ｍ
ｇ「ＣＨ」

グラケーカプセル１５ｍｇ ⑫

316 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル
メナテトレノンカプセル１５ｍ
ｇ「KTB」

グラケーカプセル１５ｍｇ ⑲

316 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル
メナテトレノンカプセル１５ｍ
ｇ「ＴＹＫ」

グラケーカプセル１５ｍｇ ③ 追加

316 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル
メナテトレノンカプセル１５ｍ
ｇ「Ｆ」

グラケーｶﾌﾟｾﾙ１５mg ⑬ 追加

317
アスコルビン酸、パントテン酸カルシ
ウム

１ｇ シーピー配合顆粒 シナール配合顆粒 ⑪　⑮

317
アスコルビン酸、パントテン酸カルシ
ウム

１ｇ デラキシー配合顆粒 シナール配合顆粒 ⑱ 追加

317 ベンフォチアミンＢ６・Ｂ１２配合剤 １カプセル
シグマビタン配合カプセル
B25

ビタメジン配合カプセルＢ２５ ⑧　⑨　⑭　⑮　⑰

317 ベンフォチアミンＢ６・Ｂ１２配合剤 1カプセル
シグマビタン配合カプセル
B25

ビタメジン配合カプセルＢ２５ ⑨

317 ベンフォチアミンＢ６・Ｂ１２配合剤 １カプセル
ダイメジンスリービー配合カ
プセル２５

ビタメジン配合カプセルＢ２５ ⑪　⑬　⑱

317 ベンフォチアミンＢ６・Ｂ１２配合剤 １カプセル
ダイメジンスリービー配合カ
プセル２５「日医工」

ビタメジン配合カプセルＢ２５ ⑲

317
ベンフォチアミン、ピリドキシン塩酸
塩、シアノコバラミン

２５ｍｇ１錠
ダイメジンスリービー配合カ
プセル２５

ビタメジン配合カプセルＢ２５ ⑫

321 L-アスパラギン酸カルシウム水和物 １錠 エルスプリーＣＡ錠２００ｍｇ アスパラーＣＡ錠２００ ⑱

321 L-アスパラギン酸カルシウム水和物 １錠
Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２０
０ｍｇ「サワイ」

アスパラーＣＡ錠２００ ⑪　⑫　⑮　⑯

321 L-アスパラギン酸カルシウム水和物 １錠
Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２０
０ｍｇ「トーワ」

アスパラーＣＡ錠２００ ⑭　⑰ 追加

322 Ｌ－アスパラギン酸カリウム ３００ｍｇ１錠 アスケート錠３００ｍｇ アスパラカリウム錠３００ｍｇ ⑪　⑲

322 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 ケーサプライ錠６００ｍｇ スローケー錠６００ｍｇ
②　③　④　⑥　⑧　⑪　⑫　⑬　

⑯　⑲

322 クエン酸第一鉄ナトリウム ５０ｍｇ１錠
クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ
「ＪＧ」

フェロミア錠５０ｍｇ ③　⑦　⑯

322 クエン酸第一鉄ナトリウム ５０ｍｇ１錠
クエン酸第一鉄Na錠５０ｍｇ
「サワイ」

フェロミア錠５０ｍｇ
①　②　⑤　⑧　⑨　⑩　⑪　⑫　

⑬　⑭　⑰　⑱　⑲

322 クエン酸第一鉄ナトリウム ５０ｍｇ1錠
フェロステック錠５０ｍｇ「テ
バ」

フェロミア錠５０ｍｇ ⑲

322 クエン酸第一鉄ナトリウム １ｇ
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８．３％ ③　⑬　⑱

322 溶性ピロリン酸第二鉄 １ｍL インクレミンシロップ５％ ‐
①　②　③　④　⑤　⑦　⑨　⑩　
⑪　⑫　⑬　⑭　⑮　⑯　⑰　⑱　

⑲

322 ヨウ化カリウム ５０ｍｇ
ヨウ化カリウム丸50mg「日医
工」

⑯

325 イソロイシン、ロイシン、バリン ４．５ｇ１包 ヘパアクト配合顆粒 リーバクト顆粒 ⑯

325 イソロイシン、ロイシン、バリン ４．７４ｇ１包 アミノバクト配合顆粒 リーバクト顆粒 ③　⑥　⑪

325 イソロイシン、ロイシン、バリン ４．７４ｇ１包 リックル配合顆粒 リーバクト顆粒 ⑤　⑫　⑱

325 イソロイシン、ロイシン、バリン ４．７４ｇ１包 リバレバン配合顆粒 リーバクト顆粒 ①

322
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ
ム水和物

１０ｍｇ１錠
カルバゾクロムスルホン酸
ナトリウム錠１０ｍｇ「日医
工」

アドナ錠１０ｍｇ ④　⑧

332
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ
ム水和物

３０ｍｇ１錠
カルバゾクロムスルホン酸
Na錠３０ｍｇ「YD」

アドナ錠３０ｍｇ ⑫　⑯

332
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ
ム水和物

３０ｍｇ１錠
カルバゾクロムスルホン酸
ナトリウム錠３０ｍｇ「日医
工」

アドナ錠３０ｍｇ ⑧　⑪　⑭　⑰　⑲

３１６　ビタミンＫ剤

３１７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

３２２　無機質製剤

３２５　たん白アミノ酸製剤

３３２　止血剤

３２１　カルシウム剤

３１５　ビタミンＥ剤
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332
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ
ム水和物

３０ｍｇ１錠 オダノン錠３０ｍｇ アドナ錠３０ｍｇ ⑨

332
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ
ム水和物

３０ｍｇ１錠
カルバゾクロムスルホン酸Ｎ
ａ錠３０ｍｇ「トーワ」

アドナ錠３０ｍｇ ⑥　⑨ 追加

332
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ
ム水和物

１０％１ｇ
カルバゾクロムスルホン酸
ナトリウム散１０％「日医工」

アドナ散１０％ ⑪

332 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠
トラネキサム酸錠２５０ｍｇ
「トーワ」

トランサミン錠２５０ｍｇ ①　⑧

332 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠
トラネキサム酸錠２５０ｍｇ
「ＹＤ」

トランサミン錠２５０ｍｇ ③　⑫　⑭　⑯　⑰　⑲

332 トラネキサム酸
２５０ｍｇ１カプセ
ル

リカバリンカプセル２５０ｍｇ トランサミンカプセル２５０ｍｇ ⑥

332 トラネキサム酸
２５０ｍｇ１カプセ
ル

トラネキサム酸カプセル２５
０ｍｇ「トーワ」

トランサミンカプセル２５０ｍｇ ④　⑩　⑪ 追加

332 トラネキサム酸 ５０ｍｇ１ｍＬ
トラネキサム酸シロップ５％
「テバ」

トランサミンシロップ５％ ⑯

332 トロンビン
５．０００単位０．５
ｇ１包

経口用トロンビン細粒０．５
万単位「サワイ」

経口用トロンビン細粒５千単位 ⑯

332 トロンビン
１００００単位１ｇ１
包

経口用トロンビン細粒１万単
位「サワイ」

経口用トロンビン細粒１万単位 ⑧

333 ワルファリン ０．２％１ｇ
ワルファリンＫ細粒０．２％
「ＮＳ」

ワーファリン細粒０．２％ ⑱

333 ワルファリン ０．５ｍｇ１錠
ワルファリンＫ錠０．５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ワーファリン錠０．５ｍｇ ②

339 アスピリン １００ｍｇ１錠 バイアスピリン錠１００ｍｇ ‐
①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　
⑩　⑪　⑫　⑬　⑮　⑯　⑰　⑱　

⑲

339 アスピリン １００ｍｇ１錠
アスピリン腸溶錠１００ｍｇ｢
日医工｣

‐ ⑨

339 アスピリン １００ｍｇ１錠
アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

‐ ⑭

339 アスピリン、ダイアルミネート ８１ｍｇ１錠 バファリン配合錠Ａ８１ ‐ ⑤　⑥　⑧　⑬　⑱

339 イコサペント酸エチル
３００ｍｇ１カプセ
ル

イコサペント酸エチルカプセ
ル３００ｍｇ

エパデールカプセル３００ ①

339 イコサペント酸エチル
６００ｍｇ１カプセ
ル

イコサペント酸エチル粒状カ
プセル６００ｍ「日医工」

エパデールＳカプセル６００ ⑥

339 イコサペント酸エチル
９００ｍｇ１カプセ
ル

イコサペント酸エチル粒状カ
プセル９００ｍｇ「日医工」

エパデールＳカプセル９００ ⑤　⑥　⑧　⑫　⑮　⑯

339 イコサペント酸エチル
９００ｍｇ１カプセ
ル

イコサペント酸エチル粒状カ
プセル９００ｍｇ「サワイ」

エパデールＳカプセル９００ ③　⑪　⑱

339 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包
イコサペント酸エチル粒状カ
プセル９００ｍｇ「TC」

エパデールＳカプセル９００ ⑨

339 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠
クロピドグレル錠２５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

プラビックス錠２５ｍｇ ⑧

339 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠
クロピドグレル錠２５ｍｇ｢三
和」

プラビックス錠２５ｍｇ ⑲

339 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠
クロピドグレル錠２５ｍｇ「明
治」

プラビックス錠２５ｍｇ ⑩

339 クロピドグレル硫酸塩 ２５mg１錠
クロピドグレル錠２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ］

プラビックス錠２５mg ⑭　⑰

339 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠
クロピドグレル錠２５ｍｇ｢ＳＡ
ＮＩＫ」

プラビックス錠２５ｍｇ ①　②　⑬　⑱

339 クロピドグレル硫酸塩 25mg１錠
クロピドグレル錠２５ｍｇ
「トーワ］

プラビックス錠２５ｍｇ ⑥ 追加

339 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠
クロピドグレル錠７５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

プラビックス錠７５ｍｇ ⑧

339 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡ
ＮＩＫ」

プラビックス錠７５ｍｇ ②　③　⑤　⑪　⑫　⑬　⑱

339 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケ
ミファ」

プラビックス錠７５ｍｇ ⑯

339 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠
クロピドグレル錠７５ｍｇ｢三
和｣

プラビックス錠７５ｍｇ ⑨　⑲

339 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠
クロピドグレル錠７５ｍｇ「明
治」

プラビックス錠７５ｍｇ ⑩

339 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠
クロピドグレル錠７５ｍｇ｢Ｊ
Ｇ」

プラビックス錠７５ｍｇ ⑰

339 クロピドグレル硫酸塩 ７５mg１錠
クロピドグレル錠７５ｍｇ
「トーワ」

プラビックス錠７５mg ⑥ 追加

339 クロピドグレル硫酸塩 ７５mg１錠
クロピドグレル錠７５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

プラビックス錠７５mg ⑭　⑰

339 クロピドグレル硫酸塩 ７５mg１錠
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ニ
プロ」

プラビックス錠７５mg ④ 追加

339 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
サルポグレラート塩酸塩錠５
０ｍｇ「ＭＥＥＫ」

アンプラーグ錠５０mg ⑬ 追加

339 サルポグレラート塩酸塩 １００mg１錠
サルポグレラート塩酸塩錠１
００ｍｇ「Ｆ」

アンプラーグ錠１００ｍｇ ⑭　⑰

339 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠
サルポグレラート塩酸塩錠１
００ｍｇ「JG」

アンプラーグ錠１００ｍｇ ⑥

339 サルポグレラート塩酸塩 １００mg１錠
サルポグレラート塩酸塩錠１
００ｍｇ「ＭＥＥＫ」

アンプラーグ錠１００ｍｇ ⑧　⑬

339 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠
サルポグレラート塩酸塩錠１
００ｍｇ「ケミファ」

アンプラーグ錠１００ｍｇ ②

339 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠
サルポグレラート塩酸塩錠１
００ｍｇ「サンド」

アンプラーグ錠１００ｍｇ ⑲

339 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠
サルポグレラート塩酸塩錠１
００ｍｇ「トーワ」

アンプラーグ錠１００ｍｇ ⑨

339 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠
サルポグレラート塩酸塩錠１
００ｍｇ「ファイザー」

アンプラーグ錠１００ｍｇ ③　⑪

339 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠
サルポグレラート塩酸塩錠１
００ｍｇ「日医工」

アンプラーグ錠１００ｍｇ ⑤　⑯

339 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠
サルポグレラート塩酸塩錠１
００ｍｇ「ＮＰ」

アンプラーグ錠１００ｍｇ ⑫

339 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠
シロスタゾール錠５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

プレタール錠５０ｍｇ ⑥

３３３　血液凝固阻止剤

３３９　その他の血液・体液用薬
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339 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠
シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケ
ミファ」

プレタール錠５０ｍｇ ⑦

339 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠
シロスタゾール錠５０ｍｇ「日
医工」

プレタール錠５０ｍｇ ④

339 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 プレトモール錠５０ プレタール錠５０ｍｇ ⑲

339 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠
シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ
「サワイ」

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ ②　③　⑤　⑧　⑪　⑫

339 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠
シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ
「タカタ」

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ ⑩

339 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠
シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ
「トーワ」

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ ⑨　⑮

339 シロスタゾール １００ｍｇ１錠
シロスタゾール錠１００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

プレタール錠１００ｍｇ ⑥

339 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 ホルダゾール錠１００ プレタール錠１００ｍｇ ⑯

339 シロスタゾール １００ｍｇ１錠
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍ
ｇ「サワイ」

プレタールＯＤ錠１００ｍｇ ①　③　⑧　⑱

339 シロスタゾール １００ｍｇ１錠
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍ
ｇ「タカタ」

プレタールＯＤ錠１００ｍｇ ⑩　⑲

339 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠
チクロピジン塩酸塩錠１００
ｍｇ「サワイ」

パナルジン錠１００ｍｇ ③

339 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠
チクロピジン塩酸塩錠１００
ｍｇ「タイヨー」

パナルジン錠１００ｍｇ ⑦

339 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠
チクロピジン塩酸塩錠１００
ｍｇ「トーワ」

パナルジン錠１００ｍｇ ⑥

339 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ニチステート錠１００ｍｇ パナルジン錠１００ｍｇ ⑧

339 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 パナピジン錠１００ｍｇ パナルジン錠１００ｍｇ ③　⑲

339 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠
ベラプロストＮａ錠２０μｇ
「ファイザー」

ドルナー錠２０μｇ、プロサイリン錠２０ ⑬

339 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 プロルナー錠２０μｇ ドルナー錠２０μｇ、プロサイリン錠２０ ②　⑧

339 ペラプロストナトリウム ２０μｇ１錠
ペラプロストＮａ錠２０μｇ「サ
ワイ」

ドルナー錠２０μｇ、プロサイリン錠２０ ⑤　⑪　⑫　⑭　⑯　⑰

339 ペラプロストナトリウム ２０μｇ１錠
ペラプロストＮａ錠２０μｇ
「ファイザー」

ドルナー錠２０μｇ、プロサイリン錠２０ ⑱

339 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「Ｙ
Ｄ」

ドルナー錠２０μｇ、プロサイリン錠２０ ⑲

339 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠
ベラプロストＮａ錠２０μｇ
「トーワ」

ドルナー錠２０μｇ、プロサイリン錠２０ ③

339 リマプロストアルファデクス ５μｇ１錠
リマプロストアルファデクス
錠５μｇ「Ｆ］

オパルモン錠５μｇ、プロレナール錠５μｇ ⑲

339 リマプロストアルファデクス ５μｇ１錠
リマプロストアルファデクス
錠５μg「ＳＮ」

オパルモン錠５μｇ、プロレナール錠５μｇ ⑧　⑬

339 リマプロストアルファデクス ５μｇ１錠
リマプロストアルファデクス
錠５μｇ「サワイ」

オパルモン錠５μｇ、プロレナール錠５μｇ ②　③　⑥　⑨　⑭　⑯　⑰

339 リマプロストアルファデクス ５μｇ１錠
リマプロストアルファデクス
錠５μg｢日医工｣

オパルモン錠５μｇ、プロレナール錠５μｇ ⑤　⑦　⑪　⑫　⑮　⑱

392 球形吸着炭 １ｇ
球形吸着炭細粒分包２ｇ「日
医工」

クレメジン細粒分包２ｇ ③　⑤　⑧　⑨　⑮　⑯　⑱

392 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒「マイラン」 クレメジン細粒分包２ｇ ②　⑥　⑪　⑫

392 球形吸着炭
２００ｍｇ１カプセ
ル

球形吸着炭カプセル２００ｍ
ｇ「マイラン」

クレメジンカプセル２００ｍｇ ⑧　⑫　⑲

392 ホリナートカルシウム錠 ２５ｍｇ１錠
ホリナート錠２５ｍｇ「タイホ
ウ」

ユーゼル錠２５ｍｇ ⑬　⑯

394 アロプリノール ５０ｍｇ１錠
アロプリノール錠５０ｍｇ「サ
ワイ」

ザイロリック錠５０ ③　⑨

394 アロプリノール ５０ｍｇ１錠
アロプリノール錠５０ｍｇ「日
医工」

ザイロリック錠５０ ⑯

394 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロシトール錠１００ｍｇ ザイロリック錠１００ ①　⑪

394 アロプリノール １００ｍｇ１錠
アロプリノール錠１００ｍｇ「タ
カタ」

ザイロリック錠１００ ⑱

394 アロプリノール １００ｍｇ１錠
アロプリノール錠１００ｍｇ
「杏林」

ザイロリック錠１００ ⑥

394 アロプリノール １００ｍｇ１錠
アロプリノール錠１００ｍｇ
「サワイ」

ザイロリック錠１００ ②　③　⑦　⑫　⑬　⑮　⑯　⑲

394 アロプリノール １００ｍｇ１錠
アロプリノール錠１００ｍｇ「タ
ナベ」

ザイロリック錠１００ ④　⑤　⑧　⑪　⑰

394 アロプリノール １００ｍｇ１錠 サロベール錠１００ｍｇ ザイロリック錠１００ ②　⑧

394 アロプリノール １００ｍｇ１錠
アロプリノール錠１００ｍｇ
「日医工」

ザイロリック錠１００ ⑩

394
クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウ
ム水和物

1ｇ ウロアシス配合散 ウラリット‐Ｕ配合散 ⑯

394
クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウ
ム水和物

１ｇ ピナロック配合散 ウラリット‐Ｕ配合散 ⑧

394
クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウ
ム水和物

１ｇ クエンメット配合散 ウラリット‐Ｕ配合散 ⑪ 追加

394
クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウ
ム水和物

1錠 ピナロック配合錠 ウラリット配合錠 ⑧

394 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリム ポトレンド配合錠 ウラリット配合錠 ⑭

394 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠
ベンズブロマロン錠５０ｍｇ
「日医工」

ユリノーム錠５０ｍｇ ⑦　⑧　⑪　⑯

394 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠
ベンズブロマロン錠２５ｍｇ
「トーワ」

ユリノーム錠２５ｍｇ ③

394 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠
ベンズブロマロン錠５０ｍｇ
「トーワ」

ユリノーム錠５０ｍｇ ③

３９２　解毒剤

３９４　痛風治療剤
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薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

395 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍL ノイチームシロップ０．５％ レフトーゼシロップ０．５％ ⑱

396 アカルボース ５０ｍｇ１錠
アカルボース錠５０ｍｇ「日医
工」

グルコバイ錠５０ｍｇ ⑫

396 アカルボース ５０ｍｇ１錠
アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ
「ファイザー」

グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ ③　⑧　⑪　⑬

396 アカルボース １００ｍｇ１錠
アカルボース錠１００ｍｇ「タ
イヨー」

グルコバイ錠１００ｍｇ ②

396 アカルボース １００ｍｇ１錠
アカルボース錠１００ｍｇ
「ファイザー」

グルコバイ錠１００ｍｇ ⑯

396 アカルボース １００ｍｇ１錠
アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ
「ファイザー」

グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ ③　⑧　⑬

396 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＫＮ」 グリミクロン錠４０ｍｇ ⑪

396 グリクラジド ４０ｍｇ１錠
グリクラジド錠４０ｍｇ「トー
ワ」

グリミクロン錠４０ｍｇ ⑥

396 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠
グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ
「日医工」

オイグルコン錠１．２５ｍｇ、ダオニール錠
１．２５ｍｇ

⑯

396 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 パミルコン錠１．２５ｍｇ
オイグルコン錠１．２５ｍｇ、ダオニール錠
１．２５ｍｇ

⑪

396 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠
グリベンクラミド錠２．５ｍｇ
「トーワ」

オイグルコン錠２．５ｍｇ、ダオニール錠
２．５ｍｇ

⑥

396 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「NP」 アマリール０．５ｍｇ錠 ⑦

396 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠
グリメピリド錠０．５ｍｇ「三
和」

アマリール０．５ｍｇ錠 ⑥

396 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠
グリメピリド錠０．５ｍｇ｢トー
ワ｣

アマリール０．５ｍｇ錠 ⑭　⑰　⑲

396 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠
グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

アマリールＯＤ錠０．５ｍｇ ②　③　⑧　⑩　⑬

396 グリメピリド １ｍｇ１錠
グリメピリド錠１ｍｇ「オーハ
ラ」

アマリール１ｍｇ錠 ⑮

396 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「三和」 アマリール１ｍｇ錠 ⑥

396 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ｢トーワ｣ アマリール１ｍｇ錠 ①　⑭　⑰

396 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」 アマリール１ｍｇ錠 ⑫　⑯

396 グリメピリド １ｍｇ１錠
グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

アマリールＯＤ錠１ｍｇ ②　③　⑦　⑧　⑩　⑪　⑬

396 グリメピリド １ｍｇ１錠
グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ケミ
ファ」

アマリールＯＤ錠１ｍｇ ⑱

396 グリメピリド １ｍｇ１錠
グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テ
バ」

アマリールＯＤ錠１ｍｇ ④

396 グリメピリド １ｍｇ１錠
グリメピリドOD錠1mg「トー
ワ」

アマリールＯＤ錠１ｍｇ ⑨

396 グリメピリド １ｍｇ１錠
グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医
工」

アマリールＯＤ錠１ｍｇ ⑲

396 グリメピリド ３ｍｇ１錠
グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

アマリール３ｍｇ錠 ⑦　⑧　⑬

396 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠
ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医
工」

ファスティック錠３０ｍｇ、スターシス錠３０
ｍｇ

⑧　⑨

396 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠
ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医
工」

ファスティック錠９０ｍｇ、スターシス錠９０
ｍｇ

⑧　⑯

396 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠
ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医
工」

ファスティック錠９０ｍｇ、スターシス錠９０
ｍｇ

⑧　⑲

396 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠
ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「日
医工」

アクトス錠１５ ⑯

396 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠
ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

アクトス錠１５ ⑫

396 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠
ピオグリタゾン錠１５ｍｇ
「トーワ」

アクトス錠１５ ⑨　⑭　⑰

396 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠
ピオグリタゾンOD錠１５ｍｇ
「ケミファ」

アクトスOD錠１５ ⑧　⑲

396 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠
ピオグリタゾンOD錠１５ｍｇ
「日医工」

アクトスOD錠１５ ③　⑩

396 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠
ピオグリタゾンOD錠１５ｍｇ
「MEEK」

アクトスOD錠１５ ⑪

396 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠
ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

アクトスOD錠１５ ⑬ 追加

396 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠
ピオグリタゾンOD錠３０ｍｇ
「ケミファ」

アクトスＯＤ錠３０ ⑧

396 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠
ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

アクトスＯＤ錠３０ ⑬ 追加

396 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「サワイ」

ベイスンＯＤ錠０．２ ⑧　⑪　⑬

396 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「MEEK」

ベイスンＯＤ錠０．２ ⑥　⑧

396 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「ケミファ」

ベイスンＯＤ錠０．２ ②

396 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「トーワ」

ベイスンＯＤ錠０．２ ⑮　⑰

396 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「日医工」

ベイスンＯＤ錠０．２ ⑯

396 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「タイヨー」

ベイスンＯＤ錠０．２ ⑦ 追加

396 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「サワイ」

ベイスンＯＤ錠０．３ ⑧　⑪　⑬　⑱

396 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「MEEK」

ベイスンＯＤ錠０．３ ⑥　⑧

396 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「ケミファ」

ベイスンＯＤ錠０．３ ⑲

396 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「トーワ」

ベイスンＯＤ錠０．３ ⑤　⑨　⑭　⑰

３９５　酵素製剤

３９６　糖尿病用剤
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薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 後発医薬品名 先発医薬品名 医療機関名 備考

396 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「タイヨー」

ベイスンＯＤ錠０．３ ⑦

396 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「タカタ」

ベイスンＯＤ錠０．３ ⑱

396 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「日医工」

ベイスンＯＤ錠０．３ ⑫

396 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ
「マイラン」

ベイスンＯＤ錠０．３ ⑦　⑩

396 ミグリトール ２５ｍｇ１錠
ミグリトール錠２５ｍｇ「トー
ワ」

セイブル錠２５ｍｇ ⑤　⑦ 追加

396 ミグリトール ２５ｍｇ１錠
ミグリトールＯＤ錠２５ｍｇ「サ
ワイ」

セイブルＯＤ錠２５mg ⑬ 追加

396 ミグリトール ５０ｍｇ１錠
ミグリトール錠５０ｍｇ「トー
ワ」

セイブル錠５０ｍｇ ⑤　⑦　⑯

396 ミグリトール ５０ｍｇ１錠
ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サ
ワイ」

セイブルＯＤ錠５０ｍｇ ②　③　⑥　⑬　⑲

396 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 ミグリトール錠75mg「トーワ」 セイブルＯＤ錠７５ｍｇ ⑦　⑮ 追加

396 ミグリトール ７５ｍｇ１錠
ミグリトールＯＤ錠７５ｍｇ「サ
ワイ」

セイブルＯＤ錠７５mg ⑬ 追加

396 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ
「フソー」

グルファストＯＤ錠５ｍｇ ⑬ 追加

396 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠5ｍｇ
「ＪＧ」

グルファストＯＤ錠５ｍｇ ⑯ 追加

396 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ･ＯＤ錠１０ｍ
ｇ「三和」

グルファストＯＤ錠１０ｍｇ ③　⑤

396 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍ
ｇ「フソー」

グルファストＯＤ錠１０ｍｇ ⑧　⑨　⑬

396 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍ
ｇ「ＪＧ」

グルファストＯＤ錠１０ｍｇ ⑫

396 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 メデット錠２５０ｍｇ － ⑱

396 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍ
ｇＭＴ｢ＤＳＥＰ｣

メトグルコ錠２５０ｍｇ ③　⑧　⑫　⑲

396 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍ
ｇＭＴ「ＪＧ」

メトグルコ錠２５０ｍｇ ⑯ 追加

396 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍ
ｇＭＴ「トーワ」

メトグルコ錠２５０ｍｇ ⑰

396 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍ
ｇＭＴ「ＴＥ」

メトグルコ錠２５０ｍｇ ⑱

396 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍ
ｇＭＴ｢ＤＳＥＰ｣

メトグルコ錠５００ｍｇ 　⑧　⑫　⑬

396 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍ
ｇＭＴ「三和」

メトグルコ錠５００ｍｇ ⑩

399 アザチオプリン ５０ｍｇ１錠 アザニン錠５０ｍｇ イムラン錠５０ｍｇ ⑰

399
アデノシン三リン酸二ナトリウム水
和物

２０ｍｇ１錠 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」
アデホスコーワ腸溶錠２０、ＡＴＰ腸溶錠２
０ｍｇ

⑧　⑮

399 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ５ｍｇ１錠
アレンドロン酸錠５ｍｇ「ファ
イザー｣

ボナロン錠５ｍｇ ③　⑤　⑪

399 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠
アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ア
メル」

ボナロン錠３５ｍｇ ⑯

399 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠
アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日
医工｣

フォサマック錠３５ｍｇ ⑥　⑫

399 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠
アレンドロン酸錠３５ｍｇ
「ファイザー」

フォサマック錠３５ｍｇ ③　⑤　⑬

399 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠
エパルレスタット錠５０ｍｇ
「F」

キネダック錠５０ｍｇ ⑭　⑰

399 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠
エパルレスタット錠５０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

キネダック錠５０ｍｇ ⑫

399 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠
エパルレスタット錠５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

キネダック錠５０ｍｇ ⑥　⑯　⑱

399 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠
エパルレスタット錠５０ｍｇ
「アメル」

キネダック錠５０ｍｇ ①　⑦

399 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠
エパルレスタット錠５０ｍｇ
「ケミファ」

キネダック錠５０ｍｇ ③

399 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠
エパルレスタット錠５０ｍｇ
「ファイザー」

キネダック錠５０ｍｇ ⑤　⑧　⑪　⑬

399 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 キャルマック錠５０ｍｇ キネダック錠５０ｍｇ ⑲

399 Ｌ－システイン ８０ｍｇ１錠 ハイチオール錠８０ ‐ ⑲

399 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠
カモスタットメシル酸塩錠１０
０ｍｇ「オーハラ」

フオイパン錠１００ｍｇ ⑬　⑲

399 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠
カモスタットメシル酸塩錠１０
０「トーワ」

フオイパン錠１００ｍｇ ⑥

399 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠
カモスタットメシル酸塩錠１０
０ｍｇ「日医工」

フオイパン錠１００ｍｇ
①　②　③　⑤　⑦　⑪　⑫　⑯　

⑱

399 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠
カモスタットメシル酸塩錠１０
０ｍｇ「サワイ」

フオイパン錠１００ｍｇ ⑧

399 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル
シクロスポリンカプセル１０ｍ
ｇ「ＢＭＤ」

ネオーラルカプセル１０ｍｇ ⑫

399 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル
シクロスポリンカプセル２５ｍ
ｇ「ＢＭＤ」

ネオーラルカプセル２５ｍｇ ③　⑫　⑭　⑰

399 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル
シクロスポリンカプセル２５ｍ
ｇ「マイラン」

ネオーラルカプセル２５ｍｇ ⑧

399 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル
シクロスポリンカプセル２５ｍ
ｇ「日医工」

ネオーラルカプセル２５ｍｇ ⑱

399 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル
シクロスポリンカプセル２５ｍ
ｇ「ＴＣ」

ネオーラルカプセル２５ｍｇ ⑩

399 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル
シクロスポリンカプセル５０ｍ
ｇ「ＢＭＤ」

ネオーラルカプセル５０ｍｇ ⑰

399 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル
シクロスポリンカプセル５０ｍ
ｇ「マイラン」

ネオーラルカプセル５０ｍｇ ⑧

399 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル
シクロスポリンカプセル５０ｍ
ｇ「日医工」

ネオーラルカプセル５０ｍｇ ⑱

３９９　他に分類されない代謝性医薬品
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399 シクロスポリン １７％１ｇ
シクロスポリン細粒１７％
「ファイザー」

‐ ⑥　⑪

399 シクロスポリン １７％１ｇ
シクロスポリン細粒１７％「マ
イラン」

‐ ③

399 タクロリムス水和物
０．５ｍｇ１カプセ
ル

タクロリムス錠０．５ｍｇ「トー
ワ」

プログラフカプセル０．５ｍｇ ⑧

399 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 プログラフカプセル１ｍｇ ③

399 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 プログラフカプセル１ｍｇ ⑧

399 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠
ミゾリビン錠２５ｍｇ「ファイ
ザー」

ブレディニン錠２５ ③

399 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠
ミゾリビン錠５０ｍｇ「ファイ
ザー」

ブレディニン錠５０ ⑪

399 メトトレキサート ２ｍｇ１錠
メトトレキサート錠２ｍｇ「タナ
ベ」

リウマトレックスカプセル２ｍｇ ②　⑦　⑬　⑲

399 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル
メトトレキサートカプセル２ｍ
ｇ「サワイ」

リウマトレックスカプセル２ｍｇ ①　③　⑤　⑨　⑪　⑫　⑯

399 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ
カロリールゼリー４０．４９
６％

‐ ⑧　⑬

399 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ
ラグノスゼリー分包４０．４９
６％

‐ ③

399 ラクツロース １６．０５ｇ１包
ラグノスゼリー分包１６．０５
ｇ

モニラック・シロップ６５％ ⑧　⑨　⑫

399 ラクツロース ６５％１ｍL ピアーレシロップ６５％ モニラック・シロップ６５％ ①　⑤　⑦　⑧　⑩　⑬　⑱

399 ラクツロース ６５％１ｍL リフォロースシロップ６５％ モニラック・シロップ６５％ ②　④　⑪　⑯　⑲

399 ラクツロース ９５％１ｇ ピアーレＤＳ９５％ モニラック・シロップ６５％ ⑦

399 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ
ラグノスゼリー分包１６．０５
ｇ

モニラック・シロップ６５％ ⑨　⑪　⑭

399 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
ラロキシフェン塩酸塩錠６０
ｍｇ「サワイ」

エビスタ錠６０ｍｇ ⑭　⑰

399 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
ラロキシフェン塩酸塩錠６０
ｍｇ「ＥＥ」

エビスタ錠６０ｍｇ ③　⑱ 追加

399 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
ラロキシフェン塩酸塩錠６０
ｍｇ「トーワ」

エビスタ錠６０ｍｇ ⑮ 追加

399 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ　1錠
リセドロン酸ナトリウム錠１
７．５ｍｇ「ファイザー」

ベネット錠１７．５ｍｇ、アクトネル錠１７．５
mg

⑲

399 リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ　1錠
リセドロン酸ナトリウム錠１
７．５ｍｇ「トーワ」

ベネット錠１７．５ｍｇ、アクトネル錠１７．５
mg

⑭　⑰

399 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠
レボカルニチン塩化物錠３０
０ｍｇ「ﾌｿｰ」

エルカルチン錠３００mg ⑲

421
エストラムスチンリン酸エステルナト
リウム水和物

１５６．７ｍｇ１カプ
セル

ビアセチルカプセル１５６．７
ｍｇ

エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ ①　⑧

421 テモゾロミド ２０ｍｇ１錠 テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 テモダール錠２０ｍｇ ⑪　⑬　⑱ 追加

421 テモゾロミド １００ｍｇ１錠
テモゾロミド錠１００ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

テモダール錠１００ｍｇ ⑪　⑬　⑱ 追加

422
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

２０ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エヌケーエスワン配合ＯＤ錠
Ｔ２０ｍｇ

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ ⑧　⑯

422
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

２０ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠
Ｔ２０

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０
①　③　⑤　⑦　⑨　⑩　⑪　⑫　

⑬

422
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

２５ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エヌケーエスワン配合ＯＤ錠
Ｔ２５

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ ⑧　⑯

422
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

２５ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠
Ｔ２５

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５
①　③　⑤　⑦　⑨　⑩　⑪　⑫　

⑬

429 アナストロゾール １ｍｇ１錠
アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

アリミデックス錠１ｍｇ ③　⑩　⑪　⑯　⑰

429 アナストロゾール １ｍｇ１錠
アナストロゾール錠１ｍｇ
「トーワ」

アリミデックス錠１ｍｇ ④

429 アナストロゾール １ｍｇ１錠
アナストロゾール錠１ｍｇ「明
治」

アリミデックス錠１ｍｇ ②

429 アナストロゾール １ｍｇ１錠
アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

アリミデックス錠１ｍｇ ①　⑬ 追加

429 イマチニブ １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 グリベック錠１００ｍｇ ⑯

429 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠
エキセメスタン錠２５ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

アロマシン錠２５ｍｇ ②　④　⑪　⑬　⑭　⑯

429 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠
エキセメスタン錠２５ｍｇ「テ
バ」

アロマシン錠２５ｍｇ ⑰

429 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠
タモキシフェン錠１０ｍｇ「マ
イラン」

ノルバデックス錠１０ｍｇ ①

429 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠
タモキシフェン錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

ノルバデックス錠１０ｍｇ ③

429 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠
タモキシフェン錠１０ｍｇ「明
治」

ノルバデックス錠１０mg ⑬ 追加

429 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タスオミン錠２０ｍｇ ノルバデックス錠２０ｍｇ ⑧

429 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠
タモキシフェン錠２０ｍｇ「サ
ワイ」

ノルバデックス錠２０ｍｇ ④　⑲

429 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠
タモキシフェン錠２０ｍｇ「日
医工」

ノルバデックス錠２０ｍｇ ⑦　⑯

429 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠
タモキシフェン錠２０ｍｇ「明
治」

ノルバデックス錠２０ｍｇ ⑪

429 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠
タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＭＹ
Ｌ」

ノルバデックス錠２０ｍｇ ②

429 トレミフェンクエン酸塩 ４０ｍｇ１錠
トレミフェン錠４０ｍｇ「サワ
イ」

フェアストン錠４０ ⑪

429 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 カソデックス錠８０ｍｇ ③　⑭　⑯　⑰

４２１　アルキル化剤

４２９　その他の腫瘍用薬

４２２　代謝拮抗剤
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429 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠
ビカルタミド錠８０ｍｇ「あす
か」

カソデックス錠８０ｍｇ ⑧　⑬

429 ビカルタミド ８０ｍｇ1錠
ビカルタミド錠８０ｍｇ「トー
ワ」

カソデックス錠８０ｍｇ ⑨

429 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠
ビカルタミド錠８０ｍｇ「サン
ド」

カソデックス錠８０ｍｇ ①　④

429 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠
ビカルタミド錠８０ｍｇ「ファイ
ザー」

カソデックス錠８０ｍｇ ⑲

429 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠
ビカルタミド錠８０ｍｇ「サワ
イ」

カソデックス錠８０ｍｇ ⑫

429 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「明治」 カソデックス錠８０ｍｇ ⑥

429 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠
ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ ②　⑪

429 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠
ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ニ
プロ」

カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ ⑩

429 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠
ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ ②

429 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５「ＫＮ」 オダイン錠１２５ｍｇ ④

429 フルタミド １２５ｍｇ１錠
フルタミド錠１２５ｍｇ「ファイ
ザー」

オダイン錠１２５ｍｇ ⑪　⑬　⑭　⑯　⑰

429 フルタミド １２５ｍｇ１錠
フルタミド錠１２５ｍｇ「マイラ
ン」

オダイン錠１２５ｍｇ ⑧

429
メドロキシプロゲステロン酢酸エステ
ル

２００ｍｇ１錠 プロゲストン錠２００ ヒスロンＨ錠２００ｍｇ ⑪

429 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠
レトロゾール錠２．５ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

フェマーラ錠２．５ｍｇ ⑩　⑯

429 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠
レトロゾール錠２．５ｍｇ「アメ
ル」

フェマーラ錠２．５ｍｇ ⑭

429 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠
レトロゾール錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

フェマーラ錠２．５ｍｇ ④　⑫

429 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠
レトロゾール錠２．５ｍｇ「明
治」

フェマーラ錠２．５ｍｇ ⑦

429 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠
レトロゾール錠２．５ｍｇ「サ
ンド」

フェマーラ錠２．５ｍｇ ⑬ 追加

441 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 ネオマレルミン錠２ｍｇ ポララミン錠２ｍｇ ⑫

441 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ６ｍｇ１錠 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ ‐ ①　④　⑨　⑲

441 シプロヘプタジン ０．４ｍｇ１ｍＬ
シプロヘプタジン塩酸塩シ
ロップ０．０４％「武田テバ」

ペリアクチンシロップ０．０４％ ⑯ 追加

442 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 グレリース錠３ｍｇ リドーラ錠３ｍｇ ⑧

442 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 ブシラミン錠５０ｍｇ「トーワ」 リマチル錠５０ｍｇ ⑱ 追加

442 ブシラミン １００ｍｇ１錠
ブシラミン錠１００ｍｇ「トー
ワ」

リマチル錠１００ｍｇ ⑧

442 ブシラミン １００ｍｇ１錠
ブシラミン錠１００ｍｇ「日医
工」

リマチル錠１００ｍｇ ⑯ 追加

442 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブシラント錠１００ リマチル錠１００ｍｇ ⑪

449 イブジラスト １０ｍｇ１カプセル ピナトスカプセル１０ｍｇ ケタスカプセル１０ｍｇ ⑧　⑪

449 エバスチン ５ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 エバステルＯＤ錠５ｍｇ ⑭　⑰

449 エバスチン １０ｍｇ１錠
エバスチン錠１０ｍｇ「サワ
イ」

エバステル錠１０ｍｇ ⑦

449 エバスチン １０ｍｇ１錠
エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ケ
ミファ」

エバステルＯＤ錠１０ｍｇ ⑧

449 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠１０ｍ
ｇ「JG」

アレジオン錠１０ ④　⑨　⑫

449 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠１０ｍ
ｇ「ファイザー」

アレジオン錠１０ ⑪　⑬

449 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠１０ｍ
ｇ「日医工」

アレジオン錠１０ ② 追加

449 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍ
ｇ「JG」

アレジオン錠２０ ①

449 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍ
ｇ「杏林」

アレジオン錠２０ ⑲

449 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍ
ｇ「トーワ」

アレジオン錠２０ ⑰

449 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍ
ｇ「日医工」

アレジオン錠２０ ⑧

449 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍ
ｇ「ファイザー」

アレジオン錠２０ ③　⑤　⑬　⑯

449 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ
エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児
用１％｢サワイ｣

アレジオンドライシロップ１％ ⑪　⑫　⑬

449 オキサトミド ３０ｍｇ１錠
オキサトミド錠３０ｍｇ「ＥＭＥ
Ｃ」

セルテクト錠３０ ②

449 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠３０ｍｇ「ＣＨ」 セルテクト錠３０ ⑯

449 オキサトミド ２％１ｇ
オキサトミドドライシロップ小
児用２％「日医工」

セルテクトドライシロップ２％ ⑬ 追加

449 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ｢
ファイザー｣

アレロック錠５ｍｇ ⑲ 追加

449 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５
ｍｇ「JG」

アレロックＯＤ錠５ｍｇ ⑨　⑫

449 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５
ｍｇ「日医工」

アレロックＯＤ錠５ｍｇ ⑤　⑩　⑯

449 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５
ｍｇ「ファイザー」

アレロックＯＤ錠５ｍｇ ⑧

４４１　抗ヒスタミン剤

４４２　刺激療法剤

４４９　その他のアレルギー用薬
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449 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５
ｍｇ「明治」

アレロックＯＤ錠５ｍｇ ①　②　③　⑥　⑪　⑬

449 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５
ｍｇ「トーワ」

アレロックＯＤ錠５ｍｇ ⑭　⑮　⑰

449 オロパタジン塩酸塩 ０．５％１ｇ
オロパタジン塩酸塩顆粒０．
５％「トーワ」

アレロック顆粒０．５％ ⑪　⑬

449 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ
ケトチフェンシロップ０．０
２％「ＴＹＫ」

ザジテンシロップ０．０２％ ⑧

449 ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ
ケトチフェンＤＳ小児用０．
１％「サワイ」

ザジテンドライシロップ０．１％ ⑤

449 スプラタストトシル酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

スプラタストトシル酸塩カプ
セル１００ｍｇ「ＪＧ」

アイピーディカプセル１００ ⑧

449 スプラタストトシル酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

スプラタストトシル酸塩カプ
セル１００ｍｇ「サワイ」

アイピーディカプセル１００ ③　⑪　⑯

449 スプラタストトシル酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

スプラタストトシル酸塩カプ
セル１００ｍｇ「タイヨー」

アイピーディカプセル１００ ②

449 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠
セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ
「ＣＨ」

ジルテック錠１０ｍｇ ⑯

449 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ
セチリジン塩酸塩ＤＳ１．２
５％「タカタ」

ジルテックドライシロップ１．２５％ ①

449 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ
セチリジン塩酸塩ドライシ
ロップ１．２５％「日医工」

ジルテックドライシロップ１．２５％ ⑯

449 トラニラスト
１００ｍｇ１カプセ
ル

トラニラストカプセル１００ｍｇ
「ＣＨ」

リザベンカプセル１００ｍｇ ⑯　⑱

449 トラニラスト
１００ｍｇ１カプセ
ル

トラニラストカプセル１００ｍｇ
「タイヨー」

リザベンカプセル１００ｍｇ ⑪　⑲

449 トラニラスト １００ｍｇ１カプセル
トラニラストカプセル１００ｍｇ
「トーワ」

リザベンカプセル１００ｍｇ ⑬ 追加

449 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍg１錠
フェキソフェナジン塩酸塩錠
３０ｍｇ「トーワ」

アレグラ錠３０ｍｇ ⑭　⑰

449 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍg１錠
フェキソフェナジン塩酸塩錠
３０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」

アレグラ錠３０ｍｇ ②　⑬　⑱

449 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩錠
６０ｍｇ｢ＥＥ｣

アレグラ錠６０ｍｇ ⑥　⑫

449 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩錠
６０ｍｇ「SANIK」

アレグラ錠６０ｍｇ ②　⑪　⑬　⑱

449 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩錠
６０ｍｇ「テバ」

アレグラ錠６０ｍｇ ⑮

449 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍg１錠
フェキソフェナジン塩酸塩錠
６０ｍｇ「トーワ」

アレグラ錠６０ｍｇ ①　④　⑤　⑭　⑰

449 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠６０ｍｇ「ＥＥ」

アレグラ錠６０ｍｇ ⑧

449 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠６０ｍｇ「サワイ」

アレグラ錠６０ｍｇ ⑯　⑲

449 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠６０ｍｇ「トーワ」

アレグラ錠６０ｍｇ ③　⑨

449 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠６０ｍｇ「ＮＰ」

アレグラ錠６０ｍｇ ⑩

449 プランルカスト水和物 １１２．５ｍg１錠
プランルカスト錠１１２．５「日
医工」

オノンカプセル１１２．５ｍｇ ⑰

449 プランルカスト水和物 １１２．５ｍg１錠
プランルカスト錠１１２．５「Ｅ
Ｋ」

オノンカプセル１１２．５ｍｇ ②　③　⑤　⑨

449 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠
プランルカスト錠１１２．５ｍｇ
「ＡＦＰ」

オノンカプセル１１２．５ｍｇ ⑬ 追加

449 プランルカスト水和物
１１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１
２．５ｍｇ「ＤＫ」

オノンカプセル１１２．５ｍｇ ⑧

449 プランルカスト水和物
１１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１
２．５ｍｇ「EＫ」

オノンカプセル１１２．５ｍｇ ⑪

449 プランルカスト水和物
１１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１
２．５ｍｇ「サワイ」

オノンカプセル１１２．５ｍｇ ⑫　⑭　⑲

449 プランルカスト水和物
１１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１
２．５ｍｇ「日医工」

オノンカプセル１１２．５ｍｇ ⑦　⑯

449 プランルカスト水和物
１１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１
２．５ｍｇ「ファイザー」

オノンカプセル１１２．５ｍｇ ⑱

449 プランルカスト水和物
１１２．５ｍｇ１カプ
セル

プランルカストカプセル１１
２．５ｍｇ「トーワ」

オノンカプセル１１２．５ｍｇ ①

449 プランルカスト水和物 ２２５ｍg１錠 プランルカスト錠２２５「ＥＫ」 オノンカプセル１１２．５ｍｇ ⑧

449 プランルカスト水和物 １０％１ｇ
プランルカストＤＳ１０％「ＡＦ
Ｐ」

オノンドライシロップ１０％ ③　⑬　⑯

449 プランルカスト水和物 １０％１ｇ
プランルカストＤＳ１０％「Ｅ
Ｋ」

オノンドライシロップ１０％ ②　⑤　⑦　⑨　⑪

449 プランルカスト水和物 １０％１ｇ
プランルカストＤＳ１０％「日
医工」

オノンドライシロップ１０％ ⑫

449 プランルカスト水和物 １０％１ｇ
プランルカストＤＳ１０％「ファ
イザー」

オノンドライシロップ１０％ ⑱

449 ベポタスチンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠
ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠５ｍｇ「タナベ」

タリオンＯＤ錠５mg ⑬ 追加

449 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠
ベポタスチンベシル酸塩錠１
０ｍｇ「タナベ」

タリオン錠１０ｍｇ ⑲ 追加

449 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠
ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠１０ｍｇ「タナベ」

タリオンＯＤ錠１０ｍｇ ⑩　⑱ 追加

449 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠
ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠１０ｍｇ「タナベ」

タリオンＯＤ錠１０ｍｇ ⑬ 追加

449 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠
ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠１０ｍｇ「サワイ」

タリオンＯＤ錠１０ｍｇ ⑦ 追加

449 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ1錠
モンテルカストチュアブル錠
５ｍｇ「ＤＳＥＰ」

キプレスチュアブル錠５ｍｇ、シングレア
チュアブル錠５ｍｇ

⑬　⑯

449 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠
モンテルカストチュアブル錠
５ｍｇ｢日医工｣

キプレスチュアブル錠５ｍｇ、シングレア
チュアブル錠５ｍｇ

⑫ 追加

449 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ1錠
モンテルカストチュアブル錠
５ｍｇ「ＫＭ」

キプレスチュアブル錠５ｍｇ、シングレア
チュアブル錠５ｍｇ

② 追加

449 モンテルカストナトリウム １０ｍg１錠
モンテルカスト錠１０ｍｇ｢Ｋ
Ｍ｣

キプレス錠１０ｍｇ、シングレア錠１０ｍｇ ⑤　⑦

449 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ケ
ミファ」

キプレス錠１０ｍｇ、シングレア錠１０ｍｇ ⑧

449 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠
モンテルカスト錠１０ｍｇ
「KM」

キプレス錠１０ｍｇ、シングレア錠１０ｍｇ ⑬　⑯
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449 モンテルカストナトリウム １０ｍg１錠
モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ
「明治」

キプレスＯＤ錠１０ｍｇ、シングレアＯＤ錠１
０ｍｇ

⑨　⑫

449 モンテルカストナトリウム １０ｍg１錠
モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ　
「ＥＥ」

キプレスＯＤ錠１０ｍｇ、シングレアＯＤ錠１
０ｍｇ

③

449 モンテルカストナトリウム １０ｍg１錠
モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ　
「タカタ」

キプレスＯＤ錠１０ｍｇ、シングレアＯＤ錠１
０ｍｇ

⑥

449 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠
モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ
「タカタ」

キプレスＯＤ錠１０ｍｇ、シングレアＯＤ錠１
０ｍｇ

⑩

449 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包
モンテルカスト細粒４ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

キプレス細粒４ｍｇ、シングレア細粒４ｍｇ ⑯

449 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包
モンテルカスト細粒４ｍｇ「サ
ワイ」

キプレス細粒４ｍｇ、シングレア細粒４ｍｇ ⑨ 追加

449 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包
モンテルカスト細粒４ｍｇ「タ
カタ」

キプレス細粒４ｍｇ、シングレア細粒４ｍｇ ③ 追加

449 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包
モンテルカスト細粒４ｍｇ
「トーワ」

キプレス細粒４ｍｇ、シングレア細粒４ｍｇ ⑫ 追加

449 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 クラリチン錠１０ｍｇ ⑭

449 ロラタジン 1０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「JG」 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ⑥

449 ロラタジン １０ｍｇ１錠
ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サ
ワイ」

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ⑯

449 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「NP」 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ⑰

449 ロラタジン １０ｍｇ１錠
ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ③

449 ロラタジン １０ｍｇ１錠
ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ⑬ 追加

449 ロラタジン １％１ｇ ロラタジンＤＳ１％「サワイ」 クラリチンドライシロップ１％ ⑬ 追加

611 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩散０．
５g「ＭＥＥＫ」

塩酸バンコマイシン散０．５ｇ
④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑪　⑬　⑱　

⑲

611 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩散０．
５ｇ「マイラン」

塩酸バンコマイシン散０．５ｇ ①

611 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩散０．
５ｇ「ファイザー」

塩酸バンコマイシン散０．５ｇ ③　⑩　⑫　⑮　⑯　⑰

611 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩散０．
５ｇ「タイヨー」

塩酸バンコマイシン散０．５ｇ ⑨

613 アモキシシリン水和物
２５０ｍｇ１カプセ
ル

アモキシシリンカプセル２５０
ｍｇ「ＮＰ」

サワシリンカプセル２５０、パセトシンカプ
セル２５０

⑫　⑬

613 アモキシシリン水和物
２５０ｍｇ１カプセ
ル

アモキシシリンカプセル２５０
ｍｇ「トーワ」

サワシリンカプセル２５０、パセトシンカプ
セル２５０

①　③　⑥

613 アモキシシリン水和物
２５０ｍｇ1カプセ
ル

アモキシシリンカプセル２５０
ｍｇ「日医工」

サワシリンカプセル２５０、パセトシンカプ
セル２５０

②　⑧　⑪　⑯　⑱

613 アモキシシリン水和物
２５０ｍｇ１カプセ
ル

アモキシシリンカプセル２５０
ｍｇ「タツミ」

サワシリンカプセル２５０、パセトシンカプ
セル２５０

⑭　⑰

613 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ
アモキシシリン細粒１０％「タ
ツミ」

サワシリン細粒１０％、パセトシンカプセル
細粒１０％

①　⑯

613 アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒２０％ ‐ ⑫　⑮

613 セファクロル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

セファクロルカプセル２５０ｍ
ｇ「サワイ」

ケフラールカプセル２５０ｍｇ ⑫　⑱

613 セファクロル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

セファクロルカプセル２５０
「トーワ」

ケフラールカプセル２５０ｍｇ ⑥

613 セファクロル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

セファクロルカプセル２５０ｍ
ｇ「日医工」

ケフラールカプセル２５０ｍｇ ⑯

613 セファクロル １００ｍｇ1ｇ
セファクロル細粒１０％「日
医工」

ケフラール細粒小児用１００ｍｇ ⑯

613 セファクロル １００ｍｇ1ｇ
セファクロル細粒小児用１
０％｢サワイ｣

ケフラール細粒小児用１００ｍｇ ⑱

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物７５ｍｇ１錠
セフカペンピボキシル塩酸
塩錠７５ｍｇ「ファイザー」

フロモックス錠７５mg ⑬ 追加

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物１００ｍｇ１錠
セフカペンピボキシル塩酸
塩錠１００ｍｇ「ＣＨ」

フロモックス錠１００ｍｇ ⑧

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物１００ｍｇ１錠
セフカペンピボキシル塩酸
塩錠１００ｍｇ「YD」

フロモックス錠１００ｍｇ ⑫

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物１００ｍｇ１錠
セフカペンピボキシル塩酸
塩錠１００ｍｇ「サワイ」

フロモックス錠１００ｍｇ ①　②　③　④　⑩　⑱

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物１００ｍｇ１錠
セフカペンピボキシル塩酸
塩錠１００ｍｇ「日医工」

フロモックス錠１００ｍｇ ⑯

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物１００ｍｇ１錠
セフカペンピポキシル塩酸
塩錠１００「マイラン」

フロモックス錠１００ｍｇ ⑲

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物１００ｍｇ１錠
セフカペンピボキシル塩酸
塩錠１００ｍｇ「ファイザー」

フロモックス錠１００ｍｇ ⑪　⑬　⑰

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物１００ｍｇ１ｇ
セフカペンピボキシル塩酸
塩小児用細粒１０％「サワ
イ」

フロモックス小児用細粒１００ｍｇ ③　⑧　⑪　⑱

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物１００ｍｇ１ｇ
セフカペンピボキシル塩酸
塩細粒小児用１０％「ＪＧ」

フロモックス小児用細粒１００ｍｇ ⑯

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物１００ｍｇ１ｇ
セフカペンピボキシル塩酸
塩細粒小児用１０％「YD」

フロモックス小児用細粒１００ｍｇ ⑫

613 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物１００ｍｇ１ｇ
セフカペンピボキシル塩酸
塩細粒小児用１０％「ファイ

フロモックス小児用細粒１００ｍｇ ⑬ 追加

613 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠
セフジトレンピボキシル錠１
００ｍｇ「ＣＨ」

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ ⑧

613 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠
セフジトレンピボキシル錠１
００ｍｇ「サワイ」

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ ①　②　③　⑪　⑯

613 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠
セフジトレンピボキシル錠１
００ｍｇ「ＯＫ」

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ ⑬

613 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠
セフジトレンピボキシル錠１
００ｍｇ「トーワ

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ ⑮

613 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ
セフジトレンピボキシル小児
用細粒１０％「ＣＨ」

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ ⑧　⑯

613 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ
セフジトレンピボキシル小児
用細粒１０％「サワイ」

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ ③　⑪ 追加

６１１　主としてグラム陽性菌に作用するもの

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
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613 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ
セフジトレンピボキシル小児
用細粒１０％「ＯＫ」

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ ⑬ 追加

613 セフジニル
１００ｍｇ１カプセ
ル

セフジニルカプセル１００ｍｇ
「タナベ」

セフゾンカプセル１００ｍｇ ⑧

613 セフジニル
１００ｍｇ１カプセ
ル

セフジニルカプセル１００ｍｇ
「ファイザー」

セフゾンカプセル１００ｍｇ ⑦　⑪

613 セフジニル
１００ｍｇ１カプセ
ル

セフジニルカプセル１００ｍｇ
「マイラン」

セフゾンカプセル１００ｍｇ ⑲

613 セフジニル
１００ｍｇ１カプセ
ル

セフジニルカプセル１００ｍｇ
「ＪＧ」

セフゾンカプセル１００ｍｇ ⑰

613 セフジニル １００ｍｇ１ｇ
セフジニル細粒小児用１０％
「サワイ」

セフゾン細粒小児用１０％ ⑪ 追加

613 セフジニル １００ｍｇ１ｇ
セフジニル細粒１０％小児用
「ファイザー」

セフゾン細粒小児用１０％ ⑬ 追加

613 ホスホマイシンカルシウム水和物
５００ｍｇ１カプセ
ル

ホスホマイシンカルシウムカ
プセル５００ｍｇ「日医工」

ホスミシン錠５００ ⑥　⑧　⑫

613 ホスホマイシンカルシウム水和物 ４００ｍｇ１ｇ
ホスホマイシンカルシウムド
ライシロップ４０％「日医工」

ホスミシンドライシロップ４００ ⑧　⑯

613 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠
セファレキシン錠２５０「日医
工」

センセファリンカプセル２５０、ケフレックス
カプセル２５０ｍｇ

①

614 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠
アジスロマイシン錠２５０ｍｇ
「サワイ」

ジスロマック錠２５０ｍｇ ⑫

614 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠
アジスロマイシン錠２５０ｍｇ
「トーワ」

ジスロマック錠２５０ｍｇ ⑭　⑰

614 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ
アジスロマイシン小児用細
粒　１０％

ジスロマック細粒小児用１０％ ⑪

614 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ
アジスロマイシン小児用細
粒１０％「タカタ」１００ｍｇ

ジスロマック細粒小児用１０％ ③

614 エリスロマイシン ２００ｍｇ１錠
エリスロマイシン錠２００ｍｇ
「サワイ」

エリスロシン錠２００ ⑦　⑮

614 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠
クラリスロマイシン錠５０ｍｇ
小児用｢サワイ｣

クラリシッド錠５０ｍｇ小児用、クラリス錠５
０小児用

③　⑫

614 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠
クラリスロマイシン錠５０ｍｇ
小児用｢ＭＥＥＫ｣

クラリシッド錠５０ｍｇ小児用、クラリス錠５
０小児用

⑪　⑬

614 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠
クラリスロマイシン錠２００ｍ
ｇ「日医工」

クラリシッド錠２００ｍｇ、クラリス錠２００ ⑯

614 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠
クラリスロマイシン錠２００ｍ
ｇ「タカタ」

クラリシッド錠２００ｍｇ、クラリス錠２００ ⑱

614 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠
クラリスロマイシン錠２００ｍ
ｇ「タナベ」

クラリシッド錠２００ｍｇ、クラリス錠２００ ①　⑤　⑧

614 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠
クラリスロマイシン錠２００ｍ
ｇ「トーワ」

クラリシッド錠２００ｍｇ、クラリス錠２００ ⑨　⑮　⑰

614 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠
クラリスロマイシン錠２００ｍ
ｇ「サワイ」

クラリシッド錠２００ｍｇ、クラリス錠２００ ②　③　⑥　⑫

614 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠
クラリスロマイシン錠２００ｍ
ｇ「マイラン」

クラリシッド錠２００ｍｇ、クラリス錠２００ ⑲

614 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠
クラリスロマイシン錠２００
「ＭＥＥＫ」

クラリシッド錠２００ｍｇ、クラリス錠２００ ④　⑪　⑬

614 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリスロマイシンＤＳ１０％
小児用「サワイ」

クラリシッドドライシロップ１０％小児用、ク
ラリスドライシロップ１０％小児用

⑧　⑫

614 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリスロマイシンＤＳ小児
用１０％「タカタ」

クラリシッドドライシロップ１０％小児用、ク
ラリスドライシロップ１０％小児用

③　⑪　⑱

614 クラリスロマイシン １００ｍｇ1ｇ
クラリスロマイシンドライシ
ロップ１０％小児用「マイラ
ン」

クラリシッドドライシロップ１０％小児用、ク
ラリスドライシロップ１０％小児用

⑯

614 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリスロマイシンＤＳ１０％
「ＭＥＥＫ」

クラリシッドドライシロップ１０％小児用、ク
ラリスドライシロップ１０％小児用

⑬　⑲

614 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠
ロキシスロマイシン錠１５０
ｍｇ「ファイザー」

ルリッド錠１５０ ⑪

615 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍ
ｇ「サワイ」

ミノマイシン錠５０ｍｇ ⑧　⑲

615 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍ
ｇ「トーワ」

ミノマイシン錠５０ｍｇ ⑮

615 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍ
ｇ「日医工」

ミノマイシン錠５０ｍｇ ④　⑭　⑯　⑰

615 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠
ミノサイクリン塩酸塩錠１００
ｍｇ「サワイ」

ミノマイシン錠１００ｍｇ ③　⑤　⑧　⑪

615 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠
ミノサイクリン塩酸塩錠１００
ｍｇ「トーワ」

ミノマイシン錠１００ｍｇ ⑥

615 ミノサイクリン塩酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

ミノサイクリン塩酸塩カプセ
ル１００ｍｇ「日医工」

ミノマイシンカプセル１００ｍｇ ①　②　⑫

616 リファンピシン
１５０ｍｇ１カプセ
ル

リファンピシンカプセル１５０
ｍｇ「サンド」

リファジンカプセル１５０ｍｇ
①　②　③　⑤　⑥　⑧　⑪　⑫　

⑬　⑮　⑯　⑱　⑲

617 アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ
ハリゾンシロップ１００ｍｇ/ｍ
Ｌ

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ/ｍＬ ⑧　⑪　⑯　⑱　⑲

617 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠
ボリコナゾール錠５０ｍｇ
「トーワ」

ブイフェンド錠５０ｍｇ ③

617 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠
ボリコナゾール錠５０ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

ブイフェンド錠５０ｍｇ ⑤

617 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠
ボリコナゾール錠５０ｍｇ「テ
バ」

ブイフェンド錠５０ｍｇ ⑥　⑧

617 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠
ボリコナゾール錠２００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

ブイフェンド錠２００ｍｇ ⑯

617 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠
ボリコナゾール錠２００ｍｇ
「テバ」

ブイフェンド錠２００ｍｇ ⑫

621 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠
サラゾスルファピリジン腸溶
錠５００ｍｇ「テバ」

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ、サラゾピリ
ン錠５００ｍｇ

⑪

621 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠
サラゾスルファピリジン腸溶
錠５００ｍｇ「ＣＨ」

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ、サラゾピリ
ン錠５００ｍｇ

⑯

６１５　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

616　主としてカビ抗酸菌に作用するもの

６２１　サルファ剤

６１４　主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

617　主としてカビに作用するもの
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621 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠
サラゾスルファピリジン錠５０
０ｍｇ　「ＪＧ」

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ、サラゾピリ
ン錠５００ｍｇ

⑭　⑯　⑰

621 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠
サラゾスルファピリジン錠５０
０㎎「日医工」

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ、サラゾピリ
ン錠５００ｍｇ

⑪

621 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠
サラゾスルファピリジン腸溶
錠５００ｍｇ「日医工」

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ、サラゾピリ
ン錠５００ｍｇ

⑥　⑫

621 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 スラマ錠５００ｍｇ
アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ、サラゾピリ
ン錠５００ｍｇ

②

624 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠
シプロフロキサシン錠１００
ｍｇ「日医工」

シプロキサン錠１００ｍｇ ⑰

624 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠
シプロフロキサシン錠２００
ｍｇ「JG」

シプロキサン錠２００ｍｇ ⑲

624 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠
シプロフロキサシン錠２００
ｍｇ「日医工」

シプロキサン錠２００ｍｇ ④

624 シタフロキサシン水和物 ５０ｍｇ１錠
シタフロキサシン錠５０ｍｇ
「サワイ」

グレースビット錠５０ｍｇ ⑯ 追加

624 トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１錠
トスフロキサシントシル酸塩
錠１５０ｍｇ「サワイ」

オゼックス錠１５０ ⑪

624 トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１ｇ
トスフロキサシントシル酸塩
小児用細粒１５％「明治」

オゼックス細粒小児用１５％ ⑯

624 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 ザイボックス錠６００ｍｇ ③

624 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ
「杏林」

クラビット錠２５０ｍｇ ⑯

624 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ
「タカタ｣

クラビット錠２５０ｍｇ ⑭　⑰

624 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

クラビット錠２５０ｍｇ ④　⑤　⑪　⑬　⑮

624 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１錠
レボフロキサシンOD錠２５０
ｍｇ「トーワ｣

クラビット錠２５０ｍｇ ①

624 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠
レボフロキサシン錠５００ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

クラビット錠５００ｍｇ
②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑨　⑪　

⑫　⑬　⑱　⑲

624 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠
レボフロキサシン錠５００ｍｇ
「明治」

クラビット錠５００ｍｇ ⑩

624 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ
レボフロキサシン細粒１０％
「ＤＳＥＰ」

クラビット細粒１０％ ③　④　⑤　⑬

624 レボフロキサシン水和物 ２５０ｍｇ１包
レボフロキサシン粒状錠２５
０ｍｇ「モチダ」

クラビット錠２５０ｍｇ ⑧

624 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１包
レボフロキサシン粒状錠５０
０ｍｇ「モチダ」

クラビット錠５００ｍｇ ⑧

625 アシクロビル ２００ｍｇ１錠
アシクロビル錠２００ｍｇ「テ
バ」

ゾビラックス錠２００ ④

625 アシクロビル ２００ｍｇ１錠
アシクロビル錠２００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

ゾビラックス錠２００ ⑫

625 アシクロビル ２００ｍｇ１錠
アシクロビル錠２００ｍｇ「ファ
イザー」

ゾビラックス錠２００ ⑪　⑬

625 アシクロビル ２００ｍｇ１錠
アシクロビル錠２００ｍｇ「日
医工」

ゾビラックス錠２００ ⑯ 追加

625 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ビクロックス錠２００ ゾビラックス錠２００ ⑧

625 アシクロビル ４００ｍｇ１錠
アシクロビル錠４００ｍｇ「テ
バ」

ゾビラックス錠４００ ④

625 アシクロビル ４００ｍｇ１錠
アシクロビル錠４００「ファイ
ザー」

ゾビラックス錠４００ ③

625 アシクロビル ４０％１ｇ
アシクロビル顆粒４０％ 「Ｃ
ＨＯＳ」

ゾビラックス顆粒４０％ ⑲

625 アシクロビル ４０％１ｇ
アシクロビル顆粒４０％「サ
ワイ」

ゾビラックス顆粒４０％ ③

625 アシクロビル ８％１ｍL ビクロックスシロップ８％ ‐ ⑦　⑨

625 アシクロビル ８０％１ｇ
アストリックドライシロップ８
０％

‐ ②

625 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠
エンテカビル錠０．５ｍｇ「タ
カタ」

バラクルード錠０．５ｍｇ ③

625 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ1錠
エンテカビル錠０．５ｍｇ
「トーワ」

バラクルード錠０．５ｍｇ ⑯

625 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ1錠
エンテカビル錠０．５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

バラクルード錠０．５ｍｇ ⑪　⑬　⑭　⑰ 追加

625 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠
バラシクロビル錠５００ｍｇ
「ＤＥＳＰ」

バルトレックス錠５００ ⑯

625 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠
バラシクロビル錠５００ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

バルトレックス錠５００ ⑫

625 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠
バラシクロビル錠５００ｍｇ
「トーワ」

バルトレックス錠５００ ⑤　⑨　⑮

625 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠
バラシクロビル錠５００ｍｇ
「ＮＰ」

バルトレックス錠５００ ⑥

625 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠
バラシクロビル錠５００ｍｇ
「アスペン」

バルトレックス錠５００ ③　⑪　⑬

625 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠
バラシクロビル錠５００ｍｇ
「三和」

バルトレックス錠５００ ④ 追加

625 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１包
バラシクロビル粒状錠５００
ｍｇ「モチダ」

バルトレックス錠５００ ⑦　⑧　⑱　⑲

625 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ
バラシクロビル顆粒５０％
「明治」

バルトレックス顆粒５０％ ⑫　⑯

625 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ
バラシクロビル顆粒５０％
「アスペン」

バルトレックス顆粒５０％ ⑪　⑬

625 ファムシクロビル ２５０ｍｇ1錠
ファムシクロビル錠２５０ｍｇ
「日医工」

ファムビル錠２５０ｍｇ ⑭　⑰ 追加

629 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠
イトラコナゾール錠５０「ＭＥ
ＥＫ」

イトリゾールカプセル５０ ⑩　⑲

629 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトラートカプセル５０ イトリゾールカプセル５０ ⑧

６２４　合成抗菌剤

６２５　抗ウイルス剤

６２９　その他の化学療法剤
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629 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル
イトラコナゾールカプセル５０
ｍｇ「SW」

イトリゾールカプセル５０ ③　⑪　⑫　⑬

629 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠
イトラコナゾール錠１００「Ｍ
ＥＥＫ」

イトリゾールカプセル５０ ⑥

629 イトラコナゾール １０ｍｇ１ｍＬ
イトラコナゾール内用液１％
「ファイザー」

イトリゾール内用液１％ ⑯ 追加

629
スルファメトキサゾール・トリメトプリ
ム

４００ｍｇ・８０ｍｇ ダイフェン配合錠 バクタ配合錠、バクトラミン配合錠 ②　③　⑧　⑪　⑫　⑯　⑱

629
スルファメトキサゾール・トリメトプリ
ム

４００ｍｇ・８０ｍｇ ダイフェン配合顆粒 バクタ配合顆粒、バクトラミン配合顆粒 ⑨　⑰　⑱

629 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠
テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥ
Ｋ」

ラミシール錠１２５ｍｇ ⑲

629 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠
テルビナフィン錠１２５ｍｇ
「サワイ」

ラミシール錠１２５ｍｇ ③　⑧

629 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠
テルビナフィン錠１２５ｍｇ
「ファイザー」

ラミシール錠１２５ｍｇ ⑥

629 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ネドリール錠１２５ｍｇ ラミシール錠１２５ｍｇ ②　⑪

629 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠
テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

ラミシール錠１２５ｍｇ ⑫

629 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル
フルコナゾールカプセル５０
ｍｇ「サワイ」

ジフルカンカプセル５０ｍｇ ③　⑧　⑫

629 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル
フルコナゾールカプセル５０
ｍｇ「サンド」

ジフルカンカプセル５０ｍｇ ⑧

629 フルコナゾール
１００ｍｇ１カプセ
ル

フルコナゾールカプセル１０
０ｍｇ「Ｆ」

ジフルカンカプセル１００ｍｇ ④

629 フルコナゾール
１００ｍｇ１カプセ
ル

フルコナゾールカプセル１０
０ｍｇ｢JG｣

ジフルカンカプセル１００ｍｇ ⑨

629 フルコナゾール
１００ｍｇ１カプセ
ル

フルコナゾールカプセル１０
０ｍｇ「サワイ」

ジフルカンカプセル１００ｍｇ ①　②　⑤　⑪　⑬　⑯　⑱　⑲

629 フルコナゾール
１００ｍｇ１カプセ
ル

ミコシストカプセル１００ｍｇ ジフルカンカプセル１００ｍｇ ①

641 メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 アスゾール錠２５０ｍｇ フラジール内服錠２５０ｍｇ ⑥

721 炭酸水素ナトリウム、酒石酸 １ｇ バックス発泡顆粒 バロス発砲顆粒 ⑩

721 炭酸水素ナトリウム、酒石酸 １ｇ バリエース発泡顆粒 バロス発砲顆粒 ②　③　④　⑦　⑧　⑬　⑮

721 炭酸水素ナトリウム、酒石酸 １ｇ バルギン発泡顆粒 バロス発泡顆粒 ⑨　⑪　⑭

721 炭酸水素ナトリウム、酒石酸 ２％１ｍＬ バロス消泡内用液２％ ⑯

799 ナトリウム、カリウム配合剤 １本 ムーベン配合内用液 ニフレック配合内用剤 ③　④　⑦　⑨　⑩　⑬　⑯　⑱

811 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠
オキシコドン徐放錠５ｍｇ「第
一三共」

オキシコンチン錠５ｍｇ
③　⑤　⑦　⑧　⑨　⑩　⑫　⑭　

⑰　⑲

811 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１カプセル
オキシコドン徐放カプセル５
ｍｇ「テルモ」

オキシコンチン錠５ｍｇ ⑯

811 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠
オキシコドン徐放錠１０ｍｇ
「第一三共」

オキシコンチン錠１０ｍｇ ③　⑧

811 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル
オキシコドン徐放カプセル１
０ｍｇ「テルモ」

オキシコンチン錠１０ｍｇ ⑯

811 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠
オキシコドン徐放錠２０ｍｇ
「第一三共」

オキシコンチン錠２０ｍｇ
③　⑤　⑦　⑧　⑨　⑩　⑫　⑭　

⑲

811 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１カプセル
オキシコドン徐放カプセル２
０ｍｇ「テルモ」

オキシコンチン錠２０ｍｇ ⑯

811 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１錠
オキシコドン徐放錠４０ｍｇ
「第一三共」

オキシコンチン錠４０ｍｇ ⑦　⑲

811 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１カプセル
オキシコドン徐放カプセル４
０ｍｇ「テルモ」

オキシコンチン錠４０ｍｇ ⑯

811 モルヒネ硫酸塩水和物 ２％１ｇ モルペス細粒２％ ‐ ⑦　⑪　⑬

811 モルヒネ硫酸塩水和物 ６％１ｇ モルペス細粒６％ ‐ ⑦　⑪

811 モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル
ＭＳツワイスロンカプセル１０
ｍｇ

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ ⑯

811 モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル
ＭＳツワイスロンカプセル３０
ｍｇ

ＭＳコンチン錠３０ｍｇ ⑯

８１１　アヘンアルカロイド系製剤

６４１　抗原虫剤

７２１　X線造影剤

７９９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品
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