
公開中インタビューフォーム一覧

更 新 日： 2023/05/22
公開件数： 9863

販売名 企業名

エンシュア・リキッド 製造販売元／アボットジャパン合同会社
エンシュア・H 製造販売元／アボットジャパン合同会社
エネーボ配合経腸用液 製造販売元／アボットジャパン合同会社
ヘモクロンカプセル200mg 製造販売元／天藤製薬株式会社
ボラザG坐剤 製造販売元／天藤製薬株式会社
ボラザG軟膏 製造販売元／天藤製薬株式会社
オキシブプロカイン塩酸塩点眼液0.4％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
D・E・X点眼液0.02%「ニットー」／D・E・X点眼液0.05%「ニットー」／D・E・X点眼液0.1%「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
フルオロメトロン点眼液0.02％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
フルオロメトロン点眼液0.02％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社発売元／

キョーリンリメディオ株式会社販売元／杏林製薬
株式会社

フルオロメトロン点眼液0.1％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
フルオロメトロン点眼液0.1％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社発売元／

キョーリンリメディオ株式会社販売元／杏林製薬
株式会社

プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
クロラムフェニコール点眼液0.5％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
トブラシン点眼液0.3% 製造販売元／日東メディック株式会社
*アズレン点眼液0.02％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
ＦＡＤ点眼液0.05％「日東」 製造販売元／日東メディック株式会社
ゾビラックス眼軟膏3% 製造販売元／日東メディック株式会社
ゾビラックス眼軟膏3% 製造販売元／日東メディック株式会社販売元／参

天製薬株式会社
プラノプロフェン点眼液0.1％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
レスキュラ点眼液0.12％ 製造販売元／日東メディック株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
トスフロ点眼液0.3% 製造販売元／日東メディック株式会社
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
ミドレフリンP点眼液 製造販売元／日東メディック株式会社
モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」56噴霧用／モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」112噴霧用 製造販売元／日東メディック株式会社
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「ニットー」56噴霧用／フルチカゾンフランカルボン酸
エステル点鼻液27.5μg「ニットー」120噴霧用

製造販売元／日東メディック株式会社

アズレンうがい液4％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
アダパレンゲル0.1％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3％「ニットー」 製造販売元／日東メディック株式会社
アルブミナー5％静注12.5g/250mL **製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社
アルブミナー25％静注12.5g/50mL **製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社
アルブミン‐ベーリング20％静注10.0g/50mL **製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社
テタガムP筋注シリンジ250 *製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社
ベリナート皮下注用2000 製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社
ベリナートP静注用500 **製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社
ピリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL／ピリヴィジェン10%点滴静注10g/100mL／ピリヴィジェン10%点滴静注
20g/200mL

製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社

ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL／ピリヴィジェン10%静注5g/50mL／ピリヴィジェン10%静注10g/100mL／ピリ
ヴィジェン10%静注20g/200mL

製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社

フィブロガミンP静注用 **製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL／ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL／ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL 製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社
イデルビオン静注用250／イデルビオン静注用500／イデルビオン静注用1000／イデルビオン静注用2000／イデル
ビオン静注用3500

製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社

ケイセントラ静注用500／ケイセントラ静注用1000 製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社
エイフスチラ静注用250／エイフスチラ静注用500／エイフスチラ静注用1000／エイフスチラ静注用1500／エイフ
スチラ静注用2000／エイフスチラ静注用2500／エイフスチラ静注用3000

*製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社

ベリプラストP コンビセット 組織接着用／ベリプラストP コンビセット 組織接着用／ベリプラストP コンビ
セット 組織接着用／ベリプラストP コンビセット 組織接着用

**製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社

タコシール組織接着用シート　9.5cm×4.8cm（フラットタイプ：レギュラーサイズ）／タコシール組織接着用
シート　4.8cm×4.8cm（フラットタイプ：ハーフサイズ）／タコシール組織接着用シート　3.0cm×2.5cm（フ
ラットタイプ：スモールサイズ）／タコシール組織接着用シート　4.8cm×4.8cm（ロールタイプ：ハーフサイ
ズ）

**製造販売（輸入）／CSLベーリング株式会社

トレドミン錠12.5mg／トレドミン錠15mg／トレドミン錠25mg／トレドミン錠50mg 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社提携先／ピ
エール ファーブル メディカメン

＊エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
エリル点滴静注液30mg 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
炭カル錠500mg「旭化成」 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
テリボン皮下注用56.5μg 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
プレドニゾロン錠1mg（旭化成）／プレドニゾロン錠5mg（旭化成） 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
フリバス錠 25mg／フリバス錠 50mg／フリバス錠 75mg 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
フリバスOD錠 25mg／フリバスOD錠 50mg／フリバスOD錠 75mg 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
リカバリンカプセル250mg 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
＊トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
リコモジュリン点滴静注用12800 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
ブレディニン錠25／ブレディニン錠50 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
ブレディニンOD錠25／ブレディニンOD錠50 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
エルシトニン注40単位 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
エルシトニン注10単位 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
エルシトニン注20S 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
エルシトニン注20Sディスポ 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
＊ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」／＊ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」／
＊ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「旭化成」

製造販売元／旭化成ファーマ株式会社

リクラスト点滴静注液5mg 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社提携先／ノ
バルティス　ファーマAG

サンラビン点滴静注用150mg／サンラビン点滴静注用200mg／サンラビン点滴静注用250mg 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
ゼスラン小児用細粒0.6% 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
ゼスラン錠3mg 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
ゼスラン小児用シロップ0.03% 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
エクサシン注射液200／エクサシン注射液400 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
ツベラクチン筋注用1g 1製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
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販売名 企業名

クレセンバカプセル100mg 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社提携先／
Basilea Pharmaceutica International Ltd,
Allschwil

クレセンバ点滴静注用200mg 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社提携先／
Basilea Pharmaceutica International Ltd,
Allschwil

ファムビル錠250mg 製造販売／旭化成ファーマ株式会社販売／マルホ
株式会社提携／ノバルティス ファーマ
AGNOVARTIS

テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」 製造販売元／旭化成ファーマ株式会社
アテレック錠5／アテレック錠10／アテレック錠20 製造販売元／EAファーマ株式会社販売／持田製薬

株式会社
アテディオ配合錠 製造販売元／EAファーマ株式会社販売／持田製薬

株式会社
グーフィス錠5mg 製造販売元／EAファーマ株式会社プロモーション

提携／エーザイ株式会社
グーフィス錠5mg 製造販売元／EAファーマ株式会社販売／持田製薬

株式会社
モビコール配合内用剤LD／モビコール配合内用剤HD 製造販売元／EAファーマ株式会社プロモーション

提携／エーザイ株式会社
モビコール配合内用剤LD／モビコール配合内用剤HD 製造販売元／EAファーマ株式会社販売／持田製薬

株式会社
テレミンソフト坐薬2mg 製造販売元／EAファーマ株式会社
テレミンソフト坐薬10mg 製造販売元／EAファーマ株式会社
カログラ錠120mg 製造販売元／EAファーマ株式会社販売元／キッセ

イ薬品工業株式会社
レクタブル2mg注腸フォーム14回 製造販売元／EAファーマ株式会社プロモーション

提携／キッセイ薬品工業株式会社
プロクトセディル坐薬 製造販売元／EAファーマ株式会社
プロクトセディル軟膏 製造販売元／EAファーマ株式会社
アミユー配合顆粒 製造販売元／EAファーマ株式会社販売元／株式会

社陽進堂
ESポリタミン配合顆粒 製造販売元／EAファーマ株式会社
リーバクト配合顆粒 製造販売元／EAファーマ株式会社
リーバクト配合経口ゼリー 製造販売元／EAファーマ株式会社
エレンタール配合内用剤 製造販売元／EAファーマ株式会社
エレンタールP乳幼児用配合内用剤 製造販売元／EAファーマ株式会社
ヘパンED配合内用剤 **製造販売元／EAファーマ株式会社
ファスティック錠30／ファスティック錠90 製造販売元／EAファーマ株式会社販売／持田製薬

株式会社
アクトネル錠2.5mg 製造販売元／EAファーマ株式会社販売元／エーザ

イ株式会社
アクトネル錠17.5mg 製造販売元／EAファーマ株式会社販売元／エーザ

イ株式会社
アクトネル錠75mg 製造販売元／EAファーマ株式会社販売元／エーザ

イ株式会社
アルギU配合顆粒 製造販売元／EAファーマ株式会社
ニフレック配合内用剤 製造販売元／EAファーマ株式会社
モビプレップ配合内用剤 製造販売元／EAファーマ株式会社
ボトックスビスタ注用50単位 製造販売元／アラガン・ジャパン株式会社
グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL アラガン・ジャパン株式会社
デュオドーパ配合経腸用液 製造販売元／アッヴィ合同会社
ヴィアレブ配合持続皮下注 製造販売元／アッヴィ合同会社
ルボックス錠25／ルボックス錠50／ルボックス錠75 製造販売元／アッヴィ合同会社
リンヴォック錠45mg／リンヴォック錠30mg／リンヴォック錠15mg／リンヴォック錠7.5mg 製造販売元／アッヴィ合同会社
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL／ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL／ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL／
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL／ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL

製造販売元／アッヴィ合同会社販売元／エーザイ
株式会社プロモーション提携／EAファーマ株式会
社

スキリージ点滴静注600mg 製造販売元／アッヴィ合同会社
スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL／スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL／スキリージ皮下注150mgペン1mL 製造販売元／アッヴィ合同会社
スキリージ皮下注360mgオートドーザー 製造販売元／アッヴィ合同会社
ベネクレクスタ錠10mg／ベネクレクスタ錠50mg／ベネクレクスタ錠100mg 製造販売元／アッヴィ合同会社
ノービア錠100mg 製造販売元／アッヴィ合同会社
カレトラ配合錠 製造販売元／アッヴィ合同会社
カレトラ配合内用液 製造販売元／アッヴィ合同会社
マヴィレット配合顆粒小児用 製造販売元／アッヴィ合同会社
マヴィレット配合錠 製造販売元／アッヴィ合同会社
1%ディプリバン注 **販売／サンド株式会社**製造販売／サンド

ファーマ株式会社
1%ディプリバン注−キット **販売／サンド株式会社**製造販売／サンド

ファーマ株式会社
レキソタン錠1／レキソタン錠2／レキソタン錠5／レキソタン細粒1％ **販売／サンド株式会社**製造販売／サンド

ファーマ株式会社
パロキセチン錠5mg「SPKK」／パロキセチン錠10mg「SPKK」／パロキセチン錠20mg「SPKK」 販売／サンド株式会社製造販売／サンドファーマ

株式会社
キシロカインビスカス2% **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド

ファーマ株式会社
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン（1：100,000）含有／キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：
100,000）含有／キシロカイン注射液「2%」エピレナミン（1：80,000）含有

**販売／サンド株式会社**製造販売／サンド
ファーマ株式会社

キシロカイン注ポリアンプ0.5%／キシロカイン注ポリアンプ1%／キシロカイン注ポリアンプ2% **販売／サンド株式会社**製造販売／サンド
ファーマ株式会社

キシロカイン注射液0.5%／キシロカイン注射液1%／キシロカイン注射液2% **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド
ファーマ株式会社

静注用キシロカイン2% **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド
ファーマ株式会社

0.5%カルボカイン注／1%カルボカイン注／2%カルボカイン注 **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド
ファーマ株式会社

マーカイン注0.125%／マーカイン注0.25%／マーカイン注0.5% **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド
ファーマ株式会社

マーカイン注脊麻用0.5%等比重／マーカイン注脊麻用0.5%高比重 *販売／サンド株式会社*製造販売／サンドファー
マ株式会社

アナペイン注2mg/mL **販売／サンド株式会社**製造販売／サンド
ファーマ株式会社

アナペイン注7.5mg/mL／アナペイン注10mg/mL **販売／サンド株式会社**製造販売／サンド
ファーマ株式会社
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販売名 企業名

キシロカインゼリー2% **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド
ファーマ株式会社

キシロカイン液「4%」 **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド
ファーマ株式会社

キシロカイン点眼液4% **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド
ファーマ株式会社

キシロカインポンプスプレー8% **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド
ファーマ株式会社

オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1％ **販売／サンド株式会社**製造販売／サンド
ファーマ株式会社

ソタコール錠40mg／ソタコール錠80mg ＊＊販売／サンド株式会社＊＊製造販売／サンド
ファーマ株式会社

トランデート錠50mg／トランデート錠100mg **販売／サンド株式会社**製造販売／サンド
ファーマ株式会社

スマトリプタン錠50mg「SPKK」 販売／サンド株式会社製造販売／サンドファーマ
株式会社

アネキセート注射液0.5mg **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド
ファーマ株式会社

フロリネフ錠0.1mg ＊＊販売／サンド株式会社＊＊製造販売／サンド
ファーマ株式会社

デカドロン注射液1.65mg／デカドロン注射液3.3mg／デカドロン注射液6.6mg 製造販売／サンドファーマ株式会社販売／サンド
株式会社

オルガドロン注射液1.9mg／オルガドロン注射液3.8mg／オルガドロン注射液19mg *販売／サンド株式会社*製造販売／サンドファー
マ株式会社

アリクストラ皮下注1.5mg／アリクストラ皮下注2.5mg **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド
ファーマ株式会社

アリクストラ皮下注5mg／アリクストラ皮下注7.5mg **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド
ファーマ株式会社

イムラン錠50mg **販売／サンド株式会社**製造販売／サンド
ファーマ株式会社

アルケラン錠2mg **販売／サンド株式会社**,*製造販売／サンド
ファーマ株式会社

ダカルバジン注用100 *販売／サンド株式会社**製造販売／サンド
ファーマ株式会社

アルケラン静注用50mg **販売／サンド株式会社**製造販売／サンド
ファーマ株式会社

アラノンジー静注用250mg ＊＊販売／サンド株式会社＊＊製造販売／サンド
ファーマ株式会社

アドリアシン注用10／アドリアシン注用50 製造販売／サンドファーマ株式会社販売／サンド
株式会社

パセトシン細粒10% *販売／サンド株式会社*製造販売／サンドファー
マ株式会社

パセトシンカプセル125 *販売／サンド株式会社*製造販売／サンドファー
マ株式会社

アセチルスピラマイシン錠100／アセチルスピラマイシン錠200 **販売／サンド株式会社**製造販売／サンド
ファーマ株式会社

バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 販売／サンド株式会社製造販売／サンドファーマ
株式会社

バラシクロビル錠500mg「SPKK」 販売／サンド株式会社製造販売／サンドファーマ
株式会社

アイモビーグ皮下注70mgペン 製造販売／アムジェン株式会社
アイモビーグ皮下注70mgペン_ラテックス品 製造販売／アムジェン株式会社
レパーサ皮下注140mgペン 製造販売／アムジェン株式会社発売／アステラス

製薬株式会社
レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー 製造販売（輸入）／アムジェン株式会社発売／ア

ステラス製薬株式会社
オテズラ錠10mg／オテズラ錠20mg／オテズラ錠30mg 製造販売元／アムジェン株式会社
イベニティ皮下注105mgシリンジ 製造販売／アムジェン株式会社発売／アステラス

製薬株式会社提携／ユーシービージャパン株式会
社

ルマケラス錠120mg 製造販売／アムジェン株式会社
ビーリンサイト点滴静注用35μg 製造販売／アムジェン株式会社発売／アステラス

製薬株式会社
ガラフォルドカプセル123mg 製造販売元／アミカス・セラピューティクス株式

会社
オンパットロ点滴静注2mg／mL 製造販売元／Alnylam Japan株式会社
アムヴトラ皮下注25mgシリンジ 製造販売元／Alnylam Japan株式会社
ギブラーリ皮下注189mg 製造販売元／Alnylam Japan株式会社
ウィフガート点滴静注400mg 製造販売元／アルジェニクスジャパン株式会社
**デキサメタゾン口腔用軟膏0.1％「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／池田薬品工

業株式会社
デルスパートクリーム０．０５％／デルスパート軟膏０．０５％ 販売元／日医工株式会社製造販売元／池田薬品工

業株式会社
*クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「日医工」／*クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏
0.05%「日医工」

販売元／日医工株式会社製造販売元／池田薬品工
業株式会社

**デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」／**デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏
0.1%「日医工」

販売元／日医工株式会社製造販売元／池田薬品工
業株式会社

**尿素クリーム10％「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／池田薬品工
業株式会社

**尿素クリーム20％「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／池田薬品工
業株式会社

サリチル酸Na静注0.5g「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 製造販売元／コーアイセイ株式会社
フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 販売／ニプロ株式会社製造販売／コーアイセイ株

式会社
ジプロフィリン注３００ｍｇ「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
トリクロルメチアジド錠2mg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
アムロジピン錠2.5mg「イセイ」／アムロジピン錠5mg「イセイ」／アムロジピン錠10mg「イセイ」／アムロジピ
ンOD錠2.5mg「イセイ」／アムロジピンOD錠5mg「イセイ」／アムロジピンOD錠10mg「イセイ」

製造販売元／コーアイセイ株式会社

アムロジピン錠2.5mg「イセイ」／アムロジピン錠5mg「イセイ」 発売元／カイゲンファーマ株式会社製造販売元／
コーアイセイ株式会社

炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」／炭酸ランタンOD錠500mg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
ラクトミン散「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
シメチジン注200mg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
ＹＭ散「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
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モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「イセイ」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
モサプリドクエン酸塩錠5mg「イセイ」 発売元／カイゲンファーマ株式会社製造販売元／

コーアイセイ株式会社
マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「イセイ」／マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「イセ
イ」／マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「イセイ」

製造販売元／コーアイセイ株式会社販売元／扶桑
薬品工業株式会社

ビタミンＢ１注１０ｍｇ「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
リボフラビン酪酸エステル錠20mg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
ビタミンＢ２注１％「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
パンテチン注200mg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
パンテチン注200mg「イセイ」 発売元／日医工株式会社製造販売元／コーアイセ

イ株式会社
ピリドキサール錠10mg「イセイ」／ピリドキサール錠30mg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
ピリドキサール注10mg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
メコバラミン注500μg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
メコバラミン注500μg「イセイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

コーアイセイ株式会社
アスコルビン酸注100mg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
アスコルビン酸注500mg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
ナイロジン注 *製造販売元／コーアイセイ株式会社
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「ＰＰ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「ＰＰ」 *発売元／サンファーマ株式会社製造販売元／

コーアイセイ株式会社
レナルチン腸溶錠100mg 製造販売元／コーアイセイ株式会社
炭酸水素ナトリウム静注７％ＰＬ「イセイ」 *製造販売元（輸入）／コーアイセイ株式会社
ＡＴＰ注１０ｍｇ「イセイ」／ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 発売元／日医工株式会社製造販売元／コーアイセ

イ株式会社
レボカルニチン塩化物錠100mg「イセイ」／レボカルニチン塩化物錠300mg「イセイ」 製造販売元／コーアイセイ株式会社
ゾレドロン酸点滴静注4mg／5mL「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／コーアイセ

イ株式会社
セファゾリンNa注射用1g 「イセイ」 製造販売元 (輸入)／コーアイセイ株式会社
*ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
*ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」／*ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
*ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」 製造販売元／岩城製薬株式会社
デュタステリドカプセル0.1mgZA「イワキ」／デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
*ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
*ポビドンヨードゲル10%「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
ポビドンヨード外用液10%「イワキ」 製造販売元／岩城製薬株式会社
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
クリンダマイシンリン酸エステルゲル1％「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12％「イワキ」 製造販売元／岩城製薬株式会社
ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 製造販売元／岩城製薬株式会社
*デキサメタゾン軟膏0.1％「イワキ」／*デキサメタゾンクリーム0.1％「イワキ」／*デキサメタゾンローショ
ン0.1％「イワキ」

製造販売／岩城製薬株式会社

*クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05％「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
*クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05％「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
スピラゾン軟膏0.3％／スピラゾンクリーム0.3％／スピラゾンローション0.3％ 製造販売／岩城製薬株式会社
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」／クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」／クロベ
タゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」

製造販売元／岩城製薬株式会社

*ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」／*ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」／*ジフルプレド
ナートローション0.05%「イワキ」

製造販売／岩城製薬株式会社

*アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1％「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」／モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%
「イワキ」／モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」

製造販売元／岩城製薬株式会社

デルモゾールＧ軟膏／デルモゾールＧクリーム 製造販売／岩城製薬株式会社
デルモゾールＧ軟膏／デルモゾールＧクリーム 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

岩城製薬株式会社
デルモゾールＧローション 製造販売／岩城製薬株式会社
デルモゾールＧローション 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

岩城製薬株式会社
*ベンダザック軟膏３％「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
クロトリマゾールクリーム1％「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
ビホナゾールクリーム1％「イワキ」／ビホナゾール外用液1％「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
*ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
ニゾラールローション2％ 製造販売元／岩城製薬株式会社
ラノコナゾールクリーム1％「イワキ」／ラノコナゾール外用液1％「イワキ」／ラノコナゾール軟膏1％「イワ
キ」

製造販売／岩城製薬株式会社

ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」／ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」 製造販売元／岩城製薬株式会社
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」／ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」 製造販売元／岩城製薬株式会社
*テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「イワキ」／*テルビナフィン塩酸塩外用液1％「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

岩城製薬株式会社
アダパレンゲル0.1％「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
ネオヨジンシュガーパスタ軟膏 製造販売／岩城製薬株式会社
*エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」／*エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
セチリジン塩酸塩錠5mg「イワキ」／セチリジン塩酸塩錠10mg「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
レボフロキサシン錠250mg「イワキ」／レボフロキサシン錠500mg「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
バラシクロビル錠500mg「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
*ビダラビン軟膏３％「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
*テルビナフィン錠125mg「イワキ」 製造販売／岩城製薬株式会社
ツインラインNF配合経腸用液 製造販売元／イーエヌ大塚製薬株式会社販売提携

／大塚製薬株式会社販売提携／株式会社大塚製薬
工場

ラコールNF配合経腸用液 製造販売元／イーエヌ大塚製薬株式会社販売提携
／大塚製薬株式会社販売提携／株式会社大塚製薬
工場

ラコールNF配合経腸用半固形剤 製造販売元／イーエヌ大塚製薬株式会社販売提携
／大塚製薬株式会社販売提携／株式会社大塚製薬
工場

イノラス配合経腸用液 製造販売元／イーエヌ大塚製薬株式会社販売提携
／大塚製薬株式会社販売提携／株式会社大塚製薬
工場
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デスモプレシン点鼻スプレー０．０１％「ＩＬＳ」 *製造販売／ILS株式会社発売／高田製薬株式会社

ブセレリン点鼻液0.15％「ILS」 販売元／日医工株式会社*製造販売元／ILS株式会
社

ブセレリン点鼻液0.15％「ILS」 販売元／日本ジェネリック株式会社*製造販売元
／ILS株式会社

パルナパリンNa透析用500単位/mLバイアル10mL「ILS」 販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／ILS
株式会社

グルカゴン注射用1単位「ILS」 製造販売元／ILS株式会社発売元／カイゲン
ファーマ株式会社

ペマジール錠4.5mg 製造販売元／インサイト・バイオサイエンシズ・
ジャパン合同会社

ピヴラッツ点滴静注液150mg 製造販売元／イドルシア ファーマシューティカ
ルズ ジャパン株式会社

アリケイス吸入液590mg 製造販売業者／インスメッド合同会社
ウチダの八味丸M 発売元／クラシエ薬品株式会社*製造販売元／株

式会社ウチダ和漢薬
レトロビルカプセル100mg 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
エピビル錠150／エピビル錠300 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
ザイアジェン錠300mg 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
レクシヴァ錠700 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
シーエルセントリ錠150mg 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
テビケイ錠50mg 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
ボカブリア錠30mg 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
コンビビル配合錠 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
エプジコム配合錠 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
トリーメク配合錠 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
ジャルカ配合錠 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
ドウベイト配合錠 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
ボカブリア水懸筋注400mg／ボカブリア水懸筋注600mg 製造販売元／ヴィーブヘルスケア株式会社販売元

／グラクソ・スミスクライン株式会社
メプセヴィ点滴静注液10mg 製造販売元／Ultragenyx Japan株式会社
サイレース錠1mg／サイレース錠2mg 製造販売元／エーザイ株式会社
サイレース静注2mg 製造販売元（輸入元）／エーザイ株式会社
ルネスタ錠1mg／ルネスタ錠2mg／ルネスタ錠3mg 製造販売元／エーザイ株式会社提携／Sunovion

Pharmaceuticals Inc
エピレオプチマル散50% 製造販売元／エーザイ株式会社
イノベロン錠100mg／イノベロン錠200mg 製造販売元／エーザイ株式会社
フィコンパ錠2mg／フィコンパ錠4mg／フィコンパ細粒1% 製造販売元／エーザイ株式会社
インフリーカプセル100mg／インフリーSカプセル200mg 製造販売元／エーザイ株式会社
エクフィナ錠50mg 製造販売元／エーザイ株式会社
アリセプト錠3mg／アリセプト錠5mg／アリセプト錠10mg／アリセプト細粒0.5％ 製造販売元／エーザイ株式会社
アリセプトD錠3mg／アリセプトD錠5mg／アリセプトD錠10mg 製造販売元／エーザイ株式会社
アリセプト内服ゼリー3mg／アリセプト内服ゼリー5mg／アリセプト内服ゼリー10mg 製造販売元／エーザイ株式会社
アリセプトドライシロップ1％ 製造販売元／エーザイ株式会社
デエビゴ錠2.5mg／デエビゴ錠5mg／デエビゴ錠10mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ナーブロック筋注2500単位 製造販売元（輸入元）／エーザイ株式会社
コリオパンカプセル５mg／コリオパン錠10mg／コリオパン顆粒２％ 製造販売元／エーザイ株式会社
コスパノン錠40mg／コスパノン錠80mg 製造販売元／エーザイ株式会社
コスパノンカプセル40mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ミオナール錠50mg／ミオナール顆粒10％ 製造販売元／エーザイ株式会社
メリスロン錠6mg／メリスロン錠12mg 製造販売元／エーザイ株式会社
トラベルミン注 製造販売元／エーザイ株式会社
ネオフィリン注250mg／ネオフィリン注PL250mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ジプロフィリン注300mg「エーザイ」 製造販売元／エーザイ株式会社
ネオフィリン注PL250mg 製造販売元／エーザイ株式会社
アプニション静注15mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ネオフィリン注点滴用バッグ250mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ノイキノン錠5mg／ノイキノン錠10mg／ノイキノン糖衣錠10mg 製造販売元／エーザイ株式会社
コアテック注5mg 製造販売元／エーザイ株式会社
コアテック注SB9mg 製造販売元／エーザイ株式会社
タンボコール細粒10％ 製造販売元／エーザイ株式会社
タンボコール錠50mg／タンボコール錠100mg／タンボコール細粒10％ 製造販売元／エーザイ株式会社
ワソラン静注5mg 製造販売元／エーザイ株式会社
タンボコール静注50mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ノルモナール錠15mg 製造販売元／エーザイ株式会社
デタントール錠0.5mg／デタントール錠1mg 製造販売元／エーザイ株式会社
デタントールR錠3mg／デタントールR錠6mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ワソラン錠40mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ワソラン錠40mg 製造販売元／エーザイ株式会社発売元／マイラン

EPD合同会社
ニトロールRカプセル20mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ニトロール錠5mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ニトロール注5mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ニトロール点滴静注50mgバッグ／ニトロール点滴静注100mgバッグ 製造販売元／エーザイ株式会社
ニトロール注5mgシリンジ 製造販売元／エーザイ株式会社
ニトロール持続静注25mgシリンジ 製造販売元／エーザイ株式会社
ニトロールスプレー1.25mg 製造販売元／エーザイ株式会社
エラスチーム錠1800 製造販売元／エーザイ株式会社
ユベラNカプセル100mg／ユベラNソフトカプセル200mg 製造販売元／エーザイ株式会社
*テラプチク皮下・筋注30mg 製造販売元／エーザイ株式会社
**テラプチク静注45mg *製造販売元／エーザイ株式会社
テオロング錠50mg／テオロング錠100mg／テオロング錠200mg 製造販売元／エーザイ株式会社
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セルベックスカプセル50mg／セルベックス細粒10% 製造販売元／エーザイ株式会社販売元／EAファー
マ株式会社

パリエット錠5mg／パリエット錠10mg 製造販売元／エーザイ株式会社販売元／EAファー
マ株式会社

パリエット錠20mg 製造販売元／エーザイ株式会社販売元／EAファー
マ株式会社

チョコラA筋注5万単位 製造販売元／エーザイ株式会社
ハイコバールカプセル500μg 製造販売元／エーザイ株式会社
メチコバール錠250μg／メチコバール錠500μg／メチコバール細粒0.1% 製造販売元／エーザイ株式会社
メチコバール注射液500μg 製造販売元／エーザイ株式会社
ケーワン錠5mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ケイツーカプセル5mg 製造販売元／エーザイ株式会社
グラケーカプセル15mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ケイツーN静注10mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ワーファリン錠0.5mg／ワーファリン錠1mg／ワーファリン錠5mg／ワーファリン顆粒0.2％ 製造販売元／エーザイ株式会社
クリアクター静注用40万／クリアクター静注用80万 製造販売元／エーザイ株式会社
ケアラム錠25mg 製造販売元／エーザイ株式会社共同開発／富士フ

イルム 富山化学株式会社
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg 製造販売（輸入）元／エーザイ株式会社
レンビマカプセル4mg／レンビマカプセル10mg 製造販売元／エーザイ株式会社販売提携／MSD株

式会社
タズベリク錠200mg 製造販売元／エーザイ株式会社
ハラヴェン静注1mg 製造販売元（輸入元）／エーザイ株式会社
レミトロ点滴静注用300μg 製造販売元（輸入）／エーザイ株式会社
アゼプチン錠0.5mg／アゼプチン錠1mg 製造販売元／エーザイ株式会社
アザクタム注射用0.5g／アザクタム注射用1g 製造販売元／エーザイ株式会社提携先／Bristol-

Myers Squibb社（米国）
ラベキュアパック400／ラベキュアパック800 製造販売元／エーザイ株式会社販売元／EAファー

マ株式会社
ラベファインパック 製造販売元／エーザイ株式会社販売元／EAファー

マ株式会社
ベルソムラ錠10mg／ベルソムラ錠15mg／ベルソムラ錠20mg 製造販売元／ＭＳＤ株式会社
エスラックス静注25mg/2.5mL／エスラックス静注50mg/5.0mL 製造販売元／MSD株式会社
リフヌア錠45mg 製造販売元／MSD株式会社発売元／杏林製薬株式

会社
ブリディオン静注200mg／ブリディオン静注500mg 製造販売元／MSD株式会社
ジャヌビア錠12.5mg／ジャヌビア錠25mg／ジャヌビア錠50mg／ジャヌビア錠100mg 製造販売元／MSD株式会社
マリゼブ錠12.5mg／マリゼブ錠25mg 製造販売元／MSD株式会社販売元／キッセイ薬品

工業株式会社
スージャヌ配合錠 製造販売元／MSD株式会社発売元／アステラス製

薬株式会社販売提携／寿製薬株式会社
テモダールカプセル20mg／テモダールカプセル100mg 製造販売元／MSD株式会社
テモダール点滴静注用100mg 製造販売元／MSD株式会社
ゾリンザカプセル100mg 製造販売元／MSD株式会社販売元／大鵬薬品工業

株式会社
キイトルーダ点滴静注100mg 製造販売元／MSD株式会社
バイシリンG顆粒40万単位 製造販売元／MSD株式会社
キュビシン静注用350mg 製造販売元／MSD株式会社
レカルブリオ配合点滴静注用 製造販売元／MSD株式会社
チエナム点滴静注用0.5g／チエナム点滴静注用キット0.5g 製造販売元／MSD株式会社
チエナム筋注用0.5g 製造販売元／MSD株式会社
ザバクサ配合点滴静注用 製造販売元／MSD株式会社
ノクサフィル錠100mg 製造販売元／MSD株式会社
カンサイダス点滴静注用50mg／カンサイダス点滴静注用70mg 製造販売元／MSD株式会社
ノクサフィル点滴静注300mg 製造販売元／MSD株式会社
シベクトロ錠200mg 製造販売元／MSD株式会社
シベクトロ点滴静注用200mg 製造販売元／MSD株式会社
ストックリン錠200mg／ストックリン錠600mg 製造販売元／MSD株式会社
レベトールカプセル200mg 製造販売元／MSD株式会社
アイセントレス錠400mg 製造販売元／MSD株式会社
アイセントレス錠600mg 製造販売元／MSD株式会社
プレバイミス錠240mg 製造販売元／MSD株式会社
ピフェルトロ錠100mg 製造販売元／MSD株式会社
ラゲブリオカプセル200mg 製造販売元／MSD株式会社
プレバイミス点滴静注240mg 製造販売元／MSD株式会社
ニューモバックスNPシリンジ 製造販売元／MSD株式会社
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ 製造販売元／MSD株式会社
ロタテック内用液 製造販売元（輸入）／MSD株式会社
ヘプタバックス−II水性懸濁注シリンジ0.25mL／ヘプタバックス−II水性懸濁注シリンジ0.5mL 製造販売元／MSD株式会社
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 製造販売元／MSD株式会社
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 製造販売元／MSD株式会社
ジーンプラバ点滴静注625mg 製造販売元／MSD株式会社
ストロメクトール錠3mg 販売／マルホ株式会社製造販売元／ＭＳＤ株式会

社
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工

株式会社
トアラセット配合錠「EE」 製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工

株式会社
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「EE」／プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「EE」 *製造販売元／エルメッド株式会社*販売元／日医

工株式会社
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」／フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」／フルボキサミンマ
レイン酸塩錠75mg「EMEC」

製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工
株式会社

ミルタザピン錠15mg「EE」／ミルタザピン錠30mg「EE」 製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工
株式会社

メマンチン塩酸塩OD錠５mg「日医工」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日医工」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日
医工」

製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工
株式会社

ガランタミンOD錠４mg「日医工」／ガランタミンOD錠８mg「日医工」／ガランタミンOD錠12mg「日医工」 製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工
株式会社

フロセミド細粒４％「EMEC」 製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工
株式会社

カンデサルタンOD錠２mg「EE」／カンデサルタンOD錠４mg「EE」／カンデサルタンOD錠８mg「EE」／カンデサル
タンOD錠12mg「EE」

製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工
株式会社

オルメサルタンOD錠5mg「EE」／オルメサルタンOD錠10mg「EE」／オルメサルタンOD錠20mg「EE」／オルメサル
タンOD錠40mg「EE」

製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工
株式会社

イルアミクス配合錠LD「EE」／イルアミクス配合錠HD「EE」 *製造販売元／エルメッド株式会社*販売元／日医
工株式会社
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ピタバスタチンCa錠1mg「EE」／ピタバスタチンCa錠2mg「EE」／ピタバスタチンCa錠4mg「EE」 製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工
株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「EE」／ロスバスタチン錠５mg「EE」 製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工
株式会社

ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」／ロスバスタチンOD錠５mg「EE」 製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工
株式会社

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「EE」／モサプリドクエン酸塩錠５mg「EE」 *製造販売元／エルメッド株式会社*販売元／日医
工株式会社

ナフトピジル錠25mg「EE」／ナフトピジル錠50mg「EE」／ナフトピジル錠75mg「EE」 *製造販売元／エルメッド株式会社*販売元／日医
工株式会社

ナフトピジルOD錠25mg「EE」／ナフトピジルOD錠50mg「EE」／ナフトピジルOD錠75mg「EE」 *製造販売元／エルメッド株式会社*販売元／日医
工株式会社

シロドシンOD錠２mg「EE」／シロドシンOD錠４mg「EE」 *製造販売元／エルメッド株式会社*販売元／日医
工株式会社

ピオグリタゾン錠15mg「EE」／ピオグリタゾン錠30mg「EE」 **製造販売元／エルメッド株式会社**販売元／日
医工株式会社

ドセタキセル点滴静注20mg／１mL「EE」／ドセタキセル点滴静注80mg／４mL「EE」 製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工
株式会社

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「EE」／オロパタジン塩酸塩錠５mg「EE」 **製造販売元／エルメッド株式会社**販売元／日
医工株式会社

ロラタジン錠10mg「EE」／ロラタジンOD錠10mg「EE」 **製造販売元／エルメッド株式会社**販売元／日
医工株式会社

ノルフロキサシン錠100mg「EMEC」／ノルフロキサシン錠200mg「EMEC」 製造販売元／エルメッド株式会社販売元／日医工
株式会社

バラシクロビル錠500mg「EE」 *製造販売元／エルメッド株式会社*販売元／日医
工株式会社

ミルマグ錠３５０ｍｇ **発売元／共和薬品工業株式会社製造販売元／エ
ムジーファーマ株式会社

ミルマグ内用懸濁液７．２％ **発売元／共和薬品工業株式会社製造販売元／エ
ムジーファーマ株式会社

エフピーＯＤ錠2.5 製造販売元／エフピー株式会社
アラグリオ顆粒剤分包1.5g 製造販売元／SBIファーマ株式会社販売元／日本

化薬株式会社
アラグリオ内用剤1.5g 製造販売元／SBIファーマ株式会社販売元／日本

化薬株式会社
フレスミンＳ注射液１０００μｇ 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
マルタミン注射用 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
ソリタ−Ｔ配合顆粒２号 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
ソリタ−Ｔ配合顆粒３号 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
エレメンミック注 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
ブドウ糖注射液「AY」5% 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
リハビックス-K1号輸液／リハビックス-K2号輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
モリアミンS注 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
モリプロンF輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
アミニック輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
モリヘパミン点滴静注 (200mL)／モリヘパミン点滴静注 (300mL)／モリヘパミン点滴静注 (500mL) 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

EAファーマ株式会社
ネオアミユー輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
ピーエヌツイン−1号輸液／ピーエヌツイン−2号輸液／ピーエヌツイン−3号輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
ツインパル輸液／ツインパル輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
パレセーフ輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
パレプラス輸液／パレプラス輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／

株式会社陽進堂
ワンパル1号輸液（800mL）／ワンパル1号輸液（1200mL）／ワンパル2号輸液（800mL）／ワンパル2号輸液
（1200mL）

製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

生理食塩液「ＡＹ」 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ソリタ−Ｔ１号輸液(200mL)／ソリタ−Ｔ１号輸液(500mL) 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

１０％ＥＬ−３号輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ソリタ−Ｔ３号輸液 (200mL)／ソリタ−Ｔ３号輸液 (500mL) 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ソリタ−Ｔ３号Ｇ輸液(200mL)／ソリタ−Ｔ３号Ｇ輸液(500mL) 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ＥＬ−３号輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ソリタ−Ｔ４号輸液 (200mL)／ソリタ−Ｔ４号輸液 (500mL) 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ソリタ−Ｔ２号輸液 (200mL)／ソリタ−Ｔ２号輸液 (500mL) 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

リナセートD輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ソリタックス‐Ｈ輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

リナセートF輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ビカーボン輸液 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ヘパリンカルシウム注1万単位/10mL「AY」／ヘパリンカルシウム注5万単位/50mL「AY」 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

7/151



販売名 企業名

ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」／ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」／ヘパリンナトリウム注5万単位/50mL「AY」／ヘパリンナトリウム注
10万単位/100mL「AY」

製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ローヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ローヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL／ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL／ローヘパ透析用200単位/mL
シリンジ20mL

製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

AK-ソリタ透析剤・DP 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

AK-ソリタ透析剤・FP 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

AK-ソリタ透析剤・DL 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

AK-ソリタ透析剤・FL 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

バイフィル透析剤 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39％（2L） 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

カーボスター透析剤・L（6L）／カーボスター透析剤・L（9L） 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

カーボスター透析剤・M 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

カーボスター透析剤・P 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

**ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」／**ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」／**ナファ
モスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」／**ナファモスタットメシル酸塩注射用150mg「AY」

製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

アルギメート点滴静注１０％ 製造販売元／エイワイファーマ株式会社*販売元
／EAファーマ株式会社

アルギＵ点滴静注２０ｇ 製造販売元／エイワイファーマ株式会社*販売元
／EAファーマ株式会社

アルギニン点滴静注３０ｇ「AY」 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

トレーランG液50g／トレーランG液75g 製造販売元／エイワイファーマ株式会社販売元／
株式会社陽進堂

ソランタール錠50mg／ソランタール錠100mg 製造販売／LTLファーマ株式会社
ロドピン錠25mg／ロドピン錠50mg／ロドピン錠100mg／ロドピン細粒10%／ロドピン細粒50% 製造販売／LTLファーマ株式会社
エミレース錠3mg／エミレース錠10mg 製造販売／LTLファーマ株式会社
ローガン錠10mg 製造販売／LTLファーマ株式会社
ペルジピン錠10mg／ペルジピン錠20mg／ペルジピン散10% 製造販売／LTLファーマ株式会社
ペルジピンLAカプセル20mg／ペルジピンLAカプセル40mg 製造販売／LTLファーマ株式会社
ニバジール錠2mg／ニバジール錠4mg 製造販売／LTLファーマ株式会社
ヒポカ5mgカプセル／ヒポカ10mgカプセル／ヒポカ15mgカプセル 製造販売／LTLファーマ株式会社
ペルジピン注射液2mg／ペルジピン注射液10mg／ペルジピン注射液25mg 製造販売／LTLファーマ株式会社
ガスター散10%／ガスター散2% 製造販売／LTLファーマ株式会社
ガスター錠10mg／ガスター錠20mg 製造販売／LTLファーマ株式会社
ガスターD錠10mg／ガスターD錠20mg 製造販売／LTLファーマ株式会社
ガスター注射液10mg／ガスター注射液20mg 製造販売／LTLファーマ株式会社
ナゼアOD錠0.1mg 製造販売元／LTLファーマ株式会社
ナゼア注射液0.3mg 製造販売元／LTLファーマ株式会社
ノイロビタン配合錠 製造販売／LTLファーマ株式会社
スポンゼル／スポンゼル 製造販売／LTLファーマ株式会社
ディレグラ配合錠 製造販売／LTLファーマ株式会社
サワシリンカプセル125／サワシリンカプセル250／サワシリン細粒10%／サワシリン錠250 製造販売／LTLファーマ株式会社
セフゾン細粒小児用10% 製造販売／LTLファーマ株式会社
セフゾンカプセル50mg／セフゾンカプセル100mg 製造販売／LTLファーマ株式会社
セファメジンα注射用0.25g／セファメジンα注射用0.5g／セファメジンα注射用1g／セファメジンα注射用2g 製造販売／LTLファーマ株式会社
セファメジンα筋注用0.25g／セファメジンα筋注用0.5g 製造販売／LTLファーマ株式会社
セファメジンα点滴用キット1g／セファメジンα点滴用キット2g 製造販売／LTLファーマ株式会社
ジョサマイシン錠50mg／ジョサマイシン錠200mg 製造販売／LTLファーマ株式会社
ジョサマイシロップ3% 製造販売／LTLファーマ株式会社
ジョサマイドライシロップ10% 製造販売／LTLファーマ株式会社
セレコキシブ錠100mg「明治」／セレコキシブ錠200mg「明治」 販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社製造販売

元／Meファルマ株式会社
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」／ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「明治」／ビソプロロールフ
マル酸塩錠5mg「明治」

販売提携／Meiji Seika ファルマ株式会社製造販
売元／Meファルマ株式会社

バルサルタン錠20mg「Me」／バルサルタン錠40mg「Me」／バルサルタン錠80mg「Me」／バルサルタン錠160mg
「Me」

製造販売元／Meファルマ株式会社販売提携／
Meiji Seika ファルマ株式会社

アトルバスタチン錠5mg「Me」／アトルバスタチン錠10mg「Me」 製造販売元／Meファルマ株式会社販売提携／
Meiji Seika ファルマ株式会社

アトルバスタチン錠5mg「Me」／アトルバスタチン錠10mg「Me」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売元
／Meファルマ株式会社

アトルバスタチン錠5mg「Me」／アトルバスタチン錠10mg「Me」 販売元／共創未来ファーマ株式会社製造販売元／
Meファルマ株式会社

アトルバスタチン錠5mg「Me」／アトルバスタチン錠10mg「Me」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／Me
ファルマ株式会社

エゼチミブ錠10mg「明治」 製造販売元／Meファルマ株式会社販売元／Meiji
Seika ファルマ株式会社

レバミピド錠100mg「Me」 製造販売元／Meファルマ株式会社販売提携／
Meiji Seika ファルマ株式会社

シロドシンOD錠2mg「Me」／シロドシンOD錠4mg「Me」 製造販売元／Meファルマ株式会社販売提携／
Meiji Seika ファルマ株式会社

グリメピリド錠0.5mg「Me」／グリメピリド錠1mg「Me」／グリメピリド錠3mg「Me」 販売提携／Meiji Seika ファルマ株式会社製造販
売元／Meファルマ株式会社

カロナール原末 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
カロナール細粒20%／カロナール細粒50% 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
カロナール錠200／カロナール錠300／カロナール錠500 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
カロナールシロップ２％ 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
カロナール坐剤小児用50 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
カロナール坐剤100／カロナール坐剤200／カロナール坐剤400 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
ピーマーゲン配合散 製造販売元／*あゆみ製薬株式会社
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
**アセチルシステイン内用液１７.６％「あゆみ」 製造販売元／**あゆみ製薬株式会社
アロプリノール錠５０ｍｇ「あゆみ」／アロプリノール錠１００ｍｇ「あゆみ」 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
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タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」／タクロリムス錠１mg「あゆみ」／タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」／タクロリ
ムス錠２mg「あゆみ」／タクロリムス錠３mg「あゆみ」

製造販売元／あゆみ製薬株式会社

タクロリムス錠５mg「あゆみ」 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
＊メトトレキサート錠２ｍｇ「あゆみ」 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
ミノドロン酸錠1mg「あゆみ」 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
ミノドロン酸錠50mg「あゆみ」 製造販売／あゆみ製薬株式会社
イグラチモド錠25mg「あゆみ」 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
イグラチモド錠25mg「あゆみ」 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
**クレマスチンドライシロップ0.1%「あゆみ」 製造販売元／あゆみ製薬株式会社
リマチル錠50ｍｇ／リマチル錠100ｍｇ ＊製造販売元／あゆみ製薬株式会社
アザルフィジンEN錠250mg／アザルフィジンEN錠500mg *製造販売元／あゆみ製薬株式会社
*フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ 製造販売元／**あゆみ製薬株式会社
アクラシノン注射用２０ｍｇ 発売／*アステラス製薬株式会社製造販売／*日本

マイクロバイオファーマ株式会社
ピノルビン注射用１０ｍｇ／ピノルビン注射用２０ｍｇ／ピノルビン注射用３０ｍｇ 発売元／日本化薬株式会社製造販売元／日本マイ

クロバイオファーマ株式会社
ハップスターID70mg 販売元／日医工株式会社製造販売元／株式会社大

石膏盛堂
ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 販売元／杏林製薬株式会社発売元／キョーリンリ

メディオ株式会社製造販売元／株式会社大石膏盛
堂

ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 販売元／杏林製薬株式会社発売元／キョーリンリ
メディオ株式会社製造販売元／株式会社大石膏盛
堂

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」 発売元／祐徳薬品工業株式会社製造販売元／株式
会社大石膏盛堂

ロキソプロフェンナトリウムパップ１００mg「ファイザー」 製造販売元／株式会社大石膏盛堂販売／ファイ
ザー株式会社提携／マイラン製薬株式会社

ロキソプロフェンナトリウムテープ５０mg「ファイザー」／ロキソプロフェンナトリウムテープ１００mg「ファ
イザー」

製造販売元／株式会社大石膏盛堂販売／ファイ
ザー株式会社提携／マイラン製薬株式会社

ミルタザピン錠15mg「明治」／ミルタザピン錠30mg「明治」 製造販売元／大蔵製薬株式会社販売元／Meiji
Seikaファルマ株式会社

塩酸バンコマイシン散0.5g **販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社**製造
販売元／大蔵製薬株式会社

塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g *販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社*製造販
売元／大蔵製薬株式会社

セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「OK」 製造販売元／大蔵製薬株式会社販売元／Meiji
Seika ファルマ株式会社

セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 製造販売元／大蔵製薬株式会社販売元／Meiji
Seika ファルマ株式会社

レペタン注0.2mg／レペタン注0.3mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
レペタン坐剤0.2mg／レペタン坐剤0.4mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
ニュープロパッチ2.25mg／ニュープロパッチ4.5mg／ニュープロパッチ9mg／ニュープロパッチ13.5mg／ニュープ
ロパッチ18mg

製造販売元／大塚製薬株式会社

ニュープロパッチ2.25mg（旧製品：支持体にアルミを含む製品）／ニュープロパッチ4.5mg（旧製品：支持体に
アルミを含む製品）／ニュープロパッチ9mg（旧製品：支持体にアルミを含む製品）／ニュープロパッチ13.5mg
（旧製品：支持体にアルミを含む製品）／ニュープロパッチ18mg（旧製品：支持体にアルミを含む製品）

製造販売元／大塚製薬株式会社

エビリファイ錠1mg／エビリファイ錠3mg／エビリファイ錠6mg／エビリファイ錠12mg／エビリファイ散1% 製造販売元／大塚製薬株式会社
エビリファイOD錠3mg／エビリファイOD錠6mg／エビリファイOD錠12mg／エビリファイOD錠24mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
エビリファイ内用液0.1％ 製造販売元／大塚製薬株式会社
レキサルティ錠1mg／レキサルティ錠2mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
レキサルティOD錠0.5mg／レキサルティOD錠1mg／レキサルティOD錠2mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
エビリファイ持続性水懸筋注用300mg／エビリファイ持続性水懸筋注用400mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ／エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ 製造販売元／大塚製薬株式会社
セリンクロ錠10mg 製造販売元／大塚製薬株式会社提携／ルンドベッ

ク・ジャパン株式会社
アジョビ皮下注225mgシリンジ 製造販売元／大塚製薬株式会社提携／Teva

Pharmaceutical Industries Ltd.
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター 製造販売元／大塚製薬株式会社提携／Teva

Pharmaceutical Industries Ltd.
ミケラン点眼液1％／ミケラン点眼液2％ 製造販売元／大塚製薬株式会社提携／千寿製薬株

式会社
ミケランLA点眼液1％／ミケランLA点眼液2％ 製造販売元／大塚製薬株式会社提携／千寿製薬株

式会社
ムコスタ点眼液UD2% 製造販売元／大塚製薬株式会社
ミケルナ配合点眼液 製造販売元／大塚製薬株式会社提携／千寿製薬株

式会社
小児用ミケラン細粒0.2% 製造販売元／大塚製薬株式会社
ミケラン細粒1% 製造販売元／大塚製薬株式会社
ミケラン錠5mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
サムスカOD錠7.5mg／サムスカOD錠15mg／サムスカOD錠30mg／サムスカ顆粒1% 製造販売元／大塚製薬株式会社
サムタス点滴静注用8mg／サムタス点滴静注用16mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
ミケランLAカプセル15mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
ロレルコ錠250mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
ユニフィルLA錠100mg／ユニフィルLA錠200mg／ユニフィルLA錠400mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
メプチン顆粒0.01% 製造販売元／⼤塚製薬株式会社
メプチンミニ錠25μg 製造販売元／大塚製薬株式会社
メプチン錠50μg 製造販売元／大塚製薬株式会社
メプチンシロップ5μg/mL 製造販売元／大塚製薬株式会社
メプチンドライシロップ0.005% 製造販売元／大塚製薬株式会社
メプチン吸入液0.01%／メプチン吸入液ユニット0.3mL／メプチン吸入液ユニット0.5mL 製造販売元／大塚製薬株式会社
メプチンキッドエアー5μg吸入100回 製造販売元／大塚製薬株式会社
メプチンエアー10μg吸入100回 製造販売元／大塚製薬株式会社
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 製造販売元／大塚製薬株式会社
ムコスタ錠100mg／ムコスタ顆粒20% 製造販売元／大塚製薬株式会社
アクアチム軟膏1％ 製造販売元／大塚製薬株式会社
アクアチムクリーム1％ 製造販売元／大塚製薬株式会社
アクアチムローション1％ 製造販売元／大塚製薬株式会社
モイゼルト軟膏0.3%／モイゼルト軟膏1% 製造販売元／大塚製薬株式会社
ハイゼット細粒20% 製造販売元／大塚製薬株式会社
ハイゼット錠25mg／ハイゼット錠50mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
アミノレバンEN配合散 製造販売元／大塚製薬株式会社
プレタール散20％ 製造販売元／大塚製薬株式会社
プレタールOD錠50mg／プレタールOD錠100mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
エルカルチンFF錠100mg／エルカルチンFF錠250mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
エルカルチンFF内用液10%／エルカルチンFF内用液10%分包5mL／エルカルチンFF内用液10%分包10mL 製造販売元／大塚製薬株式会社
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販売名 企業名

エルカルチンFF静注1000mgシリンジ 製造販売元／大塚製薬株式会社
ブスルフェクス点滴静注用60mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
アイクルシグ錠15mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
デルティバ錠50mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
フェリセルツ散20% 製造販売元／大塚製薬株式会社
ユービット錠100mg 製造販売元／大塚製薬株式会社
硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会

社大塚製薬工場
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」／トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大

塚製薬株式会社
レバミピド錠100mg「オーツカ」 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大

塚製薬株式会社
ポビドンヨード液10%消毒用アプリケータ「オーツカ」10mL／ポビドンヨード液10%消毒用アプリケータ「オーツ
カ」25mL

販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

*オロナイン外用液10％(500mL)／*オロナイン外用液10％(18L) 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

プリビーシー液0．02％ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

プリビーシー液0．05％ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

プリビーシー液0．1％ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

オラネジン消毒液1.5%／**オラネジン消毒液1.5%OR 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ10mL／オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL／**オラネジン液1.5%OR
消毒用アプリケータ10mL／**オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ25mL

販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

ウレパールクリーム１０％ 販売／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会社大
塚製薬工場

ウレパールローション10％ 販売／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会社大
塚製薬工場

オーツカＭＶ注 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

塩化Ｃａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚塩カル注２％ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚糖液５％ＴＮ（１００ｍＬキット）／大塚糖液５％ＴＮ（５０ｍＬキット） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚糖液５％２ポート１００ｍL 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚糖液５％２ポート５０ｍL 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚糖液５％（２０ｍL管）／大塚糖液５％（１００ｍL瓶）／大塚糖液５％（２５０ｍL瓶）／大塚糖液５％
（２５０ｍL袋）／大塚糖液５％（５００ｍL袋）／大塚糖液５％（５０ｍL瓶）／大塚糖液１０％（２０ｍL管）
／大塚糖液１０％（５００ｍL袋）／大塚糖液２０％（２０ｍL管）

販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚糖液４０％（２０ｍL管）／大塚糖液５０％（２０ｍL管） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚糖液５０％（２００ｍL袋）／大塚糖液５０％（５００ｍL袋） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚糖液７０％(350mL袋) 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

20％フルクトン注 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

マルトス輸液１０％（500mL袋）／マルトス輸液１０％（250mL袋） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

キシリトール注２０％ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

キリット注５％（５００ｍL袋）／キリット注５％（３００ｍL袋） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

アミノレバン点滴静注（200mL）／アミノレバン点滴静注（500mL） 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

アミパレン輸液（200mL袋）／アミパレン輸液（300mL袋）／アミパレン輸液（400mL袋） 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

キドミン輸液（200mL袋）／キドミン輸液（300mL袋） 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

プラスアミノ輸液（200mL袋）／プラスアミノ輸液（500mL袋） 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

ミキシッドL輸液／ミキシッドH輸液 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

ネオパレン1号輸液（1000mL1キット）／ネオパレン1号輸液（1500mL1キット）／ネオパレン2号輸液（1000mL1
キット）／ネオパレン2号輸液（1500mL1キット）

製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

ビーフリード輸液（500mLバッグ）／ビーフリード輸液（1000mLバッグ） 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

エルネオパNF1号輸液（1000mLキット）／エルネオパNF1号輸液（1500mLキット）／エルネオパNF1号輸液
（2000mLキット）／エルネオパNF2号輸液（1000mLキット）／エルネオパNF2号輸液（1500mLキット）／エルネオ
パNF2号輸液（2000mLキット）

製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

エネフリード輸液(550mLバッグ)／エネフリード輸液(1100mLバッグ) 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

イントラリポス輸液１０％（250mL袋）／イントラリポス輸液２０％（100mL袋）／イントラリポス輸液２０％
（250mL袋）／イントラリポス輸液２０％（50mL袋）

販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚食塩注１０％ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚生食注（２０ｍL管）／大塚生食注（１００ｍL瓶）／大塚生食注（250ｍL瓶）／大塚生食注（500ｍL瓶・細
口）／大塚生食注（500ｍL瓶・広口）／大塚生食注（1000mL瓶・細口）／大塚生食注（1000mL瓶・広口）／大塚
生食注（500ｍL袋）／大塚生食注（1000mL袋）／大塚生食注（５０ｍL瓶）／大塚生食注（250ｍL袋）／*大塚生
食注（５０ｍL袋）

販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚生食注ＴＮ（１００ｍＬキット）／大塚生食注ＴＮ（５０ｍＬキット） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍL／生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍL／生食注シリンジ「オーツカ」５ｍ
L

販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚生食注２ポート１００ｍＬ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚生食注２ポート５０ｍＬ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

塩化アンモニウム補正液５ｍＥｑ/ｍＬ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場
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販売名 企業名

ＫＣＬ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

*ＫＣＬ補正液キット２０ｍＥｑ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

塩化Ｎａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

塩化Ｎａ補正液２．５ｍＥｑ/ｍＬ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

乳酸Ｎａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍoｌ／ｍＬ 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

ＫＮ１号輸液（５００ｍL袋）／ＫＮ１号輸液（２００ｍL袋） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

低分子デキストラン糖注 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

ＫＮ３号輸液（５００ｍL袋）／ＫＮ３号輸液（２００ｍL袋） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

フルクトラクト注(200mL袋）／フルクトラクト注(500mL袋） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

フィジオゾール３号輸液 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

ＫＮMG３号輸液 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

ＫＮ4号輸液 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

ＫＮ2号輸液 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

ラクテック注（250mL）／ラクテック注（500mL）／ラクテック注（1L） 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

ラクテックG輸液（250mL）／ラクテックG輸液（500mL）／ラクテックG輸液（1L） 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

低分子デキストランL注（250mL）／低分子デキストランL注（500mL） 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

ラクテックD輸液 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

ポタコールR輸液（250mL）／ポタコールR輸液（500mL） 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

リンゲル液「オーツカ」 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

サヴィオゾール輸液 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

トリフリード輸液（500ｍＬ袋）／トリフリード輸液（1000ｍＬ袋） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

フィジオ70輸液（500mL） 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

*フィジオ３５輸液（２５０ｍL袋）／*フィジオ３５輸液（５００ｍL袋） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

フィジオ140輸液（250mL）／フィジオ140輸液（500mL） 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

ビカネイト輸液（500mL）／ビカネイト輸液（1L） 製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL／ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」
10mL／ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL／ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ
「オーツカ」10mL

製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売提携／大
塚製薬株式会社

ヘパフィルド透析用150単位/mLシリンジ20mL／ヘパフィルド透析用200単位/mLシリンジ20mL／ヘパフィルド透析
用250単位/mLシリンジ20mL

製造販売元／株式会社大塚製薬工場販売元／株式
会社ジェイ・エム・エス

*サム点滴静注セット 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

**ネオファーゲン静注２０mL **販売提携／**大塚製薬株式会社製造販売元／株
式会社大塚製薬工場

メイロン静注7％(20mL管）／メイロン静注7％(250mL袋） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

メイロン静注８．４％(20mL管）／メイロン静注８．４％(250mL袋） 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

大塚蒸留水（20mL管）／大塚蒸留水（100mL瓶）／大塚蒸留水（500mL瓶）／大塚蒸留水（500mL瓶・細口）／大
塚蒸留水（500mL瓶・広口）／大塚蒸留水（1000mL瓶・細口）／大塚蒸留水（1000mL瓶・広口）

販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

*塩化ナトリウム「オーツカ」 販売提携／大塚製薬株式会社製造販売元／株式会
社大塚製薬工場

ブロチゾラム錠0.25mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」／ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」／ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 販売／株式会社エッセンシャルファーマ製造販売

元／大原薬品工業株式会社
ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」 発売元／旭化成ファーマ株式会社製造販売元／大

原薬品工業株式会社
セレコキシブ錠100mg「オーハラ」／セレコキシブ錠200mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
セレコキシブ錠100mg「オーハラ」／セレコキシブ錠200mg「オーハラ」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販

売元／大原薬品工業株式会社
トアラセット配合錠「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ドパストンカプセル２５０ｍｇ／ドパストン散９８．５％ 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ドパストン静注２５ｍｇ／ドパストン静注５０ｍｇ 製造販売元／大原薬品工業株式会社
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「オーハラ」／プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「オーハラ」／プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社販売元／共創

未来ファーマ株式会社
ネオドパストン配合錠L100／ネオドパストン配合錠L250 製造販売元／大原薬品工業株式会社
エチゾラム錠0.25mg「オーハラ」／エチゾラム錠0.5mg「オーハラ」／エチゾラム錠1mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
リスペリドン錠１「オーハラ」／リスペリドン錠２「オーハラ」／リスペリドン錠３「オーハラ」／リスペリド
ン細粒１％「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

パロキセチン錠5mg「オーハラ」※／パロキセチン錠10mg「オーハラ」／パロキセチン錠20mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
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パロキセチン錠10mg「オーハラ」／パロキセチン錠20mg「オーハラ」 販売／株式会社エッセンシャルファーマ製造販売
元／大原薬品工業株式会社

オランザピン細粒１％「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
アリピプラゾール錠3mg「オーハラ」／アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」／アリピプラゾール錠12mg「オーハ
ラ」／アリピプラゾール錠24mg「オーハラ」／アリピプラゾール散1％「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

アリピプラゾール錠3mg「オーハラ」／アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」／アリピプラゾール錠12mg「オーハ
ラ」／アリピプラゾール散1％「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社販売元／共創
未来ファーマ株式会社

アリピプラゾールOD錠3mg「オーハラ」／アリピプラゾールOD錠6mg「オーハラ」／アリピプラゾールOD錠12mg
「オーハラ」／アリピプラゾールOD錠24mg「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

アリピプラゾールOD錠3mg「オーハラ」／アリピプラゾールOD錠6mg「オーハラ」／アリピプラゾールOD錠12mg
「オーハラ」／アリピプラゾールOD錠24mg「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社販売元／共創
未来ファーマ株式会社

デュロキセチンカプセル20mg「オーハラ」／デュロキセチンカプセル30mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
デュロキセチンカプセル20mg「オーハラ」／デュロキセチンカプセル30mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社販売／株式会

社エッセンシャルファーマ
ドネペジル塩酸塩錠3mg「オーハラ」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「オーハ
ラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg
「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg
「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社販売元／日本
ジェネリック株式会社

プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」／プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」／プレガバリンOD錠150mg「オーハ
ラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」／プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」／プレガバリンOD錠150mg「オーハ
ラ」

販売／株式会社エッセンシャルファーマ製造販売
元／大原薬品工業株式会社

メマンチン塩酸塩錠5mg「オーハラ」／メマンチン塩酸塩錠10mg「オーハラ」／メマンチン塩酸塩錠20mg「オー
ハラ」／メマンチン塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」／メマンチン塩酸塩
OD錠20mg「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

プロパフェノン塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハラ」／プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「オーハラ」／エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」／エナ
ラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販
売元／大原薬品工業株式会社

リシノプリル錠５ｍｇ「オーハラ」／リシノプリル錠１０ｍｇ「オーハラ」／リシノプリル錠２０ｍｇ「オーハ
ラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」／イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
イミダプリル塩酸塩錠10mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
トランドラプリル錠0.5mg「オーハラ」／トランドラプリル錠１mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「オーハラ」／ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「オーハラ」／ロサルタンＫ錠１００ｍｇ
「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「オーハラ」／ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「オーハラ」／ロサルタンＫ錠１００ｍｇ
「オーハラ」

販売／株式会社エッセンシャルファーマ製造販売
元／大原薬品工業株式会社

カンデサルタン錠２ｍｇ「オーハラ」／カンデサルタン錠４ｍｇ「オーハラ」／カンデサルタン錠８ｍｇ「オー
ハラ」／カンデサルタン錠１２ｍｇ「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

バルサルタン錠20mg「オーハラ」／バルサルタン錠40mg「オーハラ」／バルサルタン錠80mg「オーハラ」／バル
サルタン錠160mg「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

バルサルタン錠20mg「オーハラ」／バルサルタン錠40mg「オーハラ」／バルサルタン錠80mg「オーハラ」／バル
サルタン錠160mg「オーハラ」

販売／株式会社エッセンシャルファーマ製造販売
／大原薬品工業株式会社

テルミサルタン錠20mg「オーハラ」／テルミサルタン錠40mg「オーハラ」／テルミサルタン錠80mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社

オルメサルタン錠5mg「オーハラ」／オルメサルタン錠10mg「オーハラ」／オルメサルタン錠20mg「オーハラ」
／オルメサルタン錠40mg「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

オルメサルタンOD錠10mg「オーハラ」／オルメサルタンOD錠20mg「オーハラ」／オルメサルタンOD錠40mg「オー
ハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

イルベサルタン錠50mg「オーハラ」／イルベサルタン錠100mg「オーハラ」／イルベサルタン錠200mg「オーハ
ラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

イルベサルタンOD錠50mg「オーハラ」／イルベサルタンOD錠100mg「オーハラ」／イルベサルタンOD錠200mg
「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

アムバロ配合錠「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
アムバロ配合錠「オーハラ」 販売／株式会社エッセンシャルファーマ製造販売

元／大原薬品工業株式会社
イルアミクス配合錠LD「オーハラ」／イルアミクス配合錠HD「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
イルアミクス配合錠LD「オーハラ」／イルアミクス配合錠HD「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社販売元／共創

未来ファーマ株式会社
*ミドドリン塩酸塩錠２mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ミドドリン塩酸塩錠２mg「オーハラ」 **販売／ニプロESファーマ株式会社製造販売元／

大原薬品工業株式会社
*ニトレンジピン錠５mg「オーハラ」／*ニトレンジピン錠10mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＯＭＥ」／ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＯＭＥ」／ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「Ｏ
ＭＥ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＯＭＥ」／ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＯＭＥ」／ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「Ｏ
ＭＥ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社**発売元／エ
ルメッド株式会社**販売元／日医工株式会社

アムロジピン錠2.5mg「オーハラ」／アムロジピン錠5mg「オーハラ」／アムロジピン錠10mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
プラバスタチンNa錠５mg「オーハラ」／プラバスタチンNa錠10mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
シンバスタチン錠５mg「オーハラ」／シンバスタチン錠10mg「オーハラ」／シンバスタチン錠20mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」／ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」／ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハ
ラ」／ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

*アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ツロブテロール塩酸塩錠１mg「オーハラ」／ツロブテロール塩酸塩DS0.1％「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ツロブテロールテープ0.5「オーハラ」／ツロブテロールテープ1「オーハラ」／ツロブテロールテープ2「オー
ハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

ファモチジン錠１０ｍｇ「オーハラ」／ファモチジン錠２０ｍg「オーハラ」／ファモチジン散２％「オーハ
ラ」／ファモチジン散１０％「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」／ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
*ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「オーハラ」／*ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カ
プセル75mg「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

**ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「オーハラ」／**ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放
カプセル75mg「オーハラ」

販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
大原薬品工業株式会社

*ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オーハラ」／*ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
*ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オーハラ」／*ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オーハラ」 販売元／アルフレッサファーマ株式会社製造販売

元／大原薬品工業株式会社
*ファモチジン注射用１０ｍｇ「オーハラ」／*ファモチジン注射用２０ｍｇ「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
*トロキシピド錠100mg「オーハラ」／*トロキシピド細粒20％「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
*トロキシピド錠100mg「オーハラ」／*トロキシピド細粒20％「オーハラ」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販

売元／大原薬品工業株式会社
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*トロキシピド錠100mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社販売／ファイ
ザー株式会社提携／マイラン製薬株式会社

*トロキシピド錠100mg「オーハラ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／大原薬品工業
株式会社

レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社**発売元／エ
ルメッド株式会社**販売元／日医工株式会社

レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
**ラベプラゾールNa塩錠5mg「オーハラ」／ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 販売／株式会社 エッセンシャルファーマ製造販

売元／大原薬品工業株式会社
ラベプラゾールNa塩錠5mg「オーハラ」／ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社販売元／第一

三共エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会
社

ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社販売元／共創
未来ファーマ株式会社

ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 販売／株式会社 エッセンシャルファーマ製造販

売元／大原薬品工業株式会社
ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社販売元／第一

三共エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会
社

ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社販売元／共創
未来ファーマ株式会社

*スパカール錠40mg／*スパカール細粒10％ 製造販売元／大原薬品工業株式会社
**,*トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「オーハラ」／**,*トリメブチンマレイン酸塩細粒20％「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
リトドリン塩酸塩錠5mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「オーハラ」／タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
シロドシン錠2mg「オーハラ」／シロドシン錠4mg「オーハラ」／シロドシンOD錠2mg「オーハラ」／シロドシン
OD錠4mg「オーハラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

フェルビナクパップ70mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
フェルビナクパップ70mg「オーハラ」 販売元／大鵬薬品工業株式会社製造販売元／大原

薬品工業株式会社
**シロスタゾール錠50mg「オーハラ」／**シロスタゾール錠100mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「オーハラ」／サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「オーハラ」／サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハラ」 販売／株式会社エッセンシャルファーマ製造販売

元／大原薬品工業株式会社
ホリナート錠25mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」／レボホリナート点滴静注用100「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」／レボホリナート点滴静注用100「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社販売元／第一

三共エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会
社

メグルダーゼ静注用1000 製造販売元／大原薬品工業株式会社
トロノーム配合錠／トロノーム配合散 製造販売元／大原薬品工業株式会社
グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハラ」／グリメピリド錠１ｍｇ「オーハラ」／グリメピリド錠３ｍｇ「オーハ
ラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社

グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハラ」／グリメピリド錠１ｍｇ「オーハラ」／グリメピリド錠３ｍｇ「オーハ
ラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社販売元／第一
三共エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会
社

グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハラ」／グリメピリド錠１ｍｇ「オーハラ」／グリメピリド錠３ｍｇ「オーハ
ラ」

製造販売元／大原薬品工業株式会社販売元／共創
未来ファーマ株式会社

ボグリボース錠０．２「ＯＭＥ」／ボグリボース錠０．３「ＯＭＥ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ボグリボース錠０．２「ＯＭＥ」／ボグリボース錠０．３「ＯＭＥ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社**発売元／エ

ルメッド株式会社**販売元／日医工株式会社
ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「オーハラ」／ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
*カモスタットメシル酸塩錠100mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
**エパルレスタット錠５０ｍｇ「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ロイコン錠10mg **製造販売元／大原薬品工業株式会社
ロイコン注射液20mg *製造販売元／大原薬品工業株式会社
マブリン散１％ 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ロイケリン散10％ 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 販売／株式会社エッセンシャルファーマ製造販売

元／大原薬品工業株式会社
イマチニブ錠100mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
アザシチジン注射用100mg「オーハラ」／アザシチジン注射用150mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ユニツキシン点滴静注17.5mg/5mL 製造販売元／大原薬品工業株式会社
プランルカストＤＳ１０％「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
セチリジン塩酸塩錠５「オーハラ」／セチリジン塩酸塩錠１０「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
モンテルカスト錠5mg「オーハラ」／モンテルカスト錠10mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ピスルシン静注用０．７５ｇ／ピスルシン静注用１．５ｇ／ピスルシン静注用３ｇ (輸入品) 製造販売元／大原薬品工業株式会社
レボフロキサシン錠250mg「オーハラ」／レボフロキサシン錠500mg「オーハラ」 製造販売元／大原薬品工業株式会社
バラシクロビル錠500mg「オーハラ」 *製造販売元／大原薬品工業株式会社
ニフプラス配合内用剤 製造販売元／大原薬品工業株式会社
ニフプラス配合内用剤 発売元／旭化成ファーマ株式会社製造販売元／大

原薬品工業株式会社
キョウベリン錠100 発売元**／日本化薬株式会社製造販売元／大峰堂

薬品工業株式会社
クラシエ温清飲エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰

堂薬品工業株式会社
クラシエ黄連解毒湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰

堂薬品工業株式会社
クラシエ葛根湯エキス錠Ｔ 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰

堂薬品工業株式会社
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰

堂薬品工業株式会社
クラシエ加味帰脾湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰

堂薬品工業株式会社
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰

堂薬品工業株式会社
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰

堂薬品工業株式会社
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰

堂薬品工業株式会社
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クラシエ五苓散料エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ柴朴湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ柴苓湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ四物湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ十全大補湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ十味敗毒湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ小柴胡湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ小青竜湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ神秘湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ大柴胡湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ桃核承気湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ人参湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ八味地黄丸料エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ白虎加人参湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ防已黄耆湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ防風通聖散エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエよく苡仁湯エキス錠 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大峰
堂薬品工業株式会社

オンジェンティス錠25mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
リバスタッチパッチ4.5mg／リバスタッチパッチ9mg／リバスタッチパッチ13.5mg／リバスタッチパッチ18mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
オノアクト点滴静注用50mg／オノアクト点滴静注用150mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
コアベータ静注用12.5mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
デムサーカプセル250mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
コララン錠2.5mg／コララン錠5mg／コララン錠7.5mg 製造販売／小野薬品工業株式会社提携／SERVIER
タフマックE配合カプセル／タフマックE配合顆粒 製造販売／小野薬品工業株式会社
イメンドカプセル125mg／イメンドカプセル80mg／イメンドカプセルセット 製造販売／小野薬品工業株式会社
プロイメンド点滴静注用150mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
プレグランディン腟坐剤1mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
ステーブラ錠0.1mg／ステーブラOD錠0.1mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
プロスタンディン軟膏0.003% 製造販売／小野薬品工業株式会社
オパルモン錠5μg 製造販売／小野薬品工業株式会社
グラクティブ錠12.5mg／グラクティブ錠25mg／グラクティブ錠50mg／グラクティブ錠100mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
フオイパン錠100mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
リカルボン錠1mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
リカルボン錠50mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
エドルミズ錠50mg 製造販売／小野薬品工業株式会社提携／HELSINN
パーサビブ静注透析用2.5mg／パーサビブ静注透析用5mg／パーサビブ静注透析用10mg 製造販売／小野薬品工業株式会社提携／AMGEN
パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg／パーサビブ静注透析用シリンジ5mg／パーサビブ静注透析用シリンジ10mg 製造販売／小野薬品工業株式会社提携／AMGEN

ビラフトビカプセル50mg／ビラフトビカプセル75mg 製造販売／小野薬品工業株式会社提携／ARRAY
メクトビ錠15mg 製造販売／小野薬品工業株式会社提携／ARRAY
ベレキシブル錠80mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
オプジーボ点滴静注20mg／オプジーボ点滴静注100mg／オプジーボ点滴静注120mg／オプジーボ点滴静注240mg 製造販売／小野薬品工業株式会社プロモーション

提携／ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会
社

カイプロリス点滴静注用10mg／カイプロリス点滴静注用40mg 製造販売／小野薬品工業株式会社提携／AMGEN
オノンカプセル112.5mg 製造販売／小野薬品工業株式会社
オノンドライシロップ10% 製造販売／小野薬品工業株式会社
オースギ安中散料エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ茵ちん蒿湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ温清飲エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ黄連解毒湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ黄連解毒湯エキスT錠 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ乙字湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ葛根湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ葛根湯エキスT錠 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ葛根湯加川きゅう辛夷エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ加味帰脾湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
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オースギ加味逍遙散エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ甘麦大棗湯エキスTG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ荊芥連翹湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ桂枝湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ桂枝加芍薬湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ桂枝加竜骨牡蛎湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ桂枝茯苓丸料エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ五虎湯エキス錠 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ柴胡桂枝湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ酸棗仁湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ三黄瀉心湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ四君子湯エキス錠 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ七物降下湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ十全大補湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ十味敗毒湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ小建中湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ小柴胡湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ小柴胡湯エキスT錠 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ小青竜湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ小青竜湯エキスT錠 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ小半夏加茯苓湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ消風散エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ四苓湯細粒（調剤用） 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ辛夷清肺湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ神秘湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ清上防風湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ川きゅう茶調散料エキスTG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ疎経活血湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ大黄甘草湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ大黄甘草湯エキスT錠 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ大柴胡湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ大柴胡湯エキスT錠 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ猪苓湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ桃核承気湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ当帰芍薬散料エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ当帰芍薬散料エキスT錠 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ人参湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ人参養栄湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ八味地黄丸料エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ八味地黄丸料エキスT錠 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ半夏厚朴湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ半夏厚朴湯エキスT錠 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ半夏瀉心湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ平胃散料エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ防已黄耆湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ防風通聖散エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ補中益気湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ麻杏甘石湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ麻杏よく甘湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ麻子仁丸料エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギよく苡仁湯エキスTG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ抑肝散料エキスTG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ六君子湯エキスG 製造販売元／大杉製薬株式会社
オースギ苓桂朮甘湯エキスTG 製造販売元／大杉製薬株式会社
ダントリウムカプセル25mg 製造販売／**株式会社オーファンパシフィック
ダントリウム静注用20mg 製造販売／**株式会社オーファンパシフィック
ラジレス錠150mg 製造販売元／株式会社オーファンパシフィック
アストミン散10％ 製造販売／**，*株式会社オーファンパシフィッ

ク
アストミン錠10mg 製造販売／**，*株式会社オーファンパシフィッ

ク
アストミンシロップ 0.25％ 製造販売／**，*株式会社オーファンパシフィッ

ク
ソマゾン注射用10mg 製造販売元／株式会社オーファンパシフィック
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 製造販売元／株式会社オーファンパシフィック
ブフェニール錠500mg／ブフェニール顆粒94％ *製造販売／株式会社オーファンパシフィック
オラデオカプセル150mg 製造販売元／株式会社オーファンパシフィック販

売元／鳥居薬品株式会社
リンスパッド点滴静注用1000mg 選任外国製造医薬品等製造販売業者／株式会社

オーファンパシフィック外国製造医薬品等特例承
認取得者／Grifols Therapeutics LLC（米国）

ノーモサング点滴静注250mg **製造販売／株式会社オーファンパシフィック
メネシット配合錠100／メネシット配合錠250 製造販売元／オルガノン株式会社
テトラミド錠10mg／テトラミド錠30mg 製造販売元／オルガノン株式会社販売提携／第一

三共株式会社
レスリン錠25／レスリン錠50 製造販売元／オルガノン株式会社
レメロン錠15mg／レメロン錠30mg 製造販売元／オルガノン株式会社
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用／ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 製造販売元／オルガノン株式会社発売元／杏林製

薬株式会社
ベプリコール錠50mg／ベプリコール錠100mg 製造販売元／オルガノン株式会社販売元／第一三

共株式会社
レニベース錠2.5／レニベース錠5／レニベース錠10 製造販売元／オルガノン株式会社
ニューロタン錠25mg／ニューロタン錠50mg／ニューロタン錠100mg 製造販売元／オルガノン株式会社
プレミネント配合錠LD／プレミネント配合錠HD 製造販売元／オルガノン株式会社
リポバス錠5／リポバス錠10／リポバス錠20 製造販売元／オルガノン株式会社
ゼチーア錠10mg 製造販売元／オルガノン株式会社プロモーション

提携／MSD株式会社
ゼチーア錠10mg 製造販売元／オルガノン株式会社販売元／バイエ

ル薬品株式会社
アトーゼット配合錠LD／アトーゼット配合錠HD 製造販売元／オルガノン株式会社プロモーション

提携／MSD株式会社
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アトーゼット配合錠LD／アトーゼット配合錠HD 製造販売元／オルガノン株式会社販売元／バイエ
ル薬品株式会社

ロスーゼット配合錠LD／ロスーゼット配合錠HD 製造販売元／オルガノン株式会社プロモーション
提携／MSD株式会社

ロスーゼット配合錠LD／ロスーゼット配合錠HD 製造販売元／オルガノン株式会社販売元／バイエ
ル薬品株式会社

アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入／アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 製造販売元／オルガノン株式会社
プロペシア錠0.2mg／プロペシア錠1mg 製造販売元／オルガノン株式会社
ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ 製造販売元／オルガノン株式会社
マーベロン21／マーベロン28 製造販売元／オルガノン株式会社
フォサマック錠35mg 製造販売元／オルガノン株式会社
シングレア細粒4mg 製造販売元／オルガノン株式会社
シングレアチュアブル錠5mg 製造販売元／オルガノン株式会社
シングレア錠5mg／シングレア錠10mg／シングレアOD錠10mg 製造販売元／オルガノン株式会社
デザレックス錠5mg 製造販売元／オルガノン株式会社発売元／杏林製

薬株式会社プロモーション提携／科研製薬株式会
社

ブルフェン錠１００／ブルフェン錠２００／ブルフェン顆粒２０％ **製造販売元／科研製薬株式会社
フロベン錠４０／フロベン顆粒８％ **製造販売元／科研製薬株式会社
ロピオン静注50mg **製造販売元／科研製薬株式会社
プロチアデン錠25 製造販売元／科研製薬株式会社
プロチアデン錠25 製造販売元／科研製薬株式会社販売元／日医工株

式会社
エクロックゲル5% 製造販売元／科研製薬株式会社
クロモグリク酸Na点眼液2％「科研」 製造販売元／科研製薬株式会社
アイケア点眼液0.1%／アイケア点眼液0.3% 製造販売元／科研製薬株式会社
アイケア点眼液0.1%／アイケア点眼液0.3% 発売元／テイカ製薬株式会社製造販売元／科研製

薬株式会社
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」／ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「科研」 製造販売元／科研製薬株式会社
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」／ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「科研」 製造販売元／科研製薬株式会社発売元／テイカ製

薬株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005％「科研」 **製造販売元／科研製薬株式会社
クロモグリク酸Na点鼻液2％「科研」 製造販売元／科研製薬株式会社
イソメニールカプセル7.5mg **製造販売元／科研製薬株式会社
エブランチルカプセル15mg／エブランチルカプセル30mg 製造販売元／科研製薬株式会社
エブランチルカプセル15mg／エブランチルカプセル30mg 製造販売元／科研製薬株式会社販売元／株式会社

三和化学研究所
ベラサスLA錠60μg 製造販売元／科研製薬株式会社
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 製造販売元／科研製薬株式会社
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 製造販売元／科研製薬株式会社発売元／富士製薬

工業株式会社
シンフェーズT28錠 製造販売元／科研製薬株式会社
メンタックスクリーム1%／メンタックス外用液1%／メンタックススプレー1% 製造販売元／科研製薬株式会社
フィブラストスプレー250／フィブラストスプレー500 **製造販売元／科研製薬株式会社
ネキソブリッド外用ゲル5g 製造販売元／科研製薬株式会社
リグロス歯科用液キット600μg／リグロス歯科用液キット1200μg **製造販売元／科研製薬株式会社
プロサイリン錠20 製造販売元／科研製薬株式会社
ベネシッド錠250mg 製造販売元／科研製薬株式会社
エブトール125mg錠／エブトール250mg錠 製造販売元／科研製薬株式会社
イトラコナゾール錠50mg「科研」 製造販売元／科研製薬株式会社
クレナフィン爪外用液10％ 製造販売元／科研製薬株式会社
注射用GHRP科研100 製造販売元／科研製薬株式会社
プロナーゼMS **製造販売元／科研製薬株式会社
カーミパック生理食塩液／カーミパック生理食塩液／カーミパック生理食塩液L／カーミパック生理食塩液L 製造販売元／SBカワスミ株式会社
カーミパック生理食塩液L 製造販売元／SBカワスミ株式会社販売元／テルモ

株式会社
**ジメチコン内用液2％「カイゲン」 *製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
アルロイドG顆粒溶解用67% 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
アルロイドG内用液5% 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
アルト原末／アルト原末 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
エトキシスクレロール1%注射液 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社製造元／

クロイスラーCo.GmbH（ドイツ）
ポリドカスクレロール0.5%注2mL／ポリドカスクレロール1%注2mL／ポリドカスクレロール3%注2mL 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社製造元／

クロイスラーCo.GmbH（ドイツ）発売元／株式会
社インテグラル

バリトップP 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
バリトップゾル１５０ 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
バリブライトP 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
バリトップHD 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
ネオバルギンEHD 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
バムスターＳ200 *製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
バリブライトゾル１８０ *製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
ネオバルギンHD *製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
ネオバルギンUHD *製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
バリブライトCL 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
硫酸バリウム散99.1%「共成」 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
バリコンクMX 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
バリブライトLV 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
バルギン発泡顆粒 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
バックス発泡顆粒 製造販売元／カイゲンファーマ株式会社
クラシエ安中散料エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ

シエ製薬株式会社
クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ

シエ製薬株式会社
クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ

シエ製薬株式会社
クラシエ乙字湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ

シエ製薬株式会社
クラシエ葛根湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ

シエ製薬株式会社
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ

シエ製薬株式会社
クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ

シエ製薬株式会社
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ

シエ製薬株式会社
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クラシエ甘草湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ桂枝人参湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ五虎湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ五苓散料エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ四物湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ小柴胡湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ小青竜湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ大柴胡湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ猪苓湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ桃核承気湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ防風通聖散料エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ補中益気湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ麻黄湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエよく苡仁湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ六君子湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

クラシエ六味丸料エキス細粒 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

スミスリンローション5％ 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／クラ
シエ製薬株式会社

カピステン筋注50mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ダクチル錠50mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社提携／

レークサイド社（アメリカ）
リザベン点眼液0.5％ 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005％「キッセイ」 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
レボフロキサシン点眼液1.5％「キッセイ」 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ベザトールSR錠100mg／ベザトールSR錠200mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ピートル顆粒分包250mg／ピートル顆粒分包500mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ピートルチュアブル錠250mg／ピートルチュアブル錠500mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ドプラム注射液400mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ガスコン錠40mg／ガスコン錠80mg／ガスコン散10%／ガスコンドロップ内用液2% 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
サラジェン顆粒0.5% 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
サラジェン錠5mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ウテメリン錠5mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
シルデナフィル錠25mgVI「キッセイ」／シルデナフィル錠50mgVI「キッセイ」 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ユリーフ錠2mg／ユリーフ錠4mg／ユリーフOD錠2mg／ユリーフOD錠4mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ユリーフ錠2mg／ユリーフ錠4mg／ユリーフOD錠2mg／ユリーフOD錠4mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社販売元／

第一三共株式会社
ウテメリン注50mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
サビーン点滴静注用500mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
グルファスト錠5mg／グルファスト錠10mg／グルファストOD錠5mg／グルファストOD錠10mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
グルベス配合錠 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
グルベス配合OD錠 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
タブネオスカプセル10mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
タバリス錠100mg／タバリス錠150mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社提携先／

Rigel Pharmaceuticals, Inc.
キサンボン注射用20mg／キサンボン注射用40mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
キサンボンS注射液20mg／キサンボンS注射液40mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
リザベンカプセル100mg／リザベン細粒10%／リザベンドライシロップ5% 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
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ドメナン錠100mg／ドメナン錠200mg 製造販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム5mg「モチダ」／ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム10mg「モチダ」 販売／持田製薬株式会社製造販売元／救急薬品工

業株式会社
ドネペジル塩酸塩ODフィルム3mg「EE」／ドネペジル塩酸塩ODフィルム5mg「EE」／ドネペジル塩酸塩ODフィルム
10mg「EE」

製造販売元／救急薬品工業株式会社発売元／エル
メッド株式会社販売元／日医工株式会社

アムロジピン錠2.5mg「QQ」／アムロジピン錠5mg「QQ」／アムロジピン錠10mg「QQ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社製造販売元／救急薬品工業株式会社

硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 製造販売元／救急薬品工業株式会社※※発売元／
エルメッド株式会社※※販売元／日医工株式会社

ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」／ツロブテロールテープ1mg「QQ」／ツロブテロールテープ2mg「QQ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社製造販売元／救急薬品工業株式会社

ゼムパックパップ７０ 販売元／株式会社 三和化学研究所製造販売元／
救急薬品工業株式会社

ケトプロフェンパップ30mg「三和」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／救
急薬品工業株式会社

ケトプロフェンテープ20mg「三和」／ケトプロフェンテープ40mg「三和」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／救
急薬品工業株式会社

フェルビナクテープ70mg「EMEC」 製造販売元／救急薬品工業株式会社※発売元／エ
ルメッド株式会社※販売元／日医工株式会社

フルルビプロフェンテープ20mg「QQ」／フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 発売元／祐徳薬品工業株式会社製造販売元／救急
薬品工業株式会社

ロキソプロフェンNaパップ100mg「QQ」 製造販売元／救急薬品工業株式会社
ロキソプロフェンNaテープ50mg「QQ」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「QQ」 製造販売元／救急薬品工業株式会社
ボグリボースODフィルム0.2「QQ」／ボグリボースODフィルム0.3「QQ」 販売／持田製薬株式会社製造販売元／救急薬品工

業株式会社
オロパタジン塩酸塩ODフィルム2.5mg「マルホ」／オロパタジン塩酸塩ODフィルム5mg「マルホ」 販売／マルホ株式会社製造販売元／救急薬品工業

株式会社
ロラタジンODフィルム10mg「モチダ」 販売／持田製薬株式会社製造販売元／救急薬品工

業株式会社
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」／ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」／ジクロフェ
ナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」

発売元／ゼリア新薬工業株式会社製造販売元／京
都薬品工業株式会社

ジゴキシン錠0.0625「KYO」／ハーフジゴキシンKY錠0.125／ジゴキシンKY錠0.25 製造販売元／京都薬品工業株式会社販売元／トー
アエイヨー株式会社

トリテレン・カプセル50mg 製造販売元／京都薬品工業株式会社販売元／住友
ファーマ株式会社

ナトリックス錠1／ナトリックス錠2 製造販売元／京都薬品工業株式会社販売元／住友
ファーマ株式会社発売元／日本セルヴィエ株式会
社

バスタレルF錠3mg 製造販売元／京都薬品工業株式会社販売元／住友
ファーマ株式会社発売元／日本セルヴィエ株式会
社

ニフェジピンL錠10mg「KPI」／ニフェジピンL錠20mg「KPI」 製造販売元／京都薬品工業株式会社販売元／アル
フレッサ ファーマ株式会社

フストジル注射液50mg 製造販売元／京都薬品工業株式会社販売元／住友
ファーマ株式会社

新レシカルボン坐剤 製造販売元／京都薬品工業株式会社発売元／ゼリ
ア新薬工業株式会社

デパケン細粒20%／デパケン細粒40% 製造販売元／協和キリン株式会社
デパケン錠100mg／デパケン錠200mg 製造販売元／協和キリン株式会社
デパケンR錠100mg／デパケンR錠200mg 製造販売元／協和キリン株式会社
デパケンシロップ5% 製造販売元／協和キリン株式会社
トピナ細粒10% 製造販売元／協和キリン株式会社
トピナ錠25mg／トピナ錠50mg／トピナ錠100mg 製造販売元／協和キリン株式会社
ペルマックス錠50μg／ペルマックス錠250μg 製造販売元／協和キリン株式会社
ノウリアスト錠20mg 製造販売元／協和キリン株式会社
イーシー・ドパール配合錠 製造販売元／協和キリン株式会社
アポカイン皮下注30mg 製造販売元／協和キリン株式会社
マイトマイシン眼科外用液用2mg 製造販売元／協和キリン株式会社
イノバン注50mg／イノバン注100mg 製造販売元／協和キリン株式会社
イノバン注0.1%シリンジ／イノバン注0.3%シリンジ／イノバン注0.6%シリンジ 製造販売元／協和キリン株式会社
コバシル錠2mg／コバシル錠4mg 製造販売元／協和キリン株式会社提携／レ ラボ

ラトワール セルヴィエ フランス
コニール錠2／コニール錠4／コニール錠8 製造販売元／協和キリン株式会社
フォスブロック錠250mg 製造販売元／協和キリン株式会社
ナウゼリン錠5／ナウゼリン錠10 製造販売元／協和キリン株式会社
ナウゼリンOD錠5／ナウゼリンOD錠10 製造販売元／協和キリン株式会社
ナウゼリンドライシロップ1% 製造販売元／協和キリン株式会社
ナウゼリン坐剤10／ナウゼリン坐剤30／ナウゼリン坐剤60 製造販売元／協和キリン株式会社
ヒスロン錠5 製造販売元／協和キリン株式会社
ヒスロンH錠200mg 製造販売元／協和キリン株式会社
ロカルトロール注0.5／ロカルトロール注1 製造販売元／協和キリン株式会社
グラン注射液75／グラン注射液150／グラン注射液M300／グランシリンジ75／グランシリンジ150／グランシリン
ジM300

製造販売元／協和キリン株式会社

ジーラスタ皮下注3.6mg 製造販売元／協和キリン株式会社
ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド 製造販売元／協和キリン株式会社
アクチバシン注600万／アクチバシン注1200万／アクチバシン注2400万 製造販売元／協和キリン株式会社
オングリザ錠2.5mg／オングリザ錠5mg 製造販売元／協和キリン株式会社
レグパラ錠12.5mg／レグパラ錠25mg／レグパラ錠75mg 製造販売元／協和キリン株式会社
オルケディア錠1mg／オルケディア錠2mg 製造販売元／協和キリン株式会社
エスポー注射液750 製造販売元／協和キリン株式会社
エスポー皮下用24000シリンジ 製造販売元／協和キリン株式会社
ネスプ注射液5μgプラシリンジ／ネスプ注射液10μgプラシリンジ／ネスプ注射液15μgプラシリンジ／ネスプ注
射液20μgプラシリンジ／ネスプ注射液30μgプラシリンジ／ネスプ注射液40μgプラシリンジ／ネスプ注射液60
μgプラシリンジ／ネスプ注射液120μgプラシリンジ／ネスプ注射液180μgプラシリンジ

製造販売元／協和キリン株式会社

ロミプレート皮下注250μg調製用 製造販売元／協和キリン株式会社
ルミセフ皮下注210mgシリンジ 製造販売元／協和キリン株式会社
クリースビータ皮下注10mg／クリースビータ皮下注20mg／クリースビータ皮下注30mg 製造販売元／協和キリン株式会社
5−FU注250mg／5−FU注1000mg 製造販売元／協和キリン株式会社
5−FU軟膏5%協和 製造販売元／協和キリン株式会社
マイトマイシン注用2mg *製造販売元／協和キリン株式会社
マイトマイシン注用10mg *製造販売元／協和キリン株式会社
ナベルビン注10／ナベルビン注40 製造販売元／協和キリン株式会社提携／ピエール

ファーブル メディカメン-CNRS製造元／ピエール
ファーブル メディカメン

ロイナーゼ注用5000／ロイナーゼ注用10000 製造販売元／協和キリン株式会社
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ポテリジオ点滴静注20mg 製造販売元／協和キリン株式会社
アレロック顆粒0.5% 製造販売元／協和キリン株式会社
アレロック錠2.5／アレロック錠5 製造販売元／協和キリン株式会社
アレロックOD錠2.5／アレロックOD錠5 製造販売元／協和キリン株式会社
アコアラン静注用600／アコアラン静注用1800 製造販売元／協和キリン株式会社販売元／一般社

団法人 日本血液製剤機構
ジセレカ錠200mg／ジセレカ錠100mg 製造販売元／ギリアド・サイエンシズ株式会社販

売元／エーザイ株式会社プロモーション提携／EA
ファーマ株式会社

ビリアード錠300mg 製造販売元／ギリアド・サイエンシズ株式会社
エムトリバカプセル200mg 製造販売元／ギリアド・サイエンシズ株式会社
ベムリディ錠25mg 製造販売元／ギリアド・サイエンシズ株式会社
ツルバダ配合錠 製造販売元／ギリアド・サイエンシズ株式会社
ハーボニー配合錠 製造販売元／ギリアド・サイエンシズ株式会社
ゲンボイヤ配合錠 製造販売元／ギリアド・サイエンシズ株式会社
デシコビ配合錠LT／デシコビ配合錠HT 製造販売元／ギリアド・サイエンシズ株式会社
エプクルーサ配合錠 製造販売元／ギリアド・サイエンシズ株式会社
ビクタルビ配合錠 製造販売元／ギリアド・サイエンシズ株式会社
ベクルリー点滴静注用100mg 製造販売元／ギリアド・サイエンシズ株式会社
ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」／ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」／ダルベ
ポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」／ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」／ダルベポエチ
ン アルファ注30μgシリンジ「KKF」／ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」／ダルベポエチン ア
ルファ注60μgシリンジ「KKF」／ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」／ダルベポエチン アル
ファ注180μgシリンジ「KKF」

製造販売元／協和キリンフロンティア株式会社販
売元／協和キリン株式会社

アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」／アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」／アダリム
マブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」

製造販売元／協和キリン富士フイルムバイオロジ
クス株式会社販売元／マイランEPD合同会社

チトゾール注用0.3g／チトゾール注用0.5g 製造販売元／杏林製薬株式会社
キョーリンAP2配合顆粒 製造販売元／杏林製薬株式会社
テトカイン注用20mg「杏林」 製造販売元／杏林製薬株式会社
レラキシン注用200mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
ハイスコ皮下注0.5mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
ダクチラン錠50mg 製造販売（輸入）元／杏林製薬株式会社技術提携

／PCAS/SELOC France
バクシダール点眼液0.3% 製造販売元／杏林製薬株式会社発売元／千寿製薬

株式会社販売／武田薬品工業株式会社
キョーフィリン静注250mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
ベハイド錠4mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
マクサルト錠10mg／マクサルトRPD錠10mg 製造販売元／杏林製薬株式会社販売元／エーザイ

株式会社
コレキサミン錠200mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
ムコダイン錠250mg／ムコダイン錠500mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
ムコダインシロップ5% 製造販売元／杏林製薬株式会社
ムコダインDS50% 製造販売元／杏林製薬株式会社
エクリラ400μgジェヌエア30吸入用／エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 製造販売元／杏林製薬株式会社
フルティフォーム50エアゾール56吸入用／フルティフォーム50エアゾール120吸入用／フルティフォーム125エア
ゾール56吸入用／フルティフォーム125エアゾール120吸入用

製造販売元／杏林製薬株式会社

アプレース錠100mg／アプレース細粒20% 製造販売元／杏林製薬株式会社
ペンタサ顆粒94% 製造販売元／杏林製薬株式会社
ペンタサ錠250mg／ペンタサ錠500mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
ペンタサ坐剤1g 製造販売元／杏林製薬株式会社
ペンタサ注腸1g 製造販売元／杏林製薬株式会社
プレドネマ注腸20mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
ウリトス錠0.1mg／ウリトスOD錠0.1mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
ベオーバ錠50mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
ベオーバ錠50mg 製造販売元／杏林製薬株式会社販売元／キッセイ

薬品工業株式会社
ジムソ膀胱内注入液50% 製造販売元／杏林製薬株式会社
デアメリンS錠250mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
ケタスカプセル10mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
キプレス細粒4mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
キプレスチュアブル錠5mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
キプレス錠5mg／キプレス錠10mg／キプレスOD錠10mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
バクシダール錠100mg／バクシダール錠200mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
小児用バクシダール錠50mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
ラスビック錠75mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
ラスビック点滴静注キット150mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
アンチレクス静注10mg 製造販売元／杏林製薬株式会社
クレメジンカプセル200mg／クレメジン細粒分包2g 製造販売元／株式会社クレハ販売／田辺三菱製薬

株式会社
クレメジン速崩錠500mg 製造販売元／株式会社クレハ販売／田辺三菱製薬

株式会社
ニコチネルTTS30／ニコチネルTTS20／ニコチネルTTS10 ＊販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社＊＊

製造販売元（輸入）／グラクソ・スミスクライ
ン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式
会社

アズレンうがい液４％「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
アズレンうがい液４％「ケンエー」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

健栄製薬株式会社
ポビドンヨードガーグル液7％「ケンエー」 健栄製薬株式会社
ポビドンヨードガーグル液7％「ケンエー」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

健栄製薬株式会社
重質酸化マグネシウム「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 健栄製薬株式会社
酸化マグネシウム細粒83％「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」／酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」／酸化マグネシウム錠500mg
「ケンエー」

製造販売元／健栄製薬株式会社

酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」／酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」／酸化マグネシウム錠500mg
「ケンエー」

製造販売元／健栄製薬株式会社販売元／日本ジェ
ネリック株式会社

ケンエーG浣腸液50％　30ｍＬ／ケンエーG浣腸液50％　40mL／ケンエーG浣腸液50％　50mL／ケンエーG浣腸液
50％　60mL／ケンエーG浣腸液50％　90mL／ケンエーG浣腸液50％　120mL／ケンエーG浣腸液50％　150mL／ケン
エーG浣腸液50％　500mL

製造販売元／健栄製薬株式会社

グリセリン浣腸液50%「ケンエー」　30mL／グリセリン浣腸液50%「ケンエー」　40mL／グリセリン浣腸液50%
「ケンエー」　50mL／グリセリン浣腸液50%「ケンエー」　60mL／グリセリン浣腸液50%「ケンエー」　90mL／グ
リセリン浣腸液50%「ケンエー」　120mL／グリセリン浣腸液50%「ケンエー」　150mL／グリセリン浣腸液50%
「ケンエー」　500mL

製造販売元／健栄製薬株式会社
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グリセリンBC液60％「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
メサラジン注腸１ｇ「ケンエー」 *製造販売元／健栄製薬株式会社
ポビドンヨードスクラブ液7.5％「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
ポビドンヨード消毒液10％「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
ポビドンヨード液10％　綿棒12「ケンエー」／ポビドンヨード液10%　綿棒16「ケンエー」／ポビドンヨード液
10％　綿棒27「ケンエー」

製造販売元／健栄製薬株式会社

ポビドンヨード液10％　綿球14「ケンエー」／ポビドンヨード液10％　綿球20「ケンエー」／ポビドンヨード液
10％　綿球30「ケンエー」

製造販売元／健栄製薬株式会社

ポビドンヨード液10％　綿球40「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
オキシドール「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・50 製造販売元／健栄製薬株式会社
イソプロパノール消毒液50%「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・70 製造販売元／健栄製薬株式会社
イソプロパノール消毒液70%「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
イソプロパノール消毒Ｂ液70%「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
消毒用エタノール「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
消毒用エタノール「ケンエー」 発売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

健栄製薬株式会社
消毒用エタノールB液「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
消毒用エタノール液ＩＰ 製造販売元／健栄製薬株式会社
消毒用エタノールＢ液ＩＰ 製造販売元／健栄製薬株式会社
ザルコニン液10 製造販売元／健栄製薬株式会社
ザルコニン液0.01／ザルコニン液0.02／ザルコニン液0.025 健栄製薬株式会社
ザルコニン液0.05／ザルコニン液0.1 健栄製薬株式会社
ザルコニン液0.2 製造販売元／健栄製薬株式会社
ベゼトン液0.02／ベゼトン液0.025 製造販売元／健栄製薬株式会社
ベゼトン液0.05 製造販売元／健栄製薬株式会社
ベゼトン液0.1 製造販売元／健栄製薬株式会社
ベゼトン液0.2 製造販売元／健栄製薬株式会社
ザルコニンG消毒液10 製造販売元／健栄製薬株式会社
ラビネット消毒液0.2％ 製造販売元／健栄製薬株式会社
ザルコニンA液0.1 製造販売元／健栄製薬株式会社
ネオザルコニンG消毒液0.1 製造販売元／健栄製薬株式会社
ザルコニン0.025％綿球14／ザルコニン0.025％綿球20 製造販売元／健栄製薬株式会社
ケンエーアクリノール液0.1 製造販売元／健栄製薬株式会社
ケンエーアクリノール液0.2 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロンWエタノール液0.5 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロンW液0.5 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロンRエタノール液0.5 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロンR液0.5 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロンBエタノール液0.5 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロン液5 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロンR液0.05 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロンR液0.1 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロンＷ液0.02／ステリクロンＷ液0.05 健栄製薬株式会社
ステリクロンW液0.1 健栄製薬株式会社
ステリクロンスクラブ液4％ 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロンスクラブフォーム4％ 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロンハンドローション0.5％ 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロンWエタノール液1％ 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロンBエタノール液1％ 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロン液20 製造販売元／健栄製薬株式会社
サテニジン液10 製造販売元／健栄製薬株式会社
サテニジン液0.05 製造販売元／健栄製薬株式会社
サテニジン液0.2／サテニジン液0.5 製造販売元／健栄製薬株式会社
サテニジン液0.1 製造販売元／健栄製薬株式会社
ハイポ2％AL綿球14／ハイポ2％AL綿球20／**ハイポ2％AL綿球30 製造販売元／健栄製薬株式会社
ステリクロン0.5％AL綿球14／ステリクロン0.5％AL綿球20 製造販売元／健栄製薬株式会社
消毒用ネオアルコール「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
ハイポエタノール液2％「ケンエー」 健栄製薬株式会社
乳酸カルシウム「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
白色ワセリン 製造販売元／健栄製薬株式会社
フタラール消毒液0.55％「ケンエー」 製造販売元／健栄製薬株式会社
ザルコニンＮ消毒液0.1 製造販売元／健栄製薬株式会社
アダパレンゲル0.1％「テイコク」 販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／株式会社

ケミックス
ブドウ糖注5％「CMX」 製造販売（輸入）元／株式会社ケミックス
ブドウ糖注　20％「CMX」 製造発売（輸入）元／株式会社ケミックス
生食注20mL「CMX」 製造販売（輸入）元／株式会社ケミックス
生食注20mL「CMX」 販売元／　日医工株式会社製造販売（輸入）元／

株式会社ケミックス
生食液500mL「CMX」 ※※販売元／　日医工株式会社製造販売（輸入）

元／　株式会社ケミックス
生食液バッグ500mL「CMX」 製造販売元（輸入）／　株式会社ケミックス
生食液バッグ100mL「CMX」 製造販売（輸入）元／　株式会社ケミックス
アミファーゲンP注20mL 製造販売（輸入）元／株式会社ケミックス
重ソー注7％「CMX」 製造販売（輸入）元／株式会社ケミックス
モンテルカスト錠5mg「CMX」／モンテルカスト錠10mg「CMX」 製造販売元／株式会社ケミックス
コアキシン注射用1g／コアキシン注射用2g 製造販売（輸入）元／株式会社ケミックス
セフタジジム静注用0.5g「CHM」／セフタジジム静注用1g「CHM」 製造販売（輸入）元／株式会社ケミックス
セフトリアキソンNa静注用0.5g「CHM」／セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」 製造販売（輸入）元／株式会社ケミックス
セフェピム塩酸塩静注用0.5g「CMX」／セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 製造販売（輸入）元／株式会社ケミックス
ユナスピン静注用0.75g／ユナスピン静注用1.5g／ユナスピン静注用3g 製造販売(輸入)元／株式会社ケミックス
タゾピペ配合静注用2.25「CHM」／タゾピペ配合静注用4.5「CHM」 製造販売（輸入）元／株式会社ケミックス
バラシクロビル錠500mg「CHM」 製造販売(輸入)元／株式会社ケミックス提携／

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

エンテカビル錠0.5mg「CMX」 製造販売(輸入)元／株式会社ケミックス提携／
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

注射用蒸留水「CMX」 製造販売（輸入）元／株式会社ケミックス
注射用蒸留水「CMX」（500mL）／注射用蒸留水「CMX」（1000mL） ※※販売元／日医工株式会社製造販売（輸入）元

／株式会社ケミックス
リピオドール480注10mL 製造販売元／ゲルベ・ジャパン株式会社
オプチレイ３２０注２０ｍＬ／オプチレイ３２０注５０ｍＬ／オプチレイ３２０注１００ｍＬ／オプチレイ３５
０注２０ｍＬ／オプチレイ３５０注５０ｍＬ／オプチレイ３５０注１００ｍＬ

製造販売元／ゲルべ・ジャパン株式会社
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オプチレイ２４０注シリンジ１００ｍＬ／オプチレイ３２０注シリンジ７５ｍＬ／オプチレイ３２０注シリンジ
１００ｍＬ／オプチレイ３５０注シリンジ１００ｍＬ／オプチレイ３５０注シリンジ１３５ｍＬ

製造販売元／ゲルべ・ジャパン株式会社

マグネスコープ静注３８％シリンジ１０ｍＬ／マグネスコープ静注３８％シリンジ１１ｍＬ／マグネスコープ静
注３８％シリンジ１３ｍＬ／マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ／マグネスコープ静注３８％シリンジ
２０ｍＬ

**製造販売元／ゲルベ・ジャパン株式会社

コホリン静注用7.5mg 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社
組織培養不活化狂犬病ワクチン 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／

Meiji Seika ファルマ株式会社
ビームゲン注0.25mL／ビームゲン注0.5mL 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／

Meiji Seika ファルマ株式会社
インフルエンザHAワクチン「KMB」 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／

Meiji Seika ファルマ株式会社
エイムゲン 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／

Meiji Seika ファルマ株式会社
エンセバック皮下注用 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／

Meiji Seika ファルマ株式会社
乾燥まむし抗毒素「ＫＭＢ」 製造販売元／ＫＭバイオロジクス株式会社販売元

／Meiji Seika ファルマ株式会社
**乾燥まむしウマ抗毒素注射用６０００単位「ＫＭＢ」 製造販売元／ＫＭバイオロジクス株式会社販売元

／Meiji Seika ファルマ株式会社
献血ベニロン−I静注用500mg／献血ベニロン−I静注用1000mg／献血ベニロン−I静注用2500mg／献血ベニロン−I静
注用5000mg

製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／
帝人ファーマ株式会社

コンファクトF注射用250／コンファクトF注射用500／コンファクトF注射用1000 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／
一般社団法人 日本血液製剤機構

コンファクトF静注用250単位（高濃度品）／コンファクトF静注用500単位（高濃度品）／コンファクトF静注用
1000単位（高濃度品）

製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／
一般社団法人 日本血液製剤機構

献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／
一般社団法人日本血液製剤機構

献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／
一般社団法人日本血液製剤機構

ノバクトM静注用500単位／ノバクトM静注用1000単位／ノバクトM静注用2000単位 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／
一般社団法人 日本血液製剤機構

注射用アナクトC 2,500単位 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社
バイクロット配合静注用 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社プロモー

ション提携／一般社団法人日本血液製剤機構

ボルヒール組織接着用（0.5mL）／ボルヒール組織接着用（1mL）／ボルヒール組織接着用（2mL）／ボルヒール
組織接着用（3mL）／ボルヒール組織接着用（5mL）

製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／
一般社団法人日本血液製剤機構

クアトロバック皮下注シリンジ 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／
Meiji Seika ファルマ株式会社

ヒスタグロビン皮下注用 製造販売元／KMバイオロジクス株式会社販売元／
日本臓器製薬

フルスルチアミン塩酸塩顆粒10％「廣貫堂」 製造販売元／株式会社こう貫堂
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「クニヒロ」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
メロキシカム錠5mg「クニヒロ」／メロキシカム錠10mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」／エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」／エチゾラム錠1mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
リスペリドン錠0.5mg「クニヒロ」／リスペリドン錠1mg「クニヒロ」／リスペリドン錠2mg「クニヒロ」／リス
ペリドン錠3mg「クニヒロ」

製造販売元／皇漢堂製薬株式会社

ドネペジル塩酸塩錠3mg「クニヒロ」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「クニヒ
ロ」

製造販売元／皇漢堂製薬株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg
「クニヒロ」

製造販売元／皇漢堂製薬株式会社

アムロジピン錠2.5mg「クニヒロ」／アムロジピン錠5mg「クニヒロ」／アムロジピン錠10mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
**ブロムヘキシン塩酸塩錠４mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
*アンブロキソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
**シメチジン錠200mg「クニヒロ」／**シメチジン錠400mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
ファモチジン錠10mg「クニヒロ」／ファモチジン錠20mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
レバミピド錠100mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン配合顆粒「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
センノシド錠12mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」／クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
**オキサトミド錠30mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
セチリジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」／セチリジン塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「 クニヒロ」／オロパタジン塩酸塩錠 5mg「クニヒロ」 製造販売元／皇漢堂製薬株式会社
セレニカR顆粒40%／セレニカR錠200mg／セレニカR錠400mg 製造販売元／興和株式会社
ランツジールコーワ錠30mg 製造販売元／興和株式会社
ネオシネジンコーワ5%点眼液 製造販売元／興和株式会社
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1％「コーワ」／ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1％「コーワ」／ヒアルロン酸Na0.85眼
粘弾剤1％「コーワ」

製造販売元／興和株式会社

ハイパジールコーワ点眼液0.25％ 製造販売元／興和株式会社
グラナテック点眼液0.4% 製造販売元／興和株式会社
グラアルファ配合点眼液 製造販売元／興和株式会社
プロタノールS錠15mg 製造販売元／興和株式会社
プロタノールL注0.2mg／プロタノールL注1mg 製造販売元／興和株式会社
イソバイドシロップ70％／イソバイドシロップ70％分包20mL／イソバイドシロップ70％分包23mL／イソバイドシ
ロップ70％分包30mL

製造販売元／興和株式会社販売元／日本新薬株式
会社

イソバイドシロップ70％／イソバイドシロップ70％分包20mL／イソバイドシロップ70％分包23mL／イソバイドシ
ロップ70％分包30mL

製造販売元／興和株式会社

ハイパジールコーワ錠3／ハイパジールコーワ錠6 製造販売元／興和株式会社
ネオシネジンコーワ注1mg／ネオシネジンコーワ注5mg 製造販売元／興和株式会社
コメリアンコーワ錠50／コメリアンコーワ錠100 製造販売元／興和株式会社
パルモディア錠0.1mg 製造販売元／興和株式会社
MDSコーワ錠150／MDSコーワ錠300 製造販売元／興和株式会社
リバロ錠1mg／リバロ錠2mg／リバロ錠4mg 製造販売元／興和株式会社提携／日産化学株式会

社
リバロOD錠1mg／リバロOD錠2mg／リバロOD錠4mg 製造販売元／興和株式会社提携／日産化学株式会

社
リバゼブ配合錠LD／リバゼブ配合錠HD 製造販売元／興和株式会社
カリメートドライシロップ92.59% 製造販売元／興和株式会社
カリメート経口液20% 製造販売元／興和株式会社
カリメート散 製造販売元／興和株式会社
ラックビー微粒N／ラックビー錠 製造販売元／興和株式会社
ラックビーR散 製造販売元／興和株式会社
キャベジンUコーワ錠25mg 製造販売元／興和株式会社
キャベジンUコーワ配合散 製造販売元／興和株式会社
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アジャストAコーワ錠40mg 製造販売元／興和株式会社
デスパコーワ口腔用クリーム 製造販売元／興和株式会社
*レスタミンコーワクリーム1％ 製造販売元／興和株式会社
リドメックスコーワ軟膏0.3%／リドメックスコーワクリーム0.3%／リドメックスコーワローション0.3% 製造販売元／興和株式会社
イドメシンコーワゲル1％／イドメシンコーワゾル1％／イドメシンコーワクリーム1％ 製造販売元／興和株式会社
イドメシンコーワパップ70mg 製造販売元／興和株式会社
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 製造販売元／興和株式会社
*ケラチナミンコーワクリーム20％ 製造販売元／興和株式会社
ユーパスタコーワ軟膏 製造販売元／興和株式会社
デベルザ錠20mg 製造販売元／興和株式会社
アデホスコーワ顆粒10％ 製造販売元／興和株式会社
アデホスコーワ腸溶錠20／アデホスコーワ腸溶錠60 製造販売元／興和株式会社
アデホスコーワ腸溶錠20 製造販売元／興和株式会社販売元／日医工株式会

社
アデホス−Lコーワ注10mg／アデホス−Lコーワ注20mg／アデホス−Lコーワ注40mg 製造販売元／興和株式会社
ラクツロース・シロップ60％「コーワ」／ラクツロース・シロップ60％分包10mL「コーワ」／ラクツロース・シ
ロップ60％分包15mL「コーワ」

製造販売元／興和株式会社

レスタミンコーワ錠10mg 製造販売元／興和株式会社
ネオレスタミンコーワ散1％ 製造販売元／興和株式会社
レミカットカプセル1mg／レミカットカプセル2mg 製造販売元／興和株式会社
*D-ソルビトール経口液75％「コーワ」 製造販売元／興和株式会社
沈降炭酸カルシウム「コザカイ・Ｍ」 製造販売／小堺製薬株式会社※※販売元／ヴィア

トリス製薬株式会社
コタロー安中散エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー安中散エキスカプセル 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー茵ちん蒿湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー温経湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー温清飲エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー越婢加朮湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー黄連湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー黄連解毒湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル 販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／小太

郎漢方製薬株式会社
コタロー乙字湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー葛根湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー葛根湯加辛夷川きゅうエキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー加味逍遙散エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー桔梗石膏エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタローきゅう帰膠がい湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー九味檳榔湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー桂枝湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー桂枝加しゃく薬湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー香蘇散エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー五積散エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー呉茱萸湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー五苓散料エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー柴陥湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー柴胡清肝湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー三黄瀉心湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社販売元／扶

桑薬品工業株式会社
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー四物湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー炙甘草湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタローしゃく薬甘草湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー十全大補湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー十味敗毒湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー小建中湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー小柴胡湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー小青竜湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー消風散エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー辛夷清肺湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー神秘湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー真武湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー大黄牡丹皮湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー大建中湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー大柴胡湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー大承気湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー腸癰湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー猪苓湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー通導散エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー桃核承気湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー当帰しゃく薬散料エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー人参湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー人参養栄湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー排膿散及湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー麦門冬湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー八味丸料エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー半夏厚朴湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー半夏瀉心湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー白虎加人参湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー茯苓飲エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
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販売名 企業名

コタロー平胃散エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー防已黄耆湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー防風通聖散エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー補中益気湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー麻黄湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社販売元／扶

桑薬品工業株式会社
コタロー麻杏甘石湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー麻子仁丸料エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー木防已湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー六君子湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー苓甘姜味辛夏仁湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
小太郎漢方の炮附子末 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
ヨクイニンエキス散「コタロー」 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
ヨクイニンエキス錠「コタロー」 製造販売元／小太郎漢方製薬株式会社
ゾニサミド錠100mgEX「KO」 製造販売元／寿製薬株式会社
ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」 製造販売元／寿製薬株式会社
ロルノキシカム錠2mg「KO」／ロルノキシカム錠4mg「KO」 製造販売元／　寿製薬株式会社
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」／トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」 製造販売元／寿製薬株式会社
**ブロモクリプチン錠2.5mg「KO」 製造販売元／寿製薬株式会社
**エペリゾン塩酸塩錠50mg「KO」 製造販売元／寿製薬株式会社
フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」／フレカイニド酢酸塩錠100mg「KO」 製造販売元／寿製薬株式会社
トラセミド錠 4mg「KO」／トラセミド錠8mg「KO」 製造販売元／寿製薬株式会社
ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 製造販売元／寿製薬株式会社
フェノフィブラートカプセル67mg「KTB」／フェノフィブラートカプセル100mg「KTB」 製造販売元／寿製薬株式会社
アズロキサ錠15mg／アズロキサ顆粒2.5％ 製造販売元／寿製薬株式会社
アズロキサ錠15mg／アズロキサ顆粒2.5％ 製造販売元／寿製薬株式会社販売元／EAファーマ

株式会社
マーズレンS配合顆粒 製造販売元／寿製薬株式会社
マーズレンS配合顆粒 製造販売元／寿製薬株式会社販売元／EAファーマ

株式会社
マーズレン配合錠0.375ES／マーズレン配合錠0.5ES／マーズレン配合錠1.0ES 製造販売元／寿製薬株式会社
マーズレン配合錠0.375ES／マーズレン配合錠0.5ES／マーズレン配合錠1.0ES 製造販売元／寿製薬株式会社　販売元／EAファー

マ株式会社
**メコバラミン錠500μg「KO」 製造販売元／寿製薬株式会社
**ベンズブロマロン細粒10％「KO」 製造販売元／寿製薬株式会社
*ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」 製造販売元／寿製薬株式会社
セチリジン塩酸塩錠5mg「KTB」／セチリジン塩酸塩錠10mg「KTB」 製造販売元／寿製薬株式会社
セチリジン塩酸塩錠5mg「KTB」／セチリジン塩酸塩錠10mg「KTB」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／寿

製薬株式会社
ラマトロバン錠50mg「KO」／ラマトロバン錠75mg「KO」 製造販売元／寿製薬株式会社
エタノール「コニシ」 製造販売元／　コニシ株式会社
消毒用エタノール「コニシ」 製造販売元／　コニシ株式会社
無水エタノール「コニシ」 製造販売元／　コニシ株式会社
バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40％「アメル」 発売元／共和薬品工業株式会社製造販売元／**ネ

オクリティケア製薬株式会社
カシワドール静注 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」 製造販売／**ネオクリティケア製薬株式会社
塩プロ１％注「小林」（1ｍＬ：10ｍｇ）／塩プロ１％注「小林」（2ｍＬ：20ｍｇ）／塩プロ１％注「小林」
（5ｍＬ：50ｍｇ）

製造販売元／**,*ネオクリティケア製薬株式会社

ジギラノゲン注0.4mg 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「KCC」／ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」／メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
※メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」／※メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／※

※,※ネオクリティケア製薬株式会社
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
グラニセトロン静注液1mg「アイロム」／グラニセトロン静注液3mg「アイロム」／グラニセトロン点滴静注バッ
グ1mg「KCC」／グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」

製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社

ノイビタ錠「25」 製造販売元／※※、※ネオクリティケア製薬株式
会社

*パンテチン注200mg「KCC」 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
*パンテノール注100mg「KCC」／*パンテノール注250mg「KCC」／*パンテノール注500mg「KCC」 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
ビタＣ注10％／ビタＣ注25％ 製造販売元／**、*ネオクリティケア製薬株式会

社
サブビタン静注 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
*小林糖液5％（500ｍＬ瓶）／*小林糖液5％（500ｍＬ袋） 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
10%食塩注「小林」 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
生食液「小林」 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
*ハルトマン液「コバヤシ」（500mL瓶）／*ハルトマン液「コバヤシ」（500mL袋） 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
エスロンＢ注（200mL）／*エスロンＢ注（500mL袋）／エスロンＢ注（500mL） 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
*エスロンＢ注（500mL袋）／エスロンＢ注（500mL瓶） 販売／ニプロ株式会社製造販売／**ネオクリティ

ケア製薬株式会社
ソリューゲンG注(200mL袋)／ソリューゲンG注(300mL袋)／ソリューゲンG注(500mL瓶)／*ソリューゲンG注(500mL
袋)

製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社

ソリューゲンG注(500mL瓶)／*ソリューゲンG注(500mL袋) 販売／ニプロ株式会社製造販売／**ネオクリティ
ケア製薬株式会社

ソリューゲンF注(500mL瓶)／*ソリューゲンF注(500mL袋) 販売／ニプロ株式会社製造販売／**ネオクリティ
ケア製薬株式会社

ソリューゲンF注 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
ソリューゲンF注 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社発売

元／光製薬株式会社
アセトキープ３Ｇ注（200mL）／アセトキープ ３Ｇ注（500mL瓶）／*アセトキープ ３Ｇ注（500mL袋） 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
アセトキープ ３Ｇ注（500mL瓶）／*アセトキープ ３Ｇ注（500mL袋） 販売／ニプロ株式会社製造販売／**ネオクリティ

ケア製薬株式会社
*ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「KCC」 **,*ネオクリティケア製薬株式会社
オルガラン静注1250単位 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
ホリナート錠25mg「KCC」 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
オザグレルNa点滴静注20mg「IP」／オザグレルNa点滴静注40mg「IP」／オザグレルNa点滴静注80mg「IP」 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
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オザグレルNa注80mgシリンジ「IP」［キット製剤］ 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
オザグレルNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」 **ネオクリティケア製薬株式会社
オザグレルNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」 発売元／光製薬株式会社製造販売元／**ネオクリ

ティケア製薬株式会社
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「KCC」 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「KCC」 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
アシクロビル点滴静注用250mg「アイロム」 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社
アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社販売

元／扶桑薬品工業株式会社
注射用蒸留水 製造販売元／**ネオクリティケア製薬株式会社
リゾビスト注 製造販売元／ネオクリティケア製薬株式会社販売

元／PDRファーマ株式会社
ブロマゼパム細粒1％「サンド」 製造販売／サンド株式会社
ブロマゼパム錠1mg「サンド」／ブロマゼパム錠2mg「サンド」／ブロマゼパム錠3mg「サンド」／ブロマゼパム
錠5mg「サンド」

*製造販売／サンド株式会社

ブロマゼパム錠2mg「サンド」／ブロマゼパム錠5mg「サンド」 販売／日本ジェネリック株式会社*製造販売／サ
ンド株式会社

ミダゾラム注10mg「サンド」 **,*製造販売／サンド株式会社
ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サンド」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
デクスメデトミジン静注液200μg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
レベチラセタム錠250mg「サンド」／レベチラセタム錠500mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
セレコキシブ錠100mg「サンド」／セレコキシブ錠200mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
トアラセット配合錠「サンド」 製造販売／サンド株式会社
エンタカポン錠100mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
パロキセチン錠5mg「サンド」／パロキセチン錠10mg「サンド」／パロキセチン錠20mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
クエチアピン錠25mg「サンド」／クエチアピン錠100mg「サンド」／クエチアピン錠200mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
セルトラリン錠25mg「サンド」／セルトラリン錠50mg「サンド」／セルトラリン錠100mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「サンド」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サンド」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サン
ド」

製造販売／サンド株式会社

プレガバリンOD錠25mg「サンド」／プレガバリンOD錠75mg「サンド」／プレガバリンOD錠150mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サンド」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サンド」／メマンチン塩酸塩OD錠15mg「サ
ンド」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サンド」

製造販売／サンド株式会社

ラタノプロスト点眼液0.005％「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％「サンド」 製造販売／サンド株式会社
オロパタジン点眼液0.1％「サンド」 製造販売／サンド株式会社
モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 製造販売／サンド株式会社
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」 販売／ニプロ株式会社製造販売／サンド株式会社

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サンド」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サンド」／エナラプリルマレ
イン酸塩錠10mg「サンド」

製造販売／サンド株式会社

ロサルタンカリウム錠25mg「サンド」／ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」／ロサルタンカリウム錠100mg
「サンド」

製造販売／サンド株式会社

カンデサルタン錠2mg「サンド」／カンデサルタン錠4mg「サンド」／カンデサルタン錠8mg「サンド」／カンデ
サルタン錠12mg「サンド」

*製造販売／サンド株式会社

バルサルタン錠20mg「サンド」／バルサルタン錠40mg「サンド」／バルサルタン錠80mg「サンド」／バルサルタ
ン錠160mg「サンド」

*製造販売／サンド株式会社

テルミサルタン錠20mg「サンド」／テルミサルタン錠40mg「サンド」／テルミサルタン錠80mg「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
ロサルヒド配合錠LD「サンド」／ロサルヒド配合錠HD「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
バルヒディオ配合錠MD「サンド」／バルヒディオ配合錠EX「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
アムバロ配合錠「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
カムシア配合錠LD「サンド」／カムシア配合錠HD「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
カムシア配合錠LD「サンド」／カムシア配合錠HD「サンド」 *製造販売元／サンド株式会社販売元／第一三共

エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
イルアミクス配合錠LD「サンド」／イルアミクス配合錠HD「サンド」 製造販売／サンド株式会社
エレトリプタン錠20mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
アムロジピン錠2.5mg「サンド」／アムロジピン錠5mg「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
アムロジピンOD錠2.5mg「サンド」／アムロジピンOD錠5mg「サンド」／アムロジピンOD錠10mg「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
アトルバスタチン錠5mg「サンド」／アトルバスタチン錠10mg「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」／ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」／ピタバスタチンCa錠4mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」／ロスバスタチン錠5mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
エゼチミブ錠10mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
アマルエット配合錠1番「サンド」／アマルエット配合錠2番「サンド」／アマルエット配合錠3番「サンド」／
アマルエット配合錠4番「サンド」

製造販売／サンド株式会社

テオフィリン徐放カプセル100mg「サンド」／テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
テオフィリン徐放カプセル100mg「サンド」／テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」 販売／日本ジェネリック株式会社製造販売／サン

ド株式会社
テオフィリン徐放カプセル50mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠20mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠5mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
*センノシド錠12mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
*センノシド錠12mg「サンド」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／**

サンド株式会社
オンダンセトロン注射液4mg「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「サンド」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル／ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル 製造販売／サンド株式会社
レボチロキシンNa錠25μg「サンド」／レボチロキシンNa錠50μg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
レボチロキシンNa錠25μg「サンド」／レボチロキシンNa錠50μg「サンド」 発売元／富士製薬工業株式会社**製造販売元／サ

ンド株式会社
オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」／オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」／タダラフィル錠5mgZA「サンド」 製造販売／サンド株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「サンド」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
クロピドグレル錠25mg「サンド」／クロピドグレル錠75mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」／デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
グリメピリド錠0.5mg「サンド」／グリメピリド錠1mg「サンド」／グリメピリド錠3mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「サンド」／ピオグリタゾン錠30mg「サンド」 **,*製造販売／サンド株式会社
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」／シクロスポリンカプセル25mg「サンド」／シクロスポリンカプセル
50mg「サンド」

製造販売／サンド株式会社

メトトレキサートカプセル2mg「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
リセドロン酸Na錠2.5mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
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ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サンド」／ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」／ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「サンド」／ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「サンド」 製造販売／サンド株式会社
パクリタキセル点滴静注液30mg「サンド」／パクリタキセル点滴静注液100mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
ビカルタミド錠80mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
アナストロゾール錠1mg「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
アナストロゾール錠1mg「サンド」 販売／持田製薬株式会社*製造販売元／サンド株

式会社
レトロゾール錠2.5mg「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」／カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」／カルボプラチン点滴
静注液450mg「サンド」

**製造販売／サンド株式会社

オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サンド」／オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サンド」／オキ
サリプラチン点滴静注液200mg/40mL「サンド」

製造販売／サンド株式会社

リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」／リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 製造販売／サンド株式会社販売／協和キリン株式
会社

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サンド」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
モンテルカスト細粒4mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
モンテルカスト錠5mg「サンド」／モンテルカスト錠10mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
セフェピム塩酸塩静注用0.5g「サンド」／セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 *製造販売／サンド株式会社
リファンピシンカプセル150mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
リファンピシンカプセル150mg「サンド」 販売／日本ジェネリック株式会社製造販売／サン

ド株式会社
リファンピシンカプセル150mg「サンド」 販売／ニプロ株式会社製造販売／サンド株式会社

エサンブトール錠125mg／エサンブトール錠250mg **製造販売／サンド株式会社
ランプレンカプセル50mg **製造販売／サンド株式会社
レボフロキサシン錠250mg「サンド」／レボフロキサシン錠500mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
エンテカビル錠0.5mg「サンド」 **製造販売／サンド株式会社
フルコナゾールカプセル50mg「サンド」／フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 製造販売／サンド株式会社
テルビナフィン錠125mg「サンド」 **,*製造販売／サンド株式会社
テルビナフィン錠125mg「サンド」 **製造販売元／サンド株式会社販売元／第一三共

エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社

ジュンコウ　温清飲FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　黄連解毒湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　乙字湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　葛根湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　加味逍遙散FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　帰脾湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　きゅう帰膠艾湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　桂枝加芍薬湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　桂枝茯苓丸料FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　呉茱萸湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　五苓散料FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　柴胡桂枝湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　四物湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　芍薬甘草湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　十全大補湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　小柴胡湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　清心蓮子飲FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　大柴胡湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　桃核承気湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　当帰芍薬散料FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　麦門冬湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　半夏厚朴湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　半夏瀉心湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　防已黄耆湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　補中益気湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　補中益気湯FCエキス錠　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　麻黄湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　麻杏甘石湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　よく苡仁湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社
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ジュンコウ　龍胆瀉肝湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　苓桂朮甘湯FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　苓桂朮甘湯FCエキス錠　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

ジュンコウ　六味地黄丸料FCエキス細粒　医療用 製造販売元／康和薬通有限会社発売元／大杉製薬
株式会社

レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「日本臓器」／レボセチリジン塩酸塩錠5mg「日本臓器」 *販売／日本臓器製薬株式会社**製造販売元／小
財家興産株式会社

ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」／ファムシクロビル錠500mg「日本臓器」 *販売／日本臓器製薬株式会社**製造販売元／小
財家興産株式会社

タダラフィル錠１０ｍｇＣＩ「ＧＯ」／タダラフィル錠２０ｍｇＣＩ「ＧＯ」 製造販売元／江州製薬株式会社
エムラクリーム 製造販売元／佐藤製薬株式会社提携／アストラゼ

ネカ社（英国）AstraZeneca
エムラパッチ 製造販売元／佐藤製薬株式会社提携／アストラゼ

ネカ社（英国）
ダラシンTゲル1%／ダラシンTローション1% 製造販売元／佐藤製薬株式会社
テクスメテン軟膏0.1%／テクスメテンユニバーサルクリーム0.1% 製造販売元／佐藤製薬株式会社提携／エフ・ホフ

マン・ラ・ロシュ社
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「サトウ」／ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム
0.064%「サトウ」

製造販売元／佐藤製薬株式会社

グリジール軟膏0.05%／グリジールクリーム0.05% 製造販売元／佐藤製薬株式会社
グリジール スカルプローション0.05% 製造販売元／佐藤製薬株式会社
ベトノバールＧ軟膏0.12％／ベトノバールＧクリーム0.12% 製造販売元／佐藤製薬株式会社
サトウザルベ軟膏10％／サトウザルベ軟膏20％ 製造販売元／佐藤製薬株式会社
ジルダザック軟膏3％ ※製造販売元／佐藤製薬株式会社
パスタロンクリーム10％／パスタロンソフト軟膏10％／パスタロンローション10％ 製造販売元／佐藤製薬株式会社
パスタロンクリーム20％／パスタロンソフト軟膏20％ 製造販売元／佐藤製薬株式会社
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「サトウ」 製造販売元／佐藤製薬株式会社
ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」 製造販売元／佐藤製薬株式会社
バラシクロビル錠500mg「サトウ」 製造販売元／佐藤製薬株式会社
ネイリンカプセル100mg 製造販売元／佐藤製薬株式会社販売提携／エーザ

イ株式会社
ルコナック爪外用液5％ 製造販売元／佐藤製薬株式会社
ルコナック爪外用液5％ 製造販売元／佐藤製薬株式会社発売元／サン

ファーマ株式会社
コンバントリン錠100mg 製造販売元／佐藤製薬株式会社
コンバントリンドライシロップ100mg 製造販売元／佐藤製薬株式会社
パッチテストパネル（Ｓ） 製造販売元(輸入)／佐藤製薬株式会社
*ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」／*ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg「トーワ」 発売／東和薬品株式会社製造販売元／佐藤薬品工

業株式会社
**硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「Ｓｔ」 *発売元／共和薬品工業株式会社製造販売元／佐

藤薬品工業株式会社
**硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「Ｓｔ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／佐藤薬品工

業株式会社
**塩化カリウム徐放錠600mg「Ｓｔ」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販

売元／佐藤薬品工業株式会社
サラヤ消毒用エタノール 製造販売業／サラヤ株式会社
サラヤ塩化ベンザルコニウム１０％液 製造販売業／サラヤ株式会社
アセサイド６％消毒液 製造販売元／サラヤ株式会社
ジアゼパム錠2「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」／ロラゼパム錠1mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

沢井製薬株式会社
コレミナール錠4mg／コレミナール細粒1％ 製造販売元／沢井製薬株式会社
コレミナール錠4mg／コレミナール細粒1％ 販売／田辺三菱製薬株式会社製造販売元／沢井製

薬株式会社
トフィソパム錠50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」／ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
クアゼパム錠15mg「サワイ」／クアゼパム錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」／ゾピクロン錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
タンドスピロンクエン酸塩錠５mg「サワイ」／タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」／*タンドスピロン
クエン酸塩錠20mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」／ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
エスゾピクロン錠1mg「サワイ」／エスゾピクロン錠2mg「サワイ」／エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」／ラモトリギン錠小児用5mg「サワイ」／ラモトリギン錠25mg「サワイ」／
ラモトリギン錠100mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

レベチラセタム錠250mg「サワイ」／レベチラセタム錠500mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
レベチラセタム粒状錠250mg「サワイ」／レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
レベチラセタムDS50％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アクタリット錠100mg「サワイ」 *製造販売元／沢井製薬株式会社
エトドラク錠100mg「SW」／エトドラク錠200mg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
メロキシカム錠５mg「サワイ」／メロキシカム錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セレコキシブ錠100mg「サワイ」／セレコキシブ錠200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
トアラセット配合錠「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」／アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」／アマンタジン塩酸塩細粒10％
「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

*ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ペルゴリド錠50μg「サワイ」／ペルゴリド錠250μg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」／カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」／プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「サワイ」／プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」／ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」／アミトリプチリン塩酸塩錠25mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」／クロチアゼパム錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
スルピリド錠100mg「サワイ」／スルピリド錠200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ブロムペリドール錠1mg「サワイ」／ブロムペリドール錠3mg「サワイ」／ブロムペリドール錠6mg「サワイ」／
ブロムペリドール細粒1％「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
リスペリドン錠1mg「サワイ」／リスペリドン錠2mg「サワイ」／リスペリドン錠3mg「サワイ」／リスペリドン
細粒1％「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社
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リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」／リスペリドンOD錠1mg「サワイ」／リスペリドンOD錠2mg「サワイ」／リス
ペリドンOD錠3mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
沢井製薬株式会社

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」／フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」／フルボキサミ
ンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「サワイ」／ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」／ミルナシプラン塩酸塩錠
25mg「サワイ」／ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

パロキセチン錠5mg「サワイ」／パロキセチン錠10mg「サワイ」／パロキセチン錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
クエチアピン錠25mg「サワイ」／クエチアピン錠50mg「サワイ」／クエチアピン錠100mg「サワイ」／クエチア
ピン錠200mg「サワイ」／クエチアピン細粒50％「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

オランザピン錠2.5mg「サワイ」／オランザピン錠5mg「サワイ」／オランザピン錠10mg「サワイ」／オランザピ
ン細粒1％「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

アリピプラゾール錠1mg「サワイ」／アリピプラゾール錠3mg「サワイ」／アリピプラゾール錠6mg「サワイ」／
アリピプラゾール錠12mg「サワイ」／アリピプラゾール錠24mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

アリピプラゾール内用液1mg分包「サワイ」／アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」／アリピプラゾール内
用液6mg分包「サワイ」／アリピプラゾール内用液12mg分包「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

セルトラリン錠25mg「サワイ」／セルトラリン錠50mg「サワイ」／セルトラリン錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ブロナンセリン散2％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ブロナンセリン錠2mg「サワイ」／ブロナンセリン錠4mg「サワイ」／ブロナンセリン錠8mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アトモキセチンカプセル5mg「サワイ」／アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」／アトモキセチンカプセル
25mg「サワイ」／アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ミルタザピン錠15mg「サワイ」／ミルタザピン錠30mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」／ミルタザピンOD錠30mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
デュロキセチンカプセル20mg「サワイ」／デュロキセチンカプセル30mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
エスシタロプラム錠10mg「サワイ」／エスシタロプラム錠20mg「サワイ」／エスシタロプラムOD錠10mg「サワ
イ」／エスシタロプラムOD錠20mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

チアプリド錠25mg「サワイ」／チアプリド錠50mg「サワイ」／チアプリド細粒10％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「サワイ」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「サワイ」／
ドネペジル塩酸塩細粒0.5％「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワ
イ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

タルチレリン錠5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ラメルテオン錠8mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
プレガバリンカプセル25mg「サワイ」／プレガバリンカプセル75mg「サワイ」／プレガバリンカプセル150mg
「サワイ」／プレガバリンOD錠25mg「サワイ」／プレガバリンOD錠75mg「サワイ」／プレガバリンOD錠150mg
「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」／メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」／メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」
／メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg
「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

メマンチン塩酸塩DS2％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ガランタミンOD錠4mg「サワイ」／ガランタミンOD錠8mg「サワイ」／ガランタミンOD錠12mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」／リバスチグミンテープ9mg「サワイ」／リバスチグミンテープ13.5mg
「サワイ」／リバスチグミンテープ18mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

*クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」／*クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg
「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

*チキジウム臭化物カプセル5mg「サワイ」／*チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**アフロクアロン錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
チザニジン錠1mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**オフロキサシン点眼液0.3％「サワイ」 *製造販売元／沢井製薬株式会社
**ケトチフェン点眼液0.05％「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ケトチフェン点眼液0.05％「SW」 *販売元／わかもと製薬株式会社製造販売元／沢

井製薬株式会社
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12％「サワイ」 *販売元／わかもと製薬株式会社製造販売元／沢

井製薬株式会社
*ベタキソロール点眼液0.5％「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ベタキソロール点眼液0.5％「SW」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／沢

井製薬株式会社
トラニラスト点眼液0.5％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ニプラジロール点眼液0.25％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
レボカバスチン点眼液0.025％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
オロパタジン点眼液0.1％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」 *製造販売元／沢井製薬株式会社
*ケトチフェン点鼻液0.05％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」28噴霧用／フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」56噴霧用 製造販売元／沢井製薬株式会社
フルチカゾン点鼻液25μg小児用「サワイ」56噴霧用 製造販売元／沢井製薬株式会社
**,*ユビデカレノン錠５mg「サワイ」／**ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*カルテオロール塩酸塩錠５mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アテノロール錠25mg「サワイ」／アテノロール錠50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」／*アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」／*ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」／*ビソプロ
ロールフマル酸塩錠５mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

**メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」／**メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」／シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」／ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」／カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」／トルバプタンOD錠15mg「サワイ」／トルバプタン顆粒1%「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
カプトプリル錠12.5「SW」／カプトプリル錠25「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」／エナラプリルマレ
イン酸塩錠10㎎「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

アラセプリル錠12.5mg「サワイ」／アラセプリル錠25mg「サワイ」／アラセプリル錠50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
リシノプリル錠5mg「サワイ」／リシノプリル錠10mg「サワイ」／リシノプリル錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ベナゼプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」／ベナゼプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」／ベナゼプリル塩酸塩錠10mg「サ
ワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」／イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」／イミダプリル塩酸塩錠10mg「サ
ワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社
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テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」／テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」／テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワ
イ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

トランドラプリル錠0.5mg「サワイ」／トランドラプリル錠1mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」／ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」／メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ニカルジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」／*ニカルジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ニルバジピン錠2mg「サワイ」／ニルバジピン錠4mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ドキサゾシン錠0.5mg「サワイ」／*ドキサゾシン錠１mg「サワイ」／*ドキサゾシン錠２mg「サワイ」／ドキサ
ゾシン錠４mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

マニジピン塩酸塩錠5mg「サワイ」／マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」／マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ベタキソロール塩酸塩錠5mg「サワイ」／ベタキソロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ベタキソロール塩酸塩錠5mg「サワイ」／ベタキソロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

沢井製薬株式会社
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」／カルベジロール錠2.5mg「サワイ」／カルベジロール錠10mg「サワイ」／
カルベジロール錠20mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

シルニジピン錠５mg「サワイ」／シルニジピン錠10mg「サワイ」／シルニジピン錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」／ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」／ロサルタンカリウム錠100mg
「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

カンデサルタン錠2mg「サワイ」／カンデサルタン錠4mg「サワイ」／カンデサルタン錠8mg「サワイ」／カンデ
サルタン錠12mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」／カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」／カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」／
カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

バルサルタン錠20mg「サワイ」／バルサルタン錠40mg「サワイ」／バルサルタン錠80mg「サワイ」／バルサルタ
ン錠160mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

テルミサルタン錠20mg「サワイ」／テルミサルタン錠40mg「サワイ」／テルミサルタン錠80mg「サワイ」／テル
ミサルタンOD錠20mg「サワイ」／テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」／オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」／オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」
／オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

イルベサルタン錠50mg「サワイ」／イルベサルタン錠100mg「サワイ」／イルベサルタン錠200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ロサルヒド配合錠LD「サワイ」／ロサルヒド配合錠HD「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
バルヒディオ配合錠MD「サワイ」／バルヒディオ配合錠EX「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
テルチア配合錠AP「サワイ」／テルチア配合錠BP「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アムバロ配合錠「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
テラムロ配合錠AP「サワイ」／テラムロ配合錠BP「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
イルアミクス配合錠LD「サワイ」／イルアミクス配合錠HD「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ジルムロ配合錠LD「サワイ」／ジルムロ配合錠HD「サワイ」／ジルムロ配合OD錠LD「サワイ」／ジルムロ配合OD
錠HD「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」／ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」／ニカルジピン塩酸塩注
射液25mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

*ミドドリン塩酸塩錠２mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ゾーミッグ錠2.5mg 製造販売元／沢井製薬株式会社
ゾーミッグRM錠2.5mg 製造販売元／沢井製薬株式会社
**ジラゼプ塩酸塩錠50mg「サワイ」／**ジラゼプ塩酸塩錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」／ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」／ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
トラピジル錠50mg「サワイ」／トラピジル錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」／ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」／ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

沢井製薬株式会社
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」／ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」／ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」／ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ニトレンジピン錠５mg「サワイ」／*ニトレンジピン錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ベニジピン塩酸塩錠２mg「MED」／ベニジピン塩酸塩錠４mg「MED」／ベニジピン塩酸塩錠８mg「MED」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アムロジピン錠2.5mg「サワイ」／アムロジピン錠5mg「サワイ」／アムロジピン錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」／アムロジピンOD錠5mg「サワイ」／アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」／一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ジルチアゼム塩酸塩注射用250mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」／ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ニコランジル点滴静注用２mg「サワイ」／ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」／ニコランジル点滴静注用
48mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

*硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」／ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／沢井

製薬株式会社
プロブコール錠250mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」／プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
シンバスタチン錠5mg「MED」／シンバスタチン錠10mg「MED」／シンバスタチン錠20mg「MED」 製造販売元／沢井製薬株式会社
フルバスタチン錠10mg「サワイ」／フルバスタチン錠20mg「サワイ」／フルバスタチン錠30mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アトルバスタチン錠5mg「サワイ」／アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」／ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」／ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」／ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」／ピタバスタチンCa・OD錠4mg
「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」／ロスバスタチン錠5mg「サワイ」／ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」／
ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

エゼチミブ錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」／**イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ニセルゴリン細粒1％「サワイ」／ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」／炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
タダラフィル錠20mgAD「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アンブリセンタン錠2.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アマルエット配合錠1番「サワイ」／アマルエット配合錠2番「サワイ」／アマルエット配合錠3番「サワイ」／
アマルエット配合錠4番「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

アルプロスタジル注５μg「サワイ」／アルプロスタジル注10μg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アルプロスタジル注５μgシリンジ「サワイ」／アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
フルマゼニル静注液0.5mg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*カルボシステイン錠250mg「サワイ」／*カルボシステイン錠500mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**ブロムヘキシン塩酸塩錠４mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 **,*製造販売元／沢井製薬株式会社
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
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アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*テオフィリン徐放錠50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」／*テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*クロモグリク酸Na吸入液1％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」／ツロブテロールテープ1mg「サワイ」／ツロブテロールテープ2mg「サ
ワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**シメチジン錠200mg「サワイ」／**,*シメチジン錠400mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ファモチジン錠10「サワイ」／ファモチジン錠20「サワイ」／ファモチジン細粒２％「サワイ」／ファモチジン
散10％「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ファモチジンD錠10mg「サワイ」／ファモチジンD錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「サワイ」／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」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ニザチジンカプセル75mg「サワイ」／ニザチジンカプセル150mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ラフチジン錠５mg「サワイ」／ラフチジン錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*シメチジン注射液200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ファモチジン静注液10mg「サワイ」／ファモチジン静注液20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*スルピリド錠50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ソファルコン細粒10％「サワイ」／*ソファルコン細粒20％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*テプレノンカプセル50mg「サワイ」／*テプレノン細粒10％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*イルソグラジンマレイン酸塩錠２mg「サワイ」／*イルソグラジンマレイン酸塩錠４mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
レバミピド錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**オメプラゾール錠10mg「MED」／**オメプラゾール錠20mg「MED」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**オメプラゾール錠10mg「MED」／**オメプラゾール錠20mg「MED」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

沢井製薬株式会社
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」／ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」／ランソプラゾールカプセル30mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」／ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」／エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
マックターゼ配合錠 製造販売元／沢井製薬株式会社
マックメット懸濁用配合DS 製造販売元／沢井製薬株式会社
*センノシド錠12mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

沢井製薬株式会社
**ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 *製造販売元／沢井製薬株式会社
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」／アプレピタントカプセル80mg「サワイ」／アプレピタントカプセル
セット「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

グラニセトロン静注液１mg「NK」／グラニセトロン静注液３mg「NK」 **発売元／日本化薬株式会社製造販売元／沢井製
薬株式会社

グラニセトロン静注液１mgシリンジ「NK」／グラニセトロン静注液３mgシリンジ「NK」 **発売元／日本化薬株式会社製造販売元／沢井製
薬株式会社

*ドンペリドン錠５mg「サワイ」／*ドンペリドン錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ドンペリドンDS小児用１％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

沢井製薬株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「サワイ」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
テリパラチド皮下注用56.5μg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
エンペラシン配合錠 製造販売元／沢井製薬株式会社
フリウェル配合錠LD「サワイ」／フリウェル配合錠ULD「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
デュタステリドカプセル0.5mgZA「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
フィナステリド錠0.2mg「サワイ」／フィナステリド錠1mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ジエノゲスト錠1mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
オキシブチニン塩酸塩錠1mg「サワイ」／オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」／オキシブチニン塩酸塩錠3mg
「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

塩酸プロピベリン錠10mg「SW」／塩酸プロピベリン錠20mg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」／タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「サワイ」／タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」／ナフトピジルOD錠50mg「サワイ」／ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
バルデナフィル錠10mg「サワイ」／バルデナフィル錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
タダラフィル錠10mgCI「サワイ」／タダラフィル錠20mgCI「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
シロドシンOD錠2mg「サワイ」／シロドシンOD錠4mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」／ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」／ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」／イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」／タダラフィル錠5mgZA「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
インドメタシンクリーム1％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
フェルビナクパップ70mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ビホナゾールクリーム1％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*テルビナフィン塩酸塩外用液１％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」／*アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」／*アル
ファカルシドールカプセル1μg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

**カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」／**カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 *製造販売元／沢井製薬株式会社
エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」／エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**メコバラミン錠500μg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**メコバラミン錠500μg「SW」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／沢井

製薬株式会社
*アスコルビン酸注射液100mg「サワイ」／*アスコルビン酸注射液500mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 **,*製造販売元／沢井製薬株式会社
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*リックル配合顆粒 製造販売元／沢井製薬株式会社
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1万単位「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
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ヘパリンCa注射液2万単位/20mL「サワイ」／ヘパリンCa注射液5万単位/50mL「サワイ」／ヘパリンCa注射液10万
単位/100mL「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ダルテパリンNa静注5000単位/５mL「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*シロスタゾール錠50mg「サワイ」／*シロスタゾール錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」／シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」／イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」／イ
コサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「サワイ」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
クロピドグレル錠25mg「サワイ」／クロピドグレル錠50mg「サワイ」／クロピドグレル錠75mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ホリナート錠25mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」／デフェラシロクス顆粒分包360mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
レボホリナート点滴静注用25mg「サワイ」／レボホリナート点滴静注用100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アロプリノール錠50mg「サワイ」／アロプリノール錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
フェブキソスタット錠10mg「サワイ」／フェブキソスタット錠20mg「サワイ」／フェブキソスタット錠40mg「サ
ワイ」／フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」／フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」／グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
グリメピリド錠0.5mg「サワイ」／グリメピリド錠１mg「サワイ」／グリメピリド錠３mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アカルボース錠50mg「サワイ」／アカルボース錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ボグリボース錠0.2mg「サワイ」／ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」／ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」／ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ミグリトールOD錠25mg「サワイ」／ミグリトールOD錠50mg「サワイ」／ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」／レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ミゾリビン錠25mg「サワイ」／ミゾリビン錠50mg「サワイ」 **製造販売元／沢井製薬株式会社
**イプリフラボン錠200mg「サワイ」 *製造販売元／沢井製薬株式会社
エパルレスタット錠50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アレンドロン酸錠5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ミノドロン酸錠1mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
イグラチモド錠25mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**ナファモスタット注射用10mg「SW」／**ナファモスタット注射用50mg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ヒアルロン酸Na関節注25mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*オザグレルNa注射用20mg「SW」／*オザグレルNa注射用40mg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
オザグレルNa注射液20mgシリンジ「サワイ」／オザグレルNa注射液40mgシリンジ「サワイ」／オザグレルNa注射
液80mgシリンジ「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

オザグレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」／パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
カペシタビン錠300mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
エスエーワン配合顆粒T20／エスエーワン配合顆粒T25 製造販売元／沢井製薬株式会社
エスエーワン配合OD錠T20／エスエーワン配合OD錠T25 製造販売元／沢井製薬株式会社
エスエーワン配合OD錠T20／エスエーワン配合OD錠T25 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

沢井製薬株式会社
エスエーワン配合カプセルT20／エスエーワン配合カプセルT25 製造販売元／沢井製薬株式会社
ペメトレキセド点滴静注液100mg「サワイ」／ペメトレキセド点滴静注液500mg「サワイ」／ペメトレキセド点滴
静注液800mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ペメトレキセド点滴静注用100mg「サワイ」／ペメトレキセド点滴静注用500mg「サワイ」／ペメトレキセド点滴
静注用800mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「サワイ」／エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」／エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」／イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」／ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「サワイ」／ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
パクリタキセル注射液30mg「サワイ」／パクリタキセル注射液100mg「サワイ」／パクリタキセル注射液150mg
「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

タモキシフェン錠10mg「サワイ」／タモキシフェン錠20mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
タモキシフェン錠10mg「サワイ」／タモキシフェン錠20mg「サワイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

沢井製薬株式会社
ビカルタミド錠80mg「サワイ」／ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アナストロゾール錠1mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
イマチニブ錠100mg「サワイ」／イマチニブ錠200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ゲフィチニブ錠250mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ダサチニブ錠20mg「サワイ」／ダサチニブ錠50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
カルボプラチン点滴静注液50mg「SW」／カルボプラチン点滴静注液150mg「SW」／カルボプラチン点滴静注液
450mg「SW」

製造販売元／沢井製薬株式会社

オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」／オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」／オキサリプラチ
ン点滴静注液200mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アザシチジン注射用100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*メキタジン錠3mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**オーラノフィン錠３mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**ケトチフェンDS小児用0.1％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**オキサトミド錠30mg「サワイ」 *製造販売元／沢井製薬株式会社
*オキサトミドDS小児用２％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
**エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」／**エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 *製造販売元／沢井製薬株式会社
*エピナスチン塩酸塩DS小児用1％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*スプラタストトシル酸塩カプセル50mg「サワイ」／スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
プランルカストDS10％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
エバスチン錠5mg「サワイ」／エバスチン錠10mg「サワイ」／エバスチンOD錠5mg「サワイ」／エバスチンOD錠
10mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」／セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セチリジン塩酸塩OD錠５mg「サワイ」／セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「サワイ」／ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
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ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「サワイ」／ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」／フェキソフェナジ
ン塩酸塩OD錠30mg「サワイ」／フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」／オロパタジン塩酸塩錠５mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「サワイ」／オロパタジン塩酸塩OD錠５mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
モンテルカスト細粒4mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
モンテルカスト錠5mg「サワイ」／モンテルカスト錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
モンテルカストOD錠5mg「サワイ」／モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

沢井製薬株式会社
ロラタジン錠10mg「サワイ」／ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ロラタジンDS１％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」／レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
プソフェキ配合錠「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」／クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワ
イ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
テイコプラニン点滴静注用200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」／アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」／ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セファクロル細粒小児用10％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セファクロル細粒小児用10％「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セファクロルカプセル250mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セファクロルカプセル250mg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフポドキシムプロキセチル錠100mg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフポドキシムプロキセチルDS小児用5％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフジニル細粒小児用10％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフジニル細粒小児用10％「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフジニル錠50mg「サワイ」／セフジニル錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10％「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「サワイ」／セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「SW」／セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフタジジム静注用0.5g「サワイ」／セフタジジム静注用1g「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフトリアキソンNa静注用0.5g「サワイ」／セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
メロペネム点滴静注用0.25g「サワイ」／メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
セフォセフ静注用0.5g／セフォセフ静注用1g 製造販売元／沢井製薬株式会社
チエクール点滴用0.5g 製造販売元／沢井製薬株式会社
ユーシオン-S静注用0.75g／ユーシオン-S静注用1.5g／ユーシオン-S静注用3g 製造販売元／沢井製薬株式会社
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
クラリスロマイシンDS10％小児用「サワイ」／クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」／ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」／ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ノルフロキサシン錠100mg「サワイ」／ノルフロキサシン錠200mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
オフロキサシン錠100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
シプロフロキサシン錠100mg「SW」／シプロフロキサシン錠200mg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「サワイ」／トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
レボフロキサシン錠250mg「サワイ」／レボフロキサシン錠500mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
リネゾリド錠600mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
リネゾリド注射液600mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アシクロビル顆粒40％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アシクロビル錠200mg「サワイ」／アシクロビル錠400mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アシクロビルDS80％「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
バラシクロビル錠500mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
オセルタミビルDS3%「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ビダラビン軟膏３％「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*ビダラビン軟膏３％「SW」 販売元／日医工株式会社製造販売元／沢井製薬株

式会社
フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」／フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 製造販売元／沢井製薬株式会社
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／沢井

製薬株式会社
*テルビナフィン錠125mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
フルコナゾール静注液50mg「サワイ」／フルコナゾール静注液100mg「サワイ」／フルコナゾール静注液200mg
「サワイ」

製造販売元／沢井製薬株式会社

*プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
*プロチレリン酒石酸塩注射液1mg「サワイ」／*プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」 製造販売元／沢井製薬株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KMP」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
エスゾピクロン錠1mg「KMP」／エスゾピクロン錠2mg「KMP」／エスゾピクロン錠3mg「KMP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
エスゾピクロン錠1mg「ＫＭＰ」／エスゾピクロン錠2mg「ＫＭＰ」／エスゾピクロン錠3mg「ＫＭＰ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／共

創未来ファーマ株式会社
トアラセット配合錠「共創未来」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」／プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」／ロピニロール徐放錠8mg「共創未来」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
クエチアピン錠25mg「FFP」／クエチアピン錠100mg 「FFP」／クエチアピン錠200mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
ミルタザピン錠15mg「共創未来」／ミルタザピン錠30mg「共創未来」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
デュロキセチンカプセル20mg「KMP」／デュロキセチンカプセル30mg「KMP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「FFP」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「FFP」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
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ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
プレガバリンOD錠25mg「KMP」／プレガバリンOD錠75mg「KMP」／プレガバリンOD錠150mg「KMP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
プレガバリンOD錠25mg「KMP」／プレガバリンOD錠75mg「KMP」／プレガバリンOD錠150mg「KMP」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／共

創未来ファーマ株式会社
メマンチン塩酸塩錠5mg「KMP」／メマンチン塩酸塩錠10mg「KMP」／メマンチン塩酸塩錠20mg「KMP」／メマンチ
ン塩酸塩OD錠5mg「KMP」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「KMP」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「KMP」

製造販売元／共創未来ファーマ株式会社

メマンチン塩酸塩錠5mg「KMP」／メマンチン塩酸塩錠10mg「KMP」／メマンチン塩酸塩錠20mg「KMP」／メマンチ
ン塩酸塩OD錠5mg「KMP」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「KMP」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「KMP」

販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／共
創未来ファーマ株式会社

リバスチグミンテープ4.5mg「KMP」／リバスチグミンテープ9mg「KMP」／リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」
／リバスチグミンテープ18mg「KMP」

製造販売元／共創未来ファーマ株式会社

リバスチグミンテープ4.5mg「KMP」／リバスチグミンテープ9mg「KMP」／リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」
／リバスチグミンテープ18mg「KMP」

販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／共
創未来ファーマ株式会社

トラニラスト点眼液0.5％「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
レボフロキサシン点眼液0.5％「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
レボフロキサシン点眼液1.5％「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
レボカバスチン点眼液0.025％「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
ドブタミン点滴静注100mg「AFP」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社※製造

販売元／共創未来ファーマ株式会社
トルバプタンOD錠7.5mg「KMP」／トルバプタンOD錠15mg「KMP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
ロサルタンカリウム錠25mg「FFP」／ロサルタンカリウム錠50mg「FFP」／ロサルタンカリウム錠100mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
カンデサルタン錠2mg「FFP」／カンデサルタン錠4mg「FFP」／カンデサルタン錠8mg「FFP」／カンデサルタン錠
12mg「FFP」

製造販売元／共創未来ファーマ株式会社

バルサルタン錠２０ｍｇ「FFP」／バルサルタン錠４０ｍｇ「FFP」／バルサルタン錠８０ｍｇ「FFP」／バルサ
ルタン錠１６０ｍｇ「FFP」

製造販売元／共創未来ファーマ株式会社

テルミサルタン錠20mg「FFP」／テルミサルタン錠40mg「FFP」／テルミサルタン錠80mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
イルベサルタン錠50mg「共創未来」／イルベサルタン錠100mg「共創未来」／イルベサルタン錠200mg「共創未
来」

製造販売元／共創未来ファーマ株式会社

ロサルヒド配合錠LD「FFP」／ロサルヒド配合錠HD「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
アムバロ配合錠「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
ピタバスタチンCa錠1mg「FFP」／ピタバスタチンCa錠2mg「FFP」／ピタバスタチンCa錠4mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」／ロスバスタチン錠5mg「共創未来」／ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未
来」／ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」

製造販売元／共創未来ファーマ株式会社

エゼチミブ錠10mg「KMP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
アンブリセンタン錠2.5mg「KMP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
アンブリセンタン錠2.5mg「KMP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社販売元／

株式会社 三和化学研究所
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「AFP」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社※製造

販売元／共創未来ファーマ株式会社
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」／ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg
「AFP」

販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販
売元／共創未来ファーマ株式会社

ナフトピジルOD錠25mg「FFP」／ナフトピジルOD錠50mg「FFP」／ナフトピジルOD錠75mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
シロドシン錠2mg「KMP」／シロドシン錠4mg「KMP」／シロドシンOD錠2mg「KMP」／シロドシンOD錠4mg「KMP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
シロドシン錠2mg「KMP」／シロドシン錠4mg「KMP」／シロドシンOD錠2mg「KMP」／シロドシンOD錠4mg「KMP」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／共

創未来ファーマ株式会社
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「オーハラ」 販売元／大原薬品工業株式会社製造販売元／共創

未来ファーマ株式会社
ロキソプロフェンNaテープ 50mg「FFP」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
アダパレンゲル0.1％「共創未来」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
※ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「AFP」 販売元／アルフレッサ　ファーマ株式会社※※製

造販売元／共創未来ファーマ株式会社
クロピドグレル錠25mg「FFP」／クロピドグレル錠75mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「FFP」／ピオグリタゾン錠30mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
ピオグリタゾンOD錠15mg「FFP」／ピオグリタゾンOD錠30mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
リセドロン酸Na錠2.5mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
※ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「AFP」 販売元／アルフレッサファーマ株式会社※※製造

販売元／共創未来ファーマ株式会社
※ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「AFP」 販売元／アルフレッサファーマ株式会社※※製造

販売元／共創未来ファーマ株式会社
※ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AFP」／※ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AFP」／※ナ
ファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AFP」

販売元／アルフレッサ　ファーマ株式会社※※製
造販売元／共創未来ファーマ株式会社

イマチニブ錠100mg「KMP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「FFP」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「FFP」／フェキソフェナジン塩酸
塩OD錠60mg「FFP」

製造販売元／共創未来ファーマ株式会社

ロラタジン錠10mg「FFP」／ロラタジンOD錠10mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「KMP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「KMP」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／共

創未来ファーマ株式会社
バラシクロビル錠500mg「FFP」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
ファムシクロビル錠250mg「共創未来」 製造販売元／共創未来ファーマ株式会社
ペリオクリン歯科用軟膏 製造販売元／サンスター株式会社
サイプレジン1％点眼液 製造販売元／参天製薬株式会社
ミドリンM点眼液0.4％ 製造販売元／参天製薬株式会社
リュウアト1％眼軟膏 製造販売元／参天製薬株式会社
ピバレフリン点眼液0.04％／ピバレフリン点眼液0.1％ 製造販売元／参天製薬株式会社
サンピロ点眼液0.5％／サンピロ点眼液1％／サンピロ点眼液2％／サンピロ点眼液3％／サンピロ点眼液4％ 製造販売元／参天製薬株式会社
ベノキシール点眼液0.4％ 製造販売元／参天製薬株式会社
ラクリミン点眼液0.05％ 製造販売元／参天製薬株式会社
サンテゾーン0.05％眼軟膏 製造販売元／参天製薬株式会社
サンテゾーン点眼液（0.02%）／サンテゾーン点眼液（0.1%） 製造販売元／参天製薬株式会社
フルメトロン点眼液0.02%／フルメトロン点眼液0.1% 製造販売元／参天製薬株式会社
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1％ 製造販売元／参天製薬株式会社
チモプトール点眼液0.25％／チモプトール点眼液0.5％ 製造販売元／参天製薬株式会社
チモプトールXE 点眼液 0.25%／チモプトールXE 点眼液 0.5％ 製造販売元／参天製薬株式会社
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」 製造販売元／参天製薬株式会社
ノイボルミチン点眼液１％ 製造販売元／参天製薬株式会社
アイドロイチン1％点眼液／アイドロイチン3％点眼液 製造販売元／参天製薬株式会社
サンコバ点眼液0.02％ 製造販売元／参天製薬株式会社
FAD点眼液0.05％「サンテン」 製造販売元／参天製薬株式会社
サンチンク点眼液0.2％ 製造販売元／参天製薬株式会社
ムコゾーム点眼液0.5％ 製造販売元／参天製薬株式会社
ヒアレイン点眼液0.1％／ヒアレイン点眼液0.3％／ヒアレインミニ点眼液0.1％／ヒアレインミニ点眼液0.3％ 製造販売元／参天製薬株式会社
タリビッド眼軟膏0.3% 製造販売元／参天製薬株式会社提携／第一三共株

式会社
タリビッド点眼液0.3％ 製造販売元／参天製薬株式会社提携／第一三共株

式会社
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＊＊プラノプロフェン点眼液0.1％「参天」 製造販売元／参天製薬株式会社
アレギサール点眼液0.1% 製造販売元／参天製薬株式会社
トルソプト点眼液0.5％／トルソプト点眼液1％ 製造販売元／参天製薬株式会社
クラビット点眼液0.5% 製造販売元／参天製薬株式会社提携／第一三共株

式会社
クラビット点眼液1.5% 製造販売元／参天製薬株式会社提携／第一三共株

式会社
リボスチン点眼液0.025％ 製造販売元／参天製薬株式会社
リボスチン点眼液0.025％ 製造販売元／参天製薬株式会社発売元／日本新薬

株式会社
デタントール0.01％点眼液 製造販売元／参天製薬株式会社提携／エーザイ株

式会社
パピロックミニ点眼液0.1％ 製造販売元／参天製薬株式会社
タプロス点眼液0.0015％／タプロスミニ点眼液0.0015％ 製造販売元／参天製薬株式会社
ジクアス点眼液3％ 製造販売元／参天製薬株式会社
ジクアスLX点眼液3% 製造販売元／参天製薬株式会社
アレジオン点眼液0.05％ 製造販売元／参天製薬株式会社提携／日本ベーリ

ンガーインゲルハイム株式会社
アレジオンLX点眼液0.1% 製造販売元／参天製薬株式会社提携／日本ベーリ

ンガーインゲルハイム株式会社
エイベリス点眼液0.002％／エイベリスミニ点眼液0.002％ 製造販売元／参天製薬株式会社
エコリシン眼軟膏 製造販売元／参天製薬株式会社
ミオピン点眼液 製造販売元／参天製薬株式会社
ミドリンP点眼液 製造販売元／参天製薬株式会社
コソプト配合点眼液／コソプトミニ配合点眼液 製造販売元／参天製薬株式会社
タプコム配合点眼液 製造販売元／参天製薬株式会社
オフサグリーン静注用25mg 製造販売元／参天製薬株式会社
ケンブラン吸入粉末溶解用100㎎ 製造販売（輸入）元／参天製薬株式会社ライセン

ス提携／methapharmケンブラン/KENBRANは
Methapharm Inc.の登録商標です。

ボルタレン錠25mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
ボルタレンサポ12.5mg／ボルタレンサポ25mg／ボルタレンサポ50mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
コムタン錠100mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
スタレボ配合錠L50／スタレボ配合錠L100 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
リタリン錠10mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
クロザリル錠25mg／クロザリル錠100mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
ケシンプタ皮下注20mgペン 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
イクセロンパッチ4.5mg／イクセロンパッチ9mg／イクセロンパッチ13.5mg／イクセロンパッチ18mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
ザジテン点眼液0.05% 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
ベトプティック点眼液0.5% 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
アイオピジンUD点眼液1% 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
エイゾプト懸濁性点眼液1% 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
パタノール点眼液0.1% 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社販売元／協和キリン株式会社
ベガモックス点眼液0.5% 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
トラバタンズ点眼液0.004% 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
ネバナック懸濁性点眼液０．１％ *製造販売(輸入)／ノバルティス ファーマ株式会

社
デュオトラバ配合点眼液 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
アゾルガ配合懸濁性点眼液 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
ディオバン錠20mg／ディオバン錠40mg／ディオバン錠80mg／ディオバン錠160mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
ディオバンOD錠20mg／ディオバンOD錠40mg／ディオバンOD錠80mg／ディオバンOD錠160mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
コディオ配合錠MD／コディオ配合錠EX 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
エックスフォージ配合錠 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
エックスフォージ配合OD錠 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
エンレスト錠50mg／エンレスト錠100mg／エンレスト錠200mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社提携／

大塚製薬株式会社
オンブレス吸入用カプセル150μg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
シーブリ吸入用カプセル50μg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
ウルティブロ吸入用カプセル 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
ゾレア皮下注用150mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
ゾレア皮下注75mgシリンジ／ゾレア皮下注150mgシリンジ 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
アテキュラ吸入用カプセル低用量／アテキュラ吸入用カプセル中用量／アテキュラ吸入用カプセル高用量 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
エナジア吸入用カプセル中用量／エナジア吸入用カプセル高用量 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
サンドスタチン皮下注用 50μg／サンドスタチン皮下注用 100μg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
サンドスタチンLAR筋注用キット10mg／サンドスタチンLAR筋注用キット20mg／サンドスタチンLAR筋注用キット
30mg

製造販売／ノバルティスファーマ株式会社

ライザケア輸液 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会
社

ジャドニュ顆粒分包90mg／ジャドニュ顆粒分包360mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
デスフェラール注射用500mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
エクア錠50mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社販売／

住友ファーマ株式会社
エクメット配合錠LD／エクメット配合錠HD 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社販売／

住友ファーマ株式会社
ネオーラル内用液10％／ネオーラル10mgカプセル／ネオーラル25mgカプセル／ネオーラル50mgカプセル 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
サンディミュン内用液10％ 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
サーティカン錠0.25mg／サーティカン錠0.5mg／サーティカン錠0.75mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
レボレード錠12.5mg／レボレード錠25mg 製造販売／ノバルティス ファーマ株式会社
ジレニアカプセル0.5mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
メーゼント錠0.25mg／メーゼント錠2mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
サンディミュン点滴静注用250mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
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ゾメタ点滴静注4mg/5mL 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
ゾメタ点滴静注4mg/100mL 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
イラリス皮下注射液150mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
コセンティクス皮下注150mgペン／コセンティクス皮下注300mgペン／コセンティクス皮下注75mgシリンジ 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社販売／マルホ株式会社
グリベック錠100mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
フェマーラ錠2.5mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
タシグナカプセル50mg／タシグナカプセル150mg／タシグナカプセル200mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
タイケルブ錠250mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
アフィニトール錠2.5mg／アフィニトール錠5mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
アフィニトール分散錠2mg／アフィニトール分散錠3mg 製造販売／ノバルティス ファーマ株式会社
ヴォトリエント錠200mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
ジャカビ錠5mg／ジャカビ錠10mg 製造販売業者／ノバルティスファーマ株式会社
ファリーダックカプセル10mg／ファリーダックカプセル15mg 製造販売／ノバルティス　ファーマ株式会社
ジカディア錠150mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
タフィンラーカプセル50mg／タフィンラーカプセル75mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
メキニスト錠0.5mg／メキニスト錠2mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
タブレクタ錠150mg／タブレクタ錠200mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
セムブリックス錠20mg／セムブリックス錠40mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
ルタテラ静注 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
シムレクト静注用20mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
シムレクト小児用静注用10mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
リアメット配合錠 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
フルオレサイト静注500mg 製造販売（輸入）／ノバルティスファーマ株式会

社
レギチーン注射液5mg 製造販売／ノバルティスファーマ株式会社
インドメタシンパップ70mg「三友」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／

三友薬品株式会社
ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」／ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 **発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元

／三友薬品株式会社
ケトプロフェンテープ20mg「ラクール」／ケトプロフェンテープ40mg「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／

三友薬品株式会社
フェルビナクパップ70mg「ラクール」／フェルビナクパップ140mg「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／

三友薬品株式会社
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」／ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／

三友薬品株式会社
ジクロフェナクNaテープ15mg「ラクール」／ジクロフェナクNaテープ30mg「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／

三友薬品株式会社
ジクロフェナクNaパップ70mg「ラクール」／ジクロフェナクNaパップ140mg「ラクール」／ジクロフェナクNa
パップ280mg「ラクール」

発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
三友薬品株式会社

ロキソプロフェンNaゲル１％「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
三友薬品株式会社

ロキソプロフェンNaテープ50mg「三友」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「三友」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
三友薬品株式会社

アセトアミノフェン錠200mg「三和」／アセトアミノフェンDS40%「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
アセトアミノフェンDS小児用20％「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
レリフェン錠400mg 製造販売元／株式会社三和化学研究所提携／グラ

クソ グループ リミテッド
オランザピン錠2.5mg「三和」／オランザピン錠5mg「三和」／オランザピン錠10mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025％「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
オロパタジン点眼液0.1％「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
オロパタジン点眼液0.1％「三和」 販売元／共創未来ファーマ株式会社製造販売元／

株式会社三和化学研究所
フルチカゾン点鼻液50μg「三和」28噴霧用／フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ダイアモックス末／ダイアモックス錠250mg 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ダイアモックス注射用500mg 製造販売元／株式会社三和化学研究所
**イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」／**イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 製造販売元／株式会社三和化学研究所*発売元／

エルメッド株式会社*販売元／日医工株式会社
ダイアート錠30mg／ダイアート錠60mg 製造販売元／株式会社三和化学研究所
カンデサルタン錠2mg「三和」／カンデサルタン錠4mg「三和」／カンデサルタン錠8mg「三和」／カンデサルタ
ン錠12mg「三和」

製造販売元／株式会社三和化学研究所

テルミサルタン錠20mg「三和」／テルミサルタン錠40mg「三和」／テルミサルタン錠80mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ロサルヒド配合錠LD「三和」／ロサルヒド配合錠HD「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ニフェジピンL錠10mg「三和」／ニフェジピンL錠20mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ニフェジピンCR錠10mg「三和」／ニフェジピンCR錠20mg「三和」／ニフェジピンCR錠40mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
バソレーター注1mg／バソレーター注5mg／バソレーター注25mg／バソレーター注50mg 製造販売元／株式会社三和化学研究所
バソレーターテープ27mg 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ペリシット錠125mg／ペリシット錠250mg 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ピタバスタチンCa錠1mg「三和」／ピタバスタチンCa錠2mg「三和」／ピタバスタチンCa錠4mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ロスバスタチン錠2.5mg「三和」／ロスバスタチン錠5mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」／ロスバスタチンOD錠5mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」／沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
カルナクリン錠25／カルナクリン錠50／カルナクリンカプセル25 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」／ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
セロシオンカプセル10 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ウリアデック錠20mg／ウリアデック錠40mg／ウリアデック錠60mg 製造販売元／株式会社三和化学研究所
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」／グリベンクラミド錠2.5mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
グリメピリド錠0.5mg「三和」／グリメピリド錠1mg「三和」／グリメピリド錠3mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」／メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
セイブル錠25mg／セイブル錠50mg／セイブル錠75mg 製造販売元／株式会社三和化学研究所
セイブルOD錠25mg／セイブルOD錠50mg／セイブルOD錠75mg 製造販売元／株式会社三和化学研究所
スイニー錠100mg 製造販売元／株式会社三和化学研究所
スイニー錠100mg 製造販売元／株式会社三和化学研究所販売元／興

和株式会社
メトアナ配合錠LD／メトアナ配合錠HD 製造販売元／株式会社三和化学研究所
ラグノスNF経口ゼリー分包12g 製造販売元／株式会社三和化学研究所
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ダルベポエチン　アルファBS注5μgシリンジ「三和」／ダルベポエチン　アルファBS注10μgシリンジ「三和」
／ダルベポエチン　アルファBS注15μgシリンジ「三和」／ダルベポエチン　アルファBS注20μgシリンジ「三
和」／ダルベポエチン　アルファBS注30μgシリンジ「三和」／ダルベポエチン　アルファBS注40μgシリンジ
「三和」／ダルベポエチン　アルファBS注60μgシリンジ「三和」／ダルベポエチン　アルファBS注120μgシリ
ンジ「三和」／ダルベポエチン　アルファBS注180μgシリンジ「三和」

製造販売（輸入）元／株式会社三和化学研究所

ウパシタ静注透析用25μgシリンジ／ウパシタ静注透析用50μgシリンジ／ウパシタ静注透析用100μgシリンジ／
ウパシタ静注透析用150μgシリンジ／ウパシタ静注透析用200μgシリンジ／ウパシタ静注透析用250μgシリンジ
／ウパシタ静注透析用300μgシリンジ

製造販売元／株式会社三和化学研究所プロモー
ション提携／キッセイ薬品工業株式会社

モンテルカストチュアブル錠5mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
モンテルカスト錠5mg「三和」／モンテルカスト錠10mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
バラシクロビル錠500mg「三和」 製造販売元／株式会社三和化学研究所
プロボコリン吸入粉末溶解用100mg 製造販売（輸入）元／株式会社三和化学研究所ラ

イセンス提携／methapharm
三和黄ごん湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和黄連解毒湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和乙字湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和葛根湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和葛根加朮附湯エキス細粒 製造販売業者等／三和生薬株式会社
三和葛根加朮附湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社発売元／大杉製薬

株式会社
三和葛根加朮附湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社発売元／大杉製薬

株式会社
三和桂枝加朮附湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和桂枝茯苓丸料エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和桂芍知母湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和五苓散料エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和柴胡桂枝湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社発売元／大杉製薬

株式会社
三和十全大補湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和十味敗毒湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和小柴胡湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和小青竜湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和真武湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和大柴胡湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和大柴胡去大黄湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和大柴胡去大黄湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社発売元／大杉製薬

株式会社
三和大防風湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和大防風湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社発売元／大杉製薬

株式会社
三和大防風湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社発売元／大杉製薬

株式会社
三和猪苓湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和当帰芍薬散料エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和当帰芍薬散加附子エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和当帰芍薬散加附子エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社発売元／大杉製薬

株式会社
三和八味地黄丸料エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和半夏厚朴湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和半夏瀉心湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和半夏白朮天麻湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和半夏白朮天麻湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社発売元／大杉製薬

株式会社
三和防風通聖散料エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和補中益気湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和麻黄附子細辛湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和麻黄附子細辛湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社発売元／大杉製薬

株式会社
三和麻杏よく甘湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和木防已湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和六君子湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和竜胆瀉肝湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和苓姜朮甘湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和苓桂朮甘湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
三和附子理中湯エキス細粒 製造販売元／三和生薬株式会社
アコニンサン錠 製造販売元／三和生薬株式会社
アコニンサン錠 発売元／化研生薬株式会社製造販売元／三和生薬

株式会社
加工ブシ末「三和生薬」 製造販売元／三和生薬株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 製造販売元／参天アイケア株式会社発売元／参天

製薬株式会社
ビマトプロスト点眼液0.03％「SEC」 発売元／参天製薬株式会社製造販売元／参天アイ

ケア株式会社
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 製造販売元／参天アイケア株式会社発売元／参天

製薬株式会社
ＪＰＳ越婢加朮湯エキス顆粒〔調剤用〕 製造販売元／ジェ−ピ−エス製薬株式会社発売元／

大杉製薬株式会社
ＪＰＳ五苓散料エキス顆粒〔調剤用〕 製造販売元／ジェ−ピ−エス製薬株式会社発売元／

大杉製薬株式会社
ＪＰＳ真武湯エキス顆粒〔調剤用〕 製造販売元／ジェ−ピ−エス製薬株式会社発売元／

大杉製薬株式会社
ＪＰＳ麦門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕 製造販売元／ジェ−ピ−エス製薬株式会社発売元／

大杉製薬株式会社
フェノバルビタール散10％「シオエ」 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬

株式会社
アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「シオエ」／アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「シオエ」／アセトアミ
ノフェン坐剤小児用200mg「シオエ」

製造販売元／シオエ製薬株式会社販売　／日本新
薬株式会社

セネガシロップ　シオエ 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬
株式会社

セネガシロップ シオエ 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／シオエ製
薬株式会社

コデインリン酸塩散1%「シオエ」 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬
株式会社
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コデインリン酸塩錠５ｍｇ「シオエ」 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬
株式会社

*ポピロンガーグル７％ 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売　／日本新
薬株式会社

**ポビドンヨードガーグル液7％「シオエ」 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売　／日本新
薬株式会社

タンニン酸アルブミン　シオエ 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売　／日本新
薬株式会社

重質酸化マグネシウム　シオエ 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売　／日本新
薬株式会社

炭酸水素ナトリウム シオエ 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売　／日本新
薬株式会社

タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」／タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬
株式会社

*テキサント消毒液６％ 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬
株式会社

**ヒポジン消毒液１０％ *製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新
薬株式会社

*ポビドンヨード消毒液10％「シオエ」 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬
株式会社

*イソプロ-５０％消毒液「シオエ」 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬
株式会社

*イソプロパノール消毒液50％「シオエ」 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬
株式会社

*イソプロ-７０％消毒液「シオエ」 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬
株式会社

*イソプロパノール消毒液70％「シオエ」 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬
株式会社

*ビオシラビング消毒液０．２Ｗ／Ｖ％ 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売　　／日本
新薬株式会社

パンテチン錠シオエ１００ 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売　／日本新
薬株式会社

**パンテチン錠100mg「シオエ」 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬
株式会社

フタラール消毒液0.55％「シオエ」 製造販売元／シオエ製薬株式会社販売／日本新薬
株式会社

サインバルタカプセル20mg／サインバルタカプセル30mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社販売／日本イー
ライリリー株式会社

インチュニブ錠1mg／インチュニブ錠3mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

ビバンセカプセル20mg／ビバンセカプセル30mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社プロモーション
提携／武田薬品工業株式会社

スインプロイク錠0.2mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社
メトレレプチン皮下注用11.25mg「シオノギ」 製造販売元／塩野義製薬株式会社
ムルプレタ錠3mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社
ウロミテキサン注100mg／ウロミテキサン注400mg ドイツバクスター社提携*製造販売元／塩野義製

薬株式会社
ピレスパ錠200mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社
エンドキサン錠50mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社提携／ドイツ

バクスター社
経口用エンドキサン原末100mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社提携／ドイツ

バクスター社
注射用エンドキサン100mg／注射用エンドキサン500mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社提携／ドイツ

バクスター社
注射用イホマイド1g  製造販売元／塩野義製薬株式会社 提携／ドイツ

バクスター社
アシテアダニ舌下錠100単位（IR）／アシテアダニ舌下錠300単位（IR） 製造販売元（輸入）／塩野義製薬株式会社提携／

STALLERGENES　GREER
フロモックス小児用細粒100mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社
フロモックス錠75mg／フロモックス錠100mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社
シオマリン静注用1g 製造販売元／塩野義製薬株式会社
フルマリン静注用0.5g／フルマリン静注用1g／フルマリンキット静注用1g 製造販売元／塩野義製薬株式会社
フィニバックス点滴静注用0.25g／フィニバックス点滴静注用0.5g／フィニバックスキット点滴静注用0.25g 製造販売元／塩野義製薬株式会社
ゾフルーザ錠10mg／ゾフルーザ錠20mg／ゾフルーザ顆粒2%分包 製造販売元／塩野義製薬株式会社
ゾコーバ錠125mg（旧製品：凸錠） 製造販売元／塩野義製薬株式会社
ゾコーバ錠125mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg／ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg 製造販売元／塩野義製薬株式会社提携／BIOCRYST

PHARMACEUTICALS, INC.
イムノマックス−γ注50／イムノマックス−γ注100 製造販売元／塩野義製薬株式会社発売元／共和薬

品工業株式会社プロモーション提携／ネオクリ
ティケア製薬株式会社

イムネース注35 製造販売元／塩野義製薬株式会社発売元／共和薬
品工業株式会社プロモーション提携／ネオクリ
ティケア製薬株式会社

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 製造販売元／ジョンソン・エンド・ジョンソン株
式会社

パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」／パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 製造販売元／岡山大鵬薬品株式会社販売提携／大
鵬薬品工業株式会社提携先／HELSINN

メサデルムクリーム0.1％／メサデルム軟膏0.1％／メサデルムローション0.1％ 製造販売元／岡山大鵬薬品株式会社販売元／大鵬
薬品工業株式会社

フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 販売元／大鵬薬品工業株式会社製造販売元／岡山
大鵬薬品株式会社

ロキソプロフェンナトリウムテープ 50mg「タイホウ」／ロキソプロフェンナトリウムテープ 100mg「タイホ
ウ」

販売元／大鵬薬品工業株式会社製造販売元／岡山
大鵬薬品株式会社

ＭＳ温シップ「タイホウ」 販売元／大鵬薬品工業株式会社製造販売元／岡山
大鵬薬品株式会社

ＭＳ温シップ「タイホウ」 販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／岡山大鵬
薬品株式会社

ＭＳ冷シップ「タイホウ」 販売元／大鵬薬品工業株式会社製造販売元／岡山
大鵬薬品株式会社

ホリナート錠25mg「タイホウ」 製造販売元／岡山大鵬薬品株式会社販売提携／大
鵬薬品工業株式会社

エスワンタイホウ配合OD錠T20／エスワンタイホウ配合OD錠T25 製造販売元／岡山大鵬薬品株式会社販売提携／大
鵬薬品工業株式会社
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ミルタザピンOD錠15mg「DSEP」／ミルタザピンOD錠30mg「DSEP」 製造販売元／ジェイドルフ製薬株式会社販売元／
第一三共エスファ株式会社販売提携／第一三共株
式会社

ベタヒスチンメシル酸塩錠６mg「JD」／ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 発売／東和薬品株式会社製造販売元／ジェイドル
フ製薬株式会社

ジエノゲスト錠1mg「キッセイ」 製造販売元／ジェイドルフ製薬株式会社販売元／
キッセイ薬品工業株式会社

ジエノゲストOD錠1mg「キッセイ」 製造販売元／ジェイドルフ製薬株式会社販売元／
キッセイ薬品工業株式会社

ジオン注無痛化剤付 製造販売元／ジェイドルフ製薬株式会社提携先／
レキオファーマ株式会社

ジオン注生食液付 製造販売元／ジェイドルフ製薬株式会社提携先／
レキオファーマ株式会社

ヘモポリゾン軟膏 製造販売／ジェイドルフ製薬株式会社
ネリザ坐剤 製造販売／ジェイドルフ製薬株式会社
ネリザ軟膏 製造販売／ジェイドルフ製薬株式会社
ブロメライン軟膏5万単位/g 製造販売元／ジェイドルフ製薬株式会社
ブロメライン軟膏5万単位/g 製造販売元／ジェイドルフ製薬株式会社販売／マ

ルホ株式会社
ラミクタール錠小児用2mg／ラミクタール錠小児用5mg／ラミクタール錠25mg／ラミクタール錠100mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

レキップ錠0.25mg／レキップ錠1mg／レキップ錠2mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

レキップCR錠2mg／レキップCR錠8mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

パキシル錠5mg／パキシル錠10mg／パキシル錠20mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

パキシルCR錠6.25mg／パキシルCR錠12.5mg／パキシルCR錠25mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ボトックス注用50単位／ボトックス注用100単位 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用／フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

小児用フルナーゼ点鼻液25μg 56噴霧用 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用／アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

イミグラン錠50 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

アマージ錠2.5mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

イミグランキット皮下注3mg 製造販売元／グラミソ・スミスクライン株式会社

イミグラン点鼻液20 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ヴォリブリス錠2.5mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

静注用フローラン0.5mg／静注用フローラン0.5mg（溶解液付）／静注用フローラン1.5mg／静注用フローラン
1.5mg（溶解液付）／静注用フローラン専用溶解液

製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ベネトリン錠2mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ベネトリンシロップ0.04% 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ベネトリン吸入液0.5％ 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

サルタノールインヘラー100μg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

セレベント50ディスカス 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用／エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

アノーロエリプタ7吸入用／アノーロエリプタ30吸入用 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ヌーカラ皮下注用100mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ヌーカラ皮下注100mgペン／ヌーカラ皮下注100mgシリンジ／小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

フルタイド50ロタディスク／フルタイド100ロタディスク／フルタイド200ロタディスク 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

フルタイド50ディスカス／フルタイド100ディスカス／フルタイド200ディスカス 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

フルタイド50μgエアゾール120吸入用／フルタイド100μgエアゾール60吸入用 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

アニュイティ100μgエリプタ30吸入用／アニュイティ200μgエリプタ30吸入用 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

アドエア100ディスカス28吸入用／アドエア100ディスカス60吸入用／アドエア250ディスカス28吸入用／アドエ
ア250ディスカス60吸入用／アドエア500ディスカス28吸入用／アドエア500ディスカス60吸入用／アドエア50エ
アゾール120吸入用／アドエア125エアゾール120吸入用／アドエア250エアゾール120吸入用

製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

レルベア100エリプタ14吸入用／レルベア100エリプタ30吸入用／レルベア200エリプタ14吸入用／レルベア200エ
リプタ30吸入用

製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

テリルジー100エリプタ14吸入用／テリルジー100エリプタ30吸入用／テリルジー200エリプタ14吸入用／テリル
ジー200エリプタ30吸入用

製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ザガーロカプセル0.1mg／ザガーロカプセル0.5mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

アボルブカプセル0.5mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ベトネベート軟膏0.12%／ベトネベートクリーム0.12% 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社
販売元／第一三共株式会社

デルモベート軟膏0.05%／デルモベートクリーム0.05% 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

デルモベートスカルプローション0.05% 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

キンダベート軟膏0.05% 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ベトネベートN軟膏／ベトネベートNクリーム 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社
販売元／第一三共株式会社
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ザイロリック錠50／ザイロリック錠100 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ダーブロック錠1mg／ダーブロック錠2mg／ダーブロック錠4mg／ダーブロック錠6mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社
販売元／協和キリン株式会社

ベンリスタ点滴静注用120mg／ベンリスタ点滴静注用400mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター／ベンリスタ皮下注200mgシリンジ 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ザイザル錠5mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ザイザルシロップ0.05% 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

バクトロバン鼻腔用軟膏2% 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

オルドレブ点滴静注用150mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

オラセフ錠250mg 製造販売元（輸入）／グラクソ・スミスクライン
株式会社

オラセフ錠250mg 製造販売元（輸入）／グラクソ・スミスクライン
株式会社販売元／第一三共株式会社

オーグメンチン配合錠125SS／オーグメンチン配合錠250RS 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

クラバモックス小児用配合ドライシロップ 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ゾビラックス顆粒40% 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ゾビラックス錠200／ゾビラックス錠400 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

バルトレックス顆粒50% 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

バルトレックス錠500 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ゼフィックス錠100 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

テノゼット錠300mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ヘプセラ錠10 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ゾビラックス点滴静注用250 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ゼビュディ点滴静注液500mg 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ゾビラックス軟膏5% 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ゾビラックスクリーム5% 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

リレンザ 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

サムチレール内用懸濁液15% 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ロタリックス内用液 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

ラビピュール筋注用 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

サーバリックス 製造販売元（輸入）／グラクソ・スミスクライン
株式会社

シングリックス筋注用 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

マラロン小児用配合錠／マラロン配合錠 製造販売元／グラクソ・スミスクライン株式会社

エスカゾール錠200mg **グラクソ・スミスクライン株式会社
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」／ロフラゼプ酸エチル錠2mg「SN」 製造販売元／シオノケミカル株式会社
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」／ロフラゼプ酸エチル錠2mg「SN」 製造販売元／シオノケミカル株式会社**販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」／ロフラゼプ酸エチル錠2mg「SN」 販売／武田薬品工業株式会社＊発売元／日医工株

式会社製造販売元／シオノケミカル株式会社
メロキシカム錠5mg「科研」／メロキシカム錠10mg「科研」 発売元／科研製薬株式会社製造販売元／シオノケ

ミカル株式会社
トアラセット配合錠「SN」 販売元／江州製薬株式会社製造販売元／シオノケ

ミカル株式会社
ジカベリン注２mL／ジカベリン注５mL 製造販売元／シオノケミカル株式会社＊＊販売元

／ヴィアトリス製薬株式会社
ジカベリン注2mL／ジカベリン注5mL 製造販売元／シオノケミカル株式会社
ジカベリン注2mL／ジカベリン注5mL 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

シオノケミカル株式会社
クエチアピン錠25mg「三和」／クエチアピン錠100mg「三和」／クエチアピン錠200mg「三和」／クエチアピン細
粒50％「三和」

販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／シ
オノケミカル株式会社

セラピナ配合顆粒 製造販売元／シオノケミカル株式会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

セラピナ配合顆粒 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
シオノケミカル株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「科研」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「科研」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「科研」 製造販売元／シオノケミカル株式会社販売元／科
研製薬株式会社

トラニラスト点眼液0.5％「SN」 *販売／武田薬品工業株式会社**,*発売元／日医
工株式会社製造販売元／シオノケミカル株式会社

エピナスチン塩酸塩点眼液0.05％「SN」 販売元／辰巳化学株式会社製造販売元／シオノケ
ミカル株式会社

フロセミド錠10mg「SN」／フロセミド錠20mg「SN」／フロセミド錠40mg「SN」 販売元／江州製薬株式会社製造販売元／シオノケ
ミカル株式会社

フロセミド注20mg「SN」 製造販売元／シオノケミカル株式会社
カンデサルタン錠2mg「科研」／カンデサルタン錠4mg「科研」／カンデサルタン錠8mg「科研」／カンデサルタ
ン錠12mg「科研」

**発売元／科研製薬株式会社製造販売元／シオノ
ケミカル株式会社

アムロジピン錠2.5mg「フソー」／アムロジピン錠5mg「フソー」／アムロジピン錠10mg「フソー」 販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／シオ
ノケミカル株式会社
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アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「フソー」／アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「フソー」／アムロジピンＯＤ錠１０ｍ
ｇ「フソー」

販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／シオ
ノケミカル株式会社

フルバスタチン錠10mg「三和」／フルバスタチン錠20mg「三和」／フルバスタチン錠30mg「三和」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／シ
オノケミカル株式会社

アルガトロバン注射液10mg「SN」 販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／シオ
ノケミカル株式会社

アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」 販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／シオ
ノケミカル株式会社

ファモチジン錠10mg「ケミファ」／ファモチジン錠20mg「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社**製造販売元／シ
オノケミカル株式会社

ファモチジン錠10mg「ケミファ」／ファモチジン錠20mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社**製造販売元／シ
オノケミカル株式会社

ファモチジンOD錠10mg「ケミファ」／ファモチジンOD錠20mg「ケミファ」 製造販売元／シオノケミカル株式会社販売元／日
本ケミファ株式会社

ファモチジンOD錠10mg「ケミファ」／ファモチジンOD錠20mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／シオ
ノケミカル株式会社

オメプラゾール錠10mg「ケミファ」／オメプラゾール錠20mg「ケミファ」 製造販売元／シオノケミカル株式会社販売元／日
本ケミファ株式会社

ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」／ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／シオ
ノケミカル株式会社

ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」／ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／シオ
ノケミカル株式会社

デュタステリドカプセル0.5mgZA「SN」 製造販売元／シオノケミカル株式会社
フィナステリド錠0.2mg「SN」／フィナステリド錠1mg「SN」 製造販売元／シオノケミカル株式会社発売元／あ

すか製薬株式会社販売／武田薬品工業株式会社

ナフトピジルOD錠25mg「フソー」／ナフトピジルOD錠50mg「フソー」／ナフトピジルOD錠75mg「フソー」 製造販売元／シオノケミカル株式会社販売元／扶
桑薬品工業株式会社

シルデナフィル錠25mgVI「SN」／シルデナフィル錠50mgVI「SN」 製造販売元／シオノケミカル株式会社販売元／ア
ルフレッサ ファーマ株式会社

タダラフィル錠１０ｍｇＣＩ「クラシエ」／タダラフィル錠２０ｍｇＣＩ「クラシエ」 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／シオ
ノケミカル株式会社

タダラフィル錠2.5mgZA「フソー」／タダラフィル錠5mgZA「フソー」 製造販売（輸入）元／シオノケミカル株式会社販
売元／扶桑薬品工業株式会社

エピカルス配合錠 ＊製造販売元／シオノケミカル株式会社
＊エピカルス配合錠 発売元／岩城製薬株式会社＊＊製造販売元／シオ

ノケミカル株式会社
クリンダマイシンゲル１％「クラシエ」 発売元／クラシエ薬品株式会社*製造販売元／シ

オノケミカル株式会社
**クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「クラシエ」 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／シオ

ノケミカル株式会社
ケトプロフェンテープ20mg「SN」／ケトプロフェンテープ40mg「SN」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／シオ

ノケミカル株式会社
*ジクロフェナクNaゲル1％「SN」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

シオノケミカル株式会社
生食注シリンジ「ＳＮ」５ｍＬ／生食注シリンジ「ＳＮ」１０ｍＬ／生食注シリンジ「ＳＮ」２０ｍＬ 発売元／光製薬株式会社製造販売元／シオノケミ

カル株式会社
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「SN」5mL／ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「SN」10mL／ヘパリ
ンNaロック用100単位/mLシリンジ「SN」5mL／ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「SN」10mL

発売元／光製薬株式会社製造販売元／シオノケミ
カル株式会社

ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「SN」5mL／ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「SN」10mL／ヘパリ
ンNaロック用100単位/mLシリンジ「SN」5mL／ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「SN」10mL

販売元／江州製薬株式会社製造販売元／シオノケ
ミカル株式会社

**シロスタゾール錠50mg「SN」／**シロスタゾール錠100mg「SN」 *製造販売元／シオノケミカル株式会社
**シロスタゾール錠50mg「ＳＮ」／**シロスタゾール錠100mg「ＳＮ」 販売元／アルフレッサファーマ株式会社*製造販

売元／シオノケミカル株式会社
＊リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 製造販売元／シオノケミカル株式会社
＊＊リマプロストアルファデクス錠５μg「SN」 販売元／日本ケミファ株式会社＊製造販売元／シ

オノケミカル株式会社
リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 発売／東和薬品株式会社製造販売元／シオノケミ

カル株式会社
リマプロストアルファデクス錠５μg「SN」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／シオ

ノケミカル株式会社
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＡＦＰ」 販売元／アルフレッサファーマ株式会社製造販売

元／シオノケミカル株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「三和」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「三和」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／シ

オノケミカル株式会社
ニトギス配合錠A81 製造販売元／シオノケミカル株式会社
グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」／グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」／グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／シオ

ノケミカル株式会社
メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／シオ

ノケミカル株式会社
メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株

式会社製造販売元／シオノケミカル株式会社
ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」／ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 製造販売（輸入）元／シオノケミカル株式会社販

売元／日本ケミファ株式会社
＊ミチグリニドCa・OD錠5mg「SN」／＊ミチグリニドCa・OD錠10mg「SN」 販売元／江州製薬株式会社製造販売元／シオノケ

ミカル株式会社
メトトレキサートカプセル2mg「SN」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株

式会社製造販売元／シオノケミカル株式会社
アレンドロン酸錠5mg「SN」 製造販売元／シオノケミカル株式会社発売元／科

研製薬株式会社
アレンドロン酸錠35mg「SN」 製造販売元／シオノケミカル株式会社発売元／科

研製薬株式会社
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「あゆみ」 販売元／あゆみ製薬株式会社製造販売元／シオノ

ケミカル株式会社
ヒアルロン酸Na関節注２５mgシリンジ「AFP」 販売元／アルフレッサファーマ株式会社製造販売

元／シオノケミカル株式会社
イバンドロン酸静注1mgシリンジ「HK」 製造販売（輸入）元／シオノケミカル株式会社発

売元／光製薬株式会社
エトポシド点滴静注液100mg「SN」 発売元／光製薬株式会社製造販売元／シオノケミ

カル株式会社
ビカルタミド錠80mg「SN」 製造販売元／シオノケミカル株式会社販売元／科

研製薬株式会社
*エピナスチン塩酸塩錠10mg「SN」／*エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」 製造販売元／シオノケミカル株式会社
プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「科研」 **発売元／科研製薬株式会社製造販売元／シオノ

ケミカル株式会社
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ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「SN」／ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「SN」 ＊販売／サンド株式会社製造販売元／シオノケミ
カル株式会社

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「NSKK」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「NSKK」 製造販売元／シオノケミカル株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「SN」 販売元／江州製薬株式会社製造販売元／シオノケ

ミカル株式会社
モンテルカスト錠5mg「SN」／モンテルカスト錠10mg「SN」 *販売元／江州製薬株式会社製造販売元／シオノ

ケミカル株式会社
＊アルベカシン硫酸塩注射液75mg「ケミファ」／＊アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社＊＊製造販売元／

シオノケミカル株式会社
＊アルベカシン硫酸塩注射液25mg「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社＊＊製造販売元／

シオノケミカル株式会社
＊アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社＊＊製造販売元／

シオノケミカル株式会社
セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＳＮ」 製造販売元／シオノケミカル株式会社
セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＳＮ」 発売元／あゆみ製薬株式会社製造販売元／シオノ

ケミカル株式会社
セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「SN」／セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「SN」／セフォチアム塩酸塩静注用1g
「SN」

製造販売元／シオノケミカル株式会社

セフキソン静注用0.5g／セフキソン静注用1g 製造販売元／シオノケミカル株式会社
タゾピペ配合静注用2.25「SN」／タゾピペ配合静注用4.5「SN」 発売元／光製薬株式会社製造販売元／シオノケミ

カル株式会社
クラリスロマイシン錠200mg「科研」 **発売元／科研製薬株式会社製造販売元／シオノ

ケミカル株式会社
サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「SN」／サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「SN」 製造販売（輸入）元／シオノケミカル株式会社
レボフロキサシン錠250mg「科研」／レボフロキサシン錠500mg「科研」 *発売元／科研製薬株式会社製造販売元／シオノ

ケミカル株式会社
エンテカビル錠0.5mg「EE」 製造販売元／シオノケミカル株式会社**発売元／

エルメッド株式会社**販売元／日医工株式会社

＊アシクロビル点滴静注用250mg「SN」 製造販売元／シオノケミカル株式会社販売／ファ
イザー株式会社提携／マイラン製薬株式会社

ビダラビン軟膏3％「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社*製造販売元
／シオノケミカル株式会社

ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「トーワ」 製造販売元／シー・エイチ・オー新薬株式会社発
売／東和薬品株式会社

オフロキサシン点眼液0.3%「CHOS」 製造販売元／シー・エイチ・オー新薬株式会社**
販売元／ヴィアトリス製薬株式会社

オロパタジン点眼液0.1%「わかもと」 販売元／わかもと製薬株式会社製造販売元／
シー・エイチ・オー新薬株式会社

セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「トーワ」／セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 発売／東和薬品株式会社製造販売元／シー・エイ
チ・オー新薬株式会社

トレアキシン点滴静注液100mg/4mL 製造販売元／シンバイオ製薬株式会社
トレアキシン点滴静注用25mg／トレアキシン点滴静注用100mg 製造販売元／シンバイオ製薬株式会社
SG配合顆粒 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
PL配合顆粒 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
幼児用PL配合顆粒 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
テーカイン原末 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
リドカイン注「NM」0.5％／リドカイン注「NM」1％／リドカイン注「NM」2％ **製造販売元／シオノギファーマ株式会社**,*販

売元／ヴィアトリス製薬株式会社
リドカイン注射液（0.5％）／リドカイン注射液（1％）／リドカイン注射液（2％） 発売元／丸石製薬株式会社**製造販売元／シオノ

ギファーマ株式会社
0.5％塩酸メピバカイン注「NM」／1％塩酸メピバカイン注「NM」／2％塩酸メピバカイン注「NM」 **製造販売元／シオノギファーマ株式会社**,*販

売元／ヴィアトリス製薬株式会社
プレドニン眼軟膏 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
リンデロン点眼液0.01% 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
眼・耳科用リンデロンA軟膏 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
点眼・点鼻用リンデロンA液 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
フルイトラン錠1mg／フルイトラン錠2mg 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
イルベタン錠50mg／イルベタン錠100mg／イルベタン錠200mg 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社提携／SANOFI
イルトラ配合錠LD／イルトラ配合錠HD 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社提携／SANOFI
メジコン錠15mg／メジコン散10% 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
メジコン配合シロップ 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「NP」 製造販売元（輸入）／シオノギファーマ株式会社

販売元／ニプロ株式会社
リンデロン錠0.5mg／リンデロン散0.1%／リンデロンシロップ0.01% 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
リンデロン注2mg（0.4%）／リンデロン注4mg（0.4%） 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
リンデロン注20mg（0.4%） 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
リンデロン注20mg（2%）／リンデロン注100mg（2%） 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
リンデロン懸濁注 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
リンデロン坐剤0.5mg／リンデロン坐剤1.0mg 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
プレドニン錠5mg 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
水溶性プレドニン10mg／水溶性プレドニン20mg／水溶性プレドニン50mg 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／

塩野義製薬株式会社
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リンデロン−V軟膏0.12%／リンデロン−Vクリーム0.12% 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／
塩野義製薬株式会社

リンデロン−Vローション 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／
塩野義製薬株式会社

リンデロン−DP軟膏／リンデロン−DPクリーム 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／
塩野義製薬株式会社

リンデロン−DPゾル 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／
塩野義製薬株式会社

アルメタ軟膏 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／
塩野義製薬株式会社

フルメタ軟膏／フルメタクリーム／フルメタローション 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／
塩野義製薬株式会社

リンデロン−VG軟膏0.12%／リンデロン−VGクリーム0.12% 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／
塩野義製薬株式会社

リンデロン−VGローション 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／
塩野義製薬株式会社

マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」／マキサカルシトール静注透析用５μg「ニプロ」／マキサカ
ルシトール静注透析用10μg「ニプロ」

販売／ニプロ株式会社**製造販売元／シオノギ
ファーマ株式会社

シナール配合錠／シナール配合顆粒 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／
塩野義製薬株式会社

アロプリノール錠50mg「ファイザー」／アロプリノール錠100mg「ファイザー」 *製造販売元／シオノギファーマ株式会社**販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

**アロプリノール錠50mg「VTRS」／**アロプリノール錠100mg「VTRS」 製造販売元／シオノギファーマ株式会社*販売元
／ヴィアトリス製薬株式会社

*ベンズブロマロン錠25mg「NM」／*ベンズブロマロン錠50mg「NM」 **製造販売元／シオノギファーマ株式会社**販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

ベンズブロマロン錠25mg「NM」／ベンズブロマロン錠50mg「NM」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社**製造販売元／シオノギファーマ株式会社

ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ケミファ」／ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社**製造販売元／シ
オノギファーマ株式会社

オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」／オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ケミファ」／
オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ケミファ」

販売元／日本ケミファ株式会社**製造販売元／シ
オノギファーマ株式会社

バクタ配合錠／バクタミニ配合錠／バクタ配合顆粒 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／
塩野義製薬株式会社

フラジール内服錠250mg 製造販売元／シオノギファーマ株式会社販売元／
塩野義製薬株式会社

オムニパーク140注50mL／オムニパーク140注220mL／オムニパーク240注20mL／オムニパーク240注50mL／オムニ
パーク240注100mL／オムニパーク300注20mL／オムニパーク300注50mL／オムニパーク300注100mL／オムニパーク
300注150mL／オムニパーク350注20mL／オムニパーク350注50mL／オムニパーク350注100mL

製造販売元／GEヘルスケアファーマ株式会社

オムニパーク180注10mL／オムニパーク240注10mL／オムニパーク300注10mL 製造販売元／GEヘルスケアファーマ株式会社
オムニパーク240注シリンジ100mL／オムニパーク300注シリンジ50mL／オムニパーク300注シリンジ80mL／オムニ
パーク300注シリンジ100mL／オムニパーク300注シリンジ110mL／オムニパーク300注シリンジ125mL／オムニパー
ク300注シリンジ150mL／オムニパーク350注シリンジ45mL／オムニパーク350注シリンジ70mL／オムニパーク350
注シリンジ100mL

製造販売元／GEヘルスケアファーマ株式会社

ビジパーク270注20mL／ビジパーク270注50mL／ビジパーク270注100mL／ビジパーク320注50mL／ビジパーク320注
100mL

製造販売元／GEヘルスケアファーマ株式会社

オムニスキャン静注32%／オムニスキャン静注32%シリンジ5mL／オムニスキャン静注32%シリンジ10mL／オムニス
キャン静注32%シリンジ15mL／オムニスキャン静注32%シリンジ20mL

製造販売元／GEヘルスケアファーマ株式会社

ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL「GE」／ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL「GE」／ガドテ
ル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」／ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」／ガドテル酸メ
グルミン静注38%シリンジ20mL「GE」

製造販売元／GEヘルスケアファーマ株式会社

ソナゾイド注射用16μL 製造販売元／GEヘルスケアファーマ株式会社
炭酸リチウム錠100mg「大正」／炭酸リチウム錠200mg「大正」 製造販売／株式会社トクホン販売／大正製薬株式

会社
ヤクバンテープ20mg／ヤクバンテープ40mg／ヤクバンテープ60mg 製造販売／株式会社トクホン発売／大正製薬株式

会社
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「大正」／クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」 製造販売／株式会社トクホン発売／大正製薬株式

会社
クラリスロマイシン錠200㎎「大正」 製造販売／株式会社トクホン発売／大正製薬株式

会社
ブロナンセリン錠2mg「DSPB」／ブロナンセリン錠4mg「DSPB」／ブロナンセリン錠8mg「DSPB」／ブロナンセリ
ン散2％「DSPB」

製造販売元／住友ファーマプロモ株式会社販売元
／住友ファーマ株式会社

イルベサルタン錠50mg「DSPB」／イルベサルタン錠100mg「DSPB」／イルベサルタン錠200mg「DSPB」 製造販売元／住友ファーマプロモ株式会社販売元
／住友ファーマ株式会社提携／SANOFI

イルアミクス配合錠LD「DSPB」／イルアミクス配合錠HD「DSPB」 製造販売元／住友ファーマプロモ株式会社販売元
／住友ファーマ株式会社提携／SANOFI

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」／メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 製造販売元／住友ファーマプロモ株式会社販売元
／住友ファーマ株式会社提携／Merck Santé（フ
ランス）

ステボロニン点滴静注バッグ 9000mg/300mL 製造販売元／ステラファーマ株式会社
ドプテレット錠20mg 製造販売元／Swedish Orphan Biovitrum Japan

株式会社発売元／旭化成ファーマ株式会社
エムパベリ皮下注1080mg 製造販売元／Swedish Orphan Biovitrum Japan株

式会社発売元／旭化成ファーマ株式会社
*オペガンハイ0.4眼粘弾剤1%／*オペガンハイ0.6眼粘弾剤1%／オペガンハイ0.7眼粘弾剤1%／オペガンハイ0.85
眼粘弾剤1%

発売元／参天製薬株式会社製造販売元／生化学工
業株式会社

**ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1％「生化学」／**ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1％「生化学」／**ヒアルロン酸
Na0.7眼粘弾剤1％「生化学」／**ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1％「生化学」

発売元／参天製薬株式会社製造販売元／生化学工
業株式会社

オペガン0.6眼粘弾剤1%／オペガン1.1眼粘弾剤1% 発売元／参天製薬株式会社製造販売元／生化学工
業株式会社

シェルガン0.5眼粘弾剤 発売元／参天製薬株式会社製造販売元／生化学工
業株式会社

アルツ関節注25mg 発売元／科研製薬株式会社製造販売元／生化学工
業株式会社

アルツディスポ関節注25mg 製造販売元／生化学工業株式会社発売元／科研製
薬株式会社

ヘルニコア椎間板注用1.25単位 発売元／科研製薬株式会社製造販売元／生化学工
業株式会社

ジョイクル関節注30mg 製造販売元／生化学工業株式会社販売元／小野薬
品工業株式会社

センノシド錠12mg「セイコー」 製造販売元／生晃栄養薬品株式会社
センノシド錠12mg「セイコー」 発売元／カイゲンファーマ株式会社製造販売元／

生晃栄養薬品株式会社
センノシド錠12mg「セイコー」 販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／生晃

栄養薬品株式会社
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ペオン錠80 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
AZ点眼液0.02％ 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
ランデル錠10／ランデル錠20／ランデル錠40 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社提携／日産

化学株式会社
ランデル錠10／ランデル錠20／ランデル錠40 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社販売元／塩

野義製薬株式会社提携／日産化学株式会社
アシノン錠75mg／アシノン錠150mg 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
プロマック顆粒15% 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
プロマックD錠75 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
アサコール錠400mg 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
アコファイド錠100mg 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
ゼンタコートカプセル3mg 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
フェインジェクト静注500mg 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
ホスリボン配合顆粒 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
アンサー皮下注20μg 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
ダフクリア錠200mg 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
ビジクリア配合錠 製造販売元／ゼリア新薬工業株式会社
ゴナールエフ皮下注用75／ゴナールエフ皮下注用150 製造販売元／メルクバイオファーマ株式会社供給

元／Merck Serono S. A.（スイス）
ゴナールエフ皮下注ペン300／ゴナールエフ皮下注ペン450／ゴナールエフ皮下注ペン900 製造販売元／メルクバイオファーマ株式会社供給

元／Merck Serono S. A.（スイス）
オビドレル皮下注シリンジ250μg 製造販売元／メルクバイオファーマ株式会社供給

元／Merck Serono S.A.（スイス）
ワンクリノン腟用ゲル90mg 製造販売元／メルクバイオファーマ株式会社
シアノキット注射用5gセット 製造販売元／メルクバイオファーマ株式会社
テプミトコ錠250mg 製造販売元／メルクバイオファーマ株式会社
アービタックス注射液100mg 製造販売元／メルクバイオファーマ株式会社
バベンチオ点滴静注200mg 製造販売元／メルクバイオファーマ株式会社販売

提携／ファイザー株式会社
オキシブプロカイン塩酸塩ミニムス点眼液0.4%「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工

業株式会社
ビジュアリン点眼液0.02％ 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工

業株式会社
ビジュアリン点眼液0.05％ 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工

業株式会社
ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1％ 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工

業株式会社
**フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工

業株式会社
**フルオロメトロン点眼液0.05％「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工

業株式会社
**フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工

業株式会社
ベストロン点眼用0.5% 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工

業株式会社
アジマイシン点眼液1% 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工

業株式会社
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工

業株式会社
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工

業株式会社
クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工

業株式会社
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%HV「センジュ」／ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%HV「センジュ」／ヒアルロン酸
Na0.85眼粘弾剤1%HV「センジュ」

製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武⽥薬品⼯
業株式会社

ヒアルロン酸Na点眼液0.1％「センジュ」／ヒアルロン酸Na点眼液0.3％「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武⽥薬品⼯
業株式会社

ヒアルロン酸Na0.5眼粘弾剤1%MV「センジュ」／ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%MV「センジュ」／ヒアルロン酸
Na1.1眼粘弾剤1%MV「センジュ」

製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武⽥薬品⼯
業株式会社

オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

ロメフロン点眼液0.3％ 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

ロメフロンミニムス眼科耳科用液0.3％ 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

ブロナック点眼液0.1% 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

ガチフロ点眼液0.3% 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社提携／杏林製薬株式会社

オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

タリムス点眼液0.1% 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

ルミガン点眼液0.03% 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

アイファガン点眼液0.1% 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

**チモロールXE点眼液0.25%「センジュ」／**チモロールXE点眼液0.5%「センジュ」 **製造販売元／千寿製薬株式会社**販売／武田薬
品工業株式会社

人工涙液マイティア点眼液 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

スコピゾル眼科用液 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

オペガードMA眼灌流液 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

ラタチモ配合点眼液「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社

ドルモロール配合点眼液「センジュ」 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社
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アイベータ配合点眼液 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社提携／大塚製薬株式会社

アイラミド配合懸濁性点眼液 製造販売元／千寿製薬株式会社販売／武田薬品工
業株式会社提携／大塚製薬株式会社

ベストロン耳鼻科用1% 製造販売元／千寿製薬株式会社発売元／セオリア
ファーマ株式会社販売／武田薬品工業株式会社

ベストロン耳鼻科用1% 製造販売元／千寿製薬株式会社発売元／杏林製薬
株式会社

ロメフロン耳科用液0.3％ 製造販売元／千寿製薬株式会社発売元／セオリア
ファーマ株式会社販売／武田薬品工業株式会社

イブリーフ静注20mg 製造販売（輸入）元／千寿製薬株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ZE」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」／アマンタジン塩酸塩錠100mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」／炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 販売／田辺三菱製薬株式会社プロモーション提携
／吉富薬品株式会社製造販売元／全星薬品工業株
式会社

リスペリドン錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」／リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシトミ」／リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシト
ミ」／リスペリドン錠３ｍｇ「ヨシトミ」／リスペリドン細粒１％「ヨシトミ」

販売／田辺三菱製薬株式会社プロモーション提携
／吉富薬品株式会社製造販売元／全星薬品工業株
式会社

リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」／リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシトミ」／リスペリドンＯＤ錠２
ｍｇ「ヨシトミ」／リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」

販売／田辺三菱製薬株式会社プロモーション提携
／吉富薬品株式会社製造販売元／全星薬品工業株
式会社

ピーエイ配合錠 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ピーエイ配合錠 販売／ニプロESファーマ株式会社製造販売元／全
星薬品工業株式会社

ピーエイ配合錠 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ピーエイ配合錠 販売／ニプロ株式会社製造販売元／全星薬品工業
株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ZE」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ZE」 製造販売元／全星薬品工業株式会社発売元／全星
薬品株式会社

プレガバリンOD錠25mg「ZE」／プレガバリンOD錠75mg「ZE」／プレガバリンOD錠150mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ZE」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ZE」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「ZE」／ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「ZE」／ビソプロロールフマル
酸塩錠5mg「ZE」

発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ロサルタンカリウム錠25mg「ZE」／ロサルタンカリウム錠50mg「ZE」／ロサルタンカリウム錠100mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ニフェジピンL錠10mg「ZE」／ニフェジピンL錠20mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ニフェジピンCR錠10mg「ZE」／ニフェジピンCR錠20mg「ZE」／ニフェジピンCR錠40mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ニトレンジピン錠5mg「ZE」／ニトレンジピン錠10mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

アムロジピンOD錠2.5mg「ZE」／アムロジピンOD錠5mg「ZE」／アムロジピンOD錠10mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ベザフィブラート徐放錠100mg「ZE」／ベザフィブラート徐放錠200mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

アトルバスタチン錠5mg「ZE」／アトルバスタチン錠10mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ピタバスタチンカルシウム錠1mg「ZE」／ピタバスタチンカルシウム錠2mg「ZE」／ピタバスタチンカルシウム錠
4mg「ZE」

発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／全
星薬品工業株式会社

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」 発売元／科研製薬株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ファモチジン錠10mg「ZE」／ファモチジン錠20mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

レバミピド錠100mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

レバミピド錠100mg「ZE」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／全
星薬品工業株式会社

ボルトミー配合錠 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 発売／高田製薬株式会社製造販売元／全星薬品工
業株式会社

ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 販売元／日医工株式会社製造販売元／全星薬品工
業株式会社

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「ZE」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ウタゲン配合散 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

グリメピリド錠0.5mg「ZE」／グリメピリド錠1mg「ZE」／グリメピリド錠3mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社
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ピオグリタゾン錠15mg「ZE」／ピオグリタゾン錠30mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

リセドロン酸Na錠2.5mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

オキサトミド錠30mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

エバスチンOD錠5mg「ZE」／エバスチンOD錠10mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

エバスチンOD錠5mg「ZE」／エバスチンOD錠10mg「ZE」 販売／サンド株式会社製造販売元／全星薬品工業
株式会社

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ZE」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ZE」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ZE」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「ZE」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／全星薬品工業
株式会社

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 製造販売元／全星薬品工業株式会社販売元／第一
三共エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会
社

レボフロキサシン錠250mg「ZE」／レボフロキサシン錠500mg「ZE」 発売元／全星薬品株式会社製造販売元／全星薬品
工業株式会社

ゼフナートクリーム2%／ゼフナート外用液2% 製造販売元／全薬工業株式会社販売元／鳥居薬品
株式会社

ペラゾリン細粒４００ｍｇ／ペラゾリン細粒８００ｍｇ *製造販売元／全薬工業株式会社
リツキサン点滴静注100mg／リツキサン点滴静注500mg 製造販売元／全薬工業株式会社発売元／全薬販売

株式会社
リツキサン点滴静注100mg／リツキサン点滴静注500mg 製造販売元／全薬工業株式会社発売元／中外製薬

株式会社
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武

田薬品工業株式会社
**ベクロメタゾン点鼻液50μg「CEO」 製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武

田薬品工業株式会社
*オフロキサシン耳科用液0.3％「CEO」 製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武

田薬品工業株式会社
**フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「CEO」28噴霧用／**フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻
液50μg「CEO」56噴霧用

製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」／ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「CEO」 製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

イソソルビド内用液70％「ＣＥＯ」／イソソルビド内用液70％分包30mL「ＣＥＯ」／イソソルビド内用液70％分
包40mL「ＣＥＯ」

製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

**アンブロキソール塩酸塩錠15mg「CEO」 *製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／
武田薬品工業株式会社

プランルカスト錠112.5mg「CEO」／プランルカスト錠225mg「CEO」 製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「CEO」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「CEO」 製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

モンテルカスト錠5mg「CEO」／モンテルカスト錠10mg「CEO」 製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「CEO」／レボセチリジン塩酸塩錠5mg「CEO」 製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

マインベース錠50小児用 製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

マインベース錠200 製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

レボフロキサシン錠250mg「CEO」／レボフロキサシン錠500mg「CEO」 製造販売元／セオリアファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

メトピロンカプセル250mg 製造販売元／セオリア ファーマ株式会社販売／
武田薬品工業株式会社

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」 選任外国製造医薬品等製造販売業者／セルトリオ
ン・ヘルスケア・ジャパン株式会社外国製造医薬
品等特例承認取得者／Celltrion Inc.（韓国）販
売提携／東和薬品株式会社

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」／トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」 選任外国製造医薬品等製造販売業者／セルトリオ
ン・ヘルスケア・ジャパン株式会社外国製造医薬
品等特例承認取得者／Celltrion Inc.(韓国)

ストミンA配合錠 製造販売元／ゾンネボード製薬株式会社
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 製造販売元／ゾンネボード製薬株式会社
ビフロキシン配合錠 製造販売元／ゾンネボード製薬株式会社
オラビ錠口腔用50mg 製造販売元／株式会社そーせい発売元／久光製薬

株式会社
ダルビアス点滴静注用135mg 製造販売元（輸入）／ソレイジア・ファーマ株式

会社販売元／日本化薬株式会社
ヨウレチン錠「50」／ヨウレチン錠「100」／ヨウレチン散0.02％ 製造販売元／第一薬品産業株式会社
バキソカプセル10／バキソカプセル20 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
サノレックス錠0.5mg 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
オゼックス点眼液0.3% 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社販売

／大塚製薬株式会社
つくしA・M配合散 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社プロ

モーション提携／株式会社三和化学研究所
バキソ軟膏0.5% 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」／ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社発売

／東和薬品株式会社
ペントシリン注射用1g／ペントシリン注射用2g 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
ペントシリン静注用1gバッグ／ペントシリン静注用2gバッグ 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
ラリキシン錠250mg 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
ラリキシンドライシロップ小児用10％／ラリキシンドライシロップ小児用20％ 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
トミロン細粒小児用20% 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
トミロン錠50／トミロン錠100 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
トミロン錠100 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社発売

／株式会社ジーシー昭和薬品
オゼックス細粒小児用15%／オゼックス錠小児用60mg 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
オゼックス錠75／オゼックス錠150 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
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ジェニナック錠200mg 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社発売
／アステラス製薬株式会社販売提携／大正製薬株
式会社

パシル点滴静注液300mg／パシル点滴静注液500mg／パシル点滴静注液1000mg 製造販売元／富士フイルム富山化学株式会社
フルルバンパップ40mg 製造販売元／大協薬品工業株式会社発売元／科研

製薬株式会社
ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

大興製薬株式会社
エトドラク錠100mg「JG」／エトドラク錠200mg「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

大興製薬株式会社
パロキセチン錠5mg「DK」／パロキセチン錠10mg「DK」／パロキセチン錠20mg「DK」 製造販売元／大興製薬株式会社販売元／株式会社

三和化学研究所
*オフロキサシン点眼液0.3％「日点」 販売元／ロートニッテン株式会社製造販売元／大

興製薬株式会社
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05％「GO」 販売元／江州製薬株式会社製造販売元／大興製薬

株式会社
ロサルタンカリウム錠25mg「DK」／ロサルタンカリウム錠50mg「DK」／ロサルタンカリウム錠100mg「DK」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／大

興製薬株式会社
ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

大興製薬株式会社
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

大興製薬株式会社
アムロジピン錠2.5mg「タイヨー」／アムロジピン錠5mg「タイヨー」／アムロジピン錠10mg「タイヨー」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株

式会社製造販売元／大興製薬株式会社
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「科研」／アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「科研」／アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「科研」

**発売元／科研製薬株式会社製造販売元／大興製
薬株式会社

フルバスタチン錠10mg「JG」／フルバスタチン錠20mg「JG」／フルバスタチン錠30mg「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
大興製薬株式会社

ピタバスタチンCa錠1mg「DK」／ピタバスタチンCa錠2mg「DK」／ピタバスタチンCa錠4mg「DK」 製造販売元／大興製薬株式会社販売元／江州製薬
株式会社

カルボシステインシロップ5％「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
大興製薬株式会社

レバミピド錠100mg「DK」 製造販売元／大興製薬株式会社販売元／アルフ
レッサ ファーマ株式会社

ランソプラゾールOD錠15mg「DK」／ランソプラゾールOD錠30mg「DK」 販売元／江州製薬株式会社製造販売元／大興製薬
株式会社

ランソプラゾールカプセル15mg「JG」／ランソプラゾールカプセル30mg「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
大興製薬株式会社

フィナステリド錠0.2mg「クラシエ」／フィナステリド錠1mg「クラシエ」 発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／大興
製薬株式会社

シルデナフィル錠25mgVI「DK」／シルデナフィル錠50mgVI「DK」 販売元／本草製薬株式会社製造販売元／大興製薬
株式会社

シルデナフィル錠25mgVI「DK」／シルデナフィル錠50mgVI「DK」 製造販売元／大興製薬株式会社
タダラフィル錠10mgCI「あすか」／タダラフィル錠20mgCI「あすか」 製造販売元／大興製薬株式会社発売元／あすか製

薬株式会社販売／武田薬品工業株式会社
**クリンダマイシンリン酸エステルゲル1％「SUN」 *発売元／サンファーマ株式会社製造販売元／大

興製薬株式会社
メナテトレノンカプセル15mg「科研」 製造販売元／大興製薬株式会社発売元／科研製薬

株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「DK」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「DK」 販売元／アルフレッサファーマ株式会社製造販売

元／大興製薬株式会社
ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」／ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 製造販売元／大興製薬株式会社販売元／株式会社

三和化学研究所
メトトレキサートカプセル2mg「DK」 製造販売元／大興製薬株式会社
アレンドロン酸錠5mg「DK」 製造販売元／大興製薬株式会社販売元／日本ケミ

ファ株式会社
アレンドロン酸錠35mg「DK」 製造販売元／大興製薬株式会社販売元／日本ケミ

ファ株式会社
アレンドロン酸錠35mg「DK」 製造販売元／大興製薬株式会社販売元／日本薬品

工業株式会社
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「DK」 *販売元／江州製薬株式会社製造販売元／大興製

薬株式会社
ビカルタミド錠80mg「ケミファ」 製造販売元／大興製薬株式会社販売元／日本ケミ

ファ株式会社
プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「ＤＫ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／大

興製薬株式会社
プランルカストドライシロップ１０％「ＤＫ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／大

興製薬株式会社
ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「DK」／ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「DK」 販売元／江州製薬株式会社製造販売元／大興製薬

株式会社
サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

大興製薬株式会社
レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」／レボフロキサシン錠500mg「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／大興

製薬株式会社
エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 販売元／株式会社陽進堂製造販売元／大興製薬株

式会社
オパイリン錠125mg／オパイリン錠250mg 製造販売／大正製薬株式会社
アルボ錠100㎎／アルボ錠200㎎ 製造販売／大正製薬株式会社
ロルカム錠2mg／ロルカム錠4mg 製造販売／大正製薬株式会社
リーマス錠100／リーマス錠200 製造販売／大正製薬株式会社
リンラキサー錠125mg／リンラキサー錠250mg 製造販売／大正製薬株式会社
メトリジン錠2mg 製造販売／大正製薬株式会社
メトリジンD錠2mg 製造販売／大正製薬株式会社
パルクス注5μg／パルクス注10μg 製造販売／大正製薬株式会社
パルクス注ディスポ10μg[キット製剤] 製造販売／大正製薬株式会社
*パンデル軟膏0.1%／*パンデルクリーム0.1% 製造販売／大正製薬株式会社
パンデルローション0.1% 製造販売／大正製薬株式会社
ロコアテープ 製造販売／大正製薬株式会社
ロコアテープ 製造販売／大正製薬株式会社販売／帝人ファーマ

株式会社
オクソラレン錠10mg 製造販売／大正製薬株式会社
オクソラレン軟膏0.3％ 製造販売／大正製薬株式会社
オクソラレンローション１％／オクソラレンローション0.3％ 製造販売／大正製薬株式会社
ホーネル錠0.15／ホーネル錠0.3 製造販売／大正製薬株式会社
タウリン散98%「大正」 製造販売／大正製薬株式会社
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メタルカプターゼカプセル50mg／メタルカプターゼカプセル100mg 製造販売／大正製薬株式会社提携／ドイツ・ハイ
ル社

メタルカプターゼカプセル200mg 製造販売／大正製薬株式会社提携／ドイツ・ハイ
ル社

ルセフィ錠2.5mg／ルセフィ錠5mg 製造販売／大正製薬株式会社
ルセフィODフィルム2.5mg 製造販売／大正製薬株式会社
ボンビバ錠100mg 製造販売／大正製薬株式会社
ボンビバ静注1mgシリンジ 製造販売／大正製薬株式会社
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ 製造販売／大正製薬株式会社
クラリス錠50小児用／クラリスドライシロップ10％小児用 製造販売／大正製薬株式会社
クラリス錠200 製造販売／大正製薬株式会社
アセトアミノフェン細粒20％（TYK） 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ

ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

メロキシカム錠5mg「TYK」／メロキシカム錠10mg「TYK」 **販売／武田薬品工業株式会社**発売元／武田テ
バファーマ株式会社**,*製造販売元／武田テバ薬
品株式会社

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TYK」／フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TYK」／フルボキサミンマレ
イン酸塩錠75mg「TYK」

製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社発売元／武田テバファーマ株式会
社

ケトチフェン点眼液0.05％「TYK」 **販売／武田薬品工業株式会社**発売元／武田テ
バファーマ株式会社**,*製造販売元／武田テバ薬
品株式会社

ケトチフェンネーザル0.05%「TYK」 **販売／武田薬品工業株式会社**発売元／武田テ
バファーマ株式会社**,*製造販売元／武田テバ薬
品株式会社

フルチカゾン点鼻液50μg「武田テバ」28噴霧用／フルチカゾン点鼻液50μg「武田テバ」56噴霧用 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TYK」／イミダプリル塩酸塩錠5mg「TYK」／イミダプリル塩酸塩錠10mg「TYK」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

ブロプレス錠2／ブロプレス錠4／ブロプレス錠8／ブロプレス錠12 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バ薬品株式会社

テルミサルタン錠20mg「武田テバ」／テルミサルタン錠40mg「武田テバ」／テルミサルタン錠80mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

アゼルニジピン錠8mg「テバ」／アゼルニジピン錠16mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

エカード配合錠LD／エカード配合錠HD 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

ユニシア配合錠LD／ユニシア配合錠HD 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

ニフェジピンカプセル5mg「テバ」／ニフェジピンカプセル10mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

アトルバスタチン錠5mg「TYK」／アトルバスタチン錠10mg「TYK」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

ロスバスタチン錠2.5mg「武田テバ」／ロスバスタチン錠5mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

コデインリン酸塩散1％「タケダ」 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

ジヒドロコデインリン酸塩散1％「タケダ」 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

ラフチジン錠5mg「テバ」／ラフチジン錠10mg「テバ」 **販売／武田薬品工業株式会社**発売元／武田テ
バファーマ株式会社**,*製造販売元／武田テバ薬
品株式会社

ソファルコン細粒20％「TYK」 *販売／武田薬品工業株式会社*発売元／武田テバ
ファーマ株式会社*製造販売元／武田テバ薬品株
式会社

レバミピド錠100mg「TYK」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

タケプロンOD錠15／タケプロンOD錠30 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

タケプロンカプセル15／タケプロンカプセル30 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

オメプラゾール注用20mg「TYK」 *販売／武田薬品工業株式会社*発売元／武田テバ
ファーマ株式会社*製造販売元／武田テバ薬品株
式会社

タケプロン静注用30mg 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

*ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg「武田テバ」／*ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注
用1000mg「武田テバ」

販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

*ビホナゾールクリーム1％「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

パンテチン散20%「テバ」 **販売／武田薬品工業株式会社**発売元／武田テ
バファーマ株式会社**,*製造販売元／武田テバ薬
品株式会社

メナテトレノンカプセル15mg「TYK」 *販売／武田薬品工業株式会社*発売元／武田テバ
ファーマ株式会社*製造販売元／武田テバ薬品株
式会社

タケルダ配合錠 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

**グリベンクラミド錠1.25mg「武田テバ」／**グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

グリメピリド錠0.5mg「TYK」／グリメピリド錠1mg「TYK」／グリメピリド錠3mg「TYK」 *販売／武田薬品工業株式会社*発売元／武田テバ
ファーマ株式会社*製造販売元／武田テバ薬品株
式会社
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ベイスン錠0.2／ベイスン錠0.3 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

ベイスンOD錠0.2／ベイスンOD錠0.3 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

ナテグリニド錠30mg「テバ」／ナテグリニド錠90mg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*発売元／武田テバ
ファーマ株式会社*製造販売元／武田テバ薬品株
式会社

アクトス錠15／アクトス錠30 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

アクトスOD錠15／アクトスOD錠30 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

メタクト配合錠LD／メタクト配合錠HD 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

ソニアス配合錠LD／ソニアス配合錠HD 製造販売元／武田テバ薬品株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

アナストロゾール錠1mg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*発売元／武田テバ
ファーマ株式会社*製造販売元／武田テバ薬品株
式会社

セフジニル細粒10％小児用「TYK」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

セフジニルカプセル50mg「TYK」／セフジニルカプセル100mg「TYK」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／武田テバ
ファーマ株式会社製造販売元／武田テバ薬品株式
会社

アシクロビル顆粒40%「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*発売元／武田テバ
ファーマ株式会社*製造販売元／武田テバ薬品株
式会社

レベチラセタム錠250mg「VTRS」／レベチラセタム錠500mg「VTRS」 製造販売元／ダイト株式会社*販売元／ヴィアト
リス製薬株式会社

メロキシカム錠5mg「EMEC」／メロキシカム錠10mg「EMEC」 製造販売元／ダイト株式会社**発売元／エルメッ
ド株式会社**販売元／日医工株式会社

セレコキシブ錠100mg「アメル」／セレコキシブ錠200mg「アメル」 販売元／　共和薬品工業株式会社製造販売元／
ダイト株式会社

ブロモクリプチン錠2.5mg「フソー」 販売元／　扶桑薬品工業株式会社製造販売元／
ダイト株式会社

ドパコール配合錠L50／ドパコール配合錠L100 販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／ダイ
ト株式会社

ドパコール配合錠L50／ドパコール配合錠L100／ドパコール配合錠L250 販売元／日医工株式会社製造販売元／ダイト株式
会社

パロキセチン錠5mg「科研」／パロキセチン錠10mg「科研」／パロキセチン錠20mg「科研」 ※発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

セルトラリン錠25mg「科研」／セルトラリン錠50mg「科研」／セルトラリン錠100mg「科研」 ※※発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／
ダイト株式会社

ミルタザピン錠15mg「ファイザー」／ミルタザピン錠30mg「ファイザー」 製造販売元／ダイト株式会社販売元／**ヴィアト
リス製薬株式会社

**ミルタザピン錠15mg「VTRS」／**ミルタザピン錠30mg「VTRS」 製造販売元／ダイト株式会社販売元／*ヴィアト
リス製薬株式会社

デュロキセチンカプセル20mg「フェルゼン」／デュロキセチンカプセル30mg「フェルゼン」 製造販売元／ダイト株式会社販売元／株式会社
フェルゼンファーマ

リルゾール錠50mg「AA」 製造販売元／ダイト株式会社発売元／あすか製薬
株式会社販売／武田薬品工業株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「モチダ」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「モチダ」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「モチ
ダ」

製造販売元／ダイト株式会社販売／持田株式会社

プレガバリンOD錠25mg「科研」／プレガバリンOD錠75mg「科研」／プレガバリンOD錠150mg「科研」 ※発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「フェルゼン」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「フェルゼン」／メマンチン塩酸塩OD錠
20mg「フェルゼン」

販売元／　株式会社フェルゼンファーマ製造販売
元／　ダイト株式会社

レボフロキサシン点眼液0.5％「科研」 **発売元／科研製薬株式会社製造販売元／ダイト
株式会社

レボフロキサシン点眼液1.5％「科研」 **発売元／科研製薬株式会社製造販売元／ダイト
株式会社

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「フソー」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「フソー」／エナラプリルマレ
イン酸塩錠10mg「フソー」

販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／ダイ
ト株式会社

テモカプリル塩酸塩錠1mg「タカタ」／テモカプリル塩酸塩錠2mg「タカタ」／テモカプリル塩酸塩錠4mg「タカ
タ」

発売／高田製薬株式会社製造販売／　ダイト株式
会社

テモカプリル塩酸塩錠1mg「フェルゼン」／テモカプリル塩酸塩錠2mg「フェルゼン」／テモカプリル塩酸塩錠
4mg「フェルゼン」

発売／　株式会社フェルゼンファーマ製造販売／
ダイト株式会社

ロサルタンK錠25mg「科研」／ロサルタンK錠50mg「科研」／ロサルタンK錠100mg「科研」 発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダイ
ト株式会社

バルサルタン錠20mg「科研」／バルサルタン錠40mg「科研」／バルサルタン錠80mg「科研」／バルサルタン錠
160mg「科研」

**発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／ダイ
ト株式会社

バルサルタンOD錠20mg「科研」／バルサルタンOD錠40mg「科研」／バルサルタンOD錠80mg「科研」／バルサルタ
ンOD錠160mg「科研」

**発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

テルミサルタン錠20mg「ファイザー」／テルミサルタン錠40mg「ファイザー」／テルミサルタン錠80mg「ファイ
ザー」

製造販売元／ダイト株式会社販売元／*ヴィアト
リス製薬株式会社

*テルミサルタン錠20mg「VTRS」／*テルミサルタン錠40mg「VTRS」／*テルミサルタン錠80mg「VTRS」 製造販売元／ダイト株式会社販売元／ヴィアトリ
ス製薬株式会社

ロサルヒド配合錠LD「科研」／ロサルヒド配合錠HD「科研」 *発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

アムバロ配合錠「科研」 **発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

アムバロ配合OD錠「ファイザー」 製造販売元／ダイト株式会社*販売元／ヴィアト
リス製薬株式会社

イルアミクス配合錠LD「三和」／イルアミクス配合錠HD「三和」 販売元／　株式会社三和化学研究所製造販売元／
ダイト株式会社

アムロジピン錠2.5mg「科研」／アムロジピン錠5mg「科研」／アムロジピン錠10mg「科研」 発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダイ
ト株式会社

ピタバスタチンCa錠1mg「科研」／ピタバスタチンCa錠2mg「科研」／ピタバスタチンCa錠４mg「科研」 **発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

ピタバスタチンCa・OD錠1mg「JG」／ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」／ピタバスタチンCa・OD錠4mg「JG」 販売元／　日本ジェネリック株式会社製造販売元
／　ダイト株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「科研」／ロスバスタチン錠5mg「科研」 *発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」／ロスバスタチンOD錠5mg「科研」 *発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社
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エゼチミブ錠10mg「ケミファ」 製造販売元／ダイト株式会社販売元／日本ケミ
ファ株式会社

エゼチミブ錠10mg「ケミファ」 製造販売元／ダイト株式会社販売元／日本薬品工
業株式会社

ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」 発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダイ
ト株式会社

ラベプラゾールナトリウム錠20mg「科研」 発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダイ
ト株式会社

ラベプラゾールナトリウム錠5mg「科研」 発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダイ
ト株式会社

*シロスタゾール錠50mg「ダイト」／*シロスタゾール錠100mg「ダイト」 販売元／　全星薬品株式会社発売元／　全星薬品
工業株式会社製造販売元／　ダイト株式会社

シロスタゾールOD錠50mg「JG」／シロスタゾールOD錠100mg「JG」 販売元／　日本ジェネリック株式会社製造販売元
／　ダイト株式会社

クロピドグレル錠25mg「科研」／クロピドグレル錠75mg「科研」 *発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

グリメピリド錠0.5mg「科研」／グリメピリド錠1mg「科研」／グリメピリド錠3mg「科研」 **発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

*カモスタットメシル酸塩錠100mg「フソー」 販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／ダイ
ト株式会社

メトトレキサート錠2mg「ダイト」 販売元／　日本ジェネリック株式会社製造販売元
／　ダイト株式会社

メトトレキサート錠2mg「ダイト」 販売元／*　株式会社フェルゼンファーマ製造販
売元／*　ダイト株式会社

カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 製造販売元／ダイト株式会社発売元／株式会社ヤ
クルト本社

アナストロゾール錠1mg「ケミファ」 発売元／　日本ケミファ株式会社製造販売元／
ダイト株式会社

ゲフィチニブ錠250mg「サンド」 販売／サンド株式会社製造販売元／ダイト株式会
社

レトロゾール錠2.5mg「ケミファ」 販売元／　日本ケミファ株式会社製造販売元／
ダイト株式会社

*メキタジン錠3mg「わかもと」 販売元／わかもと製薬株式会社製造販売元／ダイ
ト株式会社

*エピナスチン塩酸塩錠10mg「CEO」／*エピナスチン塩酸塩錠20mg「CEO」 製造販売元／ダイト株式会社発売元／セオリア
ファーマ株式会社販売／武田薬品工業株式会社

エバスチン錠5mg「科研」／エバスチン錠10mg「科研」／エバスチンOD錠5mg「科研」／エバスチンOD錠10mg「科
研」

**発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

セチリジン塩酸塩錠5mg「科研」／セチリジン塩酸塩錠10mg「科研」 発売元／**　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ダイト」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ダイト」 発売元／**　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ダイト」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ダイト」 販売元／*　株式会社フェルゼンファーマ製造販
売元／　ダイト株式会社

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「AA」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「AA」 製造販売元／ダイト株式会社発売元／あすか製薬
株式会社販売／武田薬品工業株式会社

オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「AA」／オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「AA」 製造販売元／ダイト株式会社発売元／あすか製薬
株式会社販売／武田薬品工業株式会社

モンテルカスト細粒４mg「科研」 **発売元／　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

モンテルカストチュアブル錠5mg「科研」 発売元／**　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

モンテルカスト錠5mg「科研」／モンテルカスト錠10mg「科研」 発売元／**　科研製薬株式会社製造販売元／　ダ
イト株式会社

ロラタジン錠10mg「ケミファ」／ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／ダイ
ト株式会社

ロラタジン錠10mg「ケミファ」／ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／ダイ
ト株式会社

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」 販売／サンド株式会社製造販売元／ダイト株式会
社

ファムシクロビル錠250mg「JG」 販売元／　日本ジェネリック株式会社製造販売元
／　ダイト株式会社

**テルビナフィン錠125mg「ダイト」 販売／　持田製薬株式会社製造販売元／　ダイト
株式会社

エリスパン錠0.25mg **製造販売元／住友ファーマ株式会社
セディール錠5mg／セディール錠10mg／セディール錠20mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
クランポール末／クランポール錠200mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
アクセノン末 製造販売元／住友ファーマ株式会社
アレビアチン散10％ 製造販売元／住友ファーマ株式会社
アレビアチン錠25mg／アレビアチン錠100mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
アレビアチン注250mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
ランドセン錠0.5mg／ランドセン錠1mg／ランドセン錠2mg／ランドセン細粒0.1％／ランドセン細粒0.5％ 製造販売元／住友ファーマ株式会社
バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」／バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」／バルプロ酸ナトリウムシロップ
5%「DSP」

**製造販売元／住友ファーマ株式会社

エクセグラン錠100mg／エクセグラン散20％ 製造販売元／住友ファーマ株式会社
マイスタン錠5mg／マイスタン錠10mg／マイスタン細粒1% 製造販売元／住友ファーマ株式会社
マイスタン錠5mg／マイスタン錠10mg／マイスタン細粒1% 製造販売元／住友ファーマ株式会社販売元／アル

フレッサ ファーマ株式会社
複合アレビアチン配合錠 製造販売元／住友ファーマ株式会社
アキネトン錠1mg／アキネトン細粒1％ 製造販売元／住友ファーマ株式会社
アキネトン注射液5mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
ドプスOD錠100mg／ドプスOD錠200mg／ドプス細粒20％ 製造販売元／住友ファーマ株式会社
トレリーフOD錠25mg／トレリーフOD錠50mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
ノリトレン錠10mg／ノリトレン錠25mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社提携／H. ル

ンドベック社（デンマーク）
セレネース錠0.75mg／セレネース錠1mg／セレネース錠1.5mg／セレネース錠3mg／セレネース細粒1％ 製造販売元／住友ファーマ株式会社
セレネース内服液0.2％ 製造販売元／住友ファーマ株式会社
ルーラン錠4mg／ルーラン錠8mg／ルーラン錠16mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
ロナセン錠2mg／ロナセン錠4mg／ロナセン錠8mg／ロナセン散2％ 製造販売元／住友ファーマ株式会社
ラツーダ錠20mg／ラツーダ錠40mg／ラツーダ錠60mg／ラツーダ錠80mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
セレネース注5mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
ロナセンテープ20mg／ロナセンテープ30mg／ロナセンテープ40mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」／アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 **製造販売元／住友ファーマ株式会社
ナディック錠30mg *製造販売元／住友ファーマ株式会社
セタプリル錠25mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
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アバプロ錠50mg／アバプロ錠100mg／アバプロ錠200mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社提携／SANOFI

アイミクス配合錠LD／アイミクス配合錠HD 製造販売元／住友ファーマ株式会社提携／SANOFI

アムロジン錠2.5mg／アムロジン錠5mg／アムロジン錠10mg／アムロジンOD錠2.5mg／アムロジンOD錠5mg／アムロ
ジンOD錠10mg

製造販売元／住友ファーマ株式会社

リズミック錠10mg **製造販売元／住友ファーマ株式会社
キュバール50エアゾール／キュバール100エアゾール 製造販売元／住友ファーマ株式会社
タガメット錠200mg／タガメット錠400mg／タガメット細粒20％ 製造販売元／住友ファーマ株式会社
タガメット注射液200mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
ガスモチン錠5mg／ガスモチン錠2.5mg／ガスモチン散1％ 製造販売元／住友ファーマ株式会社
５％ヒビテン液 **製造販売元／住友ファーマ株式会社
ヒビスクラブ消毒液４％ **製造販売元／住友ファーマ株式会社
ヒビテン・グルコネート液20％ **製造販売元／住友ファーマ株式会社
ドレニゾンテープ4μg/cm2 製造販売元／住友ファーマ株式会社販売元／帝國

製薬株式会社
フルスタン錠0.15／フルスタン錠0.3 製造販売元／住友ファーマ株式会社販売元／キッ

セイ薬品工業株式会社
パム静注500mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
*アロプリノール錠50mg「DSP」／*アロプリノール錠100mg「DSP」 **製造販売元／住友ファーマ株式会社
グリミクロンHA錠20mg／グリミクロン錠40mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社提携／レ　ラ

ボラトワール　セルヴィエ（フランス）
メトグルコ錠250mg／メトグルコ錠500mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社提携／Merck

Santé（フランス）
シュアポスト錠0.25mg／シュアポスト錠0.5mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社提携／ノボ

ノルディスクA/S デンマーク
ツイミーグ錠500mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
ダイドロネル錠200 製造販売元／住友ファーマ株式会社
リサイオ点滴静注液100mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
カルセド注射用20mg／カルセド注射用50mg 発売元／日本化薬株式会社**製造販売元／住友

ファーマ株式会社
ミリプラ動注用70mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
エバステル錠5mg／エバステル錠10mg／エバステルOD錠5mg／エバステルOD錠10mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社提携／アルミ

ラル,S.A.（スペイン）
エバステル錠5mg／エバステル錠10mg／エバステルOD錠5mg／エバステルOD錠10mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社販売元／

Meiji Seika ファルマ株式会社提携／アルミラ
ル,S.A.（スペイン）

メロペン点滴用バイアル0.25g／メロペン点滴用バイアル0.5g／メロペン点滴用キット0.5g 製造販売元／住友ファーマ株式会社
アムビゾーム点滴静注用50mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
スミフェロン注DS300万IU／スミフェロン注DS600万IU 製造販売元／住友ファーマ株式会社
ピロニック錠100mg 製造販売元／住友ファーマ株式会社
ミリプラ用懸濁用液4mL 製造販売元／住友ファーマ株式会社供給元／ゲル

ベ
ジアゼパム錠2mg「タイホウ」／ジアゼパム錠5mg「タイホウ」 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
ミリダシン錠90mg 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
小児用ペレックス配合顆粒 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
ペレックス配合顆粒 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
プロテカジン錠5／プロテカジン錠10 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
プロテカジンOD錠5／プロテカジンOD錠10 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
アロキシ静注0.75mg／アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社提携先／

HELSINN
アロカリス点滴静注235mg 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社提携先／

HELSINN
バップフォー錠10／バップフォー錠20／バップフォー細粒2% 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
ネオファーゲンC配合錠 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
ユーゼル錠25mg 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
フトラフール腸溶顆粒50% 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
フトラフールカプセル200mg 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
ユーエフティ配合カプセルT100／ユーエフティE配合顆粒T100／ユーエフティE配合顆粒T150／ユーエフティE配
合顆粒T200

製造販売元／大鵬薬品工業株式会社

ティーエスワン配合カプセルT20／ティーエスワン配合カプセルT25／ティーエスワン配合顆粒T20／ティーエス
ワン配合顆粒T25

製造販売元／大鵬薬品工業株式会社

ティーエスワン配合OD錠T20／ティーエスワン配合OD錠T25 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
アブラキサン点滴静注用100mg 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社提携先／

Abraxis BioScience
ジェセリ錠40mg 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
ヨンデリス点滴静注用0.25mg／ヨンデリス点滴静注用1mg 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社提携先／

Pharma Mar, S.A.
ロンサーフ配合錠T15／ロンサーフ配合錠T20 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
アイピーディカプセル50／アイピーディカプセル100 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
アイピーディドライシロップ5% 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社
ビラノア錠20mg 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社提携先／FAES

FARMA
ビラノア錠20mg 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社販売元／

Meiji Seika ファルマ株式会社提携先／FAES
FARMA

ビラノアOD錠20mg 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社提携先／FAES
FARMA

ビラノアOD錠20mg 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社販売元／
Meiji Seika ファルマ株式会社提携先／FAES
FARMA

ゾシン静注用2.25／ゾシン静注用4.5 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社開発／大鵬薬
品工業株式会社、富士フイルム富山化学株式会社

ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 製造販売元／大鵬薬品工業株式会社開発／大鵬薬
品工業株式会社、富士フイルム富山化学株式会社

高砂コウジンM *製造販売元／高砂薬業株式会社発売元／大杉製
薬株式会社

高砂コウジン末M *製造販売元／高砂薬業株式会社発売元／大杉製
薬株式会社

高砂サフランＭ **製造販売元／高砂薬業株式会社発売元／大杉製
薬株式会社

高砂テンマ末M *製造販売元／高砂薬業株式会社発売元／大杉製
薬株式会社
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販売名 企業名

オースギ安中散料エキスT錠 製造販売元／高砂薬業株式会社発売元／大杉製薬
株式会社

オースギ加工ブシ末 *製造販売元／高砂薬業株式会社発売元／大杉製
薬株式会社

ダイアップ坐剤4／ダイアップ坐剤6／ダイアップ坐剤10 製造販売元／高田製薬株式会社
ワコビタール坐剤15／ワコビタール坐剤30／ワコビタール坐剤50／ワコビタール坐剤100 製造販売／高田製薬株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠５mg「タカタ」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ゾルピデム酒石酸塩内用液５mg「タカタ」／ゾルピデム酒石酸塩内用液10mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
レベチラセタム錠250mg「タカタ」／レベチラセタム錠500mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
レベチラセタムDS50％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
アセトアミノフェンDS小児用20％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
メロキシカム錠5mg「タカタ」／メロキシカム錠10mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊ブロモクリプチン錠2.5mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「タカタ」／プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ニューレプチル錠5mg／ニューレプチル錠10mg／ニューレプチル錠25mg／ニューレプチル細粒10%／ニューレプチ
ル内服液1%

製造販売／高田製薬株式会社

＊マプロチリン塩酸塩錠10mg「タカタ」／＊マプロチリン塩酸塩錠25mg「タカタ」／＊マプロチリン塩酸塩錠
50mg「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

＊ハロペリドール細粒1％「タカタ」／＊ハロペリドール錠1mg「タカタ」／＊ハロペリドール錠2mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊ゾテピン細粒10％「タカタ」／＊＊ゾテピン細粒50％「タカタ」／＊＊ゾテピン錠25mg「タカタ」／＊＊ゾ
テピン錠50mg「タカタ」／＊＊ゾテピン錠100mg「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

リスペリドン細粒１％「タカタ」／リスペリドン錠１mg「タカタ」／リスペリドン錠２mg「タカタ」／リスペリ
ドン錠３mg「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」／リスペリドンOD錠１mg「タカタ」／リスペリドンOD錠２mg「タカタ」／リ
スペリドンOD錠３mg「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」／フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「タカタ」／フルボキサミ
ンマレイン酸塩錠75mg「タカタ」

製造販売元／高田製薬株式会社

パロキセチン錠5mg「タカタ」／パロキセチン錠10mg「タカタ」／パロキセチン錠20mg「タカタ」 製造販売元／高田製薬株式会社
クエチアピン細粒50％「EE」／クエチアピン錠25mg「EE」／クエチアピン錠50mg「EE」／クエチアピン錠100mg
「EE」／クエチアピン錠200mg「EE」

製造販売／高田製薬株式会社

クエチアピン錠25mg「EE」／クエチアピン錠50mg「EE」／クエチアピン錠100mg「EE」／クエチアピン錠200mg
「EE」／クエチアピン細粒50％「EE」

製造販売元／高田製薬株式会社＊＊発売元／エル
メッド株式会社＊＊販売元／日医工株式会社

＊＊クエチアピン細粒50％「タカタ」／＊＊クエチアピン錠25mg「タカタ」／＊＊クエチアピン錠50mg「タカ
タ」／＊＊クエチアピン錠100mg「タカタ」／＊＊クエチアピン錠200mg「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

オランザピン細粒1％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」／オランザピンOD錠５mg「タカタ」／オランザピンOD錠10mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
アリピプラゾール細粒1％「タカタ」／アリピプラゾール錠3mg「タカタ」／アリピプラゾール錠6mg「タカタ」
／アリピプラゾール錠12mg「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

アリピプラゾールOD錠3mg「タカタ」／アリピプラゾールOD錠6mg「タカタ」／アリピプラゾールOD錠12mg「タカ
タ」／アリピプラゾールOD錠24mg「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

アリピプラゾール内用液3mg分包「タカタ」／アリピプラゾール内用液6mg分包「タカタ」／アリピプラゾール内
用液12mg分包「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

セルトラリン錠25mg「タカタ」／セルトラリン錠50mg「タカタ」／セルトラリン錠100mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ブロナンセリン錠2mg「タカタ」／ブロナンセリン錠4mg「タカタ」／ブロナンセリン錠8mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
アトモキセチン錠5mg「タカタ」／アトモキセチン錠10mg「タカタ」／アトモキセチン錠25mg「タカタ」／アト
モキセチン錠40mg「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

デュロキセチンカプセル20mg「タカタ」／デュロキセチンカプセル30mg「タカタ」 製造販売元／高田製薬株式会社
エスシタロプラム錠10mg「タカタ」／エスシタロプラム錠20mg「タカタ」 製造販売元／高田製薬株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「タカタ」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「タカタ」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「タカタ」 製造販売元／高田製薬株式会社
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タカタ」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タカタ」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タカ
タ」

製造販売元／高田製薬株式会社

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「タカタ」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「タ
カタ」

製造販売／高田製薬株式会社

エダラボン点滴静注30mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊リドカイン静注液2％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊リドカイン点滴静注液1％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ブチルスコポラミン臭化物注射液20mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
クロモグリク酸Na点眼液2%「タカタ」 製造販売元／高田製薬株式会社
レボフロキサシン点眼液0.5％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
レボフロキサシン点眼液1.5％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
オロパタジン点眼液0.1％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」56噴霧用／モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」112噴霧用 製造販売／高田製薬株式会社
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「タカタ」56噴霧用／フルチカゾンフランカルボン酸エ
ステル点鼻液27.5μg「タカタ」120噴霧用

製造販売元／高田製薬株式会社

ミルリノン注10mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ミルリノン注22.5mgバッグ「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ブロクリン-Lカプセル５mg／ブロクリン-Lカプセル15mg ＊製造販売／高田製薬株式会社
ロサルタンK錠25mg「タカタ」／ロサルタンK錠50mg「タカタ」／ロサルタンK錠100mg「タカタ」 製造販売元／高田製薬株式会社
バルサルタン錠20mg「タカタ」／バルサルタン錠40mg「タカタ」／バルサルタン錠80mg「タカタ」／バルサルタ
ン錠160mg「タカタ」

製造販売元／高田製薬株式会社

ロサルヒド配合錠LD「タカタ」／ロサルヒド配合錠HD「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
スマトリプタン錠50mg「タカタ」／スマトリプタン内用液50mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊トラピジル錠50mg「タカタ」／＊トラピジル錠100mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
アムロジピン錠2.5mg「タカタ」／アムロジピン錠5mg「タカタ」／アムロジピン錠10mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
アムロジピンOD錠2.5mg「タカタ」／アムロジピンOD錠５mg「タカタ」／アムロジピンOD錠10mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊硝酸イソソルビド注５mg/10mL「タカタ」／＊硝酸イソソルビド注50mg/100mL「タカタ」／＊硝酸イソソルビ
ド注５mg/５mL「タカタ」／＊硝酸イソソルビド注50mg/50mL「タカタ」／＊硝酸イソソルビド注100mg/100mL
「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

ピタバスタチンCa錠１mg「タカタ」／ピタバスタチンCa錠２mg「タカタ」／ピタバスタチンCa錠４mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」／ロスバスタチン錠5mg「タカタ」／ロスバスタチン錠10mg「タカタ」／ロス
バスタチンOD錠2.5mg「タカタ」／ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

＊＊アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊ジメモルファンリン酸塩DS小児用2.5％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
カルボシステインシロップ５％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
カルボシステインDS50％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
**アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3％「タカタ」 ＊＊製造販売／高田製薬株式会社
＊＊アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊アンブロキソール塩酸塩DS3％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
テオフィリンドライシロップ20％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
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＊＊フェノテロール臭化水素酸塩DS小児用0.5％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊プロカテロール塩酸塩DS0.01％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ツロブテロールテープ0.5mg「タカタ」／ツロブテロールテープ１mg「タカタ」／ツロブテロールテープ２mg
「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

ファモチジン注射用10mg「タカタ」／ファモチジン注射用20mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
レバミピド顆粒20％「タカタ」／＊レバミピド錠100mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ランソプラゾールカプセル15mg「タカタ」／ランソプラゾールカプセル30mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ミルラクト細粒50% 製造販売元／高田製薬株式会社
グラニセトロン点滴静注バッグ３mg/50mL「NK」／グラニセトロン点滴静注バッグ３mg/100mL「NK」 ＊＊発売／日本化薬株式会社製造販売／高田製薬

株式会社
グラニセトロン点滴静注バッグ３mg/50mL「NK」／グラニセトロン点滴静注バッグ３mg/100mL「NK」 製造販売／高田製薬株式会社
ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 製造販売元／高田製薬株式会社＊＊発売元／エル

メッド株式会社＊＊販売元／日医工株式会社
＊＊メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊ドンペリドン坐剤10mg「タカタ」／＊＊ドンペリドン坐剤30mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
セレスタミン配合錠／セレスタミン配合シロップ 製造販売／高田製薬株式会社
タカベンス錠25mg 製造販売元／高田製薬株式会社
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タカタ」／プロピベリン塩酸塩錠20mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ナフトピジル錠25mg「タカタ」／ナフトピジル錠50mg「タカタ」／ナフトピジル錠75mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ナフトピジルOD錠25mg「タカタ」／ナフトピジルOD錠50mg「タカタ」／ナフトピジルOD錠75mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ゲンタシン軟膏0.1%／ゲンタシンクリーム0.1% 製造販売元／高田製薬株式会社
ロキソプロフェンNaパップ100mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ロキソプロフェンNaテープ50mg「タカタ」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
タクロリムス軟膏0.1％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ジセタミン錠25 製造販売元／高田製薬株式会社
シーパラ注 製造販売元／高田製薬株式会社
マルツエキス分包 ＊製造販売／高田製薬株式会社
シロスタゾール錠50mg「タカタ」／シロスタゾール錠100mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」／シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」／シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／高

田製薬株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「タカタ」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
クロピドグレル錠25mg「明治」／クロピドグレル錠50mg「明治」／クロピドグレル錠75mg「明治」 製造販売元／高田製薬株式会社販売元／Meiji

Seika ファルマ株式会社
ホリナート錠25mg「NK」 発売／日本化薬株式会社製造販売／高田製薬株式

会社
レボホリナート点滴静注用25mg「NK」／レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 発売／日本化薬株式会社製造販売／高田製薬株式

会社
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 製造販売（輸入）／高田製薬株式会社
アロプリノール錠50mg「タカタ」／アロプリノール錠100mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ボグリボース錠0.2mg「タカタ」／ボグリボース錠0.3mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ボグリボースOD錠0.2mg「タカタ」／ボグリボースOD錠0.3mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「タカタ」／ピオグリタゾン錠30mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ピオグリタゾンOD錠15mg「タカタ」／ピオグリタゾンOD錠30mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ピアーレシロップ65％ ＊＊発売／日本化薬株式会社＊製造販売／高田製

薬株式会社
ラクツロースシロップ65％「タカタ」 発売／日本化薬株式会社製造販売／高田製薬株式

会社
エパルレスタット錠50mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
エパルレスタット錠50mg「タカタ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／高

田製薬株式会社
リセドロン酸Na錠2.5mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
オザグレルNa点滴静注20mg「タカタ」／オザグレルNa点滴静注40mg「タカタ」／オザグレルNa点滴静注80mg「タ
カタ」

製造販売／高田製薬株式会社

ゾレドロン酸点滴静注４mg/５mL「NK」 発売／日本化薬株式会社製造販売／高田製薬株式
会社

ゾレドロン酸点滴静注４mg/100mLバッグ「NK」 発売／日本化薬株式会社製造販売／高田製薬株式
会社

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」／ゲムシタビン点滴静注用１g「ヤクルト」 発売元／株式会社ヤクルト本社製造販売元／高田
製薬株式会社

ペメトレキセド点滴静注用100mg「ヤクルト」／ペメトレキセド点滴静注用500mg「ヤクルト」 発売元／株式会社ヤクルト本社製造販売元／高田
製薬株式会社

イマチニブ錠100mg「ヤクルト」／イマチニブ錠200mg「ヤクルト」 製造販売元／高田製薬株式会社販売元／株式会社
ヤクルト本社

ゲフィチニブ錠250mg「ヤクルト」 発売元／株式会社ヤクルト本社製造販売元／高田
製薬株式会社

ボルテゾミブ注射用3mg「ヤクルト」 発売元／株式会社ヤクルト本社製造販売元／高田
製薬株式会社

ピレチア細粒10％／ピレチア錠（５mg）／ピレチア錠（25mg） 製造販売／高田製薬株式会社
ポララミン散１％／ポララミン錠２mg 製造販売／高田製薬株式会社
ポララミンシロップ0.04％ 製造販売／高田製薬株式会社
ポララミンドライシロップ0.2％ 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊クレマスチン錠1mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊クレマスチンDS0.1%「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ポララミン注５mg ＊製造販売／高田製薬株式会社
シオゾール注10mg／シオゾール注25mg 製造販売元／高田製薬株式会社
プランルカストDS10％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
エバスチン錠５mg「タカタ」／エバスチン錠10mg「タカタ」／エバスチンOD錠５mg「タカタ」／エバスチンOD錠
10mg「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

セチリジン塩酸塩錠５mg「タカタ」／セチリジン塩酸塩錠10mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
セチリジン塩酸塩DS1.25％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「タカタ」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」／オロパタジン塩酸塩錠５mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」／オロパタジン塩酸塩OD錠５mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社販売元／共創未来

ファーマ株式会社
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モンテルカスト錠5mg「タカタ」／モンテルカスト錠10mg「タカタ」／モンテルカストOD錠5mg「タカタ」／モン
テルカストOD錠10mg「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社販売元／共創未来
ファーマ株式会社

レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」／レボセチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」／レボセチリジン塩酸塩OD錠
2.5mg「タカタ」／レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

レボセチリジン塩酸塩DS0.5％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ゲンタシン注10／ゲンタシン注40／ゲンタシン注60 製造販売元／高田製薬株式会社
ホスホマイシンNa静注用0.5g「タカタ」／ホスホマイシンNa静注用１g「タカタ」／ホスホマイシンNa静注用２g
「タカタ」

製造販売／高田製薬株式会社

クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」／クラリスロマイシンDS小児用10％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」 販売／大原薬品工業株式会社製造販売／高田製薬

株式会社
アジスロマイシン小児用細粒10％「タカタ」／アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
アジスロマイシン錠250mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ボリコナゾール錠50mg「タカタ」／ボリコナゾール錠200mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
レボフロキサシン錠250mg「タカタ」／レボフロキサシン錠500mg「タカタ」 製造販売元／高田製薬株式会社
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
アシクロビル顆粒40％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
アシクロビルシロップ８％「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
エンテカビル錠0.5mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
ファムシクロビル錠250mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
フルコナゾールカプセル50mg「タカタ」／フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊テルビナフィン錠125mg「タカタ」 製造販売／高田製薬株式会社
＊＊テルビナフィン錠125mg「タカタ」 販売／マルホ株式会社製造販売／高田製薬株式会

社
MS温シップ「タカミツ」 販売元／株式会社 三和化学研究所製造販売元／

株式会社 タカミツ
ＭＳ温シップ「タカミツ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社タカミツ
MS冷シップ「タカミツ」 販売元／株式会社 三和化学研究所製造販売元／

株式会社 タカミツ
ＭＳ冷シップ「タカミツ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社タカミツ
ブコラム口腔用液2.5mg／ブコラム口腔用液5mg／ブコラム口腔用液7.5mg／ブコラム口腔用液10mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
アジレクト錠1mg／アジレクト錠0.5mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社提携／Teva

Pharmaceutical Industries Ltd.
トリンテリックス錠10mg／トリンテリックス錠20mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社提携／ルンド

ベック・ジャパン株式会社
ロゼレム錠8mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
*ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「ニチヤク」／*ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「ニチヤク」 **製造販売元／武田薬品工業株式会社
アジルバ錠10mg／アジルバ錠20mg／アジルバ錠40mg／アジルバ顆粒1% 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ザクラス配合錠LD／ザクラス配合錠HD 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ロトリガ粒状カプセル2g 製造販売元／武田薬品工業株式会社
タケキャブ錠10mg／タケキャブ錠20mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社提携／大塚製

薬株式会社
タケキャブOD錠10mg／タケキャブOD錠20mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社提携／大塚製

薬株式会社
エンタイビオ点滴静注用300mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
エンタイビオ皮下注108mgペン／エンタイビオ皮下注108mgシリンジ 製造販売（輸入）元／武田薬品工業株式会社
5mcgチロナミン錠／25mcgチロナミン錠 製造販売元／武田薬品工業株式会社
リュープリン注射用1.88mg／リュープリン注射用3.75mg／リュープリン注射用キット1.88mg／リュープリン注射
用キット3.75mg

製造販売元／武田薬品工業株式会社

リュープリンSR注射用キット11.25mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
リュープリンPRO注射用キット22.5mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
レベスティブ皮下注用3.8mg／レベスティブ皮下注用0.95mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
カチーフN錠5mg／カチーフN散10mg/g 製造販売元／武田薬品工業株式会社
キャブピリン配合錠 製造販売元／武田薬品工業株式会社提携／大塚製

薬株式会社
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
リプレガル点滴静注用3.5mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ビプリブ点滴静注用400単位 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ネシーナ錠25mg／ネシーナ錠12.5mg／ネシーナ錠6.25mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社販売提携／帝

人ファーマ株式会社
ザファテック錠100mg／ザファテック錠50mg／ザファテック錠25㎎ 製造販売元／武田薬品工業株式会社販売提携／帝

人ファーマ株式会社
ベネット錠2.5mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ベネット錠17.5mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ベネット錠75mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
コパキソン皮下注20mgシリンジ 製造販売元／武田薬品工業株式会社提携／Teva

Pharmaceutical Industries Ltd.
ニンラーロカプセル2.3mg／ニンラーロカプセル3mg／ニンラーロカプセル4mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
カボメティクス錠20mg／カボメティクス錠60mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社提携／

Exelixis, Inc.
ゼジューラ錠100mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ゼジューラカプセル100㎎ 製造販売元／武田薬品工業株式会社
アルンブリグ錠30mg／アルンブリグ錠90mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ベクティビックス点滴静注100mg／ベクティビックス点滴静注400mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
アドセトリス点滴静注用50mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
アグリリンカプセル0.5mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
フィラジル皮下注30mgシリンジ 製造販売元／武田薬品工業株式会社
タクザイロ皮下注300mgシリンジ 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ボノサップパック400／ボノサップパック800 製造販売元／武田薬品工業株式会社提携／大塚製

薬株式会社
ボノピオンパック 製造販売元／武田薬品工業株式会社提携／大塚製

薬株式会社
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ヌバキソビッド筋注 製造販売元／武田薬品工業株式会社
沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
献血グロベニン−I静注用500mg／献血グロベニン−I静注用2500mg／献血グロベニン−I静注用5000mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」 　**製造販売元／武田薬品工業株式会社
破傷風グロブリン筋注用250単位「ニチヤク」 **製造販売元／武田薬品工業株式会社
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PPSB−HT静注用200単位「タケダ」／PPSB−HT静注用500単位「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
献血アルブミン5％静注12.5g/250mL「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
献血アルブミン20%静注4g／20mL「タケダ」／献血アルブミン20%静注10g／50mL「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
献血アルブミン25％静注12.5g/50mL「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ガンマグロブリン筋注450mg/3mL「タケダ」／ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ファイバ静注用1000 製造販売（輸入）元／武田薬品工業株式会社
ガンマガード静注用5g 製造販売（輸入）元／武田薬品工業株式会社
献血アルブミネート4.4％静注4.4g/100mL／献血アルブミネート4.4％静注11g/250mL 製造販売元／武田薬品工業株式会社
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」／乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」 **製造販売元／武田薬品工業株式会社
献血ノンスロン500注射用／献血ノンスロン1500注射用 **製造販売元／武田薬品工業株式会社
アドベイト静注用キット250／アドベイト静注用キット500／アドベイト静注用キット1000／アドベイト静注用
キット1500／アドベイト静注用キット2000／アドベイト静注用キット3000

製造販売元／武田薬品工業株式会社

アディノベイト静注用キット250／アディノベイト静注用キット500／アディノベイト静注用キット1000／アディ
ノベイト静注用キット1500／アディノベイト静注用キット2000／アディノベイト静注用キット3000

製造販売元／武田薬品工業株式会社

ボンベンディ静注用1300 製造販売元／武田薬品工業株式会社
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ムーベン配合内用液 **製造販売元／武田薬品工業株式会社
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 製造販売元／武田薬品工業株式会社
パシーフカプセル30mg／パシーフカプセル60mg／パシーフカプセル120mg 製造販売元／武田薬品工業株式会社
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」／モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
コデインリン酸塩水和物「タケダ」原末／コデインリン酸塩散10％「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ジヒドロコデインリン酸塩「タケダ」原末／ジヒドロコデインリン酸塩散10％「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」／ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 製造販売元／武田薬品工業株式会社
ニトラゼパム錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／ニトラゼパム錠10ｍｇ「ＴＣＫ」／ニトラゼパム細粒1％「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
トリアゾラム錠0.125ｍｇ「ＴＣＫ」／トリアゾラム錠0.25ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
フルニトラゼパム錠1ｍｇ「ＴＣＫ」／フルニトラゼパム錠2ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／ゾルピデム酒石酸塩錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
エスゾピクロン錠1ｍｇ「ＴＣＫ」／エスゾピクロン錠2ｍｇ「ＴＣＫ」／エスゾピクロン錠3ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アセトアミノフェン錠200ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ジクロフェナクＮａ錠25ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ジクロフェナクＮａ錠25ｍｇ「ＴＣＫ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

辰巳化学株式会社
**イブプロフェン錠100ｍｇ「ＴＣＫ」／**イブプロフェン錠200ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ロキソプロフェンＮａ錠60ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
トアラセット配合錠「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
レプリントン配合錠Ｌ100／レプリントン配合錠Ｌ250 製造販売元／辰巳化学株式会社
レプリントン配合錠Ｌ100 製造販売元／辰巳化学株式会社※※販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
レプリントン配合錠Ｌ100 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

辰巳化学株式会社
エチゾラム錠0.25ｍｇ「ＴＣＫ」／エチゾラム錠0.5ｍｇ「ＴＣＫ」／エチゾラム錠1ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
パロキセチン錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／パロキセチン錠10ｍｇ「ＴＣＫ」／パロキセチン錠20ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
オランザピンＯＤ錠2.5ｍｇ「ＴＣＫ」／オランザピンＯＤ錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／オランザピンＯＤ錠10ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

セルトラリン錠25ｍｇ「ＴＣＫ」／セルトラリン錠50ｍｇ「ＴＣＫ」／セルトラリン錠100ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
セルトラリン錠25ｍｇ「ＴＣＫ」／セルトラリン錠50ｍｇ「ＴＣＫ」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売元

／辰巳化学株式会社
ミルタザピン錠15ｍｇ「ＴＣＫ」／ミルタザピン錠30ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「TCK」 製造販売元／辰巳化学株式会社
プレガバリンＯＤ錠25ｍｇ「ＴＣＫ」／プレガバリンＯＤ錠75ｍｇ「ＴＣＫ」／プレガバリンＯＤ錠150ｍｇ
「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／メマンチン塩酸塩ＯＤ錠10ｍｇ「ＴＣＫ」／メマンチン塩酸塩ＯＤ
錠15ｍｇ「ＴＣＫ」／メマンチン塩酸塩ＯＤ錠20ｍｇ「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

*エペリゾン塩酸塩錠50ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ベタヒスチンメシル酸塩錠6ｍｇ「ＴＣＫ」／ベタヒスチンメシル酸塩錠12ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**ピルシカイニド塩酸塩カプセル25ｍｇ「ＴＣＫ」／**ピルシカイニド塩酸塩カプセル50ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
*トリクロルメチアジド錠2ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
スピロノラクトン錠25ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
スピロノラクトン錠25ｍｇ「ＴＣＫ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／辰

巳化学株式会社
イミダプリル塩酸塩錠2.5ｍｇ「ＴＣＫ」／イミダプリル塩酸塩錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／イミダプリル塩酸塩錠10ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

*ドキサゾシン錠0.5ｍｇ「ＴＣＫ」／*ドキサゾシン錠1ｍｇ「ＴＣＫ」／*ドキサゾシン錠2ｍｇ「ＴＣＫ」／*
ドキサゾシン錠4ｍｇ「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

カルベジロール錠1.25ｍｇ「ＴＣＫ」／カルベジロール錠2.5ｍｇ「ＴＣＫ」／カルベジロール錠10ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」／カルベジロール錠20ｍｇ「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

カルベジロール錠10ｍｇ「ＴＣＫ」／カルベジロール錠20ｍｇ「ＴＣＫ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／辰巳化学株
式会社

カルベジロール錠10ｍｇ「ＴＣＫ」／カルベジロール錠20ｍｇ「ＴＣＫ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／辰巳化学株式
会社

ロサルタンカリウム錠25ｍｇ「ＴＣＫ」／ロサルタンカリウム錠50ｍｇ「ＴＣＫ」／ロサルタンカリウム錠100
ｍｇ「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

カンデサルタン錠2ｍｇ「ＴＣＫ」／カンデサルタン錠4ｍｇ「ＴＣＫ」／カンデサルタン錠8ｍｇ「ＴＣＫ」／
カンデサルタン錠12ｍｇ「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

カンデサルタン錠4ｍｇ「ＴＣＫ」／カンデサルタン錠8ｍｇ「ＴＣＫ」 *販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売
元／辰巳化学株式会社

バルサルタン錠20ｍｇ「ＴＣＫ」／バルサルタン錠40ｍｇ「ＴＣＫ」／バルサルタン錠80ｍｇ「ＴＣＫ」／バル
サルタン錠160ｍｇ「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

テルミサルタン錠20ｍｇ「ＴＣＫ」／テルミサルタン錠40ｍｇ「ＴＣＫ」／テルミサルタン錠80ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社

テルミサルタン錠20ｍｇ「ＴＣＫ」／テルミサルタン錠40ｍｇ「ＴＣＫ」／テルミサルタン錠80ｍｇ「ＴＣＫ」 *販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売
元／辰巳化学株式会社

アゼルニジピン錠8ｍｇ「ＴＣＫ」／アゼルニジピン錠16ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
オルメサルタン錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／オルメサルタン錠10ｍｇ「ＴＣＫ」／オルメサルタン錠20ｍｇ「ＴＣＫ」
／オルメサルタン錠40ｍｇ「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＴＣＫ」／ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
バルヒディオ配合錠ＭＤ「ＴＣＫ」／バルヒディオ配合錠ＥＸ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アムバロ配合錠「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アムバロ配合ＯＤ錠「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
イルアミクス配合錠ＬＤ「ＴＣＫ」／イルアミクス配合錠ＨＤ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ジルムロ配合錠ＬＤ「ＴＣＫ」／ジルムロ配合錠ＨＤ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ジルムロ配合錠ＬＤ「ＴＣＫ」／ジルムロ配合錠ＨＤ「ＴＣＫ」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売元

／辰巳化学株式会社
スマトリプタン錠50ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
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スマトリプタン錠50ｍｇ「ＴＣＫ」 *販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売
元／辰巳化学株式会社

エレトリプタン錠20ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
リザトリプタンＯＤ錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
リザトリプタンＯＤ錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

辰巳化学株式会社
**ベニジピン塩酸塩錠2ｍｇ「ＴＣＫ」／**ベニジピン塩酸塩錠4ｍｇ「ＴＣＫ」／**ベニジピン塩酸塩錠8ｍｇ
「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

アムロジピン錠2.5ｍｇ「ＴＣＫ」／アムロジピン錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／アムロジピン錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アムロジピン錠2.5ｍｇ「ＴＣＫ」／アムロジピン錠5ｍｇ「ＴＣＫ」 *販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売

元／辰巳化学株式会社
アムロジピンＯＤ錠2.5ｍｇ「ＴＣＫ」／アムロジピンＯＤ錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／アムロジピンＯＤ錠10ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

プラバスタチンＮａ錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／プラバスタチンＮａ錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アトルバスタチン錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／アトルバスタチン錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ピタバスタチンＣａ錠1ｍｇ「ＴＣＫ」／ピタバスタチンＣａ錠2ｍｇ「ＴＣＫ」／ピタバスタチンＣａ錠4ｍｇ
「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

ロスバスタチン錠2.5ｍｇ「ＴＣＫ」／ロスバスタチン錠5ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ロスバスタチン錠2.5ｍｇ「ＴＣＫ」／ロスバスタチン錠5ｍｇ「ＴＣＫ」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売元

／辰巳化学株式会社
ロスバスタチンＯＤ錠2.5ｍｇ「ＴＣＫ」／ロスバスタチンＯＤ錠5ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ロスバスタチンＯＤ錠2.5ｍｇ「ＴＣＫ」／ロスバスタチンＯＤ錠5ｍｇ「ＴＣＫ」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／日医工株式

会社製造販売元／辰巳化学株式会社
エゼチミブ錠10mg「TCK」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アマルエット配合錠1番「ＴＣＫ」／アマルエット配合錠2番「ＴＣＫ」／アマルエット配合錠3番「ＴＣＫ」／
アマルエット配合錠4番「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

アマルエット配合錠1番「ＴＣＫ」／アマルエット配合錠2番「ＴＣＫ」／アマルエット配合錠3番「ＴＣＫ」／
アマルエット配合錠4番「ＴＣＫ」

販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
辰巳化学株式会社

**ジメモルファンリン酸塩錠10ｍｇ「ＴＣＫ」／**ジメモルファンリン酸塩散10％「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用0.25％「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**カルボシステイン錠250ｍｇ「ＴＣＫ」／**カルボシステイン錠500ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**アンブロキソール塩酸塩錠15ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3％「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3％「ＴＣＫ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

辰巳化学株式会社
ファモチジン錠10ｍｇ「ＴＣＫ」／ファモチジン錠20ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ラフチジン錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／ラフチジン錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
*ソファルコン錠50ｍｇ「ＴＣＫ」／*ソファルコンカプセル100ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
*ソファルコン錠50ｍｇ「ＴＣＫ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／辰巳化学株

式会社
レバミピド錠100ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
レバミピド錠100ｍｇ「ＴＣＫ」 *販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売

元／辰巳化学株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／ラベプラゾールナトリウム錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠20ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
センノシド錠12ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
イトプリド塩酸塩錠50ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5ｍｇ「ＴＣＫ」／モサプリドクエン酸塩錠5ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
フィナステリド錠0.2ｍｇ「ＴＣＫ」／フィナステリド錠1ｍｇ「ＴＣＫ」 **販売元／本草製薬株式会社製造販売元／辰巳化

学株式会社
フィナステリド錠0.2ｍｇ「ＴＣＫ」／フィナステリド錠1ｍｇ「ＴＣＫ」 販売元／岩城製薬株式会社製造販売元／辰巳化学

株式会社
*プロピベリン塩酸塩錠10ｍｇ「ＴＣＫ」／*プロピベリン塩酸塩錠20ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ナフトピジル錠25ｍｇ「ＴＣＫ」／ナフトピジル錠50ｍｇ「ＴＣＫ」／ナフトピジル錠75ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ナフトピジルＯＤ錠25ｍｇ「ＴＣＫ」／ナフトピジルＯＤ錠50ｍｇ「ＴＣＫ」／ナフトピジルＯＤ錠75ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

タダラフィル錠10ｍｇＣＩ「ＴＣＫ」／タダラフィル錠20ｍｇＣＩ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
タダラフィル錠10ｍｇＣＩ「ＴＣＫ」／タダラフィル錠20ｍｇＣＩ「ＴＣＫ」 販売元／本草製薬株式会社製造販売元／辰巳化学

株式会社
シロドシン錠2ｍｇ「ＴＣＫ」／シロドシン錠4ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「TCK」／ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」 製造販売元／辰巳化学株式会社
イミダフェナシンOD錠0.1ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12％「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064％「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**プレドニゾロンクリーム0.5％「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3％「ＴＣＫ」／**プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エ
ステルクリーム0.3％「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

ロキソプロフェンＮａ外用ポンプスプレー１％「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アダパレンゲル0.1％「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
*メコバラミン錠500μｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
イコサペント酸エチル粒状カプセル300ｍｇ「ＴＣＫ」／イコサペント酸エチル粒状カプセル600ｍｇ「ＴＣＫ」
／イコサペント酸エチル粒状カプセル900ｍｇ「ＴＣＫ」

製造販売元／辰巳化学株式会社

サルポグレラート塩酸塩錠50ｍｇ「ＴＣＫ」／サルポグレラート塩酸塩錠100ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
クロピドグレル錠25ｍｇ「ＴＣＫ」／クロピドグレル錠50ｍｇ「ＴＣＫ」／クロピドグレル錠75ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社

アロプリノール錠50ｍｇ「ＴＣＫ」／アロプリノール錠100ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
フェブキソスタット錠10mg「TCK」／フェブキソスタット錠20mg「TCK」／フェブキソスタット錠40mg「TCK」 製造販売元／辰巳化学株式会社
グリメピリド錠0.5ｍｇ「ＴＣＫ」／グリメピリド錠1ｍｇ「ＴＣＫ」／グリメピリド錠3ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
メトホルミン塩酸塩錠250ｍｇＭＴ「ＴＣＫ」／メトホルミン塩酸塩錠500ｍｇＭＴ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**ボグリボース錠0.2ｍｇ「ＴＣＫ」／**ボグリボース錠0.3ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ピオグリタゾン錠15ｍｇ「ＴＣＫ」／ピオグリタゾン錠30ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**エパルレスタット錠50ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アレンドロン酸錠5ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アレンドロン酸錠35ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ビカルタミド錠80ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ビカルタミド錠80ｍｇ「ＴＣＫ」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売元

／辰巳化学株式会社
**アゼラスチン塩酸塩錠0.5ｍｇ「ＴＣＫ」／**アゼラスチン塩酸塩錠1ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**エピナスチン塩酸塩錠10ｍｇ「ＴＣＫ」／**エピナスチン塩酸塩錠20ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
セチリジン塩酸塩錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／セチリジン塩酸塩錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30ｍｇ「ＴＣＫ」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
モンテルカストチュアブル錠5ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
モンテルカスト錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／モンテルカスト錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
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モンテルカスト錠5ｍｇ「ＴＣＫ」／モンテルカスト錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売元
／辰巳化学株式会社

ロラタジン錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
ロラタジン錠10ｍｇ「ＴＣＫ」 **販売／ニプロＥＳファーマ株式会社製造販売元

／辰巳化学株式会社
レボセチリジン塩酸塩錠5ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「TCK」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アモキシシリン細粒10％「ＴＣＫ」／アモキシシリン細粒20％「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アモキシシリンカプセル125ｍｇ「ＴＣＫ」／アモキシシリンカプセル250ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
アモキシシリンカプセル250ｍｇ「ＴＣＫ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

辰巳化学株式会社
セファクロルカプセル250ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
クラリスロマイシン錠小児用50ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
クラリスロマイシン錠小児用50ｍｇ「ＴＣＫ」 販売／ニプロＥＳファーマ株式会社製造販売元／

辰巳化学株式会社
クラリスロマイシン錠200ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15％「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15％「ＴＣＫ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

辰巳化学株式会社
トスフロキサシントシル酸塩錠75ｍｇ「ＴＣＫ」／トスフロキサシントシル酸塩錠150ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
トスフロキサシントシル酸塩錠75ｍｇ「ＴＣＫ」／トスフロキサシントシル酸塩錠150ｍｇ「ＴＣＫ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

辰巳化学株式会社
レボフロキサシン錠250ｍｇ「ＴＣＫ」／レボフロキサシン錠500ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
レボフロキサシン錠250ｍｇ「ＴＣＫ」／レボフロキサシン錠500ｍｇ「ＴＣＫ」 *販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売

元／辰巳化学株式会社
バラシクロビル錠500ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
**テルビナフィン錠125ｍｇ「ＴＣＫ」 製造販売元／辰巳化学株式会社
テルビナフィン錠125ｍｇ「ＴＣＫ」 発売元／科研製薬株式会社製造販売元／辰巳化学

株式会社
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ

ン提携／吉富薬品株式会社
ラボナ錠50mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ナイキサン錠100mg 販売／ニプロESファーマ株式会社製造販売元／田

辺三菱製薬株式会社
ニフラン錠75mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」／ビペリデン塩酸塩散1％「ヨシトミ」 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ

ン提携／吉富薬品株式会社
乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ

ン提携／吉富薬品株式会社
コントミン糖衣錠12.5mg／コントミン糖衣錠25mg／コントミン糖衣錠50mg／コントミン糖衣錠100mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ

ン提携／吉富薬品株式会社
コントミン筋注10mg／コントミン筋注25mg／コントミン筋注50mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ

ン提携／吉富薬品株式会社
ピーゼットシー散1％ 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ

ン提携／吉富薬品株式会社
フルメジン糖衣錠（0.25）／フルメジン糖衣錠（0.5）／フルメジン糖衣錠（1）／フルメジン散0.2％ 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ

ン提携／吉富薬品株式会社
ピーゼットシー糖衣錠2mg／ピーゼットシー糖衣錠4mg／ピーゼットシー糖衣錠8mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ

ン提携／吉富薬品株式会社
レボトミン錠5mg／レボトミン錠25mg／レボトミン錠50mg／レボトミン散10%／レボトミン散50%／レボトミン顆
粒10%

製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社

ピーゼットシー筋注2mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社

レボトミン筋注25mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社

フルデカシン筋注25mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社

イミドール糖衣錠(10)／イミドール糖衣錠(25) 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社

リーゼ錠5mg／リーゼ錠10mg／リーゼ顆粒10％ 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社

ハロペリドール細粒1％「ヨシトミ」 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社

ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」／ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」／ハロペリドール錠2mg「ヨシト
ミ」／ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」

製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ
ン提携／吉冨薬品株式会社

デパス錠0.25mg／デパス錠0.5mg／デパス錠1mg／デパス細粒1％ 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社

クロフェクトン顆粒10％ 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社

クロフェクトン錠10mg／クロフェクトン錠25mg／クロフェクトン錠50mg **製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモー
ション提携／吉富薬品株式会社

クレミン錠10mg／クレミン錠25mg／クレミン錠50mg／クレミン顆粒10％ 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社

ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社

セレジスト錠5mg／セレジストOD錠5mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ジスバルカプセル40mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社販売元／ヤン

センファーマ株式会社プロモーション提携／吉富
薬品株式会社

ラジカット内用懸濁液2.1% 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ラジカット注30mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ラジカット点滴静注バッグ30mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
タナドーパ顆粒75% 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
アドビオール錠5mg *製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
メインテート錠0.625mg／メインテート錠2.5mg／メインテート錠5mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
バイカロン錠25mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ルプラック錠4mg／ルプラック錠8mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社発売／富士フ

イルム富山化学株式会社
タナトリル錠2.5／タナトリル錠5 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
タナトリル錠10 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
バソメット錠0.25mg／バソメット錠0.5mg／バソメット錠1mg／バソメット錠2mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ヘルベッサー錠30／ヘルベッサー錠60 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ヘルベッサーRカプセル100mg／ヘルベッサーRカプセル200mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ヘルベッサー注射用250 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ヘルベッサー注射用10／ヘルベッサー注射用50 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
コレバイン錠500mg／コレバインミニ83％ 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
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サアミオン錠5mg／サアミオン散1％ 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ノバスタンHI注10mg/2mL 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
サーファクテン気管注入用120mg **製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
クリアナール錠200mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
オメプラゾン錠10mg／オメプラゾン錠20mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ガストローム顆粒66.7% 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ウルソ顆粒5％ 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ウルソ錠50mg／ウルソ錠100mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
セレキノン錠100mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
レミケード点滴静注用100 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社製造元／

Janssen Biotech, Inc.
リメタゾン静注2.5mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ボンゾール錠100mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社提携／SANOFI

ボンゾール錠200mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社提携／SANOFI

ゲーベンクリーム1% 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
フルコートクリーム0.025%／フルコート軟膏0.025% 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
マイザー軟膏0.05%／マイザークリーム0.05% 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
フルコートF軟膏 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
レクチゾール錠25mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
アスパラ配合錠 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社販売／ニプロ

ESファーマ株式会社
アンプラーグ錠50mg／アンプラーグ錠100mg／アンプラーグ細粒10％ 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
シアナマイド内用液1%「タナベ」 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ

ン提携／吉富薬品株式会社
グルトパ注600万／グルトパ注1200万／グルトパ注2400万 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
テネリア錠20mg／テネリア錠40mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社販売元／第一

三共株式会社
テネリアOD錠20mg／テネリアOD錠40mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社販売元／第一

三共株式会社
カナグル錠100mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーショ

ン提携／第一三共株式会社
カナリア配合錠 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社販売元／第一

三共株式会社
アザニン錠50mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
イムセラカプセル0.5mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
バフセオ錠150mg／バフセオ錠300mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
タリオン錠5mg／タリオン錠10mg／タリオンOD錠5mg／タリオンOD錠10mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社提携／UBE株

式会社
25mgプロトゲン錠 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
パズクロス点滴静注液300mg／パズクロス点滴静注液500mg／パズクロス点滴静注液1000mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
バリキサ錠450mg／バリキサドライシロップ5000mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
デノシン点滴静注用500mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
ユプリズナ点滴静注100mg 製造販売元／田辺三菱製薬株式会社
タマガワヨードホルムガーゼ **製造販売元／玉川衛材株式会社
モンテルカスト錠5mg「アスペン」／モンテルカスト錠10mg「アスペン」 製造販売／田村薬品工業株式会社**販売／サンド

株式会社
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「アルコン」／ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」／ヒアルロン酸Na0.7
眼粘弾剤1%「アルコン」／ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」

製造販売元 (輸入元)／日本アルコン株式会社

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% 製造販売元（輸入元）／日本アルコン株式会社
ビスコート0.5眼粘弾剤 製造販売元（輸入元）／日本アルコン株式会社
ディスコビスク1.0眼粘弾剤 製造販売元（輸入元）／日本アルコン株式会社
トリアゾラム錠0.125mg「テバ」／トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
ブロチゾラム錠0.25mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
アセトアミノフェン錠200mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
イブプロフェン錠100mg「タイヨー」／イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
エトドラク錠100mg「タイヨー」／エトドラク錠200mg「タイヨー」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田

テバファーマ株式会社
セレコキシブ錠100mg「武田テバ」／セレコキシブ錠200mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
トアラセット配合錠「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「タイヨー」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田

テバファーマ株式会社
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」 *製造販売元／武田テバファーマ株式会社
パロキセチン錠5mg「テバ」／パロキセチン錠10mg「テバ」／パロキセチン錠20mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
オランザピン錠2.5mg「テバ」／オランザピン錠5mg「テバ」／オランザピン錠10mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
オランザピンOD錠2.5mg「テバ」／オランザピンOD錠5mg「テバ」／オランザピンOD錠10mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「テバ」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「テバ」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「テバ」 製造販売元／武田テバファーマ株式会社
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「テバ」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「テバ」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「テバ」 製造販売元／武田テバファーマ株式会社
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ

バファーマ株式会社
プレガバリンOD錠25mg「武田テバ」／プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」／プレガバリンOD錠75mg「武田テバ」
／プレガバリンOD錠150mg「武田テバ」

販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

チザニジン錠1mg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

アテノロール錠25mg「タイヨー」／アテノロール錠50mg「タイヨー」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「テバ」／ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」／ビソプロロールフ
マル酸塩錠5mg「テバ」

*販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社
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*ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「テバ」／*ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

スピロノラクトン錠25mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「テバ」／イミダプリル塩酸塩錠5mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

イミダプリル塩酸塩錠10mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

**ニルバジピン錠2mg「武田テバ」／**ニルバジピン錠4mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

ドキサゾシン錠0.5mg「テバ」／ドキサゾシン錠1mg「テバ」／ドキサゾシン錠2mg「テバ」／ドキサゾシン錠4mg
「テバ」

*販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

マニジピン塩酸塩錠5mg「タイヨー」／マニジピン塩酸塩錠10mg「タイヨー」／マニジピン塩酸塩錠20mg「タイ
ヨー」

*販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

*セリプロロール塩酸塩錠100mg「テバ」／*セリプロロール塩酸塩錠200mg「テバ」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

ベタキソロール塩酸塩錠5mg「テバ」／ベタキソロール塩酸塩錠10mg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

*フェロジピン錠2.5mg「武田テバ」／*フェロジピン錠5mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

シルニジピン錠5mg「タイヨー」／シルニジピン錠10mg「タイヨー」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

シルニジピン錠20mg「テバ」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

ロサルタンカリウム錠25mg「テバ」／ロサルタンカリウム錠50mg「テバ」／ロサルタンカリウム錠100mg「テ
バ」

販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

カンデサルタン錠2mg「武田テバ」／カンデサルタン錠4mg「武田テバ」／カンデサルタン錠8mg「武田テバ」／
カンデサルタン錠12mg「武田テバ」

販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

ロサルヒド配合錠LD「テバ」／ロサルヒド配合錠HD「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

カデチア配合錠LD「テバ」／カデチア配合錠HD「テバ」 製造販売元／武田テバファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

カムシア配合錠LD「武田テバ」／カムシア配合錠HD「武田テバ」 製造販売元／武田テバファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

ジルムロ配合錠LD「武田テバ」／ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

*アムロジピンＯＤ錠2.5mg「武田テバ」／*アムロジピンＯＤ錠5mg「武田テバ」／*アムロジピンＯＤ錠10mg
「武田テバ」

販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

一硝酸イソソルビド錠10mg「タイヨー」／一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」／フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

シンバスタチン錠5mg「武田テバ」／シンバスタチン錠10mg「武田テバ」／シンバスタチン錠20mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

ピタバスタチンカルシウム錠1mg「テバ」／ピタバスタチンカルシウム錠2mg「テバ」／ピタバスタチンカルシウ
ム錠4mg「テバ」

販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

エゼチミブ錠10mg「武田テバ」 製造販売元／武田テバファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

**アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

*フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

フスコブロン配合シロップ 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 **販売／武田薬品工業株式会社*、**製造販売元
／武田テバファーマ株式会社

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％「タイヨー」 **販売／武田薬品工業株式会社*、**製造販売元
／武田テバファーマ株式会社

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3％「タイヨー」 **販売／武田薬品工業株式会社*、**製造販売元
／武田テバファーマ株式会社

アンブロキソール塩酸塩内用液0.75％「タイヨー」 **販売／武田薬品工業株式会社*、**製造販売元
／武田テバファーマ株式会社

ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」／ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売（輸入）元
／武田テバファーマ株式会社

ファモチジン錠10mg「テバ」／ファモチジン錠20mg「テバ」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

ファモチジンOD錠10mg「テバ」／ファモチジンOD錠20mg「テバ」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

*ファモチジン注射用10mg「テバ」／*ファモチジン注射用20mg「テバ」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

**イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」／**イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

*オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テバ」／*オメプラゾール腸溶錠20mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」／ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」／ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「武田テバ」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

プラデスミン配合錠 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」 **販売／武田薬品工業株式会社*、**製造販売元
／武田テバファーマ株式会社

*カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社
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**タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「武田テバ」／**タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

シルデナフィル錠25mgVI「テバ」／シルデナフィル錠50mgVI「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

ジフェンヒドラミンクリーム1%「タイヨー」 **販売／武田薬品工業株式会社*、**製造販売元
／武田テバファーマ株式会社

クロタミトンクリーム10％「タイヨー」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

スルプロチン軟膏1% 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

シロスタゾール錠50mg「テバ」／シロスタゾール錠100mg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

リマプロストアルファデクス錠5μg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

ベラプロストNa錠20μg「テバ」／ベラプロストNa錠40μg「テバ」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

*サルポグレラート塩酸塩錠50mg「テバ」／*サルポグレラート塩酸塩錠100mg「テバ」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

グルタチオン注射用200mg「タイヨー」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

アロプリノール錠50mg「テバ」／アロプリノール錠100mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

グリメピリドOD錠0.5mg「テバ」／グリメピリドOD錠1mg「テバ」／グリメピリドOD錠3mg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

ボグリボース錠0.2mg「武田テバ」／ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 製造販売元／武田テバファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」／ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 製造販売元／武田テバファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」／ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

ビカルタミド錠80mg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

イマチニブ錠100mg「テバ」 製造販売元／武田テバファーマ株式会社販売／武
田薬品工業株式会社

エキセメスタン錠25mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

レトロゾール錠2.5mg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

メキタジン錠3mg「タイヨー」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

*d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」 **販売／武田薬品工業株式会社**製造販売元／武
田テバファーマ株式会社

**ペミロラストK錠5mg「武田テバ」／**ペミロラストK錠10mg「武田テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

プランルカストカプセル112.5mg「タイヨー」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

プランルカストドライシロップ10％「タイヨー」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

モンテルカストOD錠5mg「武田テバ」／モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

クリンダマイシン注300mgシリンジ「タイヨー」／クリンダマイシン注600mgシリンジ「タイヨー」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

テイコプラニン点滴静注用200mg「テバ」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

*セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「武田テバ」／*セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「武田テバ」／*セフォチアム
塩酸塩静注用1g「武田テバ」

販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

セフトリアキソンNa静注用0.5g「テバ」／セフトリアキソンNa静注用1g「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

メロペネム点滴静注用0.25g「タイヨー」／メロペネム点滴静注用0.5g「タイヨー」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

セフロニック静注用0.5g／セフロニック静注用1g 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

クラリスロマイシンドライシロップ10％小児用「タイヨー」／クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「タイヨー」／トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タイヨー」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

レボフロキサシン錠250mg「テバ」／レボフロキサシン錠500mg「テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

エンテカビル錠0.5mg「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社製造販売元／武田テ
バファーマ株式会社

ビダラビン軟膏3%「タイヨー」 **販売／武田薬品工業株式会社*、**製造販売元
／武田テバファーマ株式会社

テルビナフィン錠125mg「タイヨー」 *販売／武田薬品工業株式会社*製造販売元／武田
テバファーマ株式会社

イオパミドール300注20mL「FF」／イオパミドール300注50mL「FF」／イオパミドール300注100mL「FF」／イオパ
ミドール370注20mL「FF」／イオパミドール370注50mL「FF」／イオパミドール370注100mL「FF」

*販売元／日医工株式会社製造販売元／武田テバ
ファーマ株式会社
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イオパミドール300注シリンジ50mL「FF」／イオパミドール300注シリンジ80mL「FF」／イオパミドール300注シ
リンジ100mL「FF」／イオパミドール370注シリンジ50mL「FF」／イオパミドール370注シリンジ65mL「FF」／イ
オパミドール370注シリンジ80mL「FF」／イオパミドール370注シリンジ100mL「FF」

*販売元／日医工株式会社製造販売元／武田テバ
ファーマ株式会社

イオヘキソール300注10ｍL「FF」（脊髄用） *販売元／日医工株式会社製造販売元／武田テバ
ファーマ株式会社

イオヘキソール300注20mL「FF」（尿路・血管用）／イオヘキソール300注50mL「FF」（尿路・血管用）／イオヘ
キソール300注100mL「FF」（尿路・血管用）／イオヘキソール350注20mL「FF」（尿路・血管用）／イオヘキ
ソール350注50mL「FF」（尿路・血管用）／イオヘキソール350注100mL「FF」（血管用）

*販売元／日医工株式会社製造販売元／武田テバ
ファーマ株式会社

イオヘキソール240注シリンジ100mL「FF」（尿路・CT用）／イオヘキソール300注シリンジ50mL「FF」（尿路・
CT用）／イオヘキソール300注シリンジ80mL「FF」（尿路・CT用）／イオヘキソール300注シリンジ100mL「FF」
（尿路・CT用）／イオヘキソール300注シリンジ110mL「FF」（CT用）／イオヘキソール300注シリンジ125mL
「FF」（CT用）／イオヘキソール300注シリンジ150mL「FF」（CT用）／イオヘキソール350注シリンジ70mL
「FF」（CT用）／イオヘキソール350注シリンジ100mL「FF」（CT用）

*販売元／日医工株式会社製造販売元／武田テバ
ファーマ株式会社

ロキソニン錠60mg／ロキソニン細粒10% 製造販売元／第一三共株式会社
アンプリット錠10mg／アンプリット錠25mg 製造販売元／第一三共株式会社
メマリー錠5mg／メマリー錠10mg／メマリー錠20mg／メマリーOD錠5mg／メマリーOD錠10mg／メマリーOD錠20mg 製造販売元／第一三共株式会社提携／メルツ

ファーマシューティカルズ
メマリードライシロップ2% 製造販売元／第一三共株式会社提携／メルツ

ファーマシューティカルズ
タリージェ錠2.5mg／タリージェ錠5mg／タリージェ錠10mg／タリージェ錠15mg／タリージェOD錠2.5mg／タリー
ジェOD錠5mg／タリージェOD錠10mg／タリージェOD錠15mg

製造販売元／第一三共株式会社

オビソート注射用0.1g 製造販売元／第一三共株式会社
ギャバロン髄注0.005% 1mL／ギャバロン髄注0.05% 20mL／ギャバロン髄注0.2% 5mL 製造販売元／第一三共株式会社提携先／メドトロ

ニック社(米国)
サンリズムカプセル25mg／サンリズムカプセル50mg 製造販売元／第一三共株式会社
サンリズム注射液50 製造販売元／第一三共株式会社
アーチスト錠1.25mg／アーチスト錠2.5mg／アーチスト錠10mg／アーチスト錠20mg 製造販売元／第一三共株式会社
カルブロック錠8mg／カルブロック錠16mg 製造販売元／第一三共株式会社技術提携／UBE株

式会社
オルメテックOD錠5mg／オルメテックOD錠10mg／オルメテックOD錠20mg／オルメテックOD錠40mg 製造販売元／第一三共株式会社
ミネブロ錠1.25mg／ミネブロ錠2.5mg／ミネブロ錠5mg／ミネブロOD錠1.25mg／ミネブロOD錠2.5mg／ミネブロOD
錠5mg

製造販売元／第一三共株式会社

レザルタス配合錠LD／レザルタス配合錠HD 製造販売元／第一三共株式会社
ハンプ注射用1000 製造販売元／第一三共株式会社
メバロチン錠5／メバロチン錠10／メバロチン細粒0.5%／メバロチン細粒1% 製造販売元／第一三共株式会社
コデインリン酸塩散1%「第一三共」 製造販売元／第一三共株式会社
ジヒドロコデインリン酸塩散1%「第一三共」 製造販売元／第一三共株式会社
ボスミン注1mg 製造販売元／第一三共株式会社
ボスミン外用液0.1% 製造販売元／第一三共株式会社
ロキソニンゲル1% 製造販売元／第一三共株式会社
トランサミン錠250mg／トランサミン錠500mg／トランサミンカプセル250mg／トランサミン散50% 製造販売元／第一三共株式会社
トランサミン注5%／トランサミン注10%／トランサミン注10% 製造販売元／第一三共株式会社
リクシアナ錠15mg／リクシアナ錠30mg／リクシアナ錠60mg 製造販売元／第一三共株式会社
リクシアナOD錠15mg／リクシアナOD錠30mg／リクシアナOD錠60mg 製造販売元／第一三共株式会社
エフィエント錠2.5mg／エフィエント錠3.75mg／エフィエント錠5mg／エフィエントOD錠20mg 製造販売元／第一三共株式会社技術提携／UBE株

式会社
メチレンブルー静注50mg「第一三共」 製造販売元／第一三共株式会社
ビオプテン顆粒2.5%／ビオプテン顆粒10% 製造販売元／第一三共株式会社
ランマーク皮下注120mg 製造販売元／第一三共株式会社提携／AMGEN®
プラリア皮下注60mgシリンジ 製造販売元／第一三共株式会社提携／AMGEN®
アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」／アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」
／アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」

製造販売元／第一三共株式会社提携／AMGEN®

ヴァンフリタ錠17.7mg／ヴァンフリタ錠26.5mg 製造販売元／第一三共株式会社
エザルミア錠50mg／エザルミア錠100mg 製造販売元／第一三共株式会社
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」／トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」 製造販売元／第一三共株式会社提携／AMGEN®
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」／ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 製造販売元／第一三共株式会社提携／AMGEN®
エンハーツ点滴静注用100mg 製造販売元／第一三共株式会社
バナン錠100mg 製造販売元／第一三共株式会社
バナン錠100mg 製造販売元／第一三共株式会社販売元／グラク

ソ・スミスクライン株式会社
バナンドライシロップ5% 製造販売元／第一三共株式会社
バナンドライシロップ5% 製造販売元／第一三共株式会社販売元／グラク

ソ・スミスクライン株式会社
カルベニン点滴用0.25g／カルベニン点滴用0.5g 製造販売元／第一三共株式会社
リファジンカプセル150mg 製造販売元／第一三共株式会社
クラビット錠250mg／クラビット錠500mg／クラビット細粒10% 製造販売元／第一三共株式会社
グレースビット錠50mg／グレースビット細粒10% 製造販売元／第一三共株式会社
クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL／クラビット点滴静注500mg/20mL 製造販売元／第一三共株式会社
イナビル吸入粉末剤20mg 製造販売元／第一三共株式会社
イナビル吸入懸濁用160mgセット 製造販売元／第一三共株式会社
おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 製造販売元／第一三共株式会社
インフルエンザHAワクチン「第一三共」1mL 製造販売元／第一三共株式会社
インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL 製造販売元／第一三共株式会社
インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.25mL 製造販売元／第一三共株式会社
はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」 製造販売元／第一三共株式会社
ジアグノグリーン注射用25mg 製造販売元／第一三共株式会社
アデノスキャン注６０ｍｇ 製造販売元／第一三共株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携

／第一三共株式会社
エスゾピクロン錠1mg「DSEP」／エスゾピクロン錠2mg「DSEP」／エスゾピクロン錠3mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携

／第一三共株式会社
セレコキシブ錠100mg「DSEP」／セレコキシブ錠200mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携

／第一三共株式会社
トアラセット配合錠「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携

／第一三共株式会社
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」／プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携

／第一三共株式会社
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」／プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携

／第一三共株式会社
パロキセチン錠5mg「DSEP」／パロキセチン錠10mg「DSEP」／パロキセチン錠20mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携

／第一三共株式会社
クエチアピン錠25mg「DSEP」／クエチアピン錠100mg「DSEP」／クエチアピン錠200mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携

／第一三共株式会社
オランザピン細粒1％「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携

／第一三共株式会社
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販売名 企業名

オランザピン錠2.5mg「DSEP」／オランザピン錠5mg「DSEP」／オランザピン錠10mg「DSEP」／オランザピンOD錠
2.5mg「DSEP」／オランザピンOD錠5mg「DSEP」／オランザピンOD錠10mg「DSEP」

製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

セルトラリン錠25mg「DSEP」／セルトラリン錠50mg「DSEP」／セルトラリン錠100mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ブロナンセリン錠2mg「DSEP」／ブロナンセリン錠4mg「DSEP」／ブロナンセリン錠8mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

アトモキセチン錠5mg「DSEP」／アトモキセチン錠10mg「DSEP」／アトモキセチン錠25mg「DSEP」／アトモキセ
チン錠40mg「DSEP」

**製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提
携／第一三共株式会社

デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」／デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」／エスシタロプラムOD錠20mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

プレガバリンOD錠25mg「DSEP」／プレガバリンOD錠75mg「DSEP」／プレガバリンOD錠150mg「DSEP」 製造販売／第一三共エスファ株式会社販売提携／
第一三共株式会社

メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」／メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」／メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」／メマ
ンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」

製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ガランタミンOD錠4mg「DSEP」／ガランタミンOD錠8mg「DSEP」／ガランタミンOD錠12mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

エダラボン点滴静注30mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」／リバスチグミンテープ9mg「DSEP」／リバスチグミンテープ13.5mg
「DSEP」／リバスチグミンテープ18mg「DSEP」

製造販売／第一三共エスファ株式会社販売提携／
第一三共株式会社

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」／ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

アゾセミド錠30mg「DSEP」／アゾセミド錠60mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」／トルバプタンOD錠15mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」／イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」／イミダプリル塩酸塩錠10mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」／イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」／イミダプリル塩酸塩錠10mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売／株
式会社 エッセンシャル ファーマ

カルベジロール錠1.25mg「DSEP」／カルベジロール錠2.5mg「DSEP」／カルベジロール錠10mg「DSEP」／カルベ
ジロール錠20mg「DSEP」

製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ロサルタンK錠25mg「DSEP」／ロサルタンK錠50mg「DSEP」／ロサルタンK錠100mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

カンデサルタン錠2mg「DSEP」／カンデサルタン錠4mg「DSEP」／カンデサルタン錠8mg「DSEP」／カンデサルタ
ン錠12mg「DSEP」

製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

バルサルタン錠20mg「DSEP」／バルサルタン錠40mg「DSEP」／バルサルタン錠80mg「DSEP」／バルサルタン錠
160mg「DSEP」

製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

テルミサルタン錠20mg「DSEP」／テルミサルタン錠40mg「DSEP」／テルミサルタン錠80mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」／オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」／オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」／オル
メサルタンOD錠40mg「DSEP」

製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ロサルヒド配合錠LD「EP」／ロサルヒド配合錠HD「EP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

テルチア配合錠AP「DSEP」／テルチア配合錠BP「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

アムバロ配合錠「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

テラムロ配合錠AP「DSEP」／テラムロ配合錠BP「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

エレトリプタン錠20mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

アムロジピン錠2.5mg「DSEP」／アムロジピン錠5mg「DSEP」／アムロジピン錠10mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

アムロジピン錠2.5mg「DSEP」／アムロジピン錠5mg「DSEP」／アムロジピン錠10mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売／株
式会社エッセンシャルファーマ

アトルバスタチン錠5mg「DSEP」／アトルバスタチン錠10mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」／ロスバスタチン錠5mg「DSEP」／ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」／ロスバ
スタチンOD錠5mg「DSEP」

製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

エゼチミブ錠10mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ボセンタン錠62.5mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

アマルエット配合錠1番「DSEP」／アマルエット配合錠2番「DSEP」／アマルエット配合錠3番「DSEP」／アマル
エット配合錠4番「DSEP」

製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

レバミピド錠１００ｍｇ「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

エソメプラゾールカプセル10mg「DSEP」／エソメプラゾールカプセル20mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「DSEP」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

デュタステリドカプセル0.5mgAV「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」／ナフトピジルOD錠50mg「DSEP」／ナフトピジルOD錠75mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

シロドシン錠2mg「DSEP」／シロドシン錠4mg「DSEP」／シロドシンOD錠2mg「DSEP」／シロドシンOD錠4mg
「DSEP」

製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社技術提携／キッセイ薬品工業
株式会社

ホリナート錠25mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

フェブキソスタット錠10mg「DSEP」／フェブキソスタット錠20mg「DSEP」／フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社
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メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」／メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」／ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」／ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

*エパルレスタット錠５０ｍｇ「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

タモキシフェン錠10mg「DSEP」／タモキシフェン錠20mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ビカルタミド錠80mg「DSEP」／ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

アナストロゾール錠1mg 「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

イマチニブ錠100mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

レトロゾール錠2.5mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

オキサリプラチン点滴静注液50mg「DSEP」／オキサリプラチン点滴静注液100mg「DSEP」／オキサリプラチン点
滴静注液200mg「DSEP」

製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

モンテルカスト細粒4mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

モンテルカスト錠5mg「DSEP」／モンテルカスト錠10mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

タゾピペ配合静注用2.25「DSEP」／タゾピペ配合静注用4.5「DSEP」／タゾピペ配合点滴静注用バッグ2.25
「DSEP」／タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」

製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ボリコナゾール錠50mg「DSEP」／ボリコナゾール錠200mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

レボフロキサシン錠250mg「DSEP」／レボフロキサシン錠500mg「DSEP」／レボフロキサシン細粒10%「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」／レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ファムシクロビル錠250mg「DSEP」／ファムシクロビル錠500mg「DSEP」 製造販売元／第一三共エスファ株式会社販売提携
／第一三共株式会社

ラボナール注射用0.3g／ラボナール注射用0.5g 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
メロキシカム錠5mg「タナベ」／メロキシカム錠10mg「タナベ」 **,*製造販売／ニプロESファーマ株式会社
パロキセチン錠5mg「タナベ」／パロキセチン錠10mg「タナベ」／パロキセチン錠20mg「タナベ」 *製造販売／ニプロESファーマ株式会社
クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」 プロモーション提携／吉富薬品株式会社製造販売

／ニプロESファーマ株式会社
クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」／クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」／クエチアピン錠200mg「ヨシトミ」 プロモーション提携／吉富薬品株式会社製造販売

／ニプロESファーマ株式会社
クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」／クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」／クエチアピン錠200mg「ヨシトミ」 販売／ニプロ株式会社製造販売／ニプロESファー

マ株式会社
オランザピン細粒1%「ヨシトミ」 プロモーション提携／吉富薬品株式会社製造販売

／ニプロESファーマ株式会社
オランザピン錠2.5mg「ヨシトミ」／オランザピン錠5mg「ヨシトミ」／オランザピン錠10mg「ヨシトミ」 プロモーション提携／吉富薬品株式会社製造販売

／ニプロESファーマ株式会社
オランザピンOD錠5mg「ヨシトミ」／オランザピンOD錠10mg「ヨシトミ」 プロモーション提携／吉富薬品株式会社製造販売

／ニプロESファーマ株式会社
アリピプラゾール錠3mg「ヨシトミ」／アリピプラゾール錠6mg「ヨシトミ」／アリピプラゾール錠12mg「ヨシト
ミ」／アリピプラゾール散1％「ヨシトミ」

プロモーション提携／吉富薬品株式会社製造販売
／ニプロESファーマ株式会社

アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」／アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」／アリピプラゾールOD錠12mg
「ヨシトミ」／アリピプラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」

プロモーション提携／吉富薬品株式会社製造販売
／ニプロESファーマ株式会社

セルトラリン錠25mg「タナベ」／セルトラリン錠50mg「タナベ」／セルトラリン錠100mg「タナベ」 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
リルゾール錠50mg「タナベ」 **製造販売／ニプロESファーマ株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「タナベ」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「タナベ」 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タナベ」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タナ
ベ」

製造販売元／ニプロESファーマ株式会社

ドネペジル塩酸塩内用液3mg「タナベ」／ドネペジル塩酸塩内用液5mg「タナベ」／ドネペジル塩酸塩内用液10mg
「タナベ」

製造販売元／ニプロESファーマ株式会社

アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 **製造販売／ニプロESファーマ株式会社
セスデンカプセル30mg **製造販売／ニプロESファーマ株式会社
アロフト錠20mg **製造販売／ニプロESファーマ株式会社
セスデン注7.5mg **製造販売／ニプロESファーマ株式会社
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」／ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 **,*製造販売／ニプロESファーマ株式会社
テモカプリル塩酸塩錠1mg「タナベ」／テモカプリル塩酸塩錠2mg「タナベ」／テモカプリル塩酸塩錠4mg「タナ
ベ」

製造販売／ニプロESファーマ株式会社

ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」／ドキサゾシン錠1mg「タナベ」／ドキサゾシン錠2mg「タナベ」／ドキサゾシ
ン錠4mg「タナベ」

**製造販売／ニプロESファーマ株式会社

カルベジロール錠1.25mg「タナベ」／カルベジロール錠2.5mg「タナベ」／カルベジロール錠10mg「タナベ」／
カルベジロール錠20mg「タナべ」

製造販売／ニプロESファーマ株式会社

カンデサルタン錠2mg「タナベ」／カンデサルタン錠4mg「タナベ」／カンデサルタン錠8mg「タナベ」／カンデ
サルタン錠12mg「タナベ」

製造販売／ニプロESファーマ株式会社

バルサルタン錠20mg「タナベ」／バルサルタン錠40mg「タナベ」／バルサルタン錠80mg「タナベ」／バルサルタ
ン錠160mg「タナベ」

製造販売／ニプロESファーマ株式会社

テルミサルタン錠20mg「タナベ」／テルミサルタン錠40mg「タナベ」／テルミサルタン錠80mg「タナベ」 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」／アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 *製造販売／ニプロESファーマ株式会社
ロサルヒド配合錠LD「タナベ」／ロサルヒド配合錠HD「タナベ」 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
バルヒディオ配合錠MD「タナベ」／バルヒディオ配合錠EX「タナベ」 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
アムバロ配合錠「タナベ」 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
ベニジピン塩酸塩錠2mg「タナベ」／ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」／ベニジピン塩酸塩錠8mg「タナベ」 **,*製造販売／ニプロESファーマ株式会社
アムロジピン錠2.5mg「タナベ」／アムロジピン錠5mg「タナベ」／アムロジピン錠10mg「タナベ」 *製造販売／ニプロESファーマ株式会社
プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」／プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
メチエフ散10% 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
メチエフ注40mg 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
フスタゾール糖衣錠10mg 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
フスタゾール散10% 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
フスタゾール錠小児用2.5mg 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
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チスタニン糖衣錠100mg 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
アスベリン錠10／アスベリン錠20／アスベリン散10％／アスベリンドライシロップ2％／アスベリンシロップ
0.5％／アスベリンシロップ「調剤用」2％

製造販売元／ニプロESファーマ株式会社

ベラチン錠1mg／ベラチンドライシロップ小児用0.1％ 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
イノリン錠3mg／イノリン散1% **,*製造販売／ニプロESファーマ株式会社
イノリンシロップ0.1％ **製造販売／ニプロESファーマ株式会社
イノリン吸入液0.5％ **製造販売／ニプロESファーマ株式会社
ニザチジンカプセル　75mg「タナベ」／ニザチジンカプセル　150mg「タナベ」 **,*製造販売／ニプロESファーマ株式会社
レバミピド錠100mg「タナベ」 **製造販売／ニプロESファーマ株式会社
ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社販売／ニ

プロ株式会社
ラベプラゾールNa錠20mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社販売／ニ

プロ株式会社
ラベプラゾールNa錠5mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社販売／ニ

プロ株式会社
ガランターゼ散50％ 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」 **,*製造販売／ニプロESファーマ株式会社
チウラジール錠50mg 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
ヒポクライン注射液1.2／ヒポクライン注射液2.4 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」／プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」 *製造販売／ニプロESファーマ株式会社
ナフトピジルOD錠25mg「タナベ」／ナフトピジルOD錠50mg「タナベ」／ナフトピジルOD錠75mg「タナベ」 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
ベストン糖衣錠（25mg） **,*製造販売／ニプロESファーマ株式会社
ハイボン錠20mg／ハイボン細粒10％／ハイボン細粒20％ 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
ハイボン錠40mg 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
アスパラ−CA錠200 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
アスパラカリウム錠300mg／アスパラカリウム散50% 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
アスパラカリウム注10mEq 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
アスパラ注射液 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
アドナ錠10mg／アドナ錠30mg／アドナ散10％ **,*製造販売／ニプロESファーマ株式会社
アドナ注10mg 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
アドナ注（静脈用）25mg／アドナ注（静脈用）50mg／アドナ注（静脈用）100mg 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
クロピドグレル錠25mg「タナベ」／クロピドグレル錠50mg「タナベ」／クロピドグレル錠75mg「タナベ」 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
アロプリノール錠50mg「タナベ」／アロプリノール錠100mg「タナベ」 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
グリメピリド錠0.5mg「タナベ」／グリメピリド錠1mg「タナベ」／グリメピリド錠3mg「タナベ」 **製造販売／ニプロESファーマ株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」／ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」 **製造販売／ニプロESファーマ株式会社
リセドロン酸Na塩錠2.5mg「タナベ」 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
注射用サイメリン50mg／注射用サイメリン100mg 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
アレギサール錠5mg／アレギサール錠10mg／アレギサールドライシロップ0.5％ **,*製造販売／ニプロESファーマ株式会社
セチリジン塩酸塩錠5mg「タナベ」／セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」 **製造販売／ニプロESファーマ株式会社
ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「タナベ」／ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 販売／ニプロ株式会社製造販売／ニプロESファー

マ株式会社
ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」／ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 販売／ニプロ株式会社製造販売／ニプロESファー

マ株式会社
モンテルカスト細粒4mg「タナベ」 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「タナベ」 *製造販売／ニプロESファーマ株式会社
モンテルカスト錠5mg「タナベ」／モンテルカスト錠10mg「タナベ」 *製造販売／ニプロESファーマ株式会社
クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「タナベ」／トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
レボフロキサシン錠250mg「タナベ」／レボフロキサシン錠500mg「タナベ」 製造販売／ニプロESファーマ株式会社
テルビナフィン錠 125mg「タナベ」 **製造販売／ニプロESファーマ株式会社
LH−RH注0.1mg「タナベ」 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
TRH注0.5mg「タナベ」 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 製造販売元／ニプロESファーマ株式会社
リボトリール錠0.5mg／リボトリール錠1mg／リボトリール錠2mg／リボトリール細粒0.1%／リボトリール細粒
0.5%

製造販売元／太陽ファルマ株式会社

マドパー配合錠 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
ジゴシン錠0.125mg／ジゴシン錠0.25mg／ジゴシン散0.1％ 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
ジゴシンエリキシル0.05mg／mL 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
ジゴシン注0.25mg 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
インデラル錠10mg *製造販売元／太陽ファルマ株式会社
テノーミン錠50／テノーミン錠25 **製造販売元／太陽ファルマ株式会社
インデラル注射液2mg *製造販売元／太陽ファルマ株式会社
メキシチールカプセル50mg／メキシチールカプセル100mg 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
メキシチール点滴静注125mg ＊＊製造販売元／太陽ファルマ株式会社
セロケン錠20mg **製造販売元／太陽ファルマ株式会社
セロケンＬ錠120mg **製造販売元／太陽ファルマ株式会社
グリセオール注／グリセオール注／グリセオール注 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
レスプレン錠5mg／レスプレン錠20mg／レスプレン錠30mg 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
オメプラール錠10／オメプラール錠20 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
カイトリル錠1mg／カイトリル錠2mg／カイトリル細粒0.4％ 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
カイトリル注1mg／カイトリル注3mg／カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL／カイトリル点滴静注バッグ
3mg/100mL

製造販売元／太陽ファルマ株式会社

チガソンカプセル10／チガソンカプセル25 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
ピドキサール錠10mg／ピドキサール錠20mg／ピドキサール錠30mg 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
ピドキサール注10mg／ピドキサール注30mg 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
オイグルコン錠1.25mg／オイグルコン錠2.5mg 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
フルツロンカプセル200 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
ロセフィン静注用0.5g／ロセフィン静注用1g／ロセフィン点滴静注用1gバッグ 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
バクトラミン配合錠／バクトラミン配合顆粒 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
バクトラミン注 製造販売元／太陽ファルマ株式会社
エブリスディドライシロップ60mg 製造販売元／中外製薬株式会社
バビースモ硝子体内注射液120mg/mL 製造販売元／中外製薬株式会社
ラニラピッド錠0.05mg／ラニラピッド錠0.1mg 製造販売元／中外製薬株式会社
シグマート錠2.5mg／シグマート錠5mg 製造販売元／中外製薬株式会社
シグマート注2mg／シグマート注12mg／シグマート注48mg 製造販売元／中外製薬株式会社
レナジェル錠250mg 製造販売元／中外製薬株式会社
プルモザイム吸入液2.5mg 製造販売元／中外製薬株式会社
アルファロール散1μg／g 製造販売元／中外製薬株式会社
アルファロールカプセル0.25μg／アルファロールカプセル0.5μg／アルファロールカプセル1μg 製造販売元／中外製薬株式会社
アルファロールカプセル3μg 製造販売元／中外製薬株式会社
アルファロール内用液0.5μg／mL 製造販売元／中外製薬株式会社
ロカルトロールカプセル0.25／ロカルトロールカプセル0.5 製造販売元／中外製薬株式会社
エディロール錠0.5μg／エディロール錠0.75μg 製造販売元／中外製薬株式会社発売／東和薬品株

式会社
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エディロールカプセル0.5μg／エディロールカプセル0.75μg 製造販売元／中外製薬株式会社
オキサロール注2.5μg／オキサロール注5μg／オキサロール注10μg 製造販売元／中外製薬株式会社
ノイトロジン注50μg／ノイトロジン注100μg／ノイトロジン注250μg 製造販売元／中外製薬株式会社
モニラック原末 製造販売元／中外製薬株式会社
モニラック・シロップ65％ 製造販売元／中外製薬株式会社
セルセプトカプセル250／セルセプト懸濁用散31.8% 製造販売元／中外製薬株式会社
スベニールディスポ関節注25mg 製造販売元／中外製薬株式会社
エポジン注シリンジ750 製造販売元／中外製薬株式会社
エポジン注シリンジ1500／エポジン注シリンジ3000 製造販売元／中外製薬株式会社
エポジン皮下注シリンジ24000 製造販売元／中外製薬株式会社
ミルセラ注シリンジ12.5μg／ミルセラ注シリンジ25μg／ミルセラ注シリンジ50μg／ミルセラ注シリンジ75μg
／ミルセラ注シリンジ100μg／ミルセラ注シリンジ150μg／ミルセラ注シリンジ200μg／ミルセラ注シリンジ
250μg

製造販売元／中外製薬株式会社

ゼローダ錠300 製造販売元／中外製薬株式会社
タルセバ錠25mg／タルセバ錠100mg 製造販売元／中外製薬株式会社
タルセバ錠150mg 製造販売元／中外製薬株式会社
アレセンサカプセル150mg 製造販売元／中外製薬株式会社
ゼルボラフ錠240mg 製造販売元／中外製薬株式会社
ロズリートレクカプセル100mg／ロズリートレクカプセル200mg 製造販売元／中外製薬株式会社
ハーセプチン注射用60／ハーセプチン注射用150 製造販売元／中外製薬株式会社
アバスチン点滴静注用100mg/4mL／アバスチン点滴静注用400mg/16mL 製造販売元／中外製薬株式会社
パージェタ点滴静注420mg/14mL 製造販売元／中外製薬株式会社
カドサイラ点滴静注用100mg／カドサイラ点滴静注用160mg 製造販売元／中外製薬株式会社
テセントリク点滴静注840mg／テセントリク点滴静注1200mg 製造販売元／中外製薬株式会社
ガザイバ点滴静注1000mg 製造販売元／中外製薬株式会社
ガザイバ点滴静注1000mg 製造販売元／中外製薬株式会社販売／日本新薬株

式会社
ポライビー点滴静注用30mg／ポライビー点滴静注用140mg 製造販売元／中外製薬株式会社
ピシバニール注射用1KE／ピシバニール注射用5KE 製造販売元／中外製薬株式会社
タミフルカプセル75 製造販売元／中外製薬株式会社
タミフルドライシロップ3％ 製造販売元／中外製薬株式会社
ロナプリーブ注射液セット300／ロナプリーブ注射液セット1332 製造販売元／中外製薬株式会社
ヘムライブラ皮下注30mg／ヘムライブラ皮下注60mg／ヘムライブラ皮下注90mg／ヘムライブラ皮下注105mg／ヘ
ムライブラ皮下注150mg

製造販売元／中外製薬株式会社

ペガシス皮下注90μg／ペガシス皮下注180μg 製造販売元／中外製薬株式会社
アクテムラ点滴静注用80mg／アクテムラ点滴静注用200mg／アクテムラ点滴静注用400mg 製造販売元／中外製薬株式会社
アクテムラ皮下注162mgシリンジ／アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 製造販売元／中外製薬株式会社
エンスプリング皮下注120mgシリンジ 製造販売元／中外製薬株式会社
トリアゾラム錠0.125mg「ＣＨ」／トリアゾラム錠0.25mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

長生堂製薬株式会社
ブロチゾラム錠0.25mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

長生堂製薬株式会社
アセトアミノフェン「ＪＧ」原末 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

長生堂製薬株式会社
アセトアミノフェン細粒20％「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

長生堂製薬株式会社
アセトアミノフェン錠200mg「ＪＧ」／アセトアミノフェン錠300mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

長生堂製薬株式会社
アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「ＪＧ」／アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「ＪＧ」／アセトアミノ
フェン坐剤小児用200mg「ＪＧ」

販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

インドメタシン坐剤12.5mg「ＪＧ」／インドメタシン坐剤25mg「ＪＧ」／インドメタシン坐剤50mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「ＣＨ」／ロキソプロフェンナトリウム細粒10％「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ケトプロフェン坐剤50mg「ＪＧ」／ケトプロフェン坐剤75mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

トリヘキシフェニジル塩酸塩散1％「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

トリモール錠2mg／トリモール細粒2％ 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ロピニロール錠0.25mg「ＪＧ」／ロピニロール錠1mg「ＪＧ」／ロピニロール錠2mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ハロペリドール錠0.75mg「ＪＧ」／ハロペリドール錠1.5mg「ＪＧ」／ハロペリドール錠1mg「ＪＧ」／ハロペリ
ドール錠3mg「ＪＧ」

販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

*ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」／*ゾテピン錠50mg「ヨシトミ」／*ゾテピン錠100mg「ヨシトミ」／*ゾテピン細
粒10％「ヨシトミ」／*ゾテピン細粒50％「ヨシトミ」

製造販売元／長生堂製薬株式会社

エチゾラム錠0.25mg「ＪＧ」／エチゾラム錠0.5mg「ＪＧ」／エチゾラム錠1mg「ＪＧ」／エチゾラム細粒1％
「ＪＧ」

販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

リスペリドン錠1mg「ＣＨ」／リスペリドン錠2mg「ＣＨ」／リスペリドン錠3mg「ＣＨ」／リスペリドン細粒1％
「ＣＨ」

販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」／フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」／フルボキサミンマレイ
ン酸塩錠75mg「CH」

製造販売元／長生堂製薬株式会社販売元／日本
ジェネリック株式会社

ミルタザピン錠15mg「JG」／ミルタザピン錠30mg「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

デュロキセチンカプセル20mg「JG」／デュロキセチンカプセル30mg「JG」 製造販売元／長生堂製薬株式会社販売元／日本
ジェネリック株式会社

チアプリド錠25mg「ＪＧ」／チアプリド錠50mg「ＪＧ」／チアプリド細粒10％「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

チザニジン錠1mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

タチオン点眼用2％ *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

オフロキサシン点眼液0.3％「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ケトチフェン点眼液0.05％「ＣＨ」 **販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

ラタノプロスト点眼液0.005％「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

*ケトチフェン点鼻液0.05％「ＣＨ」 **販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

**フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「JG」28噴霧用／**フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻
液50μg「JG」56噴霧用

販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ＣＨ」 *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社
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*アテノロール錠25mg「ＪＧ」／*アテノロール錠50mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

*メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「ＪＧ」／*メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「ＪＧ」 *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

*ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「ＣＨ」／*ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

スピロノラクトン錠25mg「ＣＨ」／スピロノラクトン錠50mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

アゾセミド錠30mg「ＪＧ」／アゾセミド錠60mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

カプトプリル錠12.5mg「ＪＧ」／カプトプリル錠25mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

アラセプリル錠12.5mg「ＪＧ」／アラセプリル錠25mg「ＪＧ」／アラセプリル錠50mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ドキサゾシン錠0.5mg「ＪＧ」／ドキサゾシン錠1mg「ＪＧ」／ドキサゾシン錠2mg「ＪＧ」／ドキサゾシン錠4mg
「ＪＧ」

販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

セリプロロール塩酸塩錠100mg「ＣＨ」／セリプロロール塩酸塩錠200mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

イルベサルタン錠50mg「JG」／イルベサルタン錠100mg「JG」／イルベサルタン錠200mg「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

イルアミクス配合錠LD「JG」／イルアミクス配合錠HD「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ＣＨ」／ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

**ジピリダモール錠12.5mg「ＪＧ」／**ジピリダモール散12.5％「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

**ジピリダモール錠25mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

**ジピリダモール錠100mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ベニジピン塩酸塩錠2mg「ＣＨ」／ベニジピン塩酸塩錠4mg「ＣＨ」／ベニジピン塩酸塩錠8mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

アムロジピン錠2.5mg「ＣＨ」／アムロジピン錠5mg「ＣＨ」／アムロジピン錠10mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

アムロジピンＯＤ錠2.5mg「ＣＨ」／アムロジピンＯＤ錠5mg「ＣＨ」／アムロジピンＯＤ錠10mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ヘプロニカート錠100mg「ＣＨ」 *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

ベザフィブラート徐放錠100mg「ＪＧ」／ベザフィブラート徐放錠200mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

プラバスタチンＮａ錠5mg「チョーセイ」／プラバスタチンＮａ錠10mg「チョーセイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ボセンタン錠62.5mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

**アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ＪＧ」 *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

**，*アンブロキソール塩酸塩内用液0.75％「ＪＧ」 **販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

アニスーマ坐剤 **販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ファモチジン錠10mg「ＪＧ」／ファモチジン錠20mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

スルピリド錠50mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ソファルコン細粒20％「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ポラプレジンク顆粒15％「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ポラプレジンクＯＤ錠75mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

アイスフラット懸濁用配合顆粒 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

**，*ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「ＪＧ」 **販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「ＪＧ」 販売元／堀井薬品工業株式会社製造販売元／長生
堂製薬株式会社

**ビサコジル坐剤乳幼児用2mg「ＪＧ」 **販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

**，*ビサコジル坐剤10mg「ＪＧ」 **販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

*ドンペリドン錠5mg「ＪＧ」／*ドンペリドン錠10mg「ＪＧ」 *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

イトプリド塩酸塩錠50mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

デキサメタゾン軟膏口腔用0.1％「ＣＨ」 **販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

*ドンペリドン坐剤10mg「ＪＧ」／*ドンペリドン坐剤30mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ヘルミチンＳ坐剤 *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

*プロピベリン塩酸塩錠10mg「ＪＧ」／*プロピベリン塩酸塩錠20mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠0.1mg「ＣＨ」／タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠0.2mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ナフトピジル錠25mg「ＪＧ」／ナフトピジル錠50mg「ＪＧ」／ナフトピジル錠75mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

イミダフェナシン錠0.1mg「JG」／イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ハイアラージン軟膏 2％ **販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

ハイアラージン外用液2％ *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社
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**カルプロニウム塩化物外用液5%「CH」 *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

**カルプロニウム塩化物外用液5％「CH」 発売元／佐藤製薬株式会社製造販売元／長生堂製
薬株式会社

マキサカルシトール軟膏25μg／g「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

*メナテトレノンカプセル15mg「ＣＨ」 *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「ＣＨ」／イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「ＣＨ」／イコサ
ペント酸エチル粒状カプセル900mg「ＣＨ」

販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ベラプロストナトリウム錠20μg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

タチオン錠50mg／タチオン錠100mg／タチオン散20％ *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

タチオン注射用100mg／タチオン注射用200mg *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

ボグリボース錠0.2mg「ＪＧ」／ボグリボース錠0.3mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

トラニラストカプセル100mg「ＣＨ」／トラニラストＤＳ5％「ＣＨ」 *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

**，*オキサトミド錠30mg「ＣＨ」 **販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

**エピナスチン塩酸塩錠10mg「ＪＧ」／**エピナスチン塩酸塩錠20mg「ＪＧ」 *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

*スプラタストトシル酸塩カプセル50mg「ＪＧ」／*スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「ＪＧ」 *販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
／長生堂製薬株式会社

エバスチン錠5mg「ＣＨ」／エバスチン錠10mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

セチリジン塩酸塩錠5mg「ＣＨ」／セチリジン塩酸塩錠10mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ロラタジンＤＳ1％「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」 販売元／岩城製薬株式会社製造販売元／長生堂製
薬株式会社

セファレキシン顆粒500mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

セファクロル細粒小児用10％「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

セファクロルカプセル250mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

セフスパンカプセル50mg／セフスパンカプセル100mg／セフスパン細粒50mg 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

セフポドキシムプロキセチル錠100mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

セフジニル細粒小児用10％「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

セフジニルカプセル50mg「ＪＧ」／セフジニルカプセル100mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

セフジトレンピボキシル錠100mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10％「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「ＣＨ」／セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

エポセリン坐剤125／エポセリン坐剤250 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ロキシスロマイシン錠150mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

クラリスロマイシン錠50mg小児用「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

クラリスロマイシン錠200mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

アジスロマイシン細粒小児用10％「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

アジスロマイシン錠250mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

アジスロマイシンカプセル小児用100mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

*サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「ＣＨ」／*サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元
（輸入元）／長生堂製薬株式会社

オフロキサシン錠100mg「ＪＧ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

レボフロキサシン錠250mg「ＣＨ」／レボフロキサシン錠500mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

アシクロビル顆粒40％「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

アシクロビル錠200mg「ＣＨ」／アシクロビル錠400mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

テルビナフィン錠125mg「ＣＨ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
長生堂製薬株式会社

ツムラ紫雲膏 製造販売元／株式会社ツムラ
メタライト250カプセル 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラの生薬コウジン末(調剤用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
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ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラきゅう帰膠がい湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
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ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用） 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) 製造販売元／株式会社ツムラ
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) *製造販売元／株式会社ツムラ
日本薬局方　ブシ末ブシ末（調剤用）「ツムラ」 製造販売元／株式会社ツムラ
ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」／ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」／ジアゼパム錠5mg「ツルハラ」／ジアゼパム錠10mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
メダゼパム錠2（ツルハラ）／メダゼパム錠5（ツルハラ） 製造販売元／鶴原製薬株式会社
トフィソパム細粒10%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
クロルジアゼポキシド錠5mg「ツルハラ」／クロルジアゼポキシド錠10mg「ツルハラ」／クロルジアゼポキシド
散1%「ツルハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

ジクロフェナクNa錠25mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ピロキシカムカプセル10mg「ツルハラ」／ピロキシカムカプセル20mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」／※※　アマンタジン塩酸塩錠100mg「ツルハラ」／※※　アマ
ンタジン塩酸塩細粒10%「ツルハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

＊＊　アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 販　売　元／日本ジェネリック株式会社製造販売
元／鶴原製薬株式会社

クロルプロマジン塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」／クロチアゼパム錠10mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ハロペリドール錠1.5mg「ツルハラ」／ハロペリドール細粒1%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
エチゾラム錠0.25mg「ツルハラ」／エチゾラム錠0.5mg「ツルハラ」／エチゾラム錠1mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
パロキセチン錠5mg「TSU」／パロキセチン錠10mg「TSU」／パロキセチン錠20mg「TSU」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
セルトラリン錠25mg「ツルハラ」／セルトラリン錠50mg「ツルハラ」／セルトラリン錠100mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
マリキナ配合顆粒 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「TSU」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「ツルハラ」／クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg
「ツルハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　チキジウム臭化物カプセル5mg「ツルハラ」／※　チキジウム臭化物カプセル10mg「ツルハラ」／※　チキ
ジウム臭化物顆粒2%「ツルハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

※　ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／鶴原製薬株

式会社
※※　エペリゾン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
チザニジン錠1mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　※　ノルフロキサシン点眼液0.3%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　ケトチフェン点眼液0.05%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　※　ケトチフェン点鼻液0.05%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　※　ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」／ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「TSU」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
＊　ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」 販　売　元／日本ジェネリック株式会社製造販売

元／鶴原製薬株式会社
アミノフィリン静注液250mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ユビデカレノンカプセル5mg「ツルハラ」／ユビデカレノン錠10mg「ツルハラ」／ユビデカレノン顆粒1%「ツル
ハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

※※　ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　カルテオロール塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　ピンドロール錠5mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　アテノロール錠25mg「ツルハラ」／※※　アテノロール錠50mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「ツルハラ」／※※　メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　トリクロルメチアジド錠2mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
スピロノラクトン錠25mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
メチルドパ錠（ツルハラ）125／メチルドパ錠（ツルハラ）250 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　ニカルジピン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」／※　ニカルジピン塩酸塩錠20mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
カンデサルタン錠2mg「ツルハラ」／カンデサルタン錠4mg「ツルハラ」／カンデサルタン錠8mg「ツルハラ 」／
カンデサルタン錠12mg「ツルハラ 」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

バルサルタン錠20mg「ツルハラ」／バルサルタン錠40mg「ツルハラ」／バルサルタン錠80mg「ツルハラ」／バル
サルタン錠160mg「ツルハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

テルミサルタン錠20mg「ツルハラ」／テルミサルタン錠40mg「ツルハラ」／テルミサルタン錠80mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社

オルメサルタン錠5mg「ツルハラ」／オルメサルタン錠10mg「ツルハラ」／オルメサルタン錠20mg「ツルハラ」
／オルメサルタン錠40mg「ツルハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

ロサルヒド配合錠LD「ツルハラ」／ロサルヒド配合錠HD「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
バルヒディオ配合錠MD「ツルハラ」／バルヒディオ配合錠EX「ツルハラ」 製造販売／鶴原製薬株式会社
ジルムロ配合錠LD「ツルハラ」／ジルムロ配合錠HD「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ツルハラ」／※※　ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ベラパミル塩酸塩錠40mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ジピリダモール錠12.5mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　硝酸イソソルビド徐放錠20mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ニフェジピンカプセル5mg「ツルハラ」／ニフェジピン錠10mg「ツルハラ」／ニフェジピン細粒1%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ニフェジピンＬ錠10mg「ツルハラ」／ニフェジピンＬ錠20mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
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※　ベニジピン塩酸塩錠2mg「ツルハラ」／ベニジピン塩酸塩錠4mg「ツルハラ」／※　ベニジピン塩酸塩錠8mg
「ツルハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

アムロジピン錠2.5mg「ツルハラ」／アムロジピン錠5mg「ツルハラ」／アムロジピン錠10mg「ツルハラ」 製造発売元／鶴原製薬株式会社
クロフィブラートカプセル250mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　プロブコール錠250mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
プラバスタチンナトリウム錠5mg「ツルハラ」／プラバスタチンナトリウム錠 10mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
アトルバスタチン錠5mg「TSU」／アトルバスタチン錠10mg「TSU」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ピタバスタチンCa錠1mg「ツルハラ」／ピタバスタチンCa錠2mg「ツルハラ」／ピタバスタチンCa錠4mg「ツルハ
ラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」／ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「ツルハラ」／※※　イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」 発売元／わかもと製薬株式会社製造販売元／鶴原

製薬株式会社
※　デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」／※　デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒
10%「ツルハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

ペントキシベリンクエン酸塩錠15mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」／※※　カルボシステイン錠500mg「ツルハラ」／※※　カルボシ
ステイン細粒50%「ツルハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

※※　カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」／※※　カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／鶴原製薬株
式会社

※　カルボシステインシロップ５％「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
カルボシステインＤＳ50%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
テオフィリン徐放錠50mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」／※※　テオフィリン徐放錠200mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　※　アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　※　アズレン顆粒1%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　アズレン錠2mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
シメチジン錠200mg「ツルハラ」／シメチジン錠400mg「ツルハラ」／シメチジン細粒20%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　ファモチジン錠10mg「ツルハラ」／※　ファモチジン錠20mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
アルジオキサ顆粒50%「ツルハラ」／アルジオキサ顆粒25％「ツルハラ」／アルジオキサ錠100mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　スクラルファート細粒90%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　テプレノンカプセル50mg「ツルハラ」／※※　テプレノン細粒10%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
レバミピド錠100mg「TSU」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
オメプラゾール錠10mg「TSU」／オメプラゾール錠20mg「TSU」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
レスポリックス配合顆粒 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　マナミンＧＡ配合顆粒 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　β−ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）散50%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
マナミンＴＭ散 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　オーネスＳＴ配合錠 製造販売元／鶴原製薬株式会社
リタロクス懸濁用配合顆粒 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　センノシド錠12mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　メトクロプラミド細粒2%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

鶴原製薬株式会社
ドンペリドン錠5mg「ツルハラ」／ドンペリドン錠10mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ツルハラ」／トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「TSU」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「TSU」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
シロドシンOD 錠2mg「ツルハラ」／シロドシンOD 錠4mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「ツルハラ」／ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
イミダフェナシンOD錠0.1mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　ガンマオリザノール錠50mg「ツルハラ」／※　ガンマオリザノール細粒20%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「ツルハラ」／※　チアミン塩化物塩酸塩注射液50mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
チアミンジスルフィド錠10mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　FAD錠5mg「ツルハラ」／※※　FAD錠10mg「ツルハラ」／※※　FADシロップ0.3%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」／※　リボフラビン酪酸エステル細粒10%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　※　パンテチン錠30mg「ツルハラ」／※※　※　パンテチン錠60mg「ツルハラ」／※※　※　パンテチン
細粒20%「ツルハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

※※　※　ピリドキサール錠10mg「ツルハラ」／※※　※　ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」／※※　※　ピ
リドキサール錠30mg「ツルハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

＊　ピリドキサール錠10mg「ツルハラ」／＊　ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
鶴原製薬株式会社

ピリドキサール錠30mg「ツルハラ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／鶴原製薬株
式会社

メコバラミン錠500（ツルハラ） 製造販売元／鶴原製薬株式会社
シアノコバラミン注射液1mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　アスコルビン酸注射液100mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」／※　トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社

※　ビタミンＫ1錠 5mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ジアイナ配合カプセル 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　ジアイナ配合静注液 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg「ツルハラ」／※　クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ツルハラ」／※※　※　カルバゾクロムスルホン酸Na細粒10%「ツ
ルハラ」

製造販売元／鶴原製薬株式会社

※※　トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　チクロピジン塩酸塩錠100mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
シロスタゾールＯＤ錠50mg「ツルハラ」／シロスタゾールＯＤ錠100mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「TSU」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「TSU」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
クロピドグレル錠25mg「ツルハラ」／クロピドグレル錠75mg「ツルハラ」 製造発売元／鶴原製薬株式会社
ファモター配合錠A81 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
アロプリノール錠50mg「ツルハラ」／アロプリノール錠100mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
アロプリノール錠100mg「ツルハラ」 販　売　元／日本ジェネリック株式会社製造販売

元／鶴原製薬株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「TSU」／ピオグリタゾン錠30mg「TSU」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」 製造販売／鶴原製薬株式会社
※※　イプリフラボン錠200mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
＊＊　ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「ツルハラ」 製造販売／鶴原製薬株式会社
メキタジン錠3mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　d　-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　ホモクロルシクリジン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
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※※　ケトチフェンカプセル1mg「ツルハラ」／※※　ケトチフェンDS小児用0.1%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※※　※　アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「ツルハラ」／※※　アゼラスチン塩酸塩錠1mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　オキサトミド錠30mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　オキサトミドドライシロップ小児用2%「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
セチリジン塩酸塩錠5mg「ツルハラ」／セチリジン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ツルハラ」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「TSU」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「TSU」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
モンテルカスト細粒4mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
モンテルカスト錠5mg「ツルハラ」／モンテルカスト錠10mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ノルフロキサシン錠100mg「ツルハラ」／ノルフロキサシン錠200mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
オフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
※　シプロフロキサシン錠100mg「ツルハラ」／※　シプロフロキサシン錠200mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
バラシクロビル錠500mg「ツルハラ」 製造販売元／鶴原製薬株式会社
ダイフェン配合錠／ダイフェン配合顆粒 製造販売元／鶴原製薬株式会社
オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」／オンダンセトロンODフィルム2mg「GFP」 製造販売元／ツキオカフィルム製薬株式会社販売

元／ミヤリサン製薬株式会社
テイカゾン点眼・点耳・点鼻液0.1％ 製造販売元／テイカ製薬株式会社
チモロール点眼液0.25%「テイカ」／チモロール点眼液0.5%「テイカ」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
チモロールXE点眼液0.25%「TS」／チモロールXE点眼液0.5%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
**クロモグリク酸Na点眼液2%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」／ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12％「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
**ペミロラストK点眼液0.1%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
トラニラスト点眼液0．5％「ＴＳ」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005％「TS」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販

売元／テイカ製薬株式会社
ニプラノール点眼液0.25% 製造販売元／テイカ製薬株式会社
レボフロキサシン点眼液0.5％「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
レボフロキサシン点眼液0.5％「TS」 販売元／アルフレッサファーマ株式会社製造販売

元／テイカ製薬株式会社
レボフロキサシン点眼液1.5%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
レボカバスチン点眼液0.025%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
レボカバスチン点眼液0.025%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社発売元／千寿製

薬株式会社販売／武田薬品工業株式会社
オロパタジン点眼液0.1%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
ビマトプロスト点眼液0.03%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
ビマトプロスト点眼液0.03%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社販売元／*ロー

トニッテン株式会社
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「TS」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

テイカ製薬株式会社
ラタチモ配合点眼液「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
ドルモロール配合点眼液「TS」 製造販売元／テイカ製薬株式会社
ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」／ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」／ピタバスタチンカルシウム
錠4mg「KOG」

製造販売元／テイカ製薬株式会社販売提携／興和
株式会社

ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」／ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」／ピタバスタチンカルシ
ウムOD錠4mg「KOG」

製造販売元／テイカ製薬株式会社販売提携／興和
株式会社

ソフラチュール貼付剤10cm／ソフラチュール貼付剤30cm 製造販売元／テイカ製薬株式会社
アコニップパップ70mg 製造販売元／テイカ製薬株式会社
ラクティオンパップ70mg 販売元／三笠製薬株式会社製造販売元／テイカ製

薬株式会社
ラクティオンパップ70mg 製造販売元／テイカ製薬株式会社
ペキロンクリーム0.5% 製造販売元／テイカ製薬株式会社
ソアナース軟膏 製造販売元／テイカ製薬株式会社
ソアナース軟膏 製造販売元／テイカ製薬株式会社発売元／サン

ファーマ株式会社
インテバン坐剤25／インテバン坐剤50 製造販売元／帝國製薬株式会社
リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」／リバスチグミンテープ9mg「アメル」／リバスチグミンテープ13.5mg
「アメル」／リバスチグミンテープ18mg「アメル」

製造販売元／帝國製薬株式会社発売元／共和薬品
工業株式会社

アリドネパッチ27.5mg／アリドネパッチ55mg 製造販売元／帝國製薬株式会社販売元／興和株式
会社

硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「テイコク」 製造販売元／帝國製薬株式会社
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「テイコク」／ツロブテロールテープ１ｍｇ「テイコク」／ツロブテロール
テープ２ｍｇ「テイコク」

販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
帝國製薬株式会社

グリセリン浣腸「オヲタ」150／グリセリン浣腸「オヲタ」120／グリセリン浣腸「オヲタ」60／グリセリン浣腸
「オヲタ」小児用30

製造販売元／帝國製薬株式会社販売元／日医工株
式会社

トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」 製造販売元／帝國製薬株式会社販売元／大正製薬
株式会社

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」／ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム
0.064%「テイコク」

製造販売元／帝國製薬株式会社販売元／日医工株
式会社

フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」／フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」 製造販売元／帝國製薬株式会社販売元／日医工株
式会社

プレドニゾロンクリーム0.5%「テイコク」 製造販売元／帝國製薬株式会社販売元／日医工株
式会社

ビスダーム軟膏0.1%／ビスダームクリーム0.1% 製造販売元／帝國製薬株式会社販売元／日医工株
式会社

クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 製造販売元／帝國製薬株式会社販売元／日医工株
式会社

ダイアコート軟膏0.05％／ダイアコートクリーム0.05％ 製造販売元／帝國製薬株式会社
ボチシート２０％ 販売元／日医工株式会社製造販売元／帝國製薬株

式会社
インテバン軟膏１％ 製造販売元／帝國製薬株式会社
インテバンクリーム１％ 製造販売元／帝國製薬株式会社
インテバン外用液１％ 製造販売元／帝國製薬株式会社
カトレップパップ70mg 製造販売元／帝國製薬株式会社
カトレップテープ35mg／カトレップテープ70mg 製造販売元／帝國製薬株式会社
ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

帝國製薬株式会社
ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 製造販売元／帝國製薬株式会社
ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

帝國製薬株式会社
ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 製造販売元／帝國製薬株式会社
ケトプロフェンパップＸＲ１２０ｍｇ「テイコク」 製造販売元／帝國製薬株式会社
ナパゲルン軟膏3%／ナパゲルンクリーム3%／ナパゲルンローション3% 製造販売元／帝國製薬株式会社
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販売名 企業名

セルタッチパップ70／セルタッチパップ140 製造販売元／帝國製薬株式会社
セルタッチテープ70 製造販売元／帝國製薬株式会社
ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「テイコク」 販売元／日医工株式会社製造販売元／帝國製薬株

式会社
ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「テイコク」／ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「テイコ
ク」

販売元／日医工株式会社製造販売元／帝國製薬株
式会社

ロキソプロフェンNaパップ100mg「テイコク」 製造販売元／帝國製薬株式会社
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 ※※発売元／科研製薬株式会社製造販売元／帝國

製薬株式会社
**ヘパリン類似物質ゲル0.3％「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／帝國製薬株

式会社
ヨードコート軟膏0.9% 製造販売元／帝國製薬株式会社
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「テイコク」 製造販売元／帝國製薬株式会社
**ヘパリン類似物質クリーム0.3％「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／帝國製薬株

式会社
**ヘパリン類似物質クリーム0.3％「日医工」 販売／持田製薬株式会社発売元／日医工株式会社

製造販売元／帝國製薬株式会社
**ヘパリン類似物質クリーム0.3％「日医工」 製造販売元／帝國製薬株式会社
**ヘパリン類似物質ローション0.3％「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／帝國製薬株

式会社
**ヘパリン類似物質ローション0.3％「日医工」 販売／持田製薬株式会社発売元／日医工株式会社

製造販売元／帝國製薬株式会社
**ヘパリン類似物質ローション0.3％「日医工」 製造販売元／帝國製薬株式会社
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「テイコク」 製造販売元／帝國製薬株式会社
ルパフィン錠10mg 製造販売元／帝國製薬株式会社販売／田辺三菱製

薬株式会社
ロラメット錠1.0 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬

品工業株式会社
パラミヂンカプセル300mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬

品工業株式会社
ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品

工業株式会社
オステラック錠100／オステラック錠200 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬

品工業株式会社
トアラセット配合錠「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「AA」／プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「AA」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品

工業株式会社
パロキセチン錠5mg「AA」／パロキセチン錠10mg「AA」／パロキセチン錠20mg「AA」 *製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬

品工業株式会社
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬

品工業株式会社
ロバキシン顆粒90％ 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬

品工業株式会社
静注用マグネゾール20mL 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品

工業株式会社
エペリゾン塩酸塩錠50mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品

工業株式会社
カンデサルタン錠2mg「あすか」／カンデサルタン錠4mg「あすか」／カンデサルタン錠8mg「あすか」／カンデ
サルタン錠12mg「あすか」

製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

カデチア配合錠LD「あすか」／カデチア配合錠HD「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

カムシア配合錠LD「あすか」／カムシア配合錠HD「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

アムロジピン錠2.5mg「あすか」／アムロジピン錠5mg「あすか」／アムロジピン錠10mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」／アムロジピンOD錠5mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

アムロジピンOD錠10mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

リピディル錠53.3mg／リピディル錠80mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

リピディル錠53.3mg／リピディル錠80mg 製造販売元／あすか製薬株式会社発売元／科研製
薬株式会社

シンバスタチン錠5mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

シンバスタチン錠10mg「あすか」／シンバスタチン錠20mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

*イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「あすか」／*イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

アルタット細粒20％ 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

アルタットカプセル37.5mg／アルタットカプセル75mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

ラフチジン錠5mg「AA」／ラフチジン錠10mg「AA」 *製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

アルタット静注用75㎎ 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

アルジオキサ錠100mg「あすか」／アルジオキサ顆粒25％「あすか」／アルジオキサ顆粒50％「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

レバミピド錠100mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

ラベプラゾールNa錠20mg「AA」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

ラベプラゾールNa錠5mg「AA」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

**メトクロプラミド錠5mg「あすか」／**メトクロプラミド錠10mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

メサラジン腸溶錠400mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「AA」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」 *製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬
品工業株式会社

HMG注用75単位「あすか」／HMG注用150単位「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社
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**HMG筋注用75単位「あすか」／**HMG筋注用150単位「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

ゴナトロピン筋注用1000単位／ゴナトロピン筋注用3000単位 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

ゴナトロピン注用5000単位 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

ゴナトロピン筋注用1000単位／ゴナトロピン筋注用3000単位 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

ゴナトロピン注用5000単位 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

uFSH注用75単位「あすか」／uFSH注用150単位「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

uFSH注用75単位「あすか」／uFSH注用150単位「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

アトニン−O注1単位／アトニン−O注5単位 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

チラーヂンS散0.01％ 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

チラーヂンS錠12.5μg／チラーヂンS錠25μg／チラーヂンS錠50μg／チラーヂンS錠75μg／チラーヂンS錠100μ
g

製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

チラーヂンS静注液200μg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

メルカゾール錠2.5mg／メルカゾール錠5mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

プロパジール錠50mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

メルカゾール注10mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

エナルモンデポー筋注125mg／エナルモンデポー筋注250mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

プロセキソール錠0.5mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

ホーリン錠1mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

ルテウム腟用坐剤400mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

プロスタール錠25 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

プロスタールL錠50mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

プラノバール配合錠 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

フリウェル配合錠LD「あすか」／フリウェル配合錠ULD「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

ドロエチ配合錠「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

セキソビット錠100mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

レルミナ錠40mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

オクトレオチド皮下注50μg「あすか」／オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」／リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あす
か」

製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

ホーリンV腟用錠1mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

ノルレボ錠1.5mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社提携／LABORATOIRE HRA PHARMA

アンジュ21錠／アンジュ28錠 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」／プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「あすか」／タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

ナフトピジル錠25mg「あすか」／ナフトピジル錠50mg「あすか」／ナフトピジル錠75mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

ナフトピジルOD錠25mg「あすか」／ナフトピジルOD錠50mg「あすか」／ナフトピジルOD錠75mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

シルデナフィル錠50mgVI「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

シロドシン錠2mg「あすか」／シロドシン錠4mg「あすか」／シロドシンOD錠2mg「あすか」／シロドシンOD錠4mg
「あすか」

製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

タダラフィル錠2.5mg ZA「あすか」／タダラフィル錠5mg ZA「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

マグセント注100mL 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

マグセント注シリンジ40mL 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社

*アルファカルシドールカプセル0.25μg「あすか」／*アルファカルシドールカプセル0.5μg「あすか」／*アル
ファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」

製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

*アルファカルシドールカプセル3.0μg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

**カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

**カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社発売元／千寿製
薬株式会社販売／武田薬品工業株式会社
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グリメピリド錠0.5mg「AA」／グリメピリド錠1mg「AA」／グリメピリド錠3mg「AA」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

ビカルタミド錠80mg「あすか」／*ビカルタミドOD錠80mg「あすか」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

ノバントロン注10mg／ノバントロン注20mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売　　／武田
薬品工業株式会社

ロラタジン錠10mg「AA」／ロラタジンOD錠10mg「AA」 製造販売元／あすか製薬株式会社販売／武田薬品
工業株式会社

リフキシマ錠200mg 製造販売元／あすか製薬株式会社販売元／武田薬
品工業株式会社提携先／Alfasigma S.p.A

アセリオ静注液1000mgバッグ 製造販売元／テルモ株式会社
アトワゴリバース静注シリンジ3mL／アトワゴリバース静注シリンジ6mL 製造販売元／テルモ株式会社
アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」(1mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ドブタミン持続静注50mgシリンジ「KKC」／ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」／ドブタミン持続静注
300mgシリンジ「KKC」

製造販売元／テルモ株式会社販売元／協和キリン
株式会社

リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 製造販売元／テルモ株式会社
ニトログリセリン注25mg／50mLシリンジ「テルモ」 製造販売元／テルモ株式会社
*マンニットＴ注15％ (500mL) 製造販売元／テルモ株式会社
**グリセレブ配合点滴静注 (200mL)／**グリセレブ配合点滴静注 (300mL) 製造販売元／テルモ株式会社
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 製造販売元／テルモ株式会社
グラニセトロン点滴静注バッグ1mg／50mL「テルモ」／グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／50mL「テルモ」／グ
ラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「テルモ」

製造販売元／テルモ株式会社

アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL) 製造販売元／テルモ株式会社
アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」(10mL) 製造販売元／テルモ株式会社
エレジェクト注シリンジ 製造販売元／テルモ株式会社
テルモ糖注TK（100mL） 製造販売元／テルモ株式会社
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 製造販売元／テルモ株式会社
テルモ糖注5%（100mL）／テルモ糖注5%（250mL）／テルモ糖注5%（500mL） 製造販売元／テルモ株式会社
テルモ糖注10%（500mL）／テルモ糖注50%（200mL）／テルモ糖注50%（500mL） 製造販売元／テルモ株式会社
ハイカリック液-1号（700mL）／ハイカリック液-2号（700mL）／ハイカリック液-3号（700mL） 製造販売元／テルモ株式会社
ハイカリックＮＣ−Ｌ輸液(700mL)／ハイカリックＮＣ−Ｎ輸液(700mL)／ハイカリックＮＣ−Ｈ輸液(700mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ハイカリックRF輸液（250mL）／ハイカリックRF輸液（500mL） 製造販売元／テルモ株式会社
プロテアミン12注射液 製造販売元／テルモ株式会社
テルフィス点滴静注（200mL）／テルフィス点滴静注（500mL） 製造販売元／テルモ株式会社
アミゼットB輸液 製造販売元／テルモ株式会社
フルカリック1号輸液（903mL）／フルカリック1号輸液（1354.5mL）／フルカリック2号輸液（1003mL）／フルカ
リック2号輸液（1504.5mL）／フルカリック3号輸液（1103mL）

製造販売元／テルモ株式会社 販売元／田辺三菱
製薬株式会社

テルモ生食（100mL）／テルモ生食（250mL）／テルモ生食（500mL）／テルモ生食（1000mL）／テルモ生食
（1300mL）

製造販売元／テルモ株式会社

テルモ生食TK（100mL） 製造販売元／テルモ株式会社
生食注シリンジ「テルモ」5mL／生食注シリンジ「テルモ」10mL 製造販売元／テルモ株式会社
KCL注10mEqキット「テルモ」／KCL注20mEqキット「テルモ」 製造販売元／テルモ株式会社
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 製造販売元／テルモ株式会社
塩化ナトリウム注１モル シリンジ「テルモ」(20mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルデム１輸液 (200mL)／ソルデム１輸液 (500mL) 製造販売元／テルモ株式会社
デノサリン１輸液 (200mL)／デノサリン１輸液 (500mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルデム３ＰＧ輸液 (200mL)／ソルデム３ＰＧ輸液 (500mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルデム３Ａ輸液 (200mL)／ソルデム３Ａ輸液 (500mL)／ソルデム３Ａ輸液 (1000mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルデム３ＡＧ輸液 (200mL)／ソルデム３ＡＧ輸液 (500mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルデム３輸液 (200mL)／ソルデム３輸液 (500mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルデム６輸液 (200mL)／ソルデム６輸液 (500mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルデム２輸液 (200mL)／ソルデム２輸液 (500mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルラクト輸液 (250mL)／ソルラクト輸液 (500mL)／ソルラクト輸液 (1000mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルラクトS輸液 (250mL)／ソルラクトS輸液 (500mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルラクトD輸液 (500mL)／ソルラクトD輸液 (250mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルラクトTMR輸液250mL／ソルラクトTMR輸液500mL 製造販売元／テルモ株式会社
ソルマルト輸液 (200mL)／ソルマルト輸液 (500mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルアセトD輸液 (250mL)／ソルアセトD輸液 (500mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ソルアセトF輸液 (500mL)／ソルアセトF輸液 (1000mL) 製造販売元／テルモ株式会社
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL／ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL／ヘパフラッシュ100単位/mLシ
リンジ5mL／ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL

製造販売元／テルモ株式会社

ミッドペリック１３５腹膜透析液／ミッドペリック２５０腹膜透析液／ミッドペリック４００腹膜透析液 製造販売元／テルモ株式会社
ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液／ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液／ミッドペリックＬ４００腹膜透析液 製造販売元／テルモ株式会社

ニコペリック腹膜透析液（1500mL）／ニコペリック腹膜透析液（2000mL） 製造販売元／テルモ株式会社
オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」 製造販売元／テルモ株式会社
テイコク安中散エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國

漢方製薬株式会社
テイコク茵ちん蒿湯エキス顆粒 *販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢

方製薬株式会社
テイコク温清飲エキス顆粒 *販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢

方製薬株式会社
テイコク黄連解毒湯エキス顆粒 *販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢

方製薬株式会社
テイコク乙字湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國

漢方製薬株式会社
テイコク葛根湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國

漢方製薬株式会社
テイコク葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國

漢方製薬株式会社
テイコク加味逍遙散エキス顆粒 *販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢

方製薬株式会社
テイコク荊芥連翹湯エキス顆粒 *販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢

方製薬株式会社
テイコク桂枝湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國

漢方製薬株式会社
テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢

方製薬株式会社
テイコク桂枝加朮附湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢

方製薬株式会社
テイコク桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國

漢方製薬株式会社
テイコク桂枝茯苓丸料エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國

漢方製薬株式会社
テイコク香蘇散エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國

漢方製薬株式会社
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テイコク五積散エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク五苓散エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク柴胡桂枝湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク柴胡清肝湯エキス顆粒 *販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク三黄瀉心湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク四物湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク芍薬甘草湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク十全大補湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク十味敗毒湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク小柴胡湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク小青竜湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク小半夏加茯苓湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク大黄牡丹皮湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク大柴胡湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク猪苓湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク桃核承気湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク当帰芍薬散エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク人参湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク麦門冬湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク八味丸エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒 *販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク半夏瀉心湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク白虎加人参湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク平胃散エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク防已黄耆湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク防風通聖散エキス顆粒 *販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク補中益気湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク麻黄湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

テイコク麻杏甘石湯エキス顆粒 **,*販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國
漢方製薬株式会社

テイコク六君子湯エキス顆粒 **販売元／帝國製薬株式会社製造販売元／帝國漢
方製薬株式会社

インフルエンザHAワクチン「生研」 製造販売元／デンカ株式会社
インフルエンザHAワクチン「生研」 製造販売元／デンカ株式会社販売／武田薬品工業

株式会社
インフルエンザHAワクチン「生研」 製造販売元／デンカ株式会社販売／アステラス製

薬株式会社
沈降破傷風トキソイド「生研」 販売／田辺三菱製薬株式会社製造販売元／デンカ

株式会社
ゼオマイン筋注用50単位／ゼオマイン筋注用100単位／ゼオマイン筋注用200単位 製造販売元（輸入元）／帝人ファーマ株式会社
ライトゲン配合シロップ 製造販売元／帝人ファーマ株式会社
ムコソルバン錠15mg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社提携／sanofi

ムコソルバンL錠45mg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社提携／sanofi

小児用ムコソルバンシロップ0.3% 製造販売元／帝人ファーマ株式会社提携／sanofi

小児用ムコソルバンDS1.5% 製造販売元／帝人ファーマ株式会社提携／sanofi

ムコソルバン内用液0.75% 製造販売元／帝人ファーマ株式会社提携／sanofi

スピロペント錠10μg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社
アトロベントエロゾル20μg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社提携／ベーリ

ンガーインゲルハイムインターナショナル社
オルベスコ50μgインヘラー112吸入用／オルベスコ100μgインヘラー56吸入用／オルベスコ100μgインヘラー
112吸入用／オルベスコ200μgインヘラー56吸入用

製造販売元／帝人ファーマ株式会社

ラキソベロン錠2.5mg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社提携／sanofi

ラキソベロン内用液0.75% 製造販売元／帝人ファーマ株式会社提携／sanofi

オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社
ソマチュリン皮下注60mg／ソマチュリン皮下注90mg／ソマチュリン皮下注120mg 製造販売元（輸入元）／帝人ファーマ株式会社
ボンアルファ軟膏2μg/g／ボンアルファクリーム2μg/g／ボンアルファローション2μg/g 製造販売元／帝人ファーマ株式会社
ボンアルファハイ軟膏20μg/g／ボンアルファハイローション20μg/g 製造販売元／帝人ファーマ株式会社
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ワンアルファ錠0.25μg／ワンアルファ錠0.5μg／ワンアルファ錠1.0μg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社
フェブリク錠10mg／フェブリク錠20mg／フェブリク錠40mg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社
レブコビ筋注2.4mg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社
リオベル配合錠LD／リオベル配合錠HD 製造販売元／帝人ファーマ株式会社販売／武田薬

品工業株式会社
イニシンク配合錠 製造販売元／帝人ファーマ株式会社販売／武田薬

品工業株式会社
ボナロン錠5mg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社
ボナロン錠35mg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社
ボナロン経口ゼリー35mg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社
ボナロン点滴静注バッグ900μg 製造販売元／帝人ファーマ株式会社
ボルタレンSRカプセル37.5mg 製造販売／同仁医薬化工株式会社販売／ノバル

ティスファーマ株式会社
リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨシトミ」 販売／田辺三菱製薬株式会社プロモーション提携

／吉富薬品株式会社製造販売元／同仁医薬化工株
式会社

クリアナール内用液８％ 販売／田辺三菱製薬株式会社製造販売元／同仁医
薬化工株式会社

ボルタレンゲル１％ 製造販売／同仁医薬化工株式会社販売／ノバル
ティス ファーマ株式会社

ボルタレンローション１％ 製造販売／同仁医薬化工株式会社販売　　／ノバ
ルティス ファーマ株式会社

ボルタレンテープ１５ｍｇ／ボルタレンテープ３０ｍｇ 製造販売／同仁医薬化工株式会社販売　　／ノバ
ルティス ファーマ株式会社

フラビタン眼軟膏0.1％ 製造販売／トーアエイヨー株式会社
フラビタン点眼液0.05％ 製造販売／トーアエイヨー株式会社
ピモベンダン錠0.625mg「TE」／ピモベンダン錠1.25mg「TE」／ピモベンダン錠2.5mg「TE」 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
プロノン錠100mg／プロノン錠150mg 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
シベノール錠50mg／シベノール錠100mg 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」／フレカイニド酢酸塩錠100mg「TE」 製造販売元／トーアエイヨー株式会社販売元／日

本ジェネリック株式会社
フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」／フレカイニド酢酸塩錠100mg「TE」 製造販売元／トーアエイヨー株式会社販売／株式

会社フェルゼンファーマ
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」／アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」／ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
シベノール静注70mg 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
シンビット静注用50mg 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
トラセミドＯＤ錠4mg「TE」／トラセミドＯＤ錠8mg「TE」 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
トルバプタンOD錠7.5mg「TE」 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
トルバプタンOD錠15mg「TE」 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
ビソノテープ2mg／ビソノテープ4mg／ビソノテープ8mg 製造販売／トーアエイヨー株式会社
フランドル錠20mg 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
アイトロール錠10㎎／アイトロール錠20㎎ 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
ニトログリセリン静注1mg/2mL「TE」／ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」／ニトログリセリン点滴静注
25mg/50mL「TE」／ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」

製造販売／トーアエイヨー株式会社

ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」 製造販売／トーアエイヨー株式会社
フランドルテープ40mg 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
ミオコールスプレー0.3mg 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
エゼチミブ錠10mg「TE」 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
タダラフィル錠20mgAD「TE」 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
フラビタン錠5mg／フラビタン錠10mg 製造販売／トーアエイヨー株式会社
フラビタンシロップ0.3％ 製造販売／トーアエイヨー株式会社
フラビタン注5mg／フラビタン注射液10mg／フラビタン注射液20mg 製造販売／トーアエイヨー株式会社
ビスラーゼ注射液10mg／ビスラーゼ注射液20mg 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
パントール注射液100mg／パントール注射液250mg／パントール注射液500mg 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
ユリノーム錠25mg／ユリノーム錠50mg 製造販売元／トーアエイヨー株式会社
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」／メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 製造販売／トーアエイヨー株式会社
トリノシン顆粒10％ 製造販売／トーアエイヨー株式会社
トリノシン腸溶錠20mg／トリノシン腸溶錠60mg 製造販売／トーアエイヨー株式会社
トリノシンS注射液10mg／トリノシンS注射液20mg 製造販売／トーアエイヨー株式会社
アクタリット錠100mg「TOA」 販売／武田薬品工業株式会社※※発売元／日医工

株式会社製造販売元／東亜薬品株式会社
**カルテオロール塩酸塩点眼液1%「ニットー」／**カルテオロール塩酸塩点眼液2%「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東

亜薬品株式会社
**チモロール点眼液 0.25%「ニットー」／**チモロール点眼液 0.5%「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東

亜薬品株式会社
チモロールXE点眼液0.25％「ニットー」／チモロールXE点眼液0.5％「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東

亜薬品株式会社
**シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」 発売元　／日東メディック株式会社製造販売元／

東亜薬品株式会社
**クロモグリク酸Na点眼液2％「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東

亜薬品株式会社
アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」 発売元　／日東メディック株式会社製造販売元／

東亜薬品株式会社
** ヒアルロン酸Na点眼液 0.1％「ニットー」／** ヒアルロン酸Na点眼液 0.3％「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東

亜薬品株式会社
**オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東

亜薬品株式会社
**オフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東

亜薬品株式会社
**ジクロフェナクNa点眼液0.1％「ニットー」 販売元／杏林製薬株式会社発売元／キョーリンリ

メディオ株式会社製造販売元／東亜薬品株式会社

**ジクロフェナクNa点眼液0.1％「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

**トラニラスト点眼液0.5%「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」 製造販売元／東亜薬品株式会社発売元／日東メ
ディック株式会社

ラタノプロスト点眼液０．００５％「TOA」 販売　／ニプロ株式会社製造販売元／東亜薬品株
式会社

**ニプラジロール点眼液0.25%「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

**レボフロキサシン点眼液0.5％「ニットー」 発売元　／日東メディック株式会社製造販売元／
東亜薬品株式会社
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**レボフロキサシン点眼液1.5％「ニットー」 発売元　／日東メディック株式会社製造販売元／
東亜薬品株式会社

ブロムフェナクNa点眼液0.1％「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

** レボカバスチン点眼液0.025％「ニットー」 発売元　／日東メディック株式会社製造販売元／
東亜薬品株式会社

ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

オロパタジン点眼液0.1％「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

モキシフロキサシン点眼液０．５％「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

トラボプロスト点眼液0.004％「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

ビマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 製造販売元／東亜薬品株式会社発売元／日東メ
ディック株式会社

エピナスチン塩酸塩点眼液0.05％「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

ラタチモ配合点眼液「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

ドルモロール配合点眼液「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

トラチモ配合点眼液「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

モメタゾン点鼻液50μg「CEO」56噴霧用／モメタゾン点鼻液50μg「CEO」112噴霧用 製造販売元／東亜薬品株式会社発売元／セオリア
ファーマ株式会社販売／武田薬品工業株式会社

**アズレンうがい液4％「TOA」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／東亜薬品
株式会社

**アズレンうがい液4％「TOA」 ※販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」／ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 発売元／マイランEPD合同会社製造販売元／東亜
薬品株式会社

デュタステリドカプセル0.5mgAV「AFP」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販
売元／東亜薬品株式会社

ポビドリンパスタ軟膏 *販売／ニプロＥＳファーマ株式会社製造販売元
／東亜薬品株式会社

ポビドリンパスタ軟膏 *販売元／杏林製薬株式会社発売元／キョーリン
リメディオ株式会社製造販売元／東亜薬品株式会
社

ヘパアクト配合顆粒 **販売／日本臓器製薬株式会社製造販売元／東亜
薬品株式会社

ヘパアクト配合顆粒 ※販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

ヘパリン類似物質ローション0.3％「ニットー」 **発売元／日東メディック株式会社**製造販売元
／東亜薬品株式会社

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「ニットー」 *発売元／日東メディック株式会社*製造販売元／
東亜薬品株式会社

モンテルカスト錠5mg「ニットー」／モンテルカスト錠10mg「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／東
亜薬品株式会社

レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05％「ニプロ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／東亜薬品株式
会社

バンコマイシン眼軟膏1％ 製造販売元／東亜薬品株式会社発売元／日東メ
ディック株式会社

ビオスリー配合散／ビオスリー配合錠／ビオスリー配合OD錠 製造販売元／東亜薬品工業株式会社発売元／東亜
新薬株式会社販売／鳥居薬品株式会社

ヒビソフト消毒液0.2% *販売元／住友ファーマ株式会社**製造販売元／
エア・ウォーター・リアライズ株式会社

硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」 発売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

*ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064％「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

**クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ラクール」／**クロベタゾールプロピオン酸エステルク
リーム0.05%「ラクール」

発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

**クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

**クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05％「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

**デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」／**デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリー
ム0.1%「ラクール」

発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

インテナースパップ70mg 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

インテナースパップ70mg 販売元／祐徳薬品工業株式会社発売元／ラクール
薬品販売株式会社製造販売元／東光薬品工業株式
会社

ケトプロフェンテープ20mg「東光」／ケトプロフェンテープ40mg「東光」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

フェルビナクローション３％「ラクール」／フェルビナク外用ポンプスプレー３％「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

フェルビナクパップ70mg「東光」／フェルビナクパップ140mg「東光」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 販売／日本臓器製薬株式会社製造販売元／東光薬
品工業株式会社

ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 *販売／日本臓器製薬株式会社製造販売元／東光
薬品工業株式会社

ロキソプロフェンNaパップ100mg「ラクール」／**ロキソプロフェンNaパップ200mg「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

ロキソプロフェンNaテープ50mg「ラクール」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

ラクール温シップ 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社
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ラクール冷シップ 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

ケトコナゾールクリーム2%「NR」／ケトコナゾール外用液2%「NR」／ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%
「NR」

発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

ケトコナゾールクリーム2%「NR」／ケトコナゾール外用液2%「NR」 販売元／日医工株式会社発売元／ラクール薬品販
売株式会社製造販売元／東光薬品工業株式会社

アダパレンゲル0.1%「東光」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

ヘパリン類似物質クリーム0.3%「ラクール」／ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

アムノレイク錠2mg 製造販売元／東光薬品工業株式会社販売／日本新
薬株式会社

アシクロビル軟膏5%「ラクール」／アシクロビルクリーム5%「ラクール」 発売元／ラクール薬品販売株式会社製造販売元／
東光薬品工業株式会社

ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」 製造販売元／東興薬品工業株式会社販売元／住友
ファーマ株式会社

*フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」28噴霧用／*フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液
50μg「DSP」56噴霧用

**販売元／住友ファーマ株式会社製造販売元／東
興薬品工業株式会社

モメタゾン点鼻液50μg「MYL」56噴霧用／モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用 製造販売元／東興薬品工業株式会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

トリシノロンゲル０．１％／トリシノロンクリーム０．１％ 発売元／科研製薬株式会社製造販売元／東興薬品
工業株式会社

トリアムシノロンアセトニドゲル0.1%「TK」／トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1%「TK」 製造販売元／東興薬品工業株式会社発売元／科研
製薬株式会社

ロキシーン注2mg 販売元／日医工株式会社**製造販売元／東菱薬品
工業株式会社

メバレクト錠５ｍｇ／メバレクト錠１０ｍｇ *販売／サンド株式会社**製造販売元／東菱薬品
工業株式会社

*ファモチジン錠10mg「TBP」／*ファモチジン錠20mg「TBP」 販売元／扶桑薬品工業株式会社**製造販売元／東
菱薬品工業株式会社

*ファモチジンOD錠10mg「TBP」／*ファモチジンOD錠20mg「TBP」 販売元／扶桑薬品工業株式会社**製造販売元／東
菱薬品工業株式会社

ソルコセリル注２mL／ソルコセリル注４mL 販売元／大鵬薬品工業株式会社**製造販売元／東
菱薬品工業株式会社

カリジノゲナーゼ錠25単位「サワイ」／カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社**製造販売元／東菱薬
品工業株式会社

ソルコセリル腟坐薬 販売元／大鵬薬品工業株式会社**,*製造販売元／
東菱薬品工業株式会社

ヘモリンガル舌下錠0.18mg 販売元／扶桑薬品工業株式会社**製造販売元／東
菱薬品工業株式会社

セルニルトン錠 販売元／扶桑薬品工業株式会社**製造販売元／東
菱薬品工業株式会社

*ソルコセリル軟膏５％ 販売元／大鵬薬品工業株式会社**製造販売元／東
菱薬品工業株式会社

*メコバラミン錠250μg「日医工」／*メコバラミン錠500μg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／東菱薬品工
業株式会社

レプチラーゼ注１単位／レプチラーゼ注２単位 **製造販売元／東菱薬品工業株式会社
イコサペント酸エチルカプセル300mg「TBP」 販売元／コーアイセイ株式会社**製造販売元／東

菱薬品工業株式会社
デフィブラーゼ点滴静注液10単位 販売元／日本ケミファ株式会社**製造販売元／東

菱薬品工業株式会社
*エパルレスタット錠５０ｍｇ「フソー」 販売元／扶桑薬品工業株式会社**製造販売元／東

菱薬品工業株式会社
エルカトニン注40単位「TBP」 *販売元／株式会社　ビオメディクス**製造販売

元／東菱薬品工業株式会社
*エルカトニン筋注10単位「TBP」 販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／東菱

薬品工業株式会社
エルカトニン筋注10単位「TBP」 *販売元／株式会社　ビオメディクス**製造販売

元／東菱薬品工業株式会社
エルカトニン筋注20単位「TBP」 販売元／扶桑薬品工業株式会社**製造販売元／東

菱薬品工業株式会社
エルカトニン筋注20単位「TBP」 *販売元／株式会社　ビオメディクス**製造販売

元／東菱薬品工業株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」／ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／東洋

カプセル株式会社
トアラセット配合錠「TC」 発売元／中北薬品株式会社提携元／GRUNENTHAL

GMBH製造販売元／東洋カプセル株式会社
*トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 販売元／杏林製薬株式会社発売元／キョーリンリ

メディオ株式会社製造販売元／東洋カプセル株式
会社

**,*トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 製造販売元／東洋カプセル株式会社
**トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 *販売／武田薬品工業株式会社*発売元／武田テバ

ファーマ株式会社製造販売元／東洋カプセル株式
会社

センノシド錠１２ｍｇ「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社発売元／キョーリンリ
メディオ株式会社製造販売元／東洋カプセル株式
会社

デュタステリドカプセル0.5mgZA「AFP」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販
売元／東洋カプセル株式会社

デュタステリドカプセル0.5mgAV「TC」 発売元／中北薬品株式会社製造販売元／東洋カプ
セル株式会社

*イコサペント酸エチルカプセル300mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社発売元／キョーリンリ
メディオ株式会社製造販売元／東洋カプセル株式
会社

イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「TC」／イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」／イコサペン
ト酸エチル粒状カプセル900mg「TC」

販売／ニプロ株式会社製造販売／東洋カプセル株
式会社

シクロスポリンカプセル10mg「TC」／シクロスポリンカプセル25mg「TC」／シクロスポリンカプセル50mg「TC」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／東洋カプ
セル株式会社

バラシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓器」 ※※販売元／日本臓器製薬株式会社製造販売元／
東洋カプセル株式会社

ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7％分包5.17g〈ハチ〉 製造販売／東洋製薬化成株式会社販売／小野薬品
工業株式会社

カリエード散 製造販売／東洋製薬化成株式会社販売／小野薬品
工業株式会社
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含嗽用ハチアズレ顆粒 製造販売／東洋製薬化成株式会社販売／小野薬品
工業株式会社

パンクレアチン＜ハチ＞ 販売／ニプロ株式会社製造販売／東洋製薬化成株
式会社

酸化マグネシウム細粒83％＜ハチ＞ 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／東洋製薬
化成株式会社

マルファ懸濁用配合顆粒 販売／小野薬品工業株式会社製造販売／東洋製薬
化成株式会社

ベンゼットラブ消毒液0.2％ 発売元／日本化薬株式会社製造販売元／東洋製薬
化成株式会社

バラマイシン軟膏 製造販売／東洋製薬化成株式会社販売／小野薬品
工業株式会社

* サホライド・ＲＣ液歯科用3.8％ 発売元／株式会社ビーブランド・メディコーデン
タル製造販売元／東洋製薬化成株式会社

* サホライド液歯科用38％ 発売元／株式会社ビーブランド・メディコーデン
タル製造販売元／東洋製薬化成株式会社

** Ｆバニッシュ歯科用5％ 発売元／株式会社ビーブランド・メディコーデン
タル製造販売元／東洋製薬化成株式会社

ミラノール顆粒11％ 発売元／株式会社ビーブランド・メディコーデン
タル製造販売元／東洋製薬化成株式会社

歯科用TDゼット・ゼリー 製造販売元／東洋製薬化成株式会社発売元／株式
会社ビーブランド・メディコーデンタル

歯科用TDゼット液 製造販売元／東洋製薬化成株式会社発売元／株式
会社ビーブランド・メディコーデンタル

** フルオール液歯科用2％ 発売元／株式会社ビーブランド・メディコーデン
タル製造販売元／東洋製薬化成株式会社

** フルオール・ゼリー歯科用2％ 発売元／株式会社ビーブランド・メディコーデン
タル製造販売元／東洋製薬化成株式会社

ステリゾール液2％／ステリゾール液20％ ※販売／ニプロ株式会社製造販売／東洋製薬化成
株式会社

ステリゾールS液3％ ※販売／ニプロ株式会社製造販売／東洋製薬化成
株式会社

フタラール消毒液0.55％＜ハチ＞ 販売元／日医工株式会社製造販売元／東洋製薬化
成株式会社

フタラール消毒液0.55％＜ハチ＞ 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／東洋製薬
化成株式会社

ゾピクロン錠7.5mg「杏林」／ゾピクロン錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

エスゾピクロン錠1mg「杏林」／エスゾピクロン錠2mg「杏林」／エスゾピクロン錠3mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

レベチラセタム錠250mg「杏林」／レベチラセタム錠500mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

レベチラセタムDS50%「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

ザルトプロフェン錠80mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

セレコキシブ錠100mg「杏林」／セレコキシブ錠200mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

セレコキシブ錠100mg「杏林」／セレコキシブ錠200mg「杏林」 販売元／辰巳化学株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

トアラセット配合錠「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」／アマンタジン塩酸塩錠100mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」／フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」／フルボキサミンマ
レイン酸塩錠75mg「杏林」

製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

オランザピン細粒1％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

オランザピン錠2.5mg「杏林」／オランザピン錠5mg「杏林」／オランザピン錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

オランザピンOD錠2.5mg「杏林」／オランザピンOD錠5mg「杏林」／オランザピンOD錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」／アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」／アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」／
アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」

販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」／アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」／アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」／
アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」

販売元／株式会社　陽進堂製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

セルトラリン錠25mg「杏林」／セルトラリン錠50mg「杏林」／セルトラリン錠100mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ミルタザピン錠15mg「杏林」／ミルタザピン錠30mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

デュロキセチンカプセル20mg「杏林」／デュロキセチンカプセル30mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

ラメルテオン錠8mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

プレガバリンOD錠25mg「杏林」／プレガバリンOD錠75mg「杏林」／プレガバリンOD錠150mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「杏林」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「杏林」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

エダラボン点滴静注30mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

エダラボン点滴静注バッグ30mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

チザニジン錠1mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

チモロール点眼液0.25％「杏林」／チモロール点眼液0.5％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

チモロールXE点眼液0.25％「杏林」／チモロールXE点眼液0.5％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社
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シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

シアノコバラミン点眼液0.02％「杏林」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
キョーリンリメディオ株式会社

クロモグリク酸Na点眼液2％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

クロモグリク酸Na点眼液2％「杏林」 販売元／日医工株式会社製造販売元／キョーリン
リメディオ株式会社

クロモグリク酸Na点眼液2％「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／共創未来ファーマ株式会社

クロモグリク酸Na点眼液2％「杏林」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
キョーリンリメディオ株式会社

ヒアルロン酸Na点眼液0.1％「杏林」／ヒアルロン酸Na点眼液0.3％「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

オフロキサシン点眼液0.3％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

オフロキサシン点眼液0.3％「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社*販
売元／共創未来ファーマ株式会社

ノルフロキサシン点眼液0.3％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ケトチフェン点眼液0.05％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ケトチフェン点眼液0.05％「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社*販
売元／共創未来ファーマ株式会社

ペミロラストＫ点眼液0.1％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ペミロラストK点眼液0.1％「杏林」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／
キョーリンリメディオ株式会社

ラタノプロスト点眼液0.005％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

レボフロキサシン点眼液0.5％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

レボフロキサシン点眼液1.5％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

レボフロキサシン点眼液１．５％「杏林」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／
キョーリンリメディオ株式会社

レボフロキサシン点眼液１．５％「杏林」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／
キョーリンリメディオ株式会社

レボカバスチン点眼液0.025％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

オロパタジン点眼液0.1％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

エピナスチン塩酸塩点眼液0.05％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

クロモグリク酸Na点鼻液2％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

クロモグリク酸Na点鼻液2％「杏林」 販売元／日医工株式会社製造販売元／キョーリン
リメディオ株式会社

ベクロメタゾン点鼻液50μg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ケトチフェン点鼻液0.05％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用／フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用／フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社*販
売元／共創未来ファーマ株式会社

フルチカゾン点鼻液25μg小児用「杏林」56噴霧用 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

フルチカゾン点鼻液25μg小児用「杏林」56噴霧用 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社*販
売元／共創未来ファーマ株式会社

モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用／モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

アミノフィリン静注2.5％「ミタ」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ユビデカレノンカプセル10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」／メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

スピロノラクトン錠25mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」／エナラプリルマレイン
酸塩錠10mg「杏林」

販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／共創未来ファーマ株式会社

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「PH」／イミダプリル塩酸塩錠5mg「PH」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

イミダプリル塩酸塩錠10mg「PH」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ロサルタンカリウム錠25mg「杏林」／ロサルタンカリウム錠50mg「杏林」／ロサルタンカリウム錠100mg「杏
林」

販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

カンデサルタン錠2mg「杏林」／カンデサルタン錠4mg「杏林」／カンデサルタン錠8mg「杏林」／カンデサルタ
ン錠12mg「杏林」

販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

バルサルタン錠20mg「杏林」／バルサルタン錠40mg「杏林」／バルサルタン錠80mg「杏林」／バルサルタン錠
160mg「杏林」

販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

テルミサルタン錠20mg「杏林」／テルミサルタン錠40mg「杏林」／テルミサルタン錠80mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

オルメサルタン錠5mg「杏林」／オルメサルタン錠10mg「杏林」／オルメサルタン錠20mg「杏林」／オルメサル
タン錠40mg「杏林」

販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

オルメサルタンOD錠10mg「杏林」／オルメサルタンOD錠20mg「杏林」／オルメサルタンOD錠40mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ロサルヒド配合錠LD「杏林」／ロサルヒド配合錠HD「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

アムバロ配合錠「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

イルアミクス配合錠LD「杏林」／イルアミクス配合錠HD「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社
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販売名 企業名

ニフェジピンL錠10mg「杏林」／ニフェジピンL錠20mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ニトレンジピン錠5mg「杏林」／ニトレンジピン錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ベニジピン塩酸塩錠2mg「杏林」／ベニジピン塩酸塩錠4mg「杏林」／ベニジピン塩酸塩錠8mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

アムロジピン錠2.5mg「杏林」／アムロジピン錠5mg「杏林」／アムロジピン錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

アムロジピン錠2.5mg「杏林」／アムロジピン錠5mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社*販
売元／共創未来ファーマ株式会社

アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」／アムロジピンOD錠5mg「杏林」／アムロジピンOD錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」／アムロジピンOD錠5mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社*販
売元／共創未来ファーマ株式会社

ミニトロテープ27mg 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ミニトロテープ27mg 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社**販
売元／共創未来ファーマ株式会社

プラバスタチンNa錠5mg「杏林」／プラバスタチンNa錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

シンバスタチン錠5mg「杏林」／シンバスタチン錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

シンバスタチン錠5mg「杏林」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
キョーリンリメディオ株式会社

アトルバスタチン錠5mg「杏林」／アトルバスタチン錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」／ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」／ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」／ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」／ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏
林」

販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」／ロスバスタチン錠5mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

エゼチミブ錠10mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

ポリスチレンスルホン酸Ca「杏林」原末 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

タダラフィル錠20mgAD「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

タダラフィル錠20mgAD「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／共創未来ファーマ株式会社

タダラフィル錠20mgAD「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／株式会社三和化学研究所

クロフェドリンS配合錠 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

クロフェドリンＳ配合シロップ 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

アンブロキソール塩酸塩内用液0.75％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ファモチジン錠10mg「杏林」／ファモチジン錠20mg「杏林」／ファモチジン散2％「杏林」／ファモチジン散
10％「杏林」

販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ファモチジン静注10mg「杏林」／ファモチジン静注20mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

レバミピド錠100mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ラベプラゾールNa錠5mg「杏林」／ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」／エソメプラゾールカプセル20mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

ドンペリドン錠5mg「杏林」／ドンペリドン錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

イトプリド塩酸塩錠50mg「PH」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「杏林」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

プレドニゾロン錠5mg「ミタ」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

プレドニゾロン錠5mg「ミタ」 販売元／コーアイセイ株式会社製造販売元／
キョーリンリメディオ株式会社

プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」／プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ナフトピジル錠25mg「杏林」／ナフトピジル錠50mg「杏林」／ナフトピジル錠75mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ナフトピジルOD錠25mg「杏林」／ナフトピジルOD錠50mg「杏林」／ナフトピジルOD錠75mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

タダラフィル錠10mgCI「杏林」／タダラフィル錠20mgCI「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

シロドシン錠2mg「杏林」／シロドシン錠4mg「杏林」／シロドシンOD錠2mg「杏林」／シロドシンOD錠4mg「杏
林」

販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」／イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」／タダラフィル錠5mgZA「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ケトプロフェンテープ20mg「杏林」／ケトプロフェンテープ40mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ロキソプロフェンNaパップ100mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ロキソプロフェンNaテープ50mg「杏林」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ピリドキサール注30mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社
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メコバラミン錠500μg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

シアノコバラミン注射液1mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

チクロピジン塩酸塩錠100mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「杏林」／イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「杏林」／イコサ
ペント酸エチル粒状カプセル900mg「杏林」

販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ベラプロストNa錠20μg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

サルポグレラート塩酸塩錠50mg「杏林」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

クロピドグレル錠25mg「杏林」／クロピドグレル錠75mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

ロレアス配合錠「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

アロプリノール錠50mg「杏林」／アロプリノール錠100mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

アロプリノール錠100mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社*販
売元／共創未来ファーマ株式会社

ベンズブロマロン錠25mg「杏林」／ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ベンズブロマロン錠25mg「杏林」／ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
キョーリンリメディオ株式会社

ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社*販
売元／共創未来ファーマ株式会社

フェブキソスタット錠10mg「杏林」／フェブキソスタット錠20mg「杏林」／フェブキソスタット錠40mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

グリメピリド錠0.5mg「杏林」／グリメピリド錠1mg「杏林」／グリメピリド錠3mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ボグリボース錠0.2mg「杏林」／ボグリボース錠0.3mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ピオグリタゾン錠15mg「杏林」／ピオグリタゾン錠30mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」／ピオグリタゾンOD錠30mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

エパルレスタット錠50mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

リセドロン酸Na錠2.5mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

ケトチフェンシロップ0.02％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

エピナスチン塩酸塩錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

プランルカストDS10％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

エバスチン錠5mg「杏林」／エバスチン錠10mg「杏林」／エバスチンOD錠5mg「杏林」／エバスチンOD錠10mg「杏
林」

販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」／セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「杏林」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「杏林」／オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

モンテルカスト錠5mg「KM」／モンテルカスト錠10mg「KM」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／杏林製薬株式会社

ロラタジンOD錠10mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」／レボセチリジン塩酸塩錠5mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

レボセチリジン塩酸塩DS0.5％「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

クラリスロマイシン錠50mg小児用「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

クラリスロマイシン錠200mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

レボフロキサシン錠250mg「杏林」／レボフロキサシン錠500mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

レボフロキサシン錠250mg「杏林」／レボフロキサシン錠500mg「杏林」 製造販売元／キョーリンリメディオ株式会社販売
元／株式会社三和化学研究所

レボフロキサシン錠500mg「杏林」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／
キョーリンリメディオ株式会社

バラシクロビル錠500mg「杏林」 販売元／杏林製薬株式会社製造販売元／キョーリ
ンリメディオ株式会社

レミッチOD錠2.5μg 製造販売元／東レ株式会社販売元／鳥居薬品株式
会社提携／日本たばこ産業株式会社プロモーショ
ン提携／（慢性肝疾患患者におけるそう痒症）住
友ファーマ株式会社

レミッチカプセル2.5μg 製造販売元／東レ株式会社販売元／鳥居薬品株式
会社提携／日本たばこ産業株式会社プロモーショ
ン提携／（慢性肝疾患患者におけるそう痒症）住
友ファーマ株式会社

ケアロードLA錠60μg 製造販売元／東レ株式会社販売元／トーアエイ
ヨー株式会社

ドルナー錠20μg 製造販売元／東レ株式会社販売元／トーアエイ
ヨー株式会社

ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ジアゼパム錠2「トーワ」／ジアゼパム錠5「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」／アルプラゾラム錠0.8mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
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※トフィソパム錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ロフラゼプ酸エチル錠１mg「トーワ」／ロフラゼプ酸エチル錠２mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
クアゼパム錠15mg「トーワ」／クアゼパム錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」／ゾピクロン錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
タンドスピロンクエン酸塩錠５mg「トーワ」／タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」／※タンドスピロン
クエン酸塩錠20mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ゾルピデム酒石酸塩OD錠５mg「トーワ」／ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エスゾピクロン錠１mg「トーワ」／エスゾピクロン錠２mg「トーワ」／エスゾピクロン錠３mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」／バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ラモトリギン錠小児用２mg「トーワ」／ラモトリギン錠小児用５mg「トーワ」／ラモトリギン錠25mg「トーワ」
／ラモトリギン錠100mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

レベチラセタム錠250mg「トーワ」／レベチラセタム錠500mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
レベチラセタム錠250mg「トーワ」／レベチラセタム錠500mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社販売元／共創未来

ファーマ株式会社
レベチラセタム錠250mg「トーワ」／レベチラセタム錠500mg「トーワ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／東

和薬品株式会社
レベチラセタムDS50％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
レベチラセタムDS50％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社販売元／共創未来

ファーマ株式会社
レベチラセタムDS50％「トーワ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／東

和薬品株式会社
アセトアミノフェン細粒20％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アセトアミノフェンシロップ小児用２％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アセトアミノフェンDS小児用20％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／東和薬品株

式会社
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※エトドラク錠100mg「トーワ」／エトドラク錠200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
メロキシカム錠5mg「トーワ」／メロキシカム錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
セレコキシブ錠100mg「トーワ」／セレコキシブ錠200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
トアラセット配合錠「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ザルチロン注 製造販売元／東和薬品株式会社
パーキネス錠2 製造販売元／東和薬品株式会社
※ブロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」／プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」／プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ロピニロール徐放錠２mg「トーワ」／ロピニロール徐放錠８mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エンタカポン錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
クロチアゼパム錠5mg「トーワ」／クロチアゼパム錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
スルピリド錠100mg「トーワ」／スルピリド錠200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エチゾラム錠0.25mg「トーワ」／エチゾラム錠0.5mg「トーワ」／エチゾラム錠1mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
リスペリドン錠1mg「トーワ」／リスペリドン錠2mg「トーワ」／リスペリドン錠3mg「トーワ」／リスペリドン
細粒1％「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」／リスペリドンOD錠1mg「トーワ」／リスペリドンOD錠2mg「トーワ」／リス
ペリドンOD錠3mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーワ」／フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」／フルボキサミ
ンマレイン酸塩錠75mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「トーワ」／ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「トーワ」／ミルナシプラン塩酸塩錠
25mg「トーワ」／ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

パロキセチン錠5mg「トーワ」／パロキセチン錠10mg「トーワ」／パロキセチン錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
パロキセチンOD錠５mg「トーワ」／パロキセチンOD錠10mg「トーワ」／パロキセチンOD錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
クエチアピン錠25mg「トーワ」／クエチアピン錠100mg「トーワ」／クエチアピン錠200mg「トーワ」／クエチア
ピン細粒50％「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

オランザピン細粒１％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
オランザピン錠2.5mg「トーワ」／オランザピン錠５mg「トーワ」／オランザピン錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」／オランザピンOD錠５mg「トーワ」／オランザピンOD錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アリピプラゾール錠３mg「トーワ」／アリピプラゾール錠６mg「トーワ」／アリピプラゾール錠12mg「トーワ」
／アリピプラゾール錠24mg「トーワ」／アリピプラゾール散１％「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

アリピプラゾールOD錠３mg「トーワ」／アリピプラゾールOD錠６mg「トーワ」／アリピプラゾールOD錠12mg
「トーワ」／アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

アリピプラゾール内用液３mg分包「トーワ」／アリピプラゾール内用液６mg分包「トーワ」／アリピプラゾール
内用液12mg分包「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

セルトラリン錠25mg「トーワ」／セルトラリン錠50mg「トーワ」／セルトラリン錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
セルトラリンOD錠25mg「トーワ」／セルトラリンOD錠50mg「トーワ」／セルトラリンOD錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ブロナンセリン錠２mg「トーワ」／ブロナンセリン錠４mg「トーワ」／ブロナンセリン錠８mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アトモキセチン錠５mg「トーワ」／アトモキセチン錠10mg「トーワ」／アトモキセチン錠25mg「トーワ」／アト
モキセチン錠40mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

アトモキセチン内用液0.4％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ミルタザピン錠15mg「トーワ」／ミルタザピン錠30mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」／ミルタザピンOD錠30mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
デュロキセチン錠20mg「トーワ」／デュロキセチン錠30mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」／デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エスシタロプラム錠10mg「トーワ」／エスシタロプラム錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」／エスシタロプラムOD錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」／エスシタロプラムOD錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社販売元／共創未来

ファーマ株式会社
トーワチーム配合顆粒 製造販売元／東和薬品株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「トーワ」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トー
ワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

ドネペジル塩酸塩内用液3mg「トーワ」／ドネペジル塩酸塩内用液5mg「トーワ」／ドネペジル塩酸塩内用液10mg
「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

ラメルテオン錠８mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
プレガバリンカプセル25mg「トーワ」／プレガバリンカプセル75mg「トーワ」／プレガバリンカプセル150mg
「トーワ」／プレガバリンOD錠25mg「トーワ」／プレガバリンOD錠75mg「トーワ」／プレガバリンOD錠150mg
「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

メマンチン塩酸塩錠５mg「トーワ」／メマンチン塩酸塩錠10mg「トーワ」／メマンチン塩酸塩錠20mg「トーワ」
／メマンチン塩酸塩OD錠５mg「トーワ」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg
「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社
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メマンチン塩酸塩錠５mg「トーワ」／メマンチン塩酸塩錠10mg「トーワ」／メマンチン塩酸塩錠20mg「トーワ」
／メマンチン塩酸塩OD錠５mg「トーワ」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg
「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社販売元／共創未来
ファーマ株式会社

ガランタミンOD錠４mg「トーワ」／ガランタミンOD錠８mg「トーワ」／ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ガランタミンOD錠４mg「トーワ」／ガランタミンOD錠８mg「トーワ」／ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社販売元／共創未来

ファーマ株式会社
ガランタミンOD錠４mg「トーワ」／ガランタミンOD錠８mg「トーワ」／ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／東

和薬品株式会社
エダラボン点滴静注30mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エダラボン点滴静注30mgバッグ「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
リバスチグミンテープ4.5mg「トーワ」／リバスチグミンテープ9mg「トーワ」／リバスチグミンテープ13.5mg
「トーワ」／リバスチグミンテープ18mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

※チキジウム臭化物カプセル５mg「トーワ」／※チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※ブチルスコポラミン臭化物注20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※アフロクアロン錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
チザニジン錠１mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※クロモグリク酸Na点眼液２％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1％「トーワ」／ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※オフロキサシン点眼液0.3％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ケトチフェン点眼液0.05％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
オロパタジン点眼液0.1％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※クロモグリク酸Na点鼻液２％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ケトチフェン点鼻液0.05％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「トーワ」28噴霧用／※※フルチカゾンプロピオン酸エス
テル点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用

製造販売元／東和薬品株式会社

モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用／モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」／ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アミノフィリン静注250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ユビデカレノン錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※カルテオロール塩酸塩錠５mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アテノロール錠25mg「トーワ」／アテノロール錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アロチノロール塩酸塩錠５mg「トーワ」／アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」／ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」／ビソプロロー
ルフマル酸塩錠５mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

※メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」／※メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」／シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」／ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
トリクロルメチアジド錠１mg「トーワ」／トリクロルメチアジド錠２mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」／ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
フロセミド錠40mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
トルバプタンOD錠7.5mg「トーワ」／トルバプタンOD錠15mg「トーワ」／トルバプタン顆粒1%「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
フロセミド注20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」／エナラプリルマレ
イン酸塩錠10mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

リシノプリル錠５mg「トーワ」／リシノプリル錠10mg「トーワ」／リシノプリル錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーワ」／イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」／イミダプリル塩酸塩錠10mg
「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

テモカプリル塩酸塩錠１mg「トーワ」／テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」／テモカプリル塩酸塩錠4mg「トー
ワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

ペリンドプリルエルブミン錠２mg「トーワ」／ペリンドプリルエルブミン錠４mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」／ラベタロール塩酸塩錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」／メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※ニカルジピン塩酸塩錠10mg「トーワ」／※ニカルジピン塩酸塩錠20mg「トーワ」／※ニカルジピン塩酸塩散
10％「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

※※ニルバジピン錠２mg「トーワ」／※※ニルバジピン錠４mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※ドキサゾシン錠0.5mg「トーワ」／※ドキサゾシン錠１mg「トーワ」／※ドキサゾシン錠２mg「トーワ」／※
ドキサゾシン錠４mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

※ベタキソロール塩酸塩錠５mg「トーワ」／※ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」／カルベジロール錠2.5mg「トーワ」／カルベジロール錠10mg「トーワ」／
カルベジロール錠20mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

ロサルタンK錠25mg「トーワ」／ロサルタンK錠50mg「トーワ」／ロサルタンK錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
カンデサルタン錠２mg「トーワ」／カンデサルタン錠４mg「トーワ」／カンデサルタン錠８mg「トーワ」／カン
デサルタン錠12mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

カンデサルタンOD錠２mg「トーワ」／カンデサルタンOD錠４mg「トーワ」／カンデサルタンOD錠８mg「トーワ」
／カンデサルタンOD錠12mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

バルサルタン錠20mg「トーワ」／バルサルタン錠40mg「トーワ」／バルサルタン錠80mg「トーワ」／バルサルタ
ン錠160mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

バルサルタンOD錠20mg「トーワ」／バルサルタンOD錠40mg「トーワ」／バルサルタンOD錠80mg「トーワ」／バル
サルタンOD錠160mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

テルミサルタン錠20mg「トーワ」／テルミサルタン錠40mg「トーワ」／テルミサルタン錠80mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」／テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アゼルニジピン錠8mg「トーワ」／アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」／オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」／オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」
／オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」／オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」／オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」
／オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社販売元／共創未来
ファーマ株式会社

イルベサルタン錠50mg「トーワ」／イルベサルタン錠100mg「トーワ」／イルベサルタン錠200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
イルベサルタン錠50mg「トーワ」／イルベサルタン錠100mg「トーワ」／イルベサルタン錠200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社販売元／株式会社

三和化学研究所
イルベサルタンOD錠50mg「トーワ」／イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」／イルベサルタンOD錠200mg「トー
ワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

ロサルヒド配合錠LD「トーワ」／ロサルヒド配合錠HD「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
バルヒディオ配合錠MD「トーワ」／バルヒディオ配合錠EX「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
テルチア配合錠AP「トーワ」／テルチア配合錠BP「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
テルチア配合錠AP「トーワ」／テルチア配合錠BP「トーワ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／東和薬品株式

会社
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販売名 企業名

アムバロ配合錠「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アムバロ配合OD錠「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
カムシア配合錠LD「トーワ」／カムシア配合錠HD「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
テラムロ配合錠AP「トーワ」／テラムロ配合錠BP「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
イルアミクス配合錠LD「トーワ」／イルアミクス配合錠HD「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ジルムロ配合錠LD「トーワ」／ジルムロ配合錠HD「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ジルムロ配合錠LD「トーワ」／ジルムロ配合錠HD「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社販売元／共創未来

ファーマ株式会社
ジルムロ配合錠LD「トーワ」／ジルムロ配合錠HD「トーワ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／東

和薬品株式会社
ジルムロ配合OD錠LD「トーワ」／ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※ミドドリン塩酸塩錠２mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
スマトリプタン錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エレトリプタン錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ジラゼプ塩酸塩錠50mg「トーワ」／※ジラゼプ塩酸塩錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」／ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※ジピリダモール錠25mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ジピリダモール錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
トラピジル錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
トラピジル錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ニフェジピンL錠10mg「トーワ」／ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」／ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」／ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」／ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」／ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

東和薬品株式会社
ニコランジル錠2.5mg「トーワ」／ニコランジル錠5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ニコランジル錠5mg「トーワ」 *販売／ニプロESファーマ株式会社製造販売元／

東和薬品株式会社
ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」／ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」／ベニジピン塩酸塩錠8mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アムロジピン錠2.5mg「トーワ」／アムロジピン錠5mg「トーワ」／アムロジピン錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」／アムロジピンOD錠5mg「トーワ」／アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
一硝酸イソソルビド錠10mg「トーワ」／一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社提携／MYLAN

TECHNOLOGIES INC．(USA)
※※ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」 ※販売／ニプロESファーマ株式会社製造販売元／

東和薬品株式会社提携／MYLAN TECHNOLOGIES
INC．(USA)

ベザフィブラート徐放錠100mg「トーワ」／ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
プロブコール錠250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
プラバスタチンNa錠５mg「トーワ」／プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
シンバスタチン錠5mg「トーワ」／シンバスタチン錠10mg「トーワ」／シンバスタチン錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アトルバスタチン錠5mg「トーワ」／アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アトルバスタチンOD錠５mg「トーワ」／アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ピタバスタチンCa錠１mg「トーワ」／ピタバスタチンCa錠２mg「トーワ」／ピタバスタチンCa錠４mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社

ピタバスタチンCa・OD錠１mg「トーワ」／ピタバスタチンCa・OD錠２mg「トーワ」／ピタバスタチンCa・OD錠４
mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」／ロスバスタチン錠５mg「トーワ」／ロスバスタチン錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」／ロスバスタチンOD錠５mg「トーワ」／ロスバスタチンOD錠10mg「トー
ワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

エゼチミブ錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エゼチミブOD錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル２g「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」／※イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」／炭酸ランタン顆粒分包500mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アマルエット配合錠１番「トーワ」／アマルエット配合錠２番「トーワ」／アマルエット配合錠３番「トーワ」
／アマルエット配合錠４番「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

アルプロスタジル注５μgシリンジ「トーワ」 製造販売（輸入）元／東和薬品株式会社
アルプロスタジル注10μgシリンジ「トーワ」 製造販売（輸入）元／東和薬品株式会社
※デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」／※デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10％
「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

ムコブロチン配合シロップ 製造販売元／東和薬品株式会社
カルボシステイン錠250mg「トーワ」／カルボシステイン錠500mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※カルボシステインシロップ小児用5％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
カルボシステインDS50％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ブロムヘキシン塩酸塩錠４mg「トーワ」／※※ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」／テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」／テオフィリン徐放U錠400mg
「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

テオフィリン徐放DS小児用20％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※ツロブテロール塩酸塩錠１mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」／※ツロブテロールテープ１mg「トーワ」／※ツロブテロールテープ
２mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

※ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」／※ツロブテロールテープ1mg「トーワ」／※ツロブテロールテープ
2mg「トーワ」

発売／高田製薬株式会社製造販売元／東和薬品株
式会社

アズレン含嗽用散0.4％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※耐性乳酸菌散10％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ガスサール錠40mg 製造販売元／東和薬品株式会社
※ファモチジン散2％「トーワ」／※ファモチジン散10％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ファモチジン錠10mg「トーワ」／ファモチジン錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ファモチジンOD錠10mg「トーワ」／ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ラフチジン錠５mg「トーワ」／ラフチジン錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ファモチジン注射液10mg「トーワ」／ファモチジン注射液20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※ファモチジン注用10mg「トーワ」／※ファモチジン注用20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アルジオキサ錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
スクラルファート顆粒90％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
スルピリドカプセル50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
テプレノンカプセル50mg「トーワ」／テプレノン細粒10％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
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レバミピド錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※オメプラゾール錠10mg「トーワ」／※※オメプラゾール錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」／ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」／ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／東

和薬品株式会社
ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」／ランソプラゾールカプセル30mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ラベプラゾールNa錠５mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」／エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
KM散 製造販売元／東和薬品株式会社
マーレッジ懸濁用配合DS 製造販売元／東和薬品株式会社
※センノシド錠12mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
センノシド錠12mg「トーワ」 発売／ジェイドルフ製薬株式会社製造販売元／東

和薬品株式会社
ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」／ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
グラニセトロン静注液1mg「トーワ」／グラニセトロン静注液3mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ」 製造販売(輸入)元／東和薬品株式会社
メトクロプラミド錠５mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ドンペリドン錠５mg「トーワ」／※※ドンペリドン錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
メサラジン錠250mg「トーワ」／メサラジン錠500mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
メサラジン徐放錠250mg「トーワ」／メサラジン徐放錠500mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「トーワ」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
プレドニゾロン錠5mg 「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ベタセレミン配合錠 製造販売元／東和薬品株式会社
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
フリウェル配合錠LD「トーワ」／フリウェル配合錠ULD「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」／※カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
デュタステリドカプセル0.1mgZA「トーワ」／デュタステリドカプセル0.5mgZA「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
フィナステリド錠0.2mg「トーワ」／フィナステリド錠１mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ジエノゲスト錠1mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ジエノゲストOD錠1mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社販売元／共創未来

ファーマ株式会社
デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／東

和薬品株式会社
オキシブチニン塩酸塩錠１mg「トーワ」／オキシブチニン塩酸塩錠２mg「トーワ」／オキシブチニン塩酸塩錠３
mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」／プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」／タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ナフトピジル錠25mg「トーワ」／ナフトピジル錠50mg「トーワ」／ナフトピジル錠75mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」／ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」／ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
シルデナフィルOD錠50mgVI「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
バルデナフィル錠10mg「トーワ」／バルデナフィル錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
タダラフィルOD錠10mgCI「トーワ」／タダラフィルOD錠20mgCI「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
シロドシン錠2mg「トーワ」／シロドシン錠4mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」／ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」／ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」／タダラフィルOD錠５mgZA「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」／タダラフィルOD錠５mgZA「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社販売元／共創未来

ファーマ株式会社
タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」／タダラフィルOD錠５mgZA「トーワ」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／東

和薬品株式会社
※※ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ナジフロキサシンローション１％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ルリクールVG軟膏0.12% 製造販売元／東和薬品株式会社
ケトプロフェンテープ20mg「トーワ」／ケトプロフェンテープ40mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ジクロフェナクNaテープ15mg「トーワ」／ジクロフェナクNaテープ30mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ロキソプロフェンNaテープ50mg「トーワ」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」／ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※テルビナフィン塩酸塩外用液１％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ガンマオリザノール錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」／※アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」／※
アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

※※カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」／※※カルシトリオールカプセル0.5μg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」／エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」／マキサカルシトール静注透析用５μg「トーワ」／マキサカ
ルシトール静注透析用10μg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

※フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ベンフォチアミン錠25mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※フルスルチアミン注10mg「トーワ」／※フルスルチアミン静注25mg「トーワ」／※フルスルチアミン静注50mg
「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

※※ピリドキサール注30mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
メコバラミン錠500「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
シアノコバラミン注射液1000μｇ「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※メコバラミン注射液500μg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※アスコルビン酸注射液100mg「トーワ」／※アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※アスコルビン酸注射液1000mg「トーワ」／※※アスコルビン酸注射液2000mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
シグマビタン配合カプセルB25 製造販売元／東和薬品株式会社
シーピー配合顆粒 製造販売元／東和薬品株式会社
リメファー3B注射液 製造販売元／東和薬品株式会社
L−アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ミネラミック注 製造販売元／東和薬品株式会社
キシリトール注射液20％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
生食注「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
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※カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ワルファリンK錠0.5mg「トーワ」／ワルファリンK錠１mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※シロスタゾール錠50mg「トーワ」／※シロスタゾール錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」／シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ベラプロストNa錠20μg「トーワ」／ベラプロストNa錠40μg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「トーワ」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
クロピドグレル錠25mg「トーワ」／クロピドグレル錠75mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※レミゲン静注20mL 製造販売元／東和薬品株式会社
ホリナート錠25mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アロプリノール錠50mg「トーワ」／アロプリノール錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」／※※ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
フェブキソスタット錠10mg「トーワ」／フェブキソスタット錠20mg「トーワ」／フェブキソスタット錠40mg
「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

ポトレンド配合錠／ポトレンド配合散 製造販売元／東和薬品株式会社
グリベンクラミド錠1.25mg「トーワ」／グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※グリクラジド錠20mg「トーワ」／※グリクラジド錠40mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
グリメピリド錠0.5mg「トーワ」／グリメピリド錠1mg「トーワ」／グリメピリド錠3mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」／グリメピリドOD錠１mg「トーワ」／グリメピリドOD錠３mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ボグリボース錠0.2mg「トーワ」／ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」／ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」／ピオグリタゾン錠30mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」／ピオグリタゾンOD錠30mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ミグリトール錠25mg「トーワ」／ミグリトール錠50mg「トーワ」／ミグリトール錠75mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ミグリトールOD錠25mg「トーワ」／ミグリトールOD錠50mg「トーワ」／ミグリトールOD錠75mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」／シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」／シクロスポリンカプセル
50mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

エパルレスタット錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
タクロリムス錠0.5mg「トーワ」／タクロリムス錠１mg「トーワ」／タクロリムス錠1.5mg「トーワ」／タクロリ
ムス錠２mg「トーワ」／タクロリムス錠３mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

タクロリムス錠５mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
メトトレキサート錠２mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アレンドロン酸錠5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
リセドロン酸Na錠2.5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ミノドロン酸錠1mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」／レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」／レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社販売元／共創未来

ファーマ株式会社
レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」／レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社販売元／株式会社

三和化学研究所
※※エルカトニン筋注10単位「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※エルカトニン筋注20単位「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ナファモスタットメシル酸塩注用10mg「トーワ」／※※ナファモスタットメシル酸塩注用50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※オザグレルNa点滴静注液20mg「トーワ」／※オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」／※オザグレルNa点滴静
注液80mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

オザグレルNa注80mgシリンジ「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ゾレドロン酸点滴静注４mg/100mLバッグ「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」／ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
カペシタビン錠300mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
フルオロウラシル注250mg「トーワ」／フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」／イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ドセタキセル点滴静注20mg/１mL「トーワ」／ドセタキセル点滴静注80mg/４mL「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ビカルタミド錠80mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ビカルタミドOD錠80mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アナストロゾール錠１mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
イマチニブ錠100mg「トーワ」／イマチニブ錠200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
レトロゾール錠2.5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ダサチニブ錠20mg「トーワ」／ダサチニブ錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
オキサリプラチン点滴静注50mg「トーワ」／オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」／オキサリプラチン点
滴静注200mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

ボルテゾミブ注射用２mg「トーワ」／ボルテゾミブ注射用３mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※メキタジン錠３mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ブシラミン錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ブシラミン錠50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※トラニラストカプセル100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ケトチフェンシロップ小児用0.02％「トーワ」／※※ケトチフェンDS小児用0.1％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※,※※アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「トーワ」／※※アゼラスチン塩酸塩錠１mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ペミロラストK錠５mg「トーワ」／※※ペミロラストK錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル1mg「トーワ」／エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル2mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」／エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エピナスチン塩酸塩DS小児用1％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※スプラタストトシル酸塩カプセル50mg「トーワ」／※※スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
プランルカストDS10％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エバスチン錠５mg「トーワ」／エバスチン錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」／セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ベポタスチンベシル酸塩錠５mg「トーワ」／ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ベポタスチンベシル酸塩OD錠５mg「トーワ」／ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
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販売名 企業名

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トーワ」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「トーワ」／フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩DS５％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」／オロパタジン塩酸塩錠５mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーワ」／オロパタジン塩酸塩OD錠５mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
モンテルカスト細粒４mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
モンテルカストチュアブル錠５mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
モンテルカスト錠５mg「トーワ」／モンテルカスト錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
モンテルカストOD錠５mg「トーワ」／モンテルカストOD錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ロラタジンDS１％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
レボセチリジン塩酸塩錠５mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
リンコマイシン塩酸塩注射液300mg「トーワ」／リンコマイシン塩酸塩注射液600mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「トーワ」／クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」／テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
トブラシン注60mg／トブラシン注90mg／トブラシン注小児用10mg 製造販売元／東和薬品株式会社
アモキシシリンカプセル125mg「トーワ」／アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ピペラシリンNa注用1g「トーワ」／ピペラシリンNa注用2g「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
セファレキシン複合顆粒500mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
セファレキシン複合顆粒500mg「トーワ」 発売／ジェイドルフ製薬株式会社製造販売元／東

和薬品株式会社
セファレキシンカプセル250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
セファクロルカプセル250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
セフジニル細粒小児用10％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
セフジニルカプセル50mg「トーワ」／セフジニルカプセル100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
セフジトレンピボキシル細粒小児用10％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
メロペネム点滴静注用0.25g「トーワ」／メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
バクフォーゼ静注用0.5g／バクフォーゼ静注用1g 製造販売元／東和薬品株式会社
ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
クラリスロマイシンDS小児用10％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アジスロマイシン細粒小児用10％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アジスロマイシン錠250mg「トーワ」／アジスロマイシン錠500mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」／ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ボリコナゾール錠50mg「トーワ」／ボリコナゾール錠200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
シプロフロキサシン錠100mg「トーワ」／シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
レボフロキサシン錠250mg「トーワ」／レボフロキサシン錠500mg「トーワ」／レボフロキサシンOD錠250mg
「トーワ」／レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

レボフロキサシン内用液250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アシクロビル顆粒40％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アシクロビル錠200mg「トーワ」／アシクロビル錠400mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
バラシクロビル錠500mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
アシクロビル点滴静注用250mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※ビダラビン軟膏３％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※※アシクロビル軟膏５％「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
※テルビナフィン錠125mg「トーワ」 製造販売元／東和薬品株式会社
フルコナゾール静注50mg「トーワ」／フルコナゾール静注100mg「トーワ」／フルコナゾール静注200mg「トー
ワ」

製造販売元／東和薬品株式会社

ウブレチド錠5mg 製造販売元／鳥居薬品株式会社
ウブレチド点眼液 0.5％ 製造販売元／鳥居薬品株式会社
ウブレチド点眼液 1％ 製造販売元／鳥居薬品株式会社
ケイキサレート散 製造販売元／鳥居薬品株式会社提携先／SANOFI
ケイキサレートドライシロップ 76% 製造販売元／鳥居薬品株式会社提携先／SANOFI
**パオスクレー内痔核内注射用250mg 製造販売元／鳥居薬品株式会社
ロコイド軟膏0.1%／ロコイドクリーム0.1% 製造販売元／鳥居薬品株式会社提携先／

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
アンテベート軟膏0.05%／アンテベートクリーム0.05%／アンテベートローション0.05% 製造販売元／鳥居薬品株式会社
スタデルム軟膏5%／スタデルムクリーム5% 製造販売元／鳥居薬品株式会社
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU／ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU 製造販売元／鳥居薬品株式会社
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU／シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 製造販売元／鳥居薬品株式会社
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉 1:100／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカ
マツ花粉1:1,000／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉1:10,000／治療用アレルゲンエキス
皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100／治療用
アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ
花粉1:10,000

製造販売元／鳥居薬品株式会社

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アスペルギルス1:1,000／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」
アルテルナリア1:1,000／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1,000／治療用アレルゲンエキス
皮下注「トリイ」カンジダ1:10,000／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:100,000／治療用ア
レルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1,000,000／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」クラドスポ
リウム1:1,000／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ペニシリウム1:1,000

製造販売元／鳥居薬品株式会社

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1：10／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1：
100／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」キヌ1:10／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1：10／
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1：100／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1：1,000

製造販売元／鳥居薬品株式会社

診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:1,000 製造販売元／鳥居薬品株式会社
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:10／治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウス
ダスト1:100

製造販売元／鳥居薬品株式会社

治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2,000JAU/ｍＬ／治療用標準化アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」スギ花粉200JAU/ｍＬ

製造販売元／鳥居薬品株式会社

治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」1,000JAU/mL／治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」
10,000JAU/mL／治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」100,000JAU/mL

製造販売元／鳥居薬品株式会社

**治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」 製造販売元／鳥居薬品株式会社
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販売名 企業名

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カポック1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ソバガラ
1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」タタミ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」綿
1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」アサ布1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」イネ
ワラ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」キヌ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ナ
イロン1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」マユ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」
綿布1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」モミガラ1:1,000

製造販売元／鳥居薬品株式会社

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」アジ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」イワシ1:1,000／
診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カツオ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」サバ1:1,000／
診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」マグロ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」イカ1:1,000／
診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」エビ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カニ1:1,000

製造販売元／鳥居薬品株式会社

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」アスペルギルス1：10,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ア
ルテルナリア1：10,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カンジダ1：10,000／診断用アレルゲン皮内エ
キス「トリイ」クラドスポリウム1：10,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ペニシリウム1：10,000

製造販売元／鳥居薬品株式会社

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」小麦粉1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」米1:1,000／診
断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ソバ粉1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」大麦1:1,000／診
断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」トウモロコシ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」エダマメ
1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」クリ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ナシ
1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」バナナ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」リン
ゴ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」イースト（パン種）1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」トウフ1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ビール1:1,000

製造販売元／鳥居薬品株式会社

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カナムグラ花粉1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カモ
ガヤ花粉1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」スギ花粉1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「ト
リイ」ススキ花粉1:1,000／診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ヒメガマ花粉1:1,000／診断用アレルゲン皮
内エキス「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000

製造販売元／鳥居薬品株式会社

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アカマツ花粉／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草
花粉／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガ
ヤ花粉／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キク花粉／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」クロマツ花
粉／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉／
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ホウレン草花粉

製造販売元／鳥居薬品株式会社

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アジ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イワシ／アレルゲンスク
ラッチエキス「トリイ」カツオ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カレイ／アレルゲンスクラッチエキス
「トリイ」キス／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」サケ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」サバ／
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」サンマ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タラ／アレルゲンスク
ラッチエキス「トリイ」ヒラメ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブリ／アレルゲンスクラッチエキス
「トリイ」マグロ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アサリ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イ
カ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」エビ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カキ（貝）／アレル
ゲンスクラッチエキス「トリイ」カニ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タコ／アレルゲンスクラッチエ
キス「トリイ」ハマグリ

製造販売元／鳥居薬品株式会社

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」小麦粉／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」米／アレルゲンスク
ラッチエキス「トリイ」コンニャク粉／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ソバ粉／アレルゲンスクラッチ
エキス「トリイ」トウモロコシ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」パン／アレルゲンスクラッチエキス
「トリイ」モチ米／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」エダマメ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
キャベツ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ゴマ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」シイタケ
（乾）／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ジャガイモ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タケノコ
／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タマネギ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」トマト／アレルゲ
ンスクラッチエキス「トリイ」ニンジン／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ホウレン草／アレルゲンスク
ラッチエキス「トリイ」ラッカセイ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アーモンド／アレルゲンスクラッ
チエキス「トリイ」リンゴ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イースト（パン種）／アレルゲンスクラッ
チエキス「トリイ」ココア／アレル

製造販売元／鳥居薬品株式会社

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アサ布／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イネワラ／アレルゲン
スクラッチエキス「トリイ」キヌ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ハウスダスト／アレルゲンスクラッ
チエキス「トリイ」モミガラ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」綿

製造販売元／鳥居薬品株式会社

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アルテルナリア／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アスペルギル
ス／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カンジダ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」クラドスポリウ
ム／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ペニシリウム

製造販売元／鳥居薬品株式会社

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ダニ／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヨモギ花粉／アレルゲン
スクラッチエキス「トリイ」チモシー花粉

製造販売元／鳥居薬品株式会社

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」卵黄／アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」卵⽩ 製造販売元／鳥居薬品株式会社
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」牛乳 製造販売元／鳥居薬品株式会社
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」犬毛 製造販売元／鳥居薬品株式会社
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」兎毛 製造販売元／鳥居薬品株式会社
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」猫毛 製造販売元／鳥居薬品株式会社
スクラッチダニアレルゲンエキス「トリイ」100,000JAU/mL 製造販売元／鳥居薬品株式会社
診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」 製造販売元／鳥居薬品株式会社
アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」 製造販売元／鳥居薬品株式会社
アレルゲンディスク「トリイ」ハウスダスト／アレルゲンディスク「トリイ」ブタクサ花粉 製造販売元／鳥居薬品株式会社
パッチテスト試薬 ウルシオール0.002% 製造販売元／鳥居薬品株式会社
パッチテスト試薬金属 塩化アルミニウム2%／パッチテスト試薬金属 塩化コバルト2%／パッチテスト試薬金属
塩化第二スズ1%／パッチテスト試薬金属 塩化第二鉄2%／パッチテスト試薬金属 塩化白金酸0.5%／パッチテスト
試薬金属 塩化パラジウム1%／パッチテスト試薬金属 塩化マンガン2%／パッチテスト試薬金属 三塩化インジウ
ム1%／パッチテスト試薬金属 四塩化イリジウム1%／パッチテスト試薬金属 臭化銀2%／パッチテスト試薬金属
重クロム酸カリウム0.5%／パッチテスト試薬金属 硫酸クロム2%／パッチテスト試薬金属 硫酸ニッケル5%／パッ
チテスト試薬金属 塩化亜鉛2%／パッチテスト試薬金属 塩化金酸0.2%／パッチテスト試薬金属 硫酸銅1%／パッ
チテスト試薬金属 塩化第二水銀0.05%

製造販売元／鳥居薬品株式会社

スープレン　吸入麻酔液 製造販売元／製造販売業者（輸入元）バクスター
株式会社

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液3％ 製造販売元／バクスター株式会社
ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液／ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 製造販売元／バクスター株式会社
ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液 製造販売元／バクスター株式会社
ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液／ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 製造販売元／バクスター株式会社
ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 製造販売元／バクスター株式会社
エクストラニール腹膜透析液 製造販売元(輸入元)／バクスター株式会社
レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液／レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液／レギュニール HCa 4.25 腹膜透析液 製造販売元／バクスター株式会社
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液／レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液／レギュニール LCa 4.25 腹膜透析液 製造販売元／バクスター株式会社
ドキシル注20mg **販売／富士製薬工業株式会社**製造販売元／バ

クスター株式会社
テグレトール錠100mg／テグレトール錠200mg／テグレトール細粒50％ 製造販売元／サンファーマ株式会社
シンメトレル錠50mg／シンメトレル錠100mg／シンメトレル細粒10％ 製造販売元／サンファーマ株式会社
パーロデル錠2.5mg 製造販売元／サンファーマ株式会社
ルジオミール錠10mg／ルジオミール錠25mg 製造販売元／サンファーマ株式会社
リオレサール錠5mg／リオレサール錠10mg 製造販売元／サンファーマ株式会社
テルネリン錠1mg／テルネリン顆粒0.2％ *製造販売元／サンファーマ株式会社
ザジテン点鼻液0.05％ *製造販売元／サンファーマ株式会社

87/151



販売名 企業名

アプレゾリン錠10mg／アプレゾリン錠25mg／アプレゾリン錠50mg／10％アプレゾリン散「SUN」 製造販売元／サンファーマ株式会社
アプレゾリン注射用20mg ＊製造販売元／サンファーマ株式会社
チバセン錠2.5mg／チバセン錠5mg／チバセン錠10mg 製造販売元／サンファーマ株式会社
ロプレソール錠20mg／ロプレソール錠40mg 製造販売元／サンファーマ株式会社
ロプレソールSR錠120mg 製造販売元／サンファーマ株式会社
ニトロダームTTS25mg 製造販売元／サンファーマ株式会社
ローコール錠10mg／ローコール錠20mg／ローコール錠30mg 製造販売／サンファーマ株式会社
プルゼニド錠12mg *製造販売元／サンファーマ株式会社
アローゼン顆粒 製造販売元／サンファーマ株式会社
*アクロマイシントローチ15mg **製造販売元／サンファーマ株式会社
ディビゲル1mg 製造販売元／サンファーマ株式会社販売／持田製

薬株式会社
ジエノゲスト錠1mg「SUN」 製造販売元／サンファーマ株式会社販売元／株式

会社ケミックス
オクトレオチド皮下注50μg「SUN」／オクトレオチド皮下注100μg「SUN」 製造販売元／サンファーマ株式会社
アクロマイシン末 *製造販売元／サンファーマ株式会社
アクロマイシン軟膏3% 製造販売元／サンファーマ株式会社
ナジフロクリーム1％ **製造販売元／サンファーマ株式会社
**ナジフロキサシンクリーム１％「SUN」 *製造販売元／サンファーマ株式会社
ナジフロローション1％ **製造販売元／サンファーマ株式会社
ナジフロキサシンローション1%「SUN」 製造販売元／サンファーマ株式会社
スレンダム軟膏１％ 製造販売元／サンファーマ株式会社
ルリコンクリーム1%／ルリコン液1%／ルリコン軟膏1% ＊製造販売元／サンファーマ株式会社
ラミシールクリーム1% ＊製造販売元／サンファーマ株式会社
ラミシール外用液１％ *製造販売元／サンファーマ株式会社
ラミシール外用スプレー１％ 「輸入品」＊製造販売元／サンファーマ株式会社

※アセチロールクリーム10％ ※※製造販売元／サンファーマ株式会社
＊＊尿素クリーム10％「SUN」 ＊製造販売元／サンファーマ株式会社
※アセチロールクリーム20％ ※※製造販売元／サンファーマ株式会社
＊＊尿素クリーム20％「SUN」 ＊製造販売元／サンファーマ株式会社
マキサカルシトール軟膏25μg/g「PP」 ※※製造販売元／サンファーマ株式会社
オルセノン軟膏０．２５％ *販売元／杏林製薬株式会社発売元／キョーリン

リメディオ株式会社**製造販売元／サンファーマ
株式会社

オルセノン軟膏0.25％ ※※製造販売元／サンファーマ株式会社
タクロリムス軟膏0.1％「PP」 *製造販売元／サンファーマ株式会社
デュアック配合ゲル 製造販売元（輸入）／サンファーマ株式会社
グルコンサンK錠5mEq／グルコンサンK錠2.5mEq／グルコンサンK細粒4mEq/g **製造販売元／サンファーマ株式会社
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3％「PP」 **製造販売元／サンファーマ株式会社
イルミア皮下注100mgシリンジ 製造販売元（輸入）／サンファーマ株式会社
ゲムシタビン点滴静注用200mg「SUN」／ゲムシタビン点滴静注用1g「SUN」 *製造販売元／サンファーマ株式会社
ペメトレキセド点滴静注液100mg「ＳＵＮ」／ペメトレキセド点滴静注液500mg「ＳＵＮ」 製造販売元／サンファーマ株式会社
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」／イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 製造販売元／サンファーマ株式会社
ザジテンカプセル1mg ＊製造販売元／サンファーマ株式会社
ザジテンシロップ0.02% ＊製造販売元／サンファーマ株式会社
ザジテンドライシロップ0.1％ ＊製造販売元／サンファーマ株式会社
コリマイシン散200万単位/g **製造販売元／サンファーマ株式会社
メタコリマイシンカプセル300万単位／メタコリマイシン顆粒200万単位/g **製造販売元／サンファーマ株式会社
アクロマイシンＶカプセル50mg／アクロマイシンＶカプセル250mg *製造販売元／サンファーマ株式会社
レダマイシンカプセル１５０ｍｇ *製造販売元／サンファーマ株式会社
バラシクロビル錠500mg「PP」 ＊製造販売元／サンファーマ株式会社
ラミシール錠125mg 製造販売元／サンファーマ株式会社
ワシュライト２W/V%液／ワシュライト20W/V%液 ※※製造販売元／サンファーマ株式会社
ワシュライトS３W/V％液 ※※製造販売元／サンファーマ株式会社
メディトランステープ27mg **販売元／協和キリン株式会社*製造販売元／

トーヨーケム株式会社
コデインリン酸塩散1％「メタル」 製造販売元／中北薬品株式会社
コデインリン酸塩散1％「メタル」 製造販売元／中北薬品株式会社発売元／吉田製薬

株式会社
ジヒドロコデインリン酸塩散1％「メタル」 製造販売元／中北薬品株式会社
ジヒドロコデインリン酸塩散1％「メタル」 製造販売元／中北薬品株式会社発売元／吉田製薬

株式会社
アシドレス配合内服液 発売元／カイゲンファーマ株式会社製造販売元／

中北薬品株式会社
ポビドンヨード液10％「メタル」 製造販売元／中北薬品株式会社
イソプロパノール消毒液70％「メタル」 製造販売元／中北薬品株式会社
スピール膏M 製造販売元／ニチバン株式会社
Dドライ透析剤2.5S 製造販売業者／日機装株式会社
Dドライ透析剤3.0S 製造販売業者／日機装株式会社
Dドライ透析剤2.75S 製造販売業者／日機装株式会社
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 製造販売元／日興製薬株式会社販売提携／丸石製

薬株式会社
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／日興製薬株式

会社
ポピラール消毒液10％ 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬

株式会社
消毒用エタプロコール 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬

株式会社
0．5W／V％マスキン水 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬

株式会社
0．05W／V％マスキン水 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬

株式会社
0．02W／V％マスキン水 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬

株式会社
0．1W／V％マスキン水 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬

株式会社
0．05W／V％ハイジール水 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬

株式会社
0．5W／V％ハイジール水 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬

株式会社
0．1W／V％ハイジール水 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬

株式会社
0．2W／V％ハイジール水 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬

株式会社
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ハイポエタノール液２％「ニッコー」 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬
株式会社

亜鉛華（10％）単軟膏「ニッコー」 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬
株式会社

スクロードパスタ 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／日興製薬
株式会社

ゾルピデム酒石酸塩錠５mg「NP」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
エスゾピクロン錠１mg「ニプロ」／エスゾピクロン錠２mg「ニプロ」／エスゾピクロン錠３mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
デクスメデトミジン静注液200μg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
アセトアミノフェン錠200mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
スルピリン注250mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
インドメタシン坐剤25「NP」／インドメタシン坐剤50「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
メロキシカム錠５mg「NP」／メロキシカム錠10mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
セレコキシブ錠100mg「ニプロ」／セレコキシブ錠200mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
*ヤスラミン配合静注 **製造販売（輸入）／ニプロ株式会社
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
エチゾラム錠0.25mg「NP」／エチゾラム錠0.5mg「NP」／エチゾラム錠１mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
リスペリドン錠0.5mg「NP」／リスペリドン錠１mg「NP」／リスペリドン錠２mg「NP」／リスペリドン錠３mg
「NP」／リスペリドン細粒１％「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」／フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」／フルボキサミンマレイ
ン酸塩錠75mg「NP」

製造販売元／ニプロ株式会社

ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「NP」／ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「NP」／ミルナシプラン塩酸塩錠25mg
「NP」／ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

パロキセチン錠５mg「NP」／パロキセチン錠10mg「NP」／パロキセチン錠20mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
オランザピン錠2.5mg「ニプロ」／オランザピン錠５mg「ニプロ」／オランザピン錠10mg「ニプロ」／オランザ
ピンOD錠2.5mg「ニプロ」／オランザピンOD錠５mg「ニプロ」／オランザピンOD錠10mg「ニプロ」／オランザピ
ン細粒1％「ニプロ」

製造販売／ニプロ株式会社

アリピプラゾール錠３mg「ニプロ」／アリピプラゾール錠６mg「ニプロ」／アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」
／アリピプラゾール散１％「ニプロ」／アリピプラゾールOD錠３mg「ニプロ」／アリピプラゾールOD錠６mg「ニ
プロ」／アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」／アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」

製造販売／ニプロ株式会社

アリピプラゾール内用液分包３mg「ニプロ」／アリピプラゾール内用液分包６mg「ニプロ」／アリピプラゾール
内用液分包12mg「ニプロ」

製造販売／ニプロ株式会社

アリピプラゾール内用液分包３mg「ニプロ」／アリピプラゾール内用液分包６mg「ニプロ」／アリピプラゾール
内用液分包12mg「ニプロ」

販売／ニプロＥＳファーマ株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社製造販売／ニプロ株式
会社

セルトラリン錠25mg「ニプロ」／セルトラリン錠50mg「ニプロ」／セルトラリン錠100mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ブロナンセリン錠２mg「ニプロ」／ブロナンセリン錠４mg「ニプロ」／ブロナンセリン錠８mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
アトモキセチン錠５mg「ニプロ」／アトモキセチン錠10mg「ニプロ」／アトモキセチン錠25mg「ニプロ」／アト
モキセチン錠40mg「ニプロ」

製造販売／ニプロ株式会社

アトモキセチン内用液0.4％「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ミルタザピン錠15mg「ニプロ」／ミルタザピン錠30mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ミルタザピンOD錠15mg「ニプロ」／ミルタザピンOD錠30mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」／デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」／デュロキセチンカプセル30mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」／エスシタロプラム錠20mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「NP」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「NP」 製造販売元／ニプロ株式会社
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」 製造販売元／ニプロ株式会社
ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「NP」／ドネペジル塩酸塩内服ゼリー5mg「NP」／ドネペジル塩酸塩内服ゼリー
10mg「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」／プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」／プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
メマンチン塩酸塩錠５mg「ニプロ」／メマンチン塩酸塩錠10mg「ニプロ」／メマンチン塩酸塩錠20mg「ニプロ」
／メマンチン塩酸塩OD錠５mg「ニプロ」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg
「ニプロ」

プロモーション提携／吉富薬品株式会社製造販売
／ニプロ株式会社

ガランタミンOD錠４mg「ニプロ」／ガランタミンOD錠８mg「ニプロ」／ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」 プロモーション提携／吉富薬品株式会社製造販売
／ニプロ株式会社

エダラボン点滴静注30mg「NP」／エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」／リバスチグミンテープ９mg「ニプロ」／リバスチグミンテープ13.5mg
「ニプロ」／リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」

製造販売／ニプロ株式会社

キシロカイン注シリンジ0.5%／キシロカイン注シリンジ1% **販売／サンド株式会社製造販売／ニプロ株式会
社

塩酸メピバカイン注シリンジ0.5％「NP」／塩酸メピバカイン注シリンジ１％「NP」／塩酸メピバカイン注シリ
ンジ２％「NP」

発売／丸石製薬株式会社製造販売／ニプロ株式会
社

リドカインテープ18mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「NP」／クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社

ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
エペリゾン塩酸塩錠50mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005％「NP」 販売／わかもと製薬株式会社製造販売／ニプロ株

式会社
レボフロキサシン点眼液0.5％「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
レボフロキサシン点眼液1.5％「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
アミノフィリン注250mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ドパミン塩酸塩点滴静注50mg「NP」／ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」／ドパミン塩酸塩点滴静注200mg
「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」／アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
トリクロルメチアジド錠１mg「NP」／トリクロルメチアジド錠２mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
スピロノラクトン錠25mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
フロセミド錠10mg「NP」／フロセミド錠20mg「NP」／フロセミド錠40mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
トルバプタンOD錠15mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
テモカプリル塩酸塩錠１mg「NP」／テモカプリル塩酸塩錠２mg「NP」／テモカプリル塩酸塩錠４mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ドキサゾシン錠0.5mg「NP」／ドキサゾシン錠１mg「NP」／ドキサゾシン錠２mg「NP」／ドキサゾシン錠４mg
「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

ドキサゾシン錠0.5mg「NP」／ドキサゾシン錠１mg「NP」／ドキサゾシン錠２mg「NP」／ドキサゾシン錠４mg
「NP」

販売／日本ジェネリック株式会社製造販売／ニプ
ロ株式会社

ロサルタンカリウム錠25mg「NP」／ロサルタンカリウム錠50mg「NP」／ロサルタンカリウム錠100mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
カンデサルタン錠２mg「ニプロ」／カンデサルタン錠４mg「ニプロ」／カンデサルタン錠８mg「ニプロ」／カン
デサルタン錠12mg「ニプロ」

製造販売／ニプロ株式会社

バルサルタン錠20mg「ニプロ」／バルサルタン錠40mg「ニプロ」／バルサルタン錠80mg「ニプロ」／バルサルタ
ン錠160mg「ニプロ」

製造販売／ニプロ株式会社

テルミサルタン錠20mg「ニプロ」／テルミサルタン錠40mg「ニプロ」／テルミサルタン錠80mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
アゼルニジピン錠８mg「NP」／アゼルニジピン錠16mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
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オルメサルタン錠5mg「ニプロ」／オルメサルタン錠10mg「ニプロ」／オルメサルタン錠20mg「ニプロ」／オル
メサルタン錠40mg「ニプロ」

製造販売元／ニプロ株式会社

オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」／オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」／オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」
／オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」

製造販売元／ニプロ株式会社

イルベサルタン錠50mg「ニプロ」／イルベサルタン錠100mg「ニプロ」／イルベサルタン錠200mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
アジルサルタン錠10mg「ニプロ」／アジルサルタン錠20mg「ニプロ」／アジルサルタン錠40mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
ロサルヒド配合錠LD「ニプロ」／ロサルヒド配合錠HD「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
アムバロ配合錠「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
カムシア配合錠LD「ニプロ」／カムシア配合錠HD「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
テラムロ配合錠AP「ニプロ」／テラムロ配合錠BP「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ジルムロ配合錠LD「ニプロ」／ジルムロ配合錠HD「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
ニフェジピンCR錠10mg「NP」／ニフェジピンCR錠20mg「NP」／ニフェジピンCR錠40mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ニトレンジピン錠５mg「NP」／ニトレンジピン錠10mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
塩酸ベニジピン錠２「NP」／塩酸ベニジピン錠４「NP」／塩酸ベニジピン錠８「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
アムロジピン錠2.5mg「NP」／アムロジピン錠５mg「NP」／アムロジピン錠10mg「NP」／アムロジピンOD錠2.5mg
「NP」／アムロジピンOD錠５mg「NP」／アムロジピンOD錠10mg「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

アトルバスタチン錠５mg「NP」／アトルバスタチン錠10mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ピタバスタチンCa錠１mg「NP」／ピタバスタチンCa錠２mg「NP」／ピタバスタチンCa錠４mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」／ロスバスタチン錠５mg「ニプロ」／ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」／
ロスバスタチンOD錠５mg「ニプロ」

製造販売／ニプロ株式会社

エゼチミブ錠10mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
オメガ-３脂肪酸エチル粒状カプセル２g「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ポリスチレンスルホン酸Ca「NP」原末 製造販売／ニプロ株式会社
ニセルゴリン錠５mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
*ニセルゴリン錠５mg「NP」 販売元／株式会社三和化学研究所*製造販売元／

ニプロ株式会社
*ニセルゴリン錠５mg「NP」 販売／日本ジェネリック株式会社*製造販売／ニ

プロ株式会社
炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」／炭酸ランタン顆粒分包500mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
アマルエット配合錠１番「ニプロ」／アマルエット配合錠２番「ニプロ」／アマルエット配合錠３番「ニプロ」
／アマルエット配合錠４番「ニプロ」

製造販売／ニプロ株式会社

シチコリン注100mg/２mL「NP」／シチコリン注500mg/２mL「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
シチコリンH注500mgシリンジ「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ヒシセオール配合点滴静注（200mL）／ヒシセオール配合点滴静注（300mL）／ヒシセオール配合点滴静注
（500mL）

製造販売／ニプロ株式会社

フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 *製造販売（輸入）／ニプロ株式会社
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 販売／日本ジェネリック株式会社製造販売／ニプ

ロ株式会社
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ツロブテロールテープ0.5mg「NP」／ツロブテロールテープ１mg「NP」／ツロブテロールテープ２mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ツロブテロールテープ0.5mg「NP」／ツロブテロールテープ１mg「NP」／ツロブテロールテープ２mg「NP」 製造販売元／ニプロ株式会社販売元／第一三共エ

スファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
AZ含嗽用配合細粒「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」／ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
L-グルタミン顆粒99％「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
*シメチジン注200mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
レバミピド錠100mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠20mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」／エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
オメプラゾール注用20mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
酸化マグネシウム「NP」原末 製造販売／ニプロ株式会社
酸化マグネシウム「NP」原末 製造販売／ニプロ株式会社*販売元／ヴィアトリ

ス製薬株式会社
イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
メサラジン錠250mg「NP」／メサラジン錠500mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「NP」／モサプリドクエン酸塩錠５mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
プレドニゾロン錠2.5mg「NP」／プレドニゾロン錠５mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ジエノゲスト錠1mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」／リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
シロドシン錠２mg「ニプロ」／シロドシン錠４mg「ニプロ」／*シロドシンOD錠２mg「ニプロ」／*シロドシンOD
錠４mg「ニプロ」

製造販売／ニプロ株式会社

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」／ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」／タダラフィル錠５mgZA「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ポビドンヨード消毒用液10％「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
イソプロパノール消毒液50％「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
イソプロパノール消毒液70％「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
消毒用エタノール「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ベンザルコニウム塩化物消毒用液10％「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ウエッシュクリーン 製造販売／ニプロ株式会社
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液EW0.5％「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液５％「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液１％消毒布４×４「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液１％消毒布４×４「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒用液10％「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
消毒用アルコール配合液「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
アダパレンゲル0.1％「ニプロ」／アダパレンクリーム0.1％「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
エピリド配合注歯科用カートリッジ1.8mL 製造販売（輸入）／ニプロ株式会社
チアミン塩化物塩酸塩注10mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
メコバラミン錠500μg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
*シアノコバラミン注1000μg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
メコバラミン注500μg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
メコバラミン注500μgシリンジ「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
アスコルビン酸注100mg「NP」／アスコルビン酸注500mg「NP」／アスコルビン酸注１ｇ「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
塩化カルシウム注２％「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
*ミネリック-５配合点滴静注シリンジ 製造販売／ニプロ株式会社
**ミネリック-５配合点滴静注シリンジ 発売／沢井製薬株式会社*製造販売／ニプロ株式

会社
５％糖液キットＨ(50mL)／５％糖液キットＨ(100mL) 製造販売／ニプロ株式会社
ブドウ糖注５％シリンジ「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ブドウ糖注20％シリンジ「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
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ブドウ糖注20％「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ブドウ糖注５％「NP」（250mL）／ブドウ糖注５％「NP」（500mL） 製造販売／ニプロ株式会社
キシリトール注20％「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
キシリトール注20％シリンジ「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
生理食塩液「NP」(５mL：ガラスアンプル)／生理食塩液「NP」(20mL：プラスチックアンプル) **,*製造販売（輸入：５mL）／製造販売（20mL）

／ニプロ株式会社
生理食塩液「NP」（250mL）／生理食塩液「NP」（500mL） 製造販売／ニプロ株式会社
生食溶解液キットＨ(50mL)／生食溶解液キットＨ(100mL) 製造販売／ニプロ株式会社
生食溶解液キットＨ(50mL)／生食溶解液キットＨ(100mL) 発売／光製薬株式会社製造販売／ニプロ株式会社

生食注シリンジ「NP」（５mL）／生食注シリンジ「NP」（10mL）／生食注シリンジ「NP」（20mL） 製造販売／ニプロ株式会社
生食注シリンジ50mL「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ヒシナルク３号輸液（200mL）／ヒシナルク３号輸液（500mL） 製造販売／ニプロ株式会社
ハルトマン輸液「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ハルトマン輸液pH８「NP」（500mL） 製造販売／ニプロ株式会社
ハルトマン輸液pH８「NP」（1000mL） 製造販売／ニプロ株式会社
トラネキサム酸注１ｇ「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
トラネキサム酸注１ｇシリンジ「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ワルファリンK錠0.5mg「NP」／ワルファリンK錠１mg「NP」／ワルファリンK錠２mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ヘパリンナトリウム注１万単位/10mL「ニプロ」／ヘパリンナトリウム注５万単位/50mL「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ５mL「ニプロ」／ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」
／ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ５mL「ニプロ」／ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプ
ロ」

製造販売／ニプロ株式会社

ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」／ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」／
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」／ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」／ヘパ
リンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

ヘパリンNa透析用カテーテルロック用1,000単位/mLシリンジ５mL「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」／ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」
／ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」／ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプ
ロ」

製造販売／ニプロ株式会社

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「ニプロ」／ヘパリン類似物質ローション0.3％「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「NP」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
クロピドグレル錠25mg「ニプロ」／クロピドグレル錠75mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
リンパック透析剤TA１ 製造販売／ニプロ株式会社
リンパック透析剤TA３ 製造販売／ニプロ株式会社
サブパック血液ろ過用補充液-Bi（1010mL）／サブパック血液ろ過用補充液-Bi（2020mL） 製造販売／ニプロ株式会社
リンパック透析剤TA5 製造販売元／ニプロ株式会社
ヒシファーゲン配合静注 **,*製造販売／ニプロ株式会社
ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL／ヒシファーゲン配合静注シリンジ40mL 製造販売／ニプロ株式会社
炭酸水素ナトリウム静注７％「NP」 **製造販売（輸入）／ニプロ株式会社
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」／レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」／フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」／フェブキソスタット錠40mg「ニ
プロ」

製造販売元／ニプロ株式会社

グリクラジド錠20mg「NP」／グリクラジド錠40mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
グリメピリド錠0.5mg「NP」／グリメピリド錠１mg「NP」／グリメピリド錠３mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」／メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ボグリボース錠0.2mg「NP」／ボグリボース錠0.3mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「NP」／ピオグリタゾン錠30mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
カモスタットメシル酸塩錠100mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
*エパルレスタット錠50mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」／タクロリムスカプセル１mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
タクロリムスカプセル５mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
リセドロン酸Na錠2.5mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ミノドロン酸錠１mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
エルカトニン注40単位「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
エルカトニン筋注10単位「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
エルカトニン筋注20単位「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ゾレドロン酸点滴静注４mg／５mL「ニプロ」／ゾレドロン酸点滴静注４mg／100mLバッグ「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
ペメトレキセド点滴静注用100mg「ニプロ」／ペメトレキセド点滴静注用500mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NP」／イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ドセタキセル点滴静注20mg/１mL「ニプロ」／ドセタキセル点滴静注80mg/４mL「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
パクリタキセル注射液30mg「NP」／パクリタキセル注射液100mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ビカルタミド錠80mg「NP」／*ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
アナストロゾール錠１mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
イマチニブ錠100mg「ニプロ」／イマチニブ錠200mg「ニプロ」 製造販売元／ニプロ株式会社
レトロゾール錠2.5mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」／オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」／オキサリプラチ
ン点滴静注液200mg「ニプロ」

製造販売／ニプロ株式会社

オキサトミド錠30mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
プランルカストドライシロップ10％「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
エバスチンOD錠５mg「NP」／エバスチンOD錠10mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
セチリジン塩酸塩錠５mg「NP」／セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「NP」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」／フェキソフェナジン塩酸塩
OD錠30mg「NP」／フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

モンテルカスト細粒４mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
モンテルカストチュアブル錠５mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
モンテルカスト錠５mg「ニプロ」／モンテルカスト錠10mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
ロラタジン錠10mg「NP」／ロラタジンOD錠10mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ロラタジンドライシロップ１％「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「ニプロ」／レボセチリジン塩酸塩錠５mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」／クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
テイコプラニン点滴静注用200mg「NP」／テイコプラニン点滴静注用400mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
アミカシン硫酸塩注100mg「NP」／アミカシン硫酸塩注200mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「NP」／ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ２ｇ「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
セフォチアム塩酸塩静注用0.25ｇ「NP」／セフォチアム塩酸塩静注用0.5ｇ「NP」／セフォチアム塩酸塩静注用
１ｇ「NP」／セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

セファゾリンNa注射用0.25g「NP」／セファゾリンNa注射用0.5g「NP」／セファゾリンNa注射用１g「NP」／セ
ファゾリンNa注射用２g「NP」／セファゾリンNa点滴静注用１gバッグ「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

セファゾリンNa点滴静注用１ｇバッグ「NP」 販売／日医工株式会社製造販売／ニプロ株式会社
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セフメタゾールNa静注用0.25ｇ「NP」／セフメタゾールNa静注用0.5ｇ「NP」／セフメタゾールNa静注用１ｇ
「NP」／セフメタゾールNa静注用２ｇ「NP」／セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「NP」／セフメ
タゾールナトリウム点滴静注用バッグ２ｇ「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

セフタジジム静注用0.5ｇ「NP」／セフタジジム静注用１ｇ「NP」 製造販売（輸入：0.5ｇバイアル）／製造販売
（１ｇバイアル）／ニプロ株式会社

セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「NP」／セフトリアキソンナトリウム静注用１g「NP」／セフトリアキ
ソンナトリウム点滴用１ｇバッグ「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

セフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇバッグ「NP」 販売／日医工株式会社製造販売／ニプロ株式会社

ホスホマイシンNa静注用0.5g「NP」／ホスホマイシンNa静注用１g「NP」／ホスホマイシンNa静注用２g「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
メロペネム点滴静注用0.25ｇ「NP」／メロペネム点滴静注用0.5ｇ「NP」／メロペネム点滴静注用１ｇ「NP」／
メロペネム点滴静注用バッグ0.5ｇ「NP」／メロペネム点滴静注用バッグ１ｇ「NP」

製造販売／ニプロ株式会社

ワイスタール配合静注用0.5ｇ／ワイスタール配合静注用１ｇ／ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ 製造販売／ニプロ株式会社
タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」／タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」／タゾピペ配合点滴静注用バッグ2.25
「ニプロ」／タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」

製造販売／ニプロ株式会社

クラリスロマイシン錠50mg小児用「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
クラリスロマイシン錠200mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
アジスロマイシン錠250mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」／ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「NP」／トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
レボフロキサシン錠250mg「ニプロ」／レボフロキサシン錠500mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」／シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」／シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ニプロ」 製造販売／ニプロ株式会社
バラシクロビル錠500mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
テルビナフィン錠125mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
フルコナゾール静注50mg「NP」／フルコナゾール静注100mg「NP」／フルコナゾール静注200mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
注射用水 **製造販売(輸入)／ニプロ株式会社
プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
プロチレリン酒石酸塩注１mg「NP」／プロチレリン酒石酸塩注２mg「NP」 製造販売／ニプロ株式会社
トリアゾラム錠0.125mg「日新」／トリアゾラム錠0.25mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ブロチゾラム錠0.25mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ブロチゾラム錠0.25mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社販売元／第一三共

エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社

クアゼパム錠15mg「ＭＮＰ」／クアゼパム錠20mg「ＭＮＰ」 製造販売元／日新製薬株式会社
クアゼパム錠15mg「ＭＮＰ」／クアゼパム錠20mg「ＭＮＰ」 販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社製造販売

元／日新製薬株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日新」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日新」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「日新」 ※※発売元／科研製薬株式会社製造販売元／日新

製薬株式会社
エスゾピクロン錠1mg「日新」／エスゾピクロン錠2mg「日新」／エスゾピクロン錠3mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
レベチラセタム錠250mg「日新」／レベチラセタム錠500mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
レベチラセタムドライシロップ50％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
レベチラセタム点滴静注500mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「日新」／アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」／アセトアミノ
フェン坐剤小児用200mg「日新」

製造販売元／日新製薬株式会社

**/*サリチル酸ナトリウム静注0.5g「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**/*サリチル酸ナトリウム静注0.5g「日新」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」／ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」／ジクロフェナクNa坐剤50mg「日
新」

製造販売元／日新製薬株式会社

ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」／ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 発売元／久光製薬株式会社製造販売元／日新製薬
株式会社

ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
セレコキシブ錠100mg「日新」／セレコキシブ錠200mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
トアラセット配合錠「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*ケトプロフェン筋注50mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」／ブプレノルフィン注0.3mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ジブカルソー注 製造販売元／日新製薬株式会社
ジブカルソー注 発売元／旭化成ファーマ株式会社製造販売元／日

新製薬株式会社
*ケトプロフェン坐剤50mg「日新」／*ケトプロフェン坐剤75mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日新」／プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
エチゾラム錠0.25mg「日新」／エチゾラム錠0.5mg「日新」／エチゾラム錠1mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
パロキセチン錠5mg「日新」／パロキセチン錠10mg「日新」／パロキセチン錠20mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
クエチアピン錠25mg「日新」／クエチアピン錠100mg「日新」／クエチアピン錠200mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
オランザピン細粒1％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
オランザピン錠2.5mg「日新」／オランザピン錠5mg「日新」／オランザピン錠10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ミルタザピン錠15mg「日新」／ミルタザピン錠30mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
デュロキセチンカプセル20mg「日新」／デュロキセチンカプセル30mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
チアプリド錠25mg「日新」／チアプリド錠50mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「日新」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日新」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日新」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ラメルテオン錠8mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
プレガバリンOD錠25mg「明治」／プレガバリンOD錠75mg「明治」／プレガバリンOD錠150mg「明治」 製造販売元／日新製薬株式会社
プレガバリンOD錠25mg「明治」／プレガバリンOD錠75mg「明治」／プレガバリンOD錠150mg「明治」 販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社製造販売

元／日新製薬株式会社
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日新」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日新」／メマンチン塩酸塩OD錠15mg「日新」
／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日新」

製造販売元／日新製薬株式会社

エダラボン点滴静注液30mg「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
エダラボン点滴静注バッグ30mg「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
１％塩酸プロカイン注射液「ニッシン」／２％塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 製造販売元／日新製薬株式会社
**リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」／リドカイン塩酸塩注1%「日新」／リドカイン塩酸塩注2%「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
カルボカインアンプル注0.5%／カルボカインアンプル注1%／カルボカインアンプル注2% **/*販売／サンド株式会社製造販売／日新製薬株

式会社
0.5%塩酸メピバカイン注PB／1%塩酸メピバカイン注PB／2%塩酸メピバカイン注PB 製造販売元／日新製薬株式会社
0.5%塩酸メピバカイン注PB／1%塩酸メピバカイン注PB／2%塩酸メピバカイン注PB 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
*リドカイン塩酸塩ゼリー２％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**リドカインポンプスプレー８％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
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エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社販売元／第一三共
エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社

プリビナ点眼液0.5mg/mL **/*製造販売元／日新製薬株式会社
*チモロール点眼液0.25％「日新」／*チモロール点眼液0.5％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*チモロール点眼液0.25％「日新」／*チモロール点眼液0.5％「日新」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
**クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ヒアルロン酸Ｎａ点眼液0.1％「日新」／*ヒアルロン酸Ｎａ点眼液0.3％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*オフロキサシン点眼液0.3％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**プラノプロフェン点眼液0.1％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**ジクロフェナクＮａ点眼液0.1％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**ノルフロキサシン点眼液0.3％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**ケトチフェン点眼液0.05％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005％「ＮＳ」 製造販売元／日新製薬株式会社
レボフロキサシン点眼液0.5％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
レボフロキサシン点眼液1.5％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ブロムフェナクNa点眼液0.1％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ブロムフェナクNa点眼液0.1％「日新」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
ブロムフェナクNa点眼液0.1％「日新」 発売元／テイカ製薬株式会社製造販売元／日新製

薬株式会社
オロパタジン点眼液0.1％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ビマトプロスト点眼液0.03％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ビマトプロスト点眼液0.03％「日新」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
プリビナ液０．０５％ **/*製造販売元／日新製薬株式会社
アミノフィリン静注250mg「日新」／アミノフィリン静注250mgPB「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**ジプロフィリン注300mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*ユビデカレノン錠10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
アテノロール錠25mg「日新」／アテノロール錠50mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
アテノロール錠25mg「日新」／アテノロール錠50mg「日新」 *販売／サンド株式会社製造販売元／日新製薬株

式会社
*ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日新」／*ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日新」／*ビソプロロー
ルフマル酸塩錠5mg「日新」

製造販売元／日新製薬株式会社

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「日新」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「日新」／エナラプリルマレイン
酸塩錠10mg「日新」

製造販売元／日新製薬株式会社

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「日新」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「日新」／エナラプリルマレイン
酸塩錠10mg「日新」

製造販売元／日新製薬株式会社販売元／第一三共
エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社

アラセプリル錠12.5mg「日新」／アラセプリル錠25mg「日新」／アラセプリル錠50mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*ニカルジピン塩酸塩錠10mg「日新」／*ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ドキサゾシン錠0.5mg「ＮＳ」／ドキサゾシン錠1mg「ＮＳ」／ドキサゾシン錠2mg「ＮＳ」／ドキサゾシン錠4mg
「ＮＳ」

製造販売元／日新製薬株式会社

ドキサゾシン錠0.5mg「ＮＳ」／ドキサゾシン錠1mg「ＮＳ」／ドキサゾシン錠2mg「ＮＳ」／ドキサゾシン錠4mg
「ＮＳ」

製造販売元／日新製薬株式会社販売元／第一三共
エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社

※ドキサゾシン錠1mg「ＮＳ」／※ドキサゾシン錠2mg「ＮＳ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日新
製薬株式会社

ロサルタンＫ錠25mg「日新」／ロサルタンＫ錠50mg「日新」／ロサルタンＫ錠100mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
カンデサルタン錠2mg「日新」／カンデサルタン錠4mg「日新」／カンデサルタン錠8mg「日新」／カンデサルタ
ン錠12mg「日新」

製造販売元／日新製薬株式会社

バルサルタン錠20mg「日新」／バルサルタン錠40mg「日新」／バルサルタン錠80mg「日新」／バルサルタン錠
160mg「日新」

製造販売元／日新製薬株式会社

オルメサルタン錠5mg「日新」／オルメサルタン錠10mg「日新」／オルメサルタン錠20mg「日新」／オルメサル
タン錠40mg「日新」

製造販売元／日新製薬株式会社

ロサルヒド配合錠LD「日新」／ロサルヒド配合錠HD「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
アムバロ配合錠「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
カムシア配合錠LD「日新」／カムシア配合錠HD「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
カムシア配合錠LD「日新」／カムシア配合錠HD「日新」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
ゾルミトリプタンＯＤ錠2.5mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
エレトリプタン錠20mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**ジラゼプ塩酸塩錠50mg「日新」／**/*ジラゼプ塩酸塩錠100mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**ジピリダモール錠25mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*ニトレンジピン錠5mg「日新」／*ニトレンジピン錠10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*ベニジピン塩酸塩錠2mg「ＮＳ」／*ベニジピン塩酸塩錠4mg「ＮＳ」／*ベニジピン塩酸塩錠8mg「ＮＳ」 製造販売元／日新製薬株式会社
ベニジピン塩酸塩錠2mg「ＮＳ」／ベニジピン塩酸塩錠4mg「ＮＳ」／ベニジピン塩酸塩錠8mg「ＮＳ」 ※※発売元／科研製薬株式会社製造販売元／日新

製薬株式会社
アムロジピン錠2.5mg「NS」／アムロジピン錠5mg「NS」／アムロジピン錠10mg「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
アムロジピンOD錠2.5mg「NS」／アムロジピンOD錠5mg「NS」／アムロジピンOD錠10mg「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
アムロジピンOD錠2.5mg「NS」／アムロジピンOD錠5mg「NS」／アムロジピンOD錠10mg「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社販売元／第一三共

エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社

**一硝酸イソソルビド錠10mg「日新」／**一硝酸イソソルビド錠20mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*一硝酸イソソルビド錠20mg「日新」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
プラバスタチンNa錠5mg「NS」／プラバスタチンNa錠10mg「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
プラバスタチンNa錠5mg「NS」／プラバスタチンNa錠10mg「NS」 ※※発売元／科研製薬株式会社製造販売元／日新

製薬株式会社
アトルバスタチン錠5mg「NS」／アトルバスタチン錠10mg「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
アトルバスタチン錠5mg「NS」／アトルバスタチン錠10mg「NS」 ※※発売元／科研製薬株式会社製造販売元／日新

製薬株式会社
ピタバスタチンCa錠1mg「日新」／ピタバスタチンCa錠2mg「日新」／ピタバスタチンCa錠4mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ロスバスタチン錠2.5mg「日新」／ロスバスタチン錠5mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
エゼチミブ錠10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**ニセルゴリン錠５mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**ニセルゴリン錠５mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社販売元／第一三共

エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社

**/*アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社*販売元／第一三

共エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
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*プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社**販売元／ヴィア

トリス製薬株式会社
**ベルベリン硫酸塩注2mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**ファモチジン錠10mg「日新」／**ファモチジン錠20mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*ファモチジンＯＤ錠10mg「日新」／*ファモチジンＯＤ錠20mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*ファモチジンＯＤ錠10mg「日新」／*ファモチジンＯＤ錠20mg「日新」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／日新製薬

株式会社
ファモチジン静注10mg「日新」／ファモチジン静注20mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
レバミピド錠100mg「ＮＳ」 製造販売元／日新製薬株式会社
レバミピド錠100mg「ＮＳ」 ※発売元／科研製薬株式会社製造販売元／日新製

薬株式会社
レバミピドＯＤ錠100mg「ＮＳ」 製造販売元／日新製薬株式会社
エカベトＮa顆粒66.7％「ＮＳ」 製造販売元／日新製薬株式会社
ポラプレジンク顆粒15%「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
ラベプラゾールNa錠10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ラベプラゾールNa錠20mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ラベプラゾールNa錠5mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
エソメプラゾールカプセル10mg「日新」／エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
M・M配合散 製造販売元／日新製薬株式会社
ディクアノン配合内用液 製造販売元／日新製薬株式会社
ディクアノン配合内用液 販売／岩城製薬株式会社製造販売／日新製薬株式

会社
ディクアノン懸濁用配合顆粒 製造販売元／日新製薬株式会社
※※ピコスルファートナトリウム顆粒1％「ゼリア」 発売元／ゼリア新薬工業株式会社製造販売元／日

新製薬株式会社
**/*ビサコジル坐剤２mg「日新」／**ビサコジル坐剤10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
10％デヒドロコール酸注「ニッシン」 製造販売元／日新製薬株式会社
ドンペリドン錠5mg「日新」／ドンペリドン錠10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日新」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*ドンペリドン坐剤10mg「日新」／*ドンペリドン坐剤30mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
デキサメタゾンエリキシル0.01％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**カリジノゲナーゼ錠25単位「日新」／**カリジノゲナーゼ錠50単位「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*カリジノゲナーゼ錠25単位「日新」／*カリジノゲナーゼ錠50単位「日新」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
デュタステリド錠0.1mgZA「NS」／デュタステリド錠0.5mgZA「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
デュタステリド錠0.5mgAV「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
デュタステリド錠0.5mgAV「NS」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日新

製薬株式会社
デュタステリド錠0.5mgAV「NS」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日新

製薬株式会社
**ヘキサミン静注液２ｇ「ニッシン」 製造販売元／日新製薬株式会社
ネイサート坐剤 製造販売元／日新製薬株式会社
リトドリン塩酸塩錠5mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
リトドリン塩酸塩錠5mg「日新」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
*プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」／*プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
※プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」／※プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日新

製薬株式会社
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日新」／タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日新」／タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
ナフトピジルＯＤ錠25mg「日新」／ナフトピジルＯＤ錠50mg「日新」／ナフトピジルＯＤ錠75mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
シロドシンOD錠2mg「日新」／シロドシンOD錠4mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
シロドシンOD錠2mg「日新」／シロドシンOD錠4mg「日新」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
ポビドンヨード外用液10％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
オイラゾンクリーム0.05％／オイラゾンクリーム0.1％ **/*製造販売元／日新製薬株式会社
オイラックスクリーム10％ **/*製造販売元／日新製薬株式会社
オイラックスHクリーム **/*製造販売元／日新製薬株式会社
アダパレンゲル0.1％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**/*チアミン塩化物塩酸塩散0.1％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社**販売元／東豊薬

品株式会社
**チアミン塩化物塩酸塩注10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
フルスルチアミン注50mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
**メコバラミンカプセル250μg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*アスコルビン酸注500mgＰＢ「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
クリストファン注 *製造販売元／日新製薬株式会社
クリストファン注 販売／岩城製薬株式会社*製造販売／日新製薬株

式会社
ノルニチカミン注 製造販売元／日新製薬株式会社
ノルニチカミン注 販売／岩城製薬株式会社製造販売／日新製薬株式

会社
**Ｌ−アスパラギン酸カリウム点滴静注液10mEq「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
シザナリンＮ注 製造販売元／日新製薬株式会社
シザナリン配合点滴静注液 製造販売元／日新製薬株式会社
５％ブドウ糖注射液「ニッシン」（ポリエチレン容器） 製造販売元／日新製薬株式会社
５％ブドウ糖注射液「ニッシン」（ポリエチレン容器） 製造販売元／日新製薬株式会社**販売元／ヴィア

トリス製薬株式会社
５％ブドウ糖注射液「ニッシン」（ポリエチレン容器） 販売／**ネオクリティケア製薬株式会社製造販売

／日新製薬株式会社
５％ブドウ糖注射液「ニッシン」（ポリエチレン容器） 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
20％ブドウ糖注射液「ニッシン」（ポリエチレン容器） 製造販売元／日新製薬株式会社**販売元／ヴィア

トリス製薬株式会社
20％ブドウ糖注射液「ニッシン」（ポリエチレン容器）／50％ブドウ糖注射液「ニッシン」（ポリエチレン容
器）

製造販売元／日新製薬株式会社

20％ブドウ糖注射液「ニッシン」（ポリエチレンボトル）／50％ブドウ糖注射液「ニッシン」（ポリエチレンボ
トル）

販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
日新製薬株式会社

50％ブドウ糖注射液「ニッシン」　（ツイストルアーポリエチレンボトル） 販売／**ネオクリティケア製薬株式会社製造販売
／日新製薬株式会社

塩化ナトリウム注10％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
塩化ナトリウム注10％「日新」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
*生食液ＮＳ（5mL：ポリエチレン容器）／生食液ＮＳ（20mL：ポリエチレン容器） 製造販売元／日新製薬株式会社
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生食液ＮＳ（５mL：ポリエチレンボトル）／生食液ＮＳ（20mL：ポリエチレンボトル） 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
日新製薬株式会社

生食液ＮＳ（ポリエチレン容器） 製造販売元／日新製薬株式会社**販売元／ヴィア
トリス製薬株式会社

生食液ＮＳ　（ツイストルアーポリエチレンボトル） 販売／**ネオクリティケア製薬株式会社製造販売
／日新製薬株式会社

生食液ＮＳ（広口ポリエチレン容器） 販売／**/*ネオクリティケア製薬株式会社製造販
売／日新製薬株式会社

**カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」／*トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ワルファリンＫ細粒0.2％「ＮＳ」 製造販売元／日新製薬株式会社
ワルファリンＫ錠１mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ヘパリンNa透析用250単位/mL「NS」20mL 製造販売元／日新製薬株式会社
**ダルテパリンＮａ静注5000単位/5mL「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
※※ダルテパリンＮａ静注5000単位/5mL「日新」 発売元／富士製薬工業株式会社製造販売元／日新

製薬株式会社
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「NS」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
クロピドグレル錠25mg「日新」／クロピドグレル錠75mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ロレアス配合錠「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
ロレアス配合錠「NS」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日新

製薬株式会社
*ニチファーゲン配合錠 製造販売元／日新製薬株式会社
ニチファーゲン注（５mL）／ニチファーゲン注（20mL） 製造販売元／日新製薬株式会社
*ブライアン錠500mg 製造販売元／日新製薬株式会社
*ブライアン点滴静注１ｇ 製造販売元／日新製薬株式会社
**重ソー静注７％「ＮＳ」／**重ソー静注８.４％「ＮＳ」 製造販売元／日新製薬株式会社
重ソー静注７％「ＮＳ」 販売／**/*ネオクリティケア製薬株式会社製造販

売／日新製薬株式会社
*重ソー静注７％「ＮＳ」／*重ソー静注8.4％「ＮＳ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
アロプリノール錠50mg「日新」／アロプリノール錠100mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
アロプリノール錠50mg「日新」／アロプリノール錠100mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社販売元／第一三共

エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社

フェブキソスタット錠10mg「日新」／フェブキソスタット錠20mg「日新」／フェブキソスタット錠40mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社

フェブキソスタットOD錠10mg「日新」／フェブキソスタットOD錠20mg「日新」／フェブキソスタットOD錠40mg
「日新」

製造販売元／日新製薬株式会社

グリメピリド錠0.5mg「日新」／グリメピリド錠１mg「日新」／グリメピリド錠３mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
アカルボース錠50mg「ＮＳ」／アカルボース錠100mg「ＮＳ」 製造販売元／日新製薬株式会社
ボグリボース錠0.2mg「ＮＳ」／ボグリボース錠0.3mg「ＮＳ」 製造販売元／日新製薬株式会社
ボグリボース錠0.2mg「ＮＳ」／ボグリボース錠0.3mg「ＮＳ」 ※※発売元／科研製薬株式会社製造販売元／日新

製薬株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「ＮＳ」／ピオグリタゾン錠30mg「ＮＳ」 製造販売元／日新製薬株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「ＮＳ」／ピオグリタゾン錠30mg「ＮＳ」 ※※発売元／科研製薬株式会社製造販売元／日新

製薬株式会社
ピオグリタゾンＯＤ錠15mg「ＮＳ」／ピオグリタゾンＯＤ錠30mg「ＮＳ」 製造販売元／日新製薬株式会社
ピオグリタゾンＯＤ錠15mg「ＮＳ」／ピオグリタゾンＯＤ錠30mg「ＮＳ」 ※※発売元／科研製薬株式会社製造販売元／日新

製薬株式会社
リセドロン酸Na錠2.5mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
*ヒアルロン酸Ｎａ関節注25mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*チオクト酸注25mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
ジフェンヒドラミン塩酸塩注10mg「日新」／ジフェンヒドラミン塩酸塩注30mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
*d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04％「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
タベジール錠1mg／タベジール散0.1%／タベジール散1% 製造販売元／日新製薬株式会社
タベジールシロップ0.01% *製造販売元／日新製薬株式会社
レスカルミン注 製造販売元／日新製薬株式会社
**エピナスチン塩酸塩錠10mg「日新」／**エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
エバスチン錠5mg「NS」／エバスチン錠10mg「NS」 製造販売元／日新製薬株式会社
エバスチンＯＤ錠５mg「ＮＳ」／エバスチンＯＤ錠10mg「ＮＳ」 製造販売元／日新製薬株式会社
セチリジン塩酸塩錠５mg「ＭＮＰ」／セチリジン塩酸塩錠10mg「ＭＮＰ」 製造販売元／日新製薬株式会社
セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」／セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」 販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社製造販売

元／日新製薬株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「日新」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
モンテルカスト細粒4mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 製造販売元／日新製薬株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社製造販売

元／日新製薬株式会社
モンテルカスト錠5mg「日新」／モンテルカスト錠10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
モンテルカスト錠5mg「日新」／モンテルカスト錠10mg「日新」 販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社製造販売

元／日新製薬株式会社
ロラタジン錠10mg「日新」／ロラタジンＯＤ錠10mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「日新」／レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「日新」 製造販売元／日新製薬株式会社
日本薬局方注射用水（ポリエチレン容器） 製造販売元／日新製薬株式会社
日本薬局方注射用水（ポリエチレン容器） 製造販売元／日新製薬株式会社**販売元／ヴィア

トリス製薬株式会社
日本薬局方注射用水（ポリエチレン容器） 販売／**ネオクリティケア製薬株式会社製造販売

／日新製薬株式会社
日本薬局方注射用水（ポリエチレンボトル） 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

日新製薬株式会社
日本薬局方注射用水 製造販売元／日新製薬株式会社
ペンレステープ18mg 製造販売／日東電工株式会社販売／マルホ株式会

社
ビオヂアスミンF−2散 製造販売元／日東薬品工業株式会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
デノタスチュアブル配合錠 製造販売元／日東薬品工業株式会社販売元／第一

三共株式会社
イソゾール注射用0.5g 製造販売元／日医工株式会社
プロポフォール1％静注20mL「日医工」／プロポフォール1％静注50mL「日医工」／*プロポフォール1％静注
100mL「日医工」

製造販売（輸入）元／日医工株式会社

トリアゾラム錠0.125mg「日医工」／トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
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販売名 企業名

ブロチゾラム錠0.25mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
トフィソパム錠50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「日医工」／ロフラゼプ酸エチル錠2mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
クアゼパム錠15mg「日医工」／クアゼパム錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
注射用アイオナール・ナトリウム（0.2） 製造販売元／日医工株式会社
タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「日医工」／タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「日医工」／*タンドスピロンク
エン酸塩錠20mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」／ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エスゾピクロン錠1mg「日医工」／エスゾピクロン錠2mg「日医工」／エスゾピクロン錠3mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ミノアレ散66.7% 製造販売元／日医工株式会社
プリミドン錠250mg「日医工」／プリミドン細粒99.5%「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
バルプロ酸ナトリウム細粒２０％「ＥＭＥＣ」／バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 **製造販売元／日医工株式会社
バルプロ酸ナトリウムシロップ5％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ラモトリギン錠小児用2mg「日医工」／ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」／ラモトリギン錠25mg「日医工」／
ラモトリギン錠100mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

レベチラセタム錠250mg「日医工」／レベチラセタム錠500mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
レベチラセタムドライシロップ50％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
スルピリン注射液250mg「日医工」／スルピリン注射液500mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「日医工」／ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「日医工」／ジクロ
フェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

クリノリル錠50／クリノリル錠100 製造販売元／日医工株式会社
クリノリル錠５０／クリノリル錠１００ 発売元／杏林製薬株式会社製造販売元／日医工株

式会社
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」／ロキソプロフェンナトリウム細粒10％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エトドラク錠100mg「日医工」／エトドラク錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
メロキシカム錠5mg「日医工」／メロキシカム錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
セレコキシブ錠100mg「日医工」／セレコキシブ錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
クリアミン配合錠A1.0／クリアミン配合錠S0.5 製造販売元／日医工株式会社
トアラセット配合錠「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」／アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ペルゴリド顆粒0.025％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」／プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
トリプタノール錠10／トリプタノール錠25 製造販売元／日医工株式会社
クロチアゼパム錠5mg「日医工」／クロチアゼパム錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ドグマチール錠100mg／ドグマチール錠200mg 製造販売元／日医工株式会社提携／SANOFI
エチゾラム錠0.5mg「日医工」／エチゾラム錠1mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エチゾラム錠0.25mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
リスペリドン錠1mg「日医工」／リスペリドン錠2mg「日医工」／リスペリドン錠3mg「日医工」／リスペリドン
細粒1％「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」／リスペリドン内用液分包1mg「日医工」／リスペリドン内用液分包
2mg「日医工」／リスペリドン内用液分包3mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」／フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」／フルボキサミ
ンマレイン酸塩錠75mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「日医工」／ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「日医工」／ミルナシプラン塩酸塩錠
25mg「日医工」／ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

パロキセチン錠5mg「日医工」／パロキセチン錠10mg「日医工」／パロキセチン錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
クエチアピン錠25mg「日医工」／クエチアピン錠100mg「日医工」／クエチアピン錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オランザピン細粒1％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オランザピン錠2.5mg「日医工」／オランザピン錠5mg「日医工」／オランザピン錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オランザピンOD錠2.5mg「日医工」／オランザピンOD錠5mg「日医工」／オランザピンOD錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アリピプラゾール錠3mg「日医工」／アリピプラゾール錠6mg「日医工」／アリピプラゾール錠12mg「日医工」／
アリピプラゾール散1％「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」／アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」／アリピプラゾールOD錠12mg「日医
工」／アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

セルトラリン錠25mg「日医工」／セルトラリン錠50mg「日医工」／セルトラリン錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ブロナンセリン錠2mg「日医工」／ブロナンセリン錠4mg「日医工」／ブロナンセリン錠8mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アトモキセチンカプセル5mg「日医工」／アトモキセチンカプセル10mg「日医工」／アトモキセチンカプセル
25mg「日医工」／アトモキセチンカプセル40mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

ミルタザピン錠15mg「日医工」／ミルタザピン錠30mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エスシタロプラム錠10mg「日医工」／エスシタロプラム錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ドグマチール筋注100mg 製造販売元／日医工株式会社提携／SANOFI
グラマリール錠25mg／グラマリール錠50mg／グラマリール細粒10% 製造販売元／日医工株式会社提携／SANOFI
ドネペジル塩酸塩錠3mg「日医工」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「日医工」／
ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医
工」

製造販売元／日医工株式会社

ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「日医工」／ドネペジル塩酸塩内服ゼリー5mg「日医工」／ドネペジル塩酸塩内
服ゼリー10mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

タルチレリンＯＤ錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プレガバリンOD錠25mg「日医工」／プレガバリンOD錠50mg「日医工」／プレガバリンOD錠75mg「日医工」／プレ
ガバリンOD錠150mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

プレガバリンカプセル25mg「日医工」／プレガバリンカプセル75mg「日医工」／プレガバリンカプセル150mg
「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

エダラボン点滴静注液30mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
リバスチグミンテープ4.5mg「日医工」／リバスチグミンテープ9mg「日医工」／リバスチグミンテープ13.5mg
「日医工」／リバスチグミンテープ18mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

**プロカイン塩酸塩注射液0.5％「日医工」 **、*製造販売元／日医工株式会社
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
チザニジン錠1mg「日医工」／チザニジン顆粒0.2％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オフロキサシン点眼液0.3％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ノフロ点眼液0.3% 製造販売元／日医工株式会社
ケトチフェン点眼液0.05％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
レボフロキサシン点眼液0.5％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
レボフロキサシン点眼液1.5％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日医工」28噴霧用／フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻
液50μg「日医工」56噴霧用

製造販売元／日医工株式会社

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
モノフィリン錠100mg 製造販売元／日医工株式会社
モノフィリン原末 製造販売元／日医工株式会社
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アミノフィリン静注液250mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ジプロフィリン注300mg「日医工」 **、*製造販売元／日医工株式会社
モノフィリン注200mg 製造販売元／日医工株式会社
デノパミン錠5mg「日医工」／デノパミン錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ミルリーラ注射液10mg 製造販売元／日医工株式会社提携／SANOFI
カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ピンドロール錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」／*ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」／*ビソプロ
ロールフマル酸塩錠5mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」／メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」／ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
スピロノラクトン錠25mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
メフルシド錠25mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
フロセミド注射液20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
カプトプリル錠12.5mg「日医工」／カプトプリル錠25mg「日医工」／カプトプリル細粒5％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アラセプリル錠12.5mg「日医工」／アラセプリル錠25mg「日医工」／アラセプリル錠50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
リシノプリル錠5mg「日医工」／リシノプリル錠10mg「日医工」／リシノプリル錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「日医工」／イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」／テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」／テモカプリル塩酸塩錠4mg「日医
工」

製造販売元／日医工株式会社

ペリンドプリル錠2mg「日医工」／ペリンドプリル錠4mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ニカルジピン塩酸塩錠10mg「日医工」／ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」／ニカルジピン塩酸塩散10％「日
医工」

製造販売元／日医工株式会社

ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg「日医工」／ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ニルバジピン錠2mg「日医工」／*ニルバジピン錠4mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ドキサゾシン錠0.5mg「日医工」／ドキサゾシン錠1mg「日医工」／ドキサゾシン錠2mg「日医工」／ドキサゾシ
ン錠4mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

マニジピン塩酸塩錠5mg「日医工」／マニジピン塩酸塩錠10mg「日医工」／マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
セリプロロール塩酸塩錠100mg「日医工」／セリプロロール塩酸塩錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ロサルタンカリウム錠25mg「日医工」／ロサルタンカリウム錠50mg「日医工」／ロサルタンカリウム錠100mg
「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

カンデサルタン錠2mg「日医工」／カンデサルタン錠4mg「日医工」／カンデサルタン錠8mg「日医工」／カンデ
サルタン錠12mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

バルサルタン錠20mg「日医工」／バルサルタン錠40mg「日医工」／バルサルタン錠80mg「日医工」／バルサルタ
ン錠160mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

バルサルタンOD錠20mg「日医工」／バルサルタンOD錠40mg「日医工」／バルサルタンOD錠80mg「日医工」／バル
サルタンOD錠160mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

テルミサルタン錠20mg「日医工」／テルミサルタン錠40mg「日医工」／テルミサルタン錠80mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アゼルニジピン錠8mg「日医工」／アゼルニジピン錠16mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オルメサルタン錠5mg「日医工」／オルメサルタン錠10mg「日医工」／オルメサルタン錠20mg「日医工」／オル
メサルタン錠40mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

オルメサルタンOD錠5mg「日医工」／オルメサルタンOD錠10mg「日医工」／オルメサルタンOD錠20mg「日医工」
／オルメサルタンOD錠40mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

イルベサルタン錠50mg「日医工」／イルベサルタン錠100mg「日医工」／イルベサルタン錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ロサルヒド配合錠LD「日医工」／ロサルヒド配合錠HD「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
バルヒディオ配合錠ＭＤ「日医工」／バルヒディオ配合錠ＥＸ「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
テルチア配合錠AP「日医工」／テルチア配合錠BP「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アムバロ配合錠「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アムバロ配合OD錠「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
テラムロ配合錠AP「日医工」／テラムロ配合錠BP「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
イルアミクス配合錠LD「日医工」／イルアミクス配合錠HD「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ジルムロ配合OD錠LD「日医工」／ジルムロ配合OD錠HD「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」／ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」／ニカルジピン塩酸塩注
射液25mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

スマトリプタン錠50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エレトリプタン錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ジラゼプ塩酸塩錠50mg「日医工」／ジラゼプ塩酸塩錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」／ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ジピリダモール錠25mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ニフェジピンＬ錠10mg「日医工」／ニフェジピンＬ錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ニフェジピンCR錠10mg「日医工」／ニフェジピンCR錠20mg「日医工」／ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ニコランジル錠2.5mg「日医工」／ニコランジル錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ニトレンジピン錠5mg「日医工」／ニトレンジピン錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ベニジピン塩酸塩錠2mg「日医工」／ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」／ベニジピン塩酸塩錠8mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アムロジピン錠2.5mg「日医工」／アムロジピン錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アムロジピンOD錠2.5mg「日医工」／アムロジピンOD錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アムロジピン錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アムロジピンOD錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ジピリダモール静注液10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ニコランジル点滴静注用2mg「日医工」／ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」／ニコランジル点滴静注用
48mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」／プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
シンバスタチン錠5mg「日医工」／シンバスタチン錠10mg「日医工」／シンバスタチン錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アトルバスタチン錠5mg「日医工」／アトルバスタチン錠10mg「日医工」／アトルバスタチン錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ピタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」／ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」／ピタバスタチンカル
シウム錠4mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」／ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」／ピタバスタチン
カルシウムOD錠4mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」／ロスバスタチン錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」／ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エゼチミブ錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」／イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ニセルゴリン錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アマルエット配合錠1番「日医工」／アマルエット配合錠2番「日医工」／アマルエット配合錠3番「日医工」／
アマルエット配合錠4番「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

シチコリン注100mg/2mL「日医工」／シチコリン注500mg/10mL「日医工」／シチコリン注250mg/2mL「日医工」／
シチコリン注500mg/2mL「日医工」／シチコリン注1000mg/4mL「日医工」

**、*製造販売元／日医工株式会社
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アルプロスタジル注5μgシリンジ「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
アルプロスタジル注10μgシリンジ「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
アルガトロバン注射液10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ヱフェドリン「ナガヰ」錠25mg 製造販売元／日医工株式会社
ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg 製造販売元／日医工株式会社
デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
デキストロメトルファン臭化水素酸塩注射液5㎎「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アンブロキソール塩酸塩内用液0.3％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
リン酸コデイン散1％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
リン酸ジヒドロコデイン散1%「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オピセゾールコデイン液 製造販売元／日医工株式会社
セキコデ配合シロップ 製造販売元／日医工株式会社
オピセゾールA液 製造販売元／日医工株式会社
テオフィリン徐放錠50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
テオフィリン徐放錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ユニコン錠100／ユニコン錠200／ユニコン錠400 製造販売元／日医工株式会社提携先／

MUNDIPHARMA B.V.
サルブタモール錠2mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プロカテロール塩酸塩錠25μg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」／ツロブテロールテープ1mg「日医工」／ツロブテロールテープ2mg「日
医工」

製造販売元／日医工株式会社

**ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 **,*製造販売元／日医工株式会社
**ロペラミド塩酸塩錠1mg「あすか」 製造販売元／日医工株式会社発売元／あすか製薬

株式会社販売／武田薬品工業株式会社
**薬用炭「日医工」 **,*製造販売元／日医工株式会社
*ファモチジン散2％「日医工」／ファモチジン散10％「日医工」 *製造販売元／日医工株式会社
ファモチジン錠10mg「日医工」／ファモチジン錠20mg「日医工」 *製造販売元／日医工株式会社
*ファモチジンD錠10mg「日医工」／*ファモチジンD錠20mg「日医工」 *製造販売元／日医工株式会社
ラフチジン錠5mg「日医工」／ラフチジン錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ファモチジン静注液10mg「日医工」／ファモチジン静注液20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ファモチジン注射用10mg「日医工」／ファモチジン注射用20mg「日医工」 *製造販売元／日医工株式会社
アルジオキサ顆粒20%「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
スクラルファート顆粒90％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
スクラルファート内用液10％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ドグマチール細粒10％／ドグマチール細粒50％ 製造販売元／日医工株式会社提携／SANOFI
ドグマチールカプセル50mg／ドグマチール錠50mg 製造販売元／日医工株式会社提携／SANOFI
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」／イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」／イルソグラジン
マレイン酸塩細粒0.8％「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

レバミピド錠100mg「日医工」／*レバミピド顆粒20％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オメプラゾール錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オメプラゾール錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ランソプラゾールカプセル30mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ドグマチール筋注50mg 製造販売元／日医工株式会社提携／SANOFI
オメプラゾール注射用20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エントミン注200mg 製造販売元／日医工株式会社
ＮＩＭ配合散 製造販売元／日医工株式会社
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ピコスルファートナトリウムドライシロップ1％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
グラニセトロン内服ゼリー１ｍｇ「ケミファ」／グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社*製造販売元／日

医工株式会社
グラニセトロン静注液1mg「日医工」／グラニセトロン静注液3mg「日医工」／グラニセトロン点滴静注液3mg
バッグ「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

パロノセトロン静注0.75mg/2mL「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プリンペラン細粒2% 製造販売元／日医工株式会社提携／SANOFI
プリンペラン錠5 製造販売元／日医工株式会社提携／SANOFI
プリンペランシロップ0.1% 製造販売元／日医工株式会社提携／SANOFI
ドンペリドン錠5mg「日医工」／ドンペリドン錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ドンペリドンドライシロップ小児用1％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
メサラジン錠250mg「日医工」／メサラジン錠500mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」／モサプリドクエン酸塩散
1％「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

ポリカルボフィルCa細粒83.3％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プリンペラン注射液10mg 製造販売元／日医工株式会社提携／SANOFI
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社プロモーション提携

／ゼリア新薬工業株式会社
コートン錠25mg 製造販売元／日医工株式会社
水溶性ハイドロコートン注射液100mg／水溶性ハイドロコートン注射液500mg 製造販売元／日医工株式会社
デカドロン錠0.5mg／デカドロン錠4mg 製造販売元／日医工株式会社
デカドロンエリキシル0.01% 製造販売元／日医工株式会社
ステロネマ注腸3mg／ステロネマ注腸1.5mg 製造販売元／日医工株式会社
サクコルチン配合錠 製造販売元／日医工株式会社
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」／カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」／カリジノゲナーゼカプセル25単
位「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

チオデロンカプセル5mg 製造販売元／日医工株式会社
デュタステリドカプセル0.5mgAV「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オキシブチニン塩酸塩錠1mg「日医工」／オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」／オキシブチニン塩酸塩錠3mg
「日医工」

製造販売元／日医工株式会社
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プロピベリン塩酸塩錠10mg「日医工」／プロピベリン塩酸塩錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」／タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「日医工」／タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ナフトピジル錠25mg「日医工」／ナフトピジル錠50mg「日医工」／ナフトピジル錠75mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ナフトピジルOD錠25mg「日医工」／ナフトピジルOD錠50mg「日医工」／ナフトピジルOD錠75mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
シロドシン錠2mg「日医工」／シロドシン錠4mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「日医工」／ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」／ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
タダラフィル錠2.5mgZA「日医工」／タダラフィル錠5mgZA「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オー消エタ消毒液 製造販売元／日医工株式会社
**塩化ベンザルコニウム液10w/v％「日医工」 **,*製造販売元／日医工株式会社
*ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V％「日医工」 *製造販売元／日医工株式会社
*ベンザルコニウム塩化物消毒液0.05W/V％「日医工」 *製造販売元／日医工株式会社
*ベンザルコニウム塩化物消毒液0.1W/V％「日医工」 *製造販売元／日医工株式会社
5％グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アセスクリン手指消毒液0.2％ 製造販売元／日医工株式会社
クロルヘキシジングルコン酸塩スクラブ４％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
消毒用マルオアルコール 製造販売元／日医工株式会社
インドメタシンパップ70mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ケトプロフェンテープ20mg「日医工」／ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ジクロフェナクNaテープ15mg「日医工」／ジクロフェナクNaテープ30mg「日医工」 発売元／共和薬品工業株式会社製造販売元／日医

工株式会社
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」／ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」／*アルファカルシドールカプセル0.5μg「日医工」／*アル
ファカルシドールカプセル1μg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」／エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
マキサカルシトール静注透析用２．５μg「日医工」／マキサカルシトール静注透析用５μg「日医工」／マキサ
カルシトール静注透析用１０μg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
リボフラビン注射液10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ピリドキシン塩酸塩注射液10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
シアノコバラミン注射液１mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アスコルビン酸注射液100mg「日医工」／アスコルビン酸注射液500mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
メナテトレノンカプセル15mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ダイメジンスリービー配合カプセル25 製造販売元／日医工株式会社
カルチコール末 製造販売元／日医工株式会社
カルチコール注射液8.5％5mL／カルチコール注射液8.5％10mL 製造販売元／日医工株式会社
ヨウ化カリウム「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
フェルムカプセル100mg 製造販売元／日医工株式会社提携／Vifor

（International）Inc.（スイス）
フェジン静注40mg 製造販売元／日医工株式会社
20％ブドウ糖注「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アミノバクト配合顆粒 製造販売元／日医工株式会社
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」／カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医
工」／カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10％「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」／カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg
「日医工」／カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

トラネキサム酸錠250mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 販売／持田製薬株式会社製造販売元／日医工株式

会社
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 販売／持田製薬株式会社製造販売元／日医工株式

会社
チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」／チクロピジン塩酸塩細粒10％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
シロスタゾール錠50mg「日医工」／シロスタゾール錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
シロスタゾールOD錠50mg「日医工」／シロスタゾールOD錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
シロスタゾール内服ゼリー50mg「EE」／シロスタゾール内服ゼリー100mg「EE」 製造販売元／日医工株式会社
シロスタゾール内服ゼリー50mg「EE」／シロスタゾール内服ゼリー100mg「EE」 発売元／ゼリア新薬工業株式会社製造販売元／日

医工株式会社
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」／イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」／イ
コサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

ベラプロストナトリウム錠20μg「日医工」／ベラプロストナトリウム錠40μg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「日医工」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
クロピドグレル錠25mg「SANIK」／クロピドグレル錠75mg「SANIK」 製造販売元／日医工株式会社
ロレアス配合錠「SANIK」 製造販売元／日医工株式会社
デトキソール静注液2g 製造販売元／日医工株式会社
球形吸着炭カプセル286mg「日医工」／球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
レボホリナート点滴静注用25mg「日医工」／レボホリナート点滴静注用50mg「日医工」／レボホリナート点滴静
注用100mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

ベンズブロマロン錠25mg「日医工」／ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ウロアシス配合散 製造販売元／日医工株式会社
グリメピリド錠0.5mg「日医工」／グリメピリド錠1mg「日医工」／グリメピリド錠3mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」／グリメピリドOD錠1mg「日医工」／グリメピリドOD錠3mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ジベトス錠50mg 製造販売元／日医工株式会社
メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「日医工」／メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アカルボース錠50mg「日医工」／アカルボース錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ボグリボース錠0.2mg「日医工」／ボグリボース錠0.3mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」／ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ナテグリニド錠30mg「日医工」／ナテグリニド錠90mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「日医工」／ピオグリタゾン錠30mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」／ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
シクロスポリンカプセル10mg「日医工」／シクロスポリンカプセル25mg「日医工」／シクロスポリンカプセル
50mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

レボカルニチン塩化物錠１００mg「日医工」／レボカルニチン塩化物錠３００mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エパルレスタット錠50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
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タクロリムス錠0.5mg「日医工」／タクロリムス錠1mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
タクロリムス錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
メトトレキサート錠2mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アレンドロン酸錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アレンドロン酸錠35mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
リセドロン酸Na錠2.5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ピルフェニドン錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ミノドロン酸錠1mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ミノドロン酸錠50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
注射用フサン10／注射用フサン50 製造販売元／日医工株式会社
ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mgシリンジ「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
オザグレルNa静注液20mg「日医工」／オザグレルNa静注液40mg「日医工」／オザグレルNa静注液80mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社

オザグレルNa静注用20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」／エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」
／エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」／エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」

*製造販売元／日医工株式会社

カペシタビン錠300mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
注射用フィルデシン1mg／注射用フィルデシン3mg 製造販売元／日医工株式会社
ビカルタミド錠80mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ビカルタミドOD錠80mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アナストロゾール錠1mg「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
イマチニブ錠100mg「日医工」／イマチニブ錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ゲフィチニブ錠250mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
レトロゾール錠2.5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
シスプラチン注10mg「日医工」／シスプラチン注25mg「日医工」／シスプラチン注50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
カルボプラチン注射液50mg「日医工」／カルボプラチン注射液150mg「日医工」／カルボプラチン注射液450mg
「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

アクプラ静注用10mg／アクプラ静注用50mg／アクプラ静注用100mg 製造販売元／日医工株式会社
オキサリプラチン点滴静注液50mg 「日医工」／オキサリプラチン点滴静注液100mg 「日医工」／オキサリプラ
チン点滴静注液200mg 「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

ベバシズマブBS点滴静注100mg「日医工」／ベバシズマブBS点滴静注400mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社販売／サンド株式会
社

メキタジン錠3mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
クロダミンシロップ0.05% 製造販売元／日医工株式会社
クロルフェニラミンマレイン酸塩散1%「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ペリアクチン錠4mg／ペリアクチン散1% 製造販売元／日医工株式会社
ペリアクチンシロップ0.04% 製造販売元／日医工株式会社
クレマスチン錠1mg「日医工」／クレマスチンシロップ0.01％「日医工」／クレマスチンドライシロップ0.1％
「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

2mgクロダミン注／5mgクロダミン注 製造販売元／日医工株式会社
ブシラミン錠50mg「日医工」／ブシラミン錠100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ケトチフェンシロップ0.02％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ケトチフェンシロップ0.02％「日医工」 発売／高田製薬株式会社製造販売元／日医工株式

会社
アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「日医工」／アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オキサトミド錠30mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オキサトミドドライシロップ小児用2％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」／エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エピナスチン塩酸塩DS1％小児用「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」／プランルカストカプセル225mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プランルカストDS10％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
エバスチン錠5mg「日医工」／エバスチン錠10mg「日医工」／エバスチンOD錠5mg「日医工」／エバスチンOD錠
10mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」／セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「日医工」／ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「日医工」／ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 **製造販売元／日医工株式会社
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「日医工」／オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
モンテルカスト細粒4mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
モンテルカスト錠5mg「日医工」／モンテルカスト錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ロラタジン錠10mg「日医工」／ロラタジンOD錠10mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ロラタジンドライシロップ1％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」／レボセチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プソフェキ配合錠「SANIK」 製造販売元／日医工株式会社
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」／*テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」／アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」／アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」／イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ペングッド錠250mg 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」／ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
セファレキシン錠250「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
セファクロル細粒10％「日医工」／セファクロル細粒20％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
セファクロルカプセル250mg「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
セフジニル細粒10％小児用「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
セフジニルカプセル50mg「日医工」／セフジニルカプセル100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」／セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」／セファゾリ
ンナトリウム注射用1g「日医工」／セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

セフォタックス注射用0.5g／セフォタックス注射用1g **製造販売元／日医工株式会社
セフタジジム静注用0.5g「日医工」／セフタジジム静注用1g「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」／セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」／ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」／ゲンタマイシン硫
酸塩注射液60mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

ホスホマイシンカルシウムカプセル250mg「日医工」／ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」／ホ
スホマイシンカルシウムドライシロップ40％「日医工」

製造販売元／日医工株式会社
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ホスホマイシンナトリウム静注用0.5g「日医工」／ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」／ホスホマイ
シンナトリウム静注用2g「日医工」

製造販売（輸入）元／日医工株式会社

セフォン静注用0.5g／セフォン静注用1g 製造販売元／日医工株式会社
ピシリバクタ静注用0.75g／ピシリバクタ静注用1.5g／ピシリバクタ静注用3g 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
タゾピペ配合静注用２．２５「日医工」／タゾピペ配合静注用４．５「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アジスロマイシン錠250mg「日医工」／アジスロマイシン錠500mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ボリコナゾール錠50mg「日医工」／ボリコナゾール錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ミカファンギンナトリウム点滴静注用25mg「日医工」／ミカファンギンナトリウム点滴静注用50mg「日医工」／
ミカファンギンナトリウム点滴静注用75mg「日医工」

製造販売元／日医工株式会社

シプロフロキサシン錠100mg「日医工」／シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「日医工」／トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
レボフロキサシン錠２５０mg「日医工」／レボフロキサシン錠５００mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アシクロビル顆粒40％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アシクロビル錠２００mg「日医工」／アシクロビル錠４００mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
バラシクロビル顆粒50％「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
バラシクロビル錠500mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
ファムシクロビル錠250mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
フルコナゾールカプセル50mg「日医工」／フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
イトラコナゾール錠50mg「日医工」／イトラコナゾール錠100mg「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
テルビナフィン錠125mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
フルコナゾール静注液50mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
フルコナゾール静注液100mg「日医工」／フルコナゾール静注液200mg「日医工」 製造販売（輸入）元／日医工株式会社
**塩化ナトリウム「日医工」 **,*製造販売元／日医工株式会社
バリエネマ300／バリエネマLC／バリエネマHD75% 製造販売元／日医工株式会社
プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
プロチレリン酒石酸塩注射液1mg「日医工」／プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「日医工」 製造販売元／日医工株式会社
*クリンハイド消毒液２W/V％／*クリンハイド消毒液20W/V％ **製造販売元／日医工株式会社
クリンハイド消毒液３W/V％ **,*製造販売元／日医工株式会社
ガスチーム散4万単位／ｇ 製造販売元／日医工株式会社
オーペグ配合内用剤 製造販売元／日医工株式会社
アデール点滴静注用５ｍｇ *製造販売元／日本化薬株式会社
ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ **製造販売元／日本化薬株式会社
ミリスロール注１ｍｇ/２ｍＬ／ミリスロール注５ｍｇ/１０ｍＬ／ミリスロール注２５ｍｇ/５０ｍＬ／ミリス
ロール注５０ｍｇ/１００ｍＬ

**製造販売元／日本化薬株式会社

冠動注用ミリスロール０．５ｍｇ/１０ｍＬ **製造販売元／日本化薬株式会社
ミリステープ5mg **製造販売元／日本化薬株式会社
アプレピタントカプセル80mg「NK」／アプレピタントカプセル125mg「NK」／アプレピタントカプセルセット
「NK」

製造販売元／日本化薬株式会社

ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
サリグレンカプセル３０ｍｇ **製造販売元／日本化薬株式会社
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ/ｇ **製造販売元／日本化薬株式会社
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1％「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
セトロタイド注射用0.25mg 製造販売元／日本化薬株式会社販売元／メルクバ

イオファーマ株式会社提携先／ドイツ連邦共和国
エテルナゼンタリス社

ネオラミン・スリービー液(静注用) **製造販売元／日本化薬株式会社
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」／フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」／フィルグラスチム
BS注300μgシリンジ「NK」

製造販売元／日本化薬株式会社

スパニジン点滴静注用１００ｍｇ **製造販売元／日本化薬株式会社
テモゾロミド錠20mg「NK」／テモゾロミド錠100mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
カペシタビン錠300mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
スタラシドカプセル50／スタラシドカプセル100 製造販売元／日本化薬株式会社
ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」／ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」／ゲムシタビン点滴静注用1g「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
エヌケーエスワン配合顆粒T20／エヌケーエスワン配合顆粒T25 製造販売元／日本化薬株式会社
エヌケーエスワン配合OD錠T20／エヌケーエスワン配合OD錠T25 製造販売元／日本化薬株式会社
エヌケーエスワン配合カプセルT20／エヌケーエスワン配合カプセルT25 製造販売元／日本化薬株式会社
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」／ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」／ペメトレキセド点滴静注液
800mg「NK」

製造販売元／日本化薬株式会社

ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」／ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」／ペメトレキセド点滴静注用
800mg「NK」

製造販売元／日本化薬株式会社

ブレオ注射用５ｍｇ／ブレオ注射用１５ｍｇ *製造販売元／日本化薬株式会社
ペプレオ注射用５ｍｇ／ペプレオ注射用１０ｍｇ **製造販売元／日本化薬株式会社
ブレオＳ軟膏５ｍｇ/ｇ **製造販売元／日本化薬株式会社
ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」／ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 *製造販売元／日本化薬株式会社
エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」／エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
ラステットSカプセル25mg／ラステットSカプセル50mg 製造販売元／日本化薬株式会社
オンコビン注射用1mg 製造販売元／日本化薬株式会社
エクザール注射用10mg 製造販売元／日本化薬株式会社
ラステット注100mg/5mL 製造販売元／日本化薬株式会社
ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「NK」／ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」／パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
ロゼウス静注液10mg／ロゼウス静注液40mg *製造販売元／日本化薬株式会社
ハイカムチン注射用１．１ｍｇ 製造販売元／日本化薬株式会社
オダイン錠125mg 製造販売元／日本化薬株式会社
フェアストン錠40／フェアストン錠60 製造販売元／日本化薬株式会社提携先／Orion

Corporation, Finland
ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 製造販売元／日本化薬株式会社
ビカルタミドOD錠80mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
アナストロゾール錠1mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
イマチニブ錠100mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
エキセメスタン錠25mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
ゲフィチニブ錠250mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
レトロゾール錠2.5mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
ダサチニブ錠20mg「NK」／ダサチニブ錠50mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
エルロチニブ錠25mg「NK」／エルロチニブ錠100mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
エルロチニブ錠150mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
ランダ注10mg/20mL／ランダ注25mg/50mL／ランダ注50mg/100mL 製造販売元／日本化薬株式会社
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動注用アイエーコール50mg／動注用アイエーコール100mg 製造販売元／日本化薬株式会社
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」／オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」／オキサリプラチン点滴静
注液200mg「NK」

製造販売元／日本化薬株式会社

ボルテゾミブ注射用3mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
アザシチジン注射用100mg「NK」／アザシチジン注射用150mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」／トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
ポートラーザ点滴静注液800mg 製造販売元／日本化薬株式会社
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」／ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 製造販売元／日本化薬株式会社提携先／セルトリ

オン・ヘルスケア・ジャパン株式会社
ベスタチンカプセル１０ｍｇ／ベスタチンカプセル３０ｍｇ **製造販売元／日本化薬株式会社
アシクロビルDS80％「NK」 製造販売元／日本化薬株式会社
グロウジェクト皮下注6mg／グロウジェクト皮下注12mg 製造販売元／JCRファーマ株式会社
アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」／アガルシダーゼ ベータBS点滴静注35mg「JCR」 製造販売元／JCRファーマ株式会社販売元／住友

ファーマ株式会社
イズカーゴ点滴静注用10mg 製造販売元／JCRファーマ株式会社
エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」／エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」／エポエチンアル
ファBS注3000シリンジ「JCR」／エポエチンアルファBS注750「JCR」

販売元／キッセイ薬品工業株式会社　製造販売元
／ＪＣＲファーマ株式会社

ダルベポエチン アルファBS注 5μgシリンジ「JCR」／ダルベポエチン アルファBS注 10μgシリンジ「JCR」／
ダルベポエチン アルファBS注 15μgシリンジ「JCR」／ダルベポエチン アルファBS注 20μgシリンジ「JCR」／
ダルベポエチン アルファBS注 30μgシリンジ「JCR」／ダルベポエチン アルファBS注 40μgシリンジ「JCR」／
ダルベポエチン アルファBS注 60μgシリンジ「JCR」／ダルベポエチン アルファBS注 120μgシリンジ「JCR」
／ダルベポエチン アルファBS注 180μgシリンジ「JCR」

製造販売元／JCRファーマ株式会社販売元／キッ
セイ薬品工業株式会社

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」／ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」／ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」／エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」／エスゾピクロン錠3mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」／エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」／エスゾピクロン錠3mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
ソレトン錠80 製造販売元／日本ケミファ株式会社
メロキシカム錠5mg「ケミファ」／メロキシカム錠10mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
メロキシカム錠5mg「ケミファ」／メロキシカム錠10mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社**販売元／共

創未来ファーマ株式会社
セレコキシブ錠100mg「ケミファ」／セレコキシブ錠200mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
セレコキシブ錠100mg「ケミファ」／セレコキシブ錠200mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社販売元／日本

薬品工業株式会社
パロキセチン錠5mg「ケミファ」／パロキセチン錠10mg「ケミファ」／パロキセチン錠20mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
パロキセチン錠5mg「ケミファ」／パロキセチン錠10mg「ケミファ」／パロキセチン錠20mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
セルトラリン錠25mg「ケミファ」／セルトラリン錠50mg「ケミファ」／セルトラリン錠100mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ミルタザピン錠15mg「ケミファ」／ミルタザピン錠30mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ミルタザピン錠15mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社販売元／日本

薬品工業株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「ケミファ」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「ケミ
ファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

ドネペジル塩酸塩錠3mg「ケミファ」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社販売元／日本
薬品工業株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg
「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg
「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社販売元／日本
薬品工業株式会社

プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」／プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」／プレガバリンOD錠150mg「ケミ
ファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」／メマンチン塩酸塩OD錠15mg
「ケミファ」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」／メマンチン塩酸塩OD錠15mg
「ケミファ」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」

販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本
ケミファ株式会社

エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ラタノプロスト点眼液０．００５％「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
カルバン錠25／カルバン錠50／カルバン錠100 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ロサルタンカリウム錠25mg「ケミファ」／ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」／ロサルタンカリウム錠
100mg「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

ロサルタンカリウム錠25mg「ケミファ」／ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」／ロサルタンカリウム錠
100mg「ケミファ」

販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本
ケミファ株式会社

カンデサルタン錠2mg「ケミファ」／カンデサルタン錠4mg「ケミファ」／カンデサルタン錠8mg「ケミファ」／
カンデサルタン錠12mg「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

カンデサルタン錠2mg「ケミファ」／カンデサルタン錠4mg「ケミファ」／カンデサルタン錠8mg「ケミファ」／
カンデサルタン錠12mg「ケミファ」

販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本
ケミファ株式会社

バルサルタン錠20mg「ケミファ」／バルサルタン錠40mg「ケミファ」／バルサルタン錠80mg「ケミファ」／バル
サルタン錠160mg「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

バルサルタン錠20mg「ケミファ」／バルサルタン錠40mg「ケミファ」／バルサルタン錠80mg「ケミファ」／バル
サルタン錠160mg「ケミファ」

販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本
ケミファ株式会社

テルミサルタン錠20mg「ケミファ」／テルミサルタン錠40mg「ケミファ」／テルミサルタン錠80mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社

アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」／アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」／アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
オルメサルタン錠5mg「ケミファ」／オルメサルタン錠10mg「ケミファ」／オルメサルタン錠20mg「ケミファ」
／オルメサルタン錠40mg「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

オルメサルタン錠5mg「ケミファ」／オルメサルタン錠10mg「ケミファ」／オルメサルタン錠20mg「ケミファ」
／オルメサルタン錠40mg「ケミファ」

販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本
ケミファ株式会社

イルベサルタン錠50mg「ケミファ」／イルベサルタン錠100mg「ケミファ」／イルベサルタン錠200mg「ケミ
ファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」／アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」／アジルサルタンOD錠40mg「ケミ
ファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」／アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」／アジルサルタンOD錠40mg「ケミ
ファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社販売元／日本
薬品工業株式会社

ロサルヒド配合錠LD「ケミファ」／ロサルヒド配合錠HD「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ロサルヒド配合錠LD「ケミファ」／ロサルヒド配合錠HD「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
アムバロ配合錠「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
アムバロ配合錠「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
イルアミクス配合錠LD「ケミファ」／イルアミクス配合錠HD「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
イルアミクス配合錠LD「ケミファ」／イルアミクス配合錠HD「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
アトルバスタチン錠5mg「ケミファ」／アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
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アトルバスタチン錠5mg「ケミファ」／アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本
ケミファ株式会社

ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」／ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」／ピタバスタチンCa錠4mg「ケミ
ファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」／ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本
ケミファ株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」／ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」／ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」／ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」／ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
炭酸ランタン顆粒分包250mg「ケミファ」／炭酸ランタン顆粒分包500mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
炭酸ランタン顆粒分包250mg「ケミファ」／炭酸ランタン顆粒分包500mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
アマルエット配合錠1番「ケミファ」／アマルエット配合錠2番「ケミファ」／アマルエット配合錠3番「ケミ
ファ」／アマルエット配合錠4番「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

フルマゼニル静注液０.２ｍｇ「ケミファ」／フルマゼニル静注液０.５ｍｇ「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
レバミピド錠100mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠20mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠20mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
ラベプラゾールナトリウム錠5mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」／エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
メサラジン錠250mg「ケミファ」／メサラジン錠500mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
メサラジン錠250mg「ケミファ」／メサラジン錠500mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社*販売元／共

創未来ファーマ株式会社
メサラジン錠250mg「ケミファ」／メサラジン錠500mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「ケミファ」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「ケミファ」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社販売元／日本

薬品工業株式会社
シロドシンOD錠2mg「ケミファ」／シロドシンOD錠4mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
シロドシンOD錠2mg「ケミファ」／シロドシンOD錠4mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社販売元／日本

薬品工業株式会社
ロキソプロフェンナトリウムパップ１００mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ロキソプロフェンナトリウムテープ５０mg「ケミファ」／ロキソプロフェンナトリウムテープ１００mg「ケミ
ファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

ロキソプロフェンナトリウムテープ５０mg「ケミファ」／ロキソプロフェンナトリウムテープ１００mg「ケミ
ファ」

販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本
ケミファ株式会社

サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ケミファ」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ケミファ」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
クロピドグレル錠25mg「ケミファ」／クロピドグレル錠75mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
クロピドグレル錠25mg「ケミファ」／クロピドグレル錠75mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
アロプリノール錠50mg「ケミファ」／アロプリノール錠100mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」／フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」／フェブキソスタット錠40mg
「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」／フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」／フェブキソスタット錠40mg
「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社販売元／日本
薬品工業株式会社

フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」／フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」／フェブキソスタットOD
錠40mg「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」／フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社販売元／日本
薬品工業株式会社

ウラリット−U配合散／ウラリット配合錠 製造販売元／日本ケミファ株式会社提携／マダウ
ス社

ピオグリタゾン錠15mg「ケミファ」／ピオグリタゾン錠30mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「ケミファ」／ピオグリタゾン錠30mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
ピオグリタゾンOD錠15mg「ケミファ」／ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
イグラチモド錠25mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
イグラチモド錠25mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
イグラチモド錠25mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
イグラチモド錠25mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
イマチニブ錠100mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
エバスチン錠5mg「ケミファ」／エバスチン錠10mg「ケミファ」／エバスチンOD錠5mg「ケミファ」／エバスチン
OD錠10mg「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社

エバスチン錠5mg「ケミファ」／エバスチン錠10mg「ケミファ」／エバスチンOD錠5mg「ケミファ」／エバスチン
OD錠10mg「ケミファ」

製造販売元／日本ケミファ株式会社販売元／*共
創未来ファーマ株式会社

エバスチン錠5mg「ケミファ」／エバスチン錠10mg「ケミファ」／エバスチンOD錠5mg「ケミファ」／エバスチン
OD錠10mg「ケミファ」

販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本
ケミファ株式会社

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ケミファ」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ケミファ」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ケミファ」／オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ケミファ」／オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
モンテルカスト錠5mg「ケミファ」／モンテルカスト錠10mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
モンテルカスト錠5mg「ケミファ」／モンテルカスト錠10mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
メロペネム点滴静注用0.25g「ケミファ」／メロペネム点滴静注用0.5g「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
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クラリシッド錠50mg小児用 製造販売元／日本ケミファ株式会社
クラリシッド錠200mg 製造販売元／日本ケミファ株式会社
バラシクロビル錠500mg「ケミファ」 製造販売元／日本ケミファ株式会社
バラシクロビル錠500mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／日本

ケミファ株式会社
ピコプレップ配合内用剤 製造販売元（輸入）／日本ケミファ株式会社
スキャンドネストカートリッジ3% [輸入品]　製造販売元／日本歯科薬品株式会社製

造／セプトドント社 Septodont
プロネスパスタアロマ 製造販売元／日本歯科薬品株式会社
テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 製造販売元／日本歯科薬品株式会社
*ネオステリングリーンうがい液0.2% 製造販売元／日本歯科薬品株式会社
ドロレプタン注射液25mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ネルボン錠5mg／ネルボン錠10mg／ネルボン散1% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ソメリン細粒1%／ソメリン錠5mg／ソメリン錠10mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」／トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

発売元／エルメッド株式会社販売元／日医工株式
会社

*ブロチゾラム錠0.25mg「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
*ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

発売元／エルメッド株式会社販売元／日医工株式
会社

セレナール錠5／セレナール錠10／セレナール散10% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
セパゾン錠1／セパゾン錠2／セパゾン散1% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
メレックス錠0.5mg／メレックス錠1mg／メレックス細粒0.1% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
トリクロリールシロップ１０％ 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ＡＦＰ」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ＡＦＰ」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ミダフレッサ静注0.1％ 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ドパゾール錠200mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
セドリーナ錠2mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ネオドパゾール配合錠 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
アナフラニール錠10mg／アナフラニール錠25mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
トフラニール錠10mg／トフラニール錠25mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
アナフラニール点滴静注液25mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
プロピタン錠50mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販

売元／エーザイ株式会社
ホーリット錠20mg／ホーリット錠40mg／ホーリット散10% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
スピロピタン錠0.25mg／スピロピタン錠1mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販

売元／エーザイ株式会社
エチゾラム錠0.25mg「EMEC」／エチゾラム錠0.5mg「EMEC」／エチゾラム錠１mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

発売元／エルメッド株式会社販売元／日医工株式
会社

トロペロン錠0.5mg／トロペロン錠1mg／トロペロン錠3mg／トロペロン細粒1% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
トロペロン錠0.5mg／トロペロン錠1mg／トロペロン錠3mg／トロペロン細粒1% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販

売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーション提携
／吉富薬品株式会社

モディオダール錠100mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社提
携先／Cephalon

モディオダール錠100mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販
売元／田辺三菱製薬株式会社提携先／Cephalon

トロペロン注4mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
トロペロン注4mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販

売元／田辺三菱製薬株式会社プロモーション提携
／吉富薬品株式会社

コレアジン錠12.5㎎ 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ストロカイン錠5mg **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

販売元／エーザイ株式会社
マイテラーゼ錠10mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ベサコリン散5% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販

売元／エーザイ株式会社
ダイピン錠1mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ギャバロン錠5mg／ギャバロン錠10mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ペミラストン点眼液0.1% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
トラマゾリン点鼻液0．118％「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
クロロマイセチン耳科用液0.5% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
タリビッド耳科用液0.3％ 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
トラベルミン配合錠 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販

売元／エーザイ株式会社
ジゴキシン錠0.125mg「AFP」／ジゴキシン錠0.25mg「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ネオフィリン原末 **製造販売元／アルフレッサ ファ−マ株式会社販

売元／エーザイ株式会社
ネオフィリン錠100mg **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

販売元／エーザイ株式会社
アクトシン注射用300mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
アミサリン錠125mg／アミサリン錠250mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
アミサリン注100mg／アミサリン注200mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
カルビスケン錠５ｍｇ 製造販売元／アルフレッサファーマ株式会社
カプトリル錠12.5mg／カプトリル錠25mg／カプトリル細粒5% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
カプトリル−Rカプセル18.75mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」／エナラプリルマレイン酸塩錠５mg「EMEC」／エナラプリルマレイ
ン酸塩錠10mg「EMEC」

*製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社発
売元／エルメッド株式会社販売元／日医工株式会
社

エースコール錠1mg／エースコール錠2mg／エースコール錠4mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
テナキシル錠1mg／テナキシル錠2mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社提

携／日本セルヴィエ株式会社
ワイテンス錠2mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ドキサゾシン錠0.5mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社*

発売元／エルメッド株式会社*販売元／日医工株
式会社

ドキサゾシン錠1mg「EMEC」／ドキサゾシン錠2mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社*
発売元／エルメッド株式会社*販売元／日医工株
式会社

ドキサゾシン錠４mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社*
発売元／エルメッド株式会社*販売元／日医工株
式会社

ズファジラン錠10mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ズファジラン筋注5mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
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亜硝酸アミル「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
*ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
シンレスタール錠250mg／シンレスタール細粒50% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
シンバスタチン錠５mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

発売元／エルメッド株式会社販売元／日医工株式
会社

シンバスタチン錠10mg「EMEC」／シンバスタチン錠20mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
発売元／エルメッド株式会社販売元／日医工株式
会社

ガンマロン錠250mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
スロンノンHI注10mg/2mL 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社提

携／田辺三菱製薬株式会社
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
アストフィリン配合錠 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

販売元／エーザイ株式会社
ムコフィリン吸入液20% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販

売元／エーザイ株式会社
アスプール液（0.5%） 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
アレベール吸入用溶解液0.125% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ロペラミド錠１mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

発売元／エルメッド株式会社販売元／日医工株式
会社

ファモチジンD錠10mg「EMEC」／ファモチジンD錠20mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社*
発売元／エルメッド株式会社*販売元／日医工株
式会社

ノイエルカプセル200mg／ノイエル細粒40% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ラベプラゾールNa錠5mg「AFP」／ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ラベプラゾールNa錠２０mg「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
S・M配合散 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
アドソルビン原末 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
*センノシド顆粒８％「日医工」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

発売元／エルメッド株式会社販売元／日医工株式
会社

ドンペリドン錠5mg「EMEC」／ドンペリドン錠10mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社*
発売元／エルメッド株式会社*販売元／日医工株
式会社

エボザックカプセル30mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
アフタッチ口腔用貼付剤25㎍ 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
コートロシン注射用0.25mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
コートロシンZ筋注0.5mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ノルアドリナリン注1mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
レダコート錠4mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
クロマイ腟錠100mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ハイアミン液10% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
クロロマイセチン軟膏2％ 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
クロロマイセチン局所用液5% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
フシジンレオ軟膏2% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
クロマイ‐P軟膏 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
レダコート軟膏0.1％／レダコートクリーム0.1％ 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
*ザーネ軟膏0.5％ **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

販売元／エーザイ株式会社
トパルジック軟膏1% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ユベラ軟膏 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社*

販売元／エーザイ株式会社
チョコラA末1万単位／g 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販

売元／エーザイ株式会社
チョコラA錠1万単位 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販

売元／エーザイ株式会社
チョコラA滴0.1万単位／滴 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販

売元／エーザイ株式会社
パントシン錠30／パントシン錠60／パントシン錠100／パントシン錠200／パントシン散20%／パントシン細粒50% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

パントシン注5%／パントシン注10% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ユベラ錠50mg **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

販売元／エーザイ株式会社
ケイツーシロップ0.2% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販

売元／エーザイ株式会社
ビタメジン配合カプセルB25／ビタメジン配合カプセルB50／ビタメジン配合散 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ビタメジン静注用 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
インクレミンシロップ５％ 製造販売元／アルフレッサファーマ株式会社
フェロミア錠50mg／フェロミア顆粒8.3％ **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社

販売元／エーザイ株式会社
糖液注5%「AFP」／糖液注20%「AFP」／糖液注50%「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
S・アドクノン錠30 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
*オフタルムK配合錠 製造販売元／アルフレッサファーマ株式会社
リバオール散10％／リバオール錠20mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
バル筋注100mg「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
*アロプリノール錠１００mg「AFP」 製造販売元／アルフレッサ　ファーマ株式会社
フェブキソスタット錠10mg「AFP」／フェブキソスタット錠20mg「AFP」／フェブキソスタット錠40mg「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
グリベンクラミド錠1.25mg「EMEC」／グリベンクラミド錠2.5mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社*

発売元／エルメッド株式会社*販売元／日医工株
式会社

ATP腸溶錠20mg「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
キネダック錠50mg 製造販売／アルフレッサ ファーマ株式会社
ニドラン注射用25mg／ニドラン注射用50mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
トポテシン点滴静注40mg／トポテシン点滴静注100mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ニポラジン小児用細粒０．６％ 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ニポラジン錠３ｍｇ 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ニポラジン小児用シロップ０.０３％ 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
アレルギン散1% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
オキサトミド錠30mg「EMEC」 **製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社*

発売元／エルメッド株式会社*販売元／日医工株
式会社

ペミラストン錠5mg／ペミラストン錠10mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ペミラストンドライシロップ0.5% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
プランルカスト錠112.5mg「ＡＦＰ」／プランルカスト錠225mg「ＡＦＰ」 製造販売元／アルフレッサファーマ株式会社
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プランルカストドライシロップ１０％「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
オラスポア小児用ドライシロップ10％ 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
セフメタゾン筋注用0.5g 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
セフメタゾン静注用0.25g／セフメタゾン静注用0.5g／セフメタゾン静注用1g／セフメタゾン静注用2g 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
クロロマイセチン錠50／クロロマイセチン錠250 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
クロロマイセチンサクシネート静注用1g 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
イスコチン原末／イスコチン錠100mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ネオイスコチン原末／ネオイスコチン錠100mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
イスコチン注100mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
ピラマイド原末 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
タリビッド錠100mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
プロスコープ３００注２０ｍＬ／プロスコープ３００注５０ｍＬ／プロスコープ３００注１００ｍＬ／プロス
コープ３７０注２０ｍＬ／プロスコープ３７０注５０ｍＬ／プロスコープ３７０注１００ｍＬ

製造販売元（輸入）／アルフレッサ ファーマ株
式会社提携／Bayer

プロスコープ３００注シリンジ５０ｍＬ／プロスコープ３００注シリンジ８０ｍＬ／プロスコープ３００注シリ
ンジ１００ｍＬ／プロスコープ３７０注シリンジ５０ｍＬ／プロスコープ３７０注シリンジ８０ｍＬ／プロス
コープ３７０注シリンジ１００ｍＬ

製造販売元（輸入）／アルフレッサ ファーマ株
式会社提携／Bayer

インジゴカルミン注20mg「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10% 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
フェノールスルホンフタレイン注0.6%「AFP」 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社
膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg 製造販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社販

売元／エーザイ株式会社
ブロバリン原末 製造販売元／日本新薬株式会社
イソミタール原末 製造販売元／日本新薬株式会社
オークル錠100mg 製造販売元／日本新薬株式会社
ハイペン錠100mg／ハイペン錠200mg 製造販売元／日本新薬株式会社
トラマールOD錠25mg／トラマールOD錠50mg 製造販売元／日本新薬株式会社販売提携先／ファ

イザー株式会社提携／Grünenthal　GmbH
ワントラム錠100mg 製造販売元／日本新薬株式会社販売提携先／ファ

イザー株式会社提携／Endo　Ventures　Limited

トラマール注100 製造販売元／日本新薬株式会社提携／Grünenthal
GmbH

レグテクト錠333mg 製造販売元／日本新薬株式会社
スルカイン錠100mg 製造販売元／日本新薬株式会社
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 製造販売元／日本新薬株式会社
エリザスカプセル外用400μg 製造販売元／日本新薬株式会社
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 製造販売元／日本新薬株式会社
セファドール錠25mg／セファドール顆粒10% 製造販売元／日本新薬株式会社
ビルテプソ点滴静注250mg 製造販売元／日本新薬株式会社
オドリック錠0.5mg／オドリック錠1mg 製造販売元／日本新薬株式会社
セレクトール錠100mg／セレクトール錠200mg 製造販売元／日本新薬株式会社
アドシルカ錠20mg 製造販売元／日本新薬株式会社
ウプトラビ錠0.2mg／ウプトラビ錠0.4mg 製造販売元／日本新薬株式会社販売提携先／ヤン

センファーマ株式会社
コルドリン錠12.5mg／コルドリン顆粒4.17% 製造販売元／日本新薬株式会社
アズノール錠2mg 製造販売元／日本新薬株式会社
ガスロンN錠2mg／ガスロンN錠4mg／ガスロンN細粒0.8％ 製造販売元／日本新薬株式会社
ガスロンN・OD錠2mg 製造販売元／日本新薬株式会社
ガスロンN・OD錠4mg 製造販売元／日本新薬株式会社
アズノールST錠口腔用5mg 製造販売元／日本新薬株式会社
ウロカルン錠225mg 製造販売元／日本新薬株式会社
ブラダロン錠200mg 製造販売元／日本新薬株式会社
ザルティア錠2.5mg／ザルティア錠5mg 製造販売元／日本新薬株式会社
シアリス錠5mg／シアリス錠10mg／シアリス錠20mg 製造販売元／日本新薬株式会社
エビプロスタット配合錠DB 製造販売元／日本新薬株式会社提携先／

Pharmazeutische Fabrik Evers & Co. GmbH
アズノール軟膏0.033% 製造販売元／日本新薬株式会社
モノヴァー静注500mg／モノヴァー静注1000mg 製造販売元／日本新薬株式会社
トラネキサム酸カプセル250mg「NSKK」 製造販売元／日本新薬株式会社
デファイテリオ静注200mg 製造販売元／日本新薬株式会社
グリコラン錠250mg 製造販売元／日本新薬株式会社
ポルトラック原末 製造販売元／日本新薬株式会社
エストラサイトカプセル156.7mg 製造販売元／日本新薬株式会社
キロサイド注20mg／キロサイド注40mg／キロサイド注60mg／キロサイド注100mg／キロサイド注200mg 製造販売元／日本新薬株式会社
キロサイドN注400mg／キロサイドN注1g 製造販売元／日本新薬株式会社
トリセノックス注10mg 製造販売元／日本新薬株式会社提携／Teva

Pharmaceutical Industries Ltd.
トリセノックス点滴静注12mg 製造販売元／日本新薬株式会社提携／Teva

Pharmaceutical Industries Ltd.
ビダーザ注射用100mg 製造販売元／日本新薬株式会社
ラエンネック 製造販売元／株式会社日本生物製剤
ノイロトロピン錠4単位 *製造販売元／日本臓器製薬株式会社
ツートラム錠25mg／ツートラム錠50mg／ツートラム錠100mg／ツートラム錠150mg 製造販売元／日本臓器製薬
トアラセット配合錠「日本臓器」 *製造販売元／日本臓器製薬株式会社
ノイロトロピン注射液1.2単位 *製造販売元／日本臓器製薬株式会社
ノイロトロピン注射液3.6単位 *製造販売元／日本臓器製薬株式会社
*フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日本臓器」28噴霧用／*フルチカゾンプロピオン酸エステル
点鼻液50μg「日本臓器」56噴霧用／*フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日本臓器」112噴霧用

**製造販売元／日本臓器製薬株式会社

ビーマス配合錠 *製造販売元／日本臓器製薬株式会社
ジクロフェナクNaクリーム1％「日本臓器」 *製造販売元／日本臓器製薬株式会社
ジクロフェナクNaテープ15mg「日本臓器」／ジクロフェナクNaテープ30mg「日本臓器」 *製造販売元／日本臓器製薬株式会社
ジクロフェナクNaパップ70mg「日本臓器」／ジクロフェナクNaパップ140mg「日本臓器」 *製造販売元／日本臓器製薬株式会社
ケトコナゾール外用ポンプスプレー2％「日本臓器」 *製造販売元／日本臓器製薬株式会社
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3％「日本臓器」 **製造販売元／日本臓器製薬株式会社
イコサペント酸エチルカプセル300mg「日本臓器」 *製造販売元／日本臓器製薬株式会社
**メトトレキサート錠1mg「日本臓器」／メトトレキサート錠2mg「日本臓器」 製造販売元／日本臓器製薬株式会社
オロパタジン塩酸塩ドライシロップ1％「日本臓器」 **製造販売元／日本臓器製薬株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「日本臓器」 **製造販売元／日本臓器製薬株式会社
モンテルカストナトリウム錠5mg「日本臓器」／モンテルカストナトリウム錠10mg「日本臓器」 **製造販売元／日本臓器製薬株式会社
レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5％「日本臓器」 製造販売元／日本臓器製薬株式会社
トロピカミド点眼液0.4％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
日点アトロピン点眼液1％ 製造販売元／ロートニッテン株式会社
ネオベノール点眼液0.4％ 製造販売元／ロートニッテン株式会社
*フルオロメトロン点眼液0.02％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
*フルオロメトロン点眼液0.05％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
*フルオロメトロン点眼液0.1％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
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販売名 企業名

ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
*ゲンタマイシン点眼液0.3％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
カルテオロール塩酸塩PF点眼液1％「日点」／カルテオロール塩酸塩PF点眼液2％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
チモロールPF点眼液0.25％「日点」／チモロールPF点眼液0.5％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
コンドロイチン点眼液1％「日点」／コンドロイチン点眼液3％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
シアノコバラミン点眼液0.02％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
PA・ヨード点眼・洗眼液 製造販売元／ロートニッテン株式会社
クロモグリク酸Na・PF点眼液2％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
*アシクロビル眼軟膏3％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1％「日点」／ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
*ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1％シリンジ0.4mL「日点」／*ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1％シリンジ0.6mL「日点」／*
ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1％シリンジ0.85mL「日点」

製造販売元／株式会社日本点眼薬研究所

*プラノプロフェン点眼液0.1％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
*プラノプロフェン点眼液0.1％「日点」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

**ロートニッテン株式会社
プラノプロフェン点眼液0.1％「日点」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売元

／ロートニッテン株式会社
*ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
ケトチフェンＰＦ点眼液０．０５％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
イソプロピルウノプロストンＰＦ点眼液０．１２％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
トラメラスＰＦ点眼液０．５％ 製造販売元／ロートニッテン株式会社
ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
ニプラジロールPF点眼液0.25％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
レボフロキサシン点眼液0.5％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
レボフロキサシン点眼液1.5％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
ブロムフェナクNa点眼液0.1％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
レボブノロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
モキシフロキサシン点眼液0.5％「日点」 製造販売／ロートニッテン株式会社
モキシフロキサシン点眼液0.5％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社販売元／日

本ジェネリック株式会社
モキシフロキサシン点眼液0.5％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社発売元／テ

イカ製薬株式会社
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社販売元／株

式会社フェルゼンファーマ
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社販売元／日

本ジェネリック株式会社
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05％「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05％「日点」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売元

／ロートニッテン株式会社
コリナコール点眼液 製造販売元／ロートニッテン株式会社
マイピリン点眼液 製造販売元／ロートニッテン株式会社
サンドールＰ点眼液 製造販売元／ロートニッテン株式会社
ムコティア点眼液 製造販売元／ロートニッテン株式会社
ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 製造販売元／ロートニッテン株式会社
ドルモロール配合点眼液「日点」 製造販売元／ロートニッテン株式会社
ドルモロール配合点眼液「日点」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

**ロートニッテン株式会社
ドルモロール配合点眼液「日点」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売元

／ロートニッテン株式会社
アズノールうがい液4％ 製造販売元／ロートニッテン株式会社販売元／日

本新薬株式会社
乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用） 製造販売元／日本ビーシージー製造株式会社
イムノブラダー膀注用80mg／イムノブラダー膀注用40mg 製造販売元／日本ビーシージー製造株式会社発売

元／日本化薬株式会社
一般診断用精製ツベルクリン（PPD） 製造販売元／日本ビーシージー製造株式会社
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用 製造販売元／日本ビーシージー製造株式会社
ラディオガルダーゼカプセル500mg 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社提携

先／HEYL Chemisch-pharmazeutische Fabrik
GmbH ＆Co. KG

アエントリペンタート静注1055mg 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社提携
先／HEYL Chemisch-pharmazeutische Fabrik
GmbH ＆Co. KG

ジトリペンタートカル静注1000mg 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社提携
先／HEYL Chemisch-pharmazeutische Fabrik
GmbH ＆Co. KG

ヨードカプセル-123 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
メジテック 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
キドニーシンチTc-99m注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
スズコロイドTc-99m注調製用キット 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
テクネシンチ注-10M／テクネシンチ注-20M 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
クリアボーン注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
ヘパティメージ注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
クリアボーンキット 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
キドニーシンチキット 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
セレブロテックキット 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
プールシンチ注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
インジウムDTPA（111In）注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
塩化インジウム（111In）注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
パーヒューザミン注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
塩化タリウム（201Tl）注NMP 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
アシアロシンチ注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
カルディオダイン注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
MAGシンチ注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
マイオビュー「注射用」 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
マイオビュー注シリンジ 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
ベンゾダイン注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
FDGスキャン注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
ダットスキャン静注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
ビザミル静注 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
クリプトン（81mKr）ジェネレータ 製造販売元／日本メジフィジックス株式会社
ペリセート３６０Ｎ腹膜透析液／ペリセート４００Ｎ腹膜透析液 製造販売元／株式会社ジェイ・エム・エス
ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液／ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 製造販売元　／株式会社ジェイ・エム・エス
エスゾピクロン錠1mg「NPI」／エスゾピクロン錠2mg「NPI」／エスゾピクロン錠3mg「NPI」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売元

／日本薬品工業株式会社
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ロキソプロフェンNa錠60mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰＩ」／メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰＩ」／メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社**,*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
トアラセット配合錠「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
トアラセット配合錠「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本

薬品工業株式会社
パロキセチン錠5mg「NPI」／パロキセチン錠10mg「NPI」／パロキセチン錠20mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「NPI」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「NPI」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NPI」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NPI」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社販売元／日本

ケミファ株式会社
プレガバリンOD錠25mg「NPI」／プレガバリンOD錠75mg「NPI」／プレガバリンOD錠150mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「クラシエ」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「クラシエ」／メマンチン塩酸塩OD錠15mg
「クラシエ」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「クラシエ」

発売元／クラシエ薬品株式会社製造販売元／日本
薬品工業株式会社

チザニジン錠1mg「NPI」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本
薬品工業株式会社

チザニジン錠1mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ケミファ」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ケミファ」／エナラプリル
マレイン酸塩錠10mg「ケミファ」

製造販売元／日本薬品工業株式会社

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ケミファ」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ケミファ」／エナラプリル
マレイン酸塩錠10mg「ケミファ」

製造販売元／日本薬品工業株式会社販売元／日本
ケミファ株式会社

ロサルタンカリウム錠25mg「NPI」／ロサルタンカリウム錠50mg「NPI」／ロサルタンカリウム錠100mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
テルミサルタン錠20mg「NPI」／テルミサルタン錠40mg「NPI」／テルミサルタン錠80mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
テルミサルタン錠20mg「NPI」／テルミサルタン錠40mg「NPI」／テルミサルタン錠80mg「NPI」 販売元／日新製薬株式会社製造販売元／日本薬品

工業株式会社
オルメサルタン錠5mg「三和」／オルメサルタン錠10mg「三和」／オルメサルタン錠20mg「三和」／オルメサル
タン錠40mg「三和」

製造販売元／日本薬品工業株式会社販売元／株式
会社三和化学研究所

ロサルヒド配合錠LD「NPI」／ロサルヒド配合錠HD「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
ベニジピン塩酸塩錠2mg「NPI」／ベニジピン塩酸塩錠 4mg「NPI」／ベニジピン塩酸塩錠8mg「NPI」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本

薬品工業株式会社
ベニジピン塩酸塩錠2mg「NPI」／ベニジピン塩酸塩錠 4mg「NPI」／ベニジピン塩酸塩錠8mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミファ」／アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」／アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本
薬品工業株式会社

アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミファ」／アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」／アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

製造販売元／日本薬品工業株式会社

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」／アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」／アムロジピンＯＤ錠１
０ｍｇ「ケミファ」

販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本
薬品工業株式会社

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」／アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」／アムロジピンＯＤ錠１
０ｍｇ「ケミファ」

製造販売元／日本薬品工業株式会社

プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」／プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本
薬品工業株式会社

プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」／プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」／ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」 発売元／ゼリア新薬工業株式会社製造販売元／日

本薬品工業株式会社
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」 *製造販売元／日本薬品工業株式会社
メサラジン錠２５０ｍｇ「サワイ」／メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／日本薬品

工業株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「NPI」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ケミファ」／タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ケミファ」／タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本

薬品工業株式会社
ナフトピジルOD錠25mg「ケミファ」／ナフトピジルOD錠50mg「ケミファ」／ナフトピジルOD錠75mg「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社

ナフトピジルOD錠25mg「ケミファ」／ナフトピジルOD錠50mg「ケミファ」／ナフトピジルOD錠75mg「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本
薬品工業株式会社

**シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケミファ」／**シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
**シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケミファ」／**シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本

薬品工業株式会社
シロスタゾールOD錠５０ｍｇ「ケミファ」／シロスタゾールOD錠１００ｍｇ「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
シロスタゾールOD錠５０ｍｇ「ケミファ」／シロスタゾールOD錠１００ｍｇ「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本

薬品工業株式会社
クロピドグレル錠25mg「三和」／クロピドグレル錠75mg「三和」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／日

本薬品工業株式会社
フェブキソスタットOD錠10mg「NPI」／フェブキソスタットOD錠20mg「NPI」／フェブキソスタットOD錠40mg
「NPI」

製造販売元／日本薬品工業株式会社販売元／株式
会社フェルゼンファーマ

クエンメット配合散／クエンメット配合錠 製造販売元／日本薬品工業株式会社
グリメピリド錠0.5mg「ケミファ」／グリメピリド錠1mg「ケミファ」／グリメピリド錠3mg「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
グリメピリド錠0.5mg「ケミファ」／グリメピリド錠1mg「ケミファ」／グリメピリド錠3mg「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本

薬品工業株式会社
ボグリボース錠０．２ｍｇ「ケミファ」／ボグリボース錠０．３ｍｇ「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
ボグリボース錠０．２ｍｇ「ケミファ」／ボグリボース錠０．３ｍｇ「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本

薬品工業株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「NPI」／ピオグリタゾン錠30mg「NPI」 *製造販売元／日本薬品工業株式会社
ピオグリタゾンOD錠15mg「NPI」／ピオグリタゾンOD錠30mg「NPI」 **製造販売元／日本薬品工業株式会社
リセドロン酸ナトリウム錠2.5mg「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
リセドロン酸ナトリウム錠2.5mg「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社販売元／日本

ケミファ株式会社
リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社販売元／日本

ケミファ株式会社
オザグレルNa点滴静注液20mg「ケミファ」／オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」／オザグレルNa点滴静注
液80mg「ケミファ」

販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本
薬品工業株式会社

**オキサトミド錠30mg「ケミファ」 *販売元／日本ケミファ株式会社*製造販売元／日
本薬品工業株式会社

**エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」／**エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本
薬品工業株式会社

**エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」／**エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」／セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」／セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／日本

薬品工業株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「三和」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／日

本薬品工業株式会社
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「NPI」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
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販売名 企業名

モンテルカスト細粒4mg「ゼリア」 発売元／ゼリア新薬工業株式会社製造販売元／日
本薬品工業株式会社

モンテルカストチュアブル錠5mg「ゼリア」 発売元／ゼリア新薬工業株式会社製造販売元／日
本薬品工業株式会社

モンテルカスト錠5mg「ゼリア」／モンテルカスト錠10mg「ゼリア」 発売元／ゼリア新薬工業株式会社製造販売元／日
本薬品工業株式会社

クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社販売元／日本

ケミファ株式会社
クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社販売元／日本

ケミファ株式会社
バラシクロビル錠500mg「NPI」 製造販売元／日本薬品工業株式会社
オニバイド点滴静注43mg 製造販売元／日本セルヴィエ株式会社
ジプレキサ細粒1% 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ジプレキサ錠2.5mg／ジプレキサ錠5mg／ジプレキサ錠10mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ジプレキサザイディス錠2.5mg／ジプレキサザイディス錠5mg／ジプレキサザイディス錠10mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ストラテラカプセル5mg／ストラテラカプセル10mg／ストラテラカプセル25mg／ストラテラカプセル40mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ストラテラ内用液0.4% 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ジプレキサ筋注用10mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
レイボー錠50mg／レイボー錠100mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社販売元

／第一三共株式会社
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター／エムガルティ皮下注120mgシリンジ 製造販売元／日本イーライリリー株式会社販売元

／第一三共株式会社
ヒューマトロープ注射用6mg／ヒューマトロープ注射用12mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
フォルテオ皮下注キット600μg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ヒューマリンN注100単位/mL 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ヒューマリンR注100単位/mL 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ヒューマリン3/7注100単位/mL 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ヒューマリンR注カート／ヒューマリンR注ミリオペン 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ヒューマリンN注カート／ヒューマリンN注ミリオペン 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ヒューマリン3/7注カート／ヒューマリン3/7注ミリオペン 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ヒューマログ注カート／ヒューマログ注ミリオペン／ヒューマログ注ミリオペンHD 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ヒューマログ注100単位/mL 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ヒューマログミックス25注カート／ヒューマログミックス25注ミリオペン 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ヒューマログミックス50注カート／ヒューマログミックス50注ミリオペン 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ルムジェブ注100単位/mL 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ルムジェブ注カート／ルムジェブ注ミリオペン／ルムジェブ注ミリオペンHD 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
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」 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
バクスミー点鼻粉末剤3mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス／マンジャロ皮下注5mgアテオス／マンジャロ皮下注7.5mgアテオス／マンジャ
ロ皮下注10mgアテオス／マンジャロ皮下注12.5mgアテオス／マンジャロ皮下注15mgアテオス

製造販売元／日本イーライリリー株式会社販売元
／田辺三菱製薬株式会社

エビスタ錠60mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
オルミエント錠4mg／オルミエント錠2mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
トルツ皮下注80mgオートインジェクター／トルツ皮下注80mgシリンジ 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ジェムザール注射用200mg／ジェムザール注射用1g 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
アリムタ注射用100mg／アリムタ注射用500mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
ベージニオ錠50mg／ベージニオ錠100mg／ベージニオ錠150mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
レットヴィモカプセル40mg／レットヴィモカプセル80mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
サイラムザ点滴静注液100mg／サイラムザ点滴静注液500mg 製造販売元／日本イーライリリー株式会社
リオナ錠250mg 製造販売元／日本たばこ産業株式会社販売元／鳥

居薬品株式会社
コレクチム軟膏0.5%／コレクチム軟膏0.25% 製造販売元／日本たばこ産業株式会社販売元／鳥

居薬品株式会社
エナロイ錠2mg／エナロイ錠4mg 製造販売元／日本たばこ産業株式会社販売元／鳥

居薬品株式会社
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 製造販売元／日本たばこ産業株式会社販売元／鳥

居薬品株式会社
ベルベゾロン眼耳鼻科用液０．１％ 販売元／ロートニッテン株式会社製造販売元／

ロートニッテンファーマ株式会社
カルテオロール塩酸塩点眼液1％「ニッテン」／カルテオロール塩酸塩点眼液2％「ニッテン」 製造販売元／ロートニッテンファーマ株式会社販

売元／ロートニッテン株式会社
*チモロール点眼液0.25％「ニッテン」／*チモロール点眼液0.5％「ニッテン」 販売元／ロートニッテン株式会社製造販売元／

ロートニッテンファーマ株式会社
クロモグリク酸Na点眼液2％「ニッテン」 製造販売元／ロートニッテンファーマ株式会社販

売元／ロートニッテン株式会社
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1％「ニッテン」／ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3％「ニッテン」 製造販売元／ロートニッテンファーマ株式会社販

売元／ロートニッテン株式会社
*ジクロフェナクNa点眼液0.1％「ニッテン」 販売元／ロートニッテン株式会社製造販売元／

ロートニッテンファーマ株式会社
*ジクロフェナクNa点眼液0.1％「ニッテン」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

**ロートニッテンファーマ株式会社
*ケトチフェン点眼液0.05％「ニッテン」 販売元／ロートニッテン株式会社製造販売元／

ロートニッテンファーマ株式会社
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12％「ニッテン」 販売元／ロートニッテン株式会社製造販売元／

ロートニッテンファーマ株式会社
トラメラス点眼液0.5％ 製造販売元／ロートニッテンファーマ株式会社販

売元／ロートニッテン株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005％「ニッテン」 販売元／ロートニッテン株式会社製造販売元／

ロートニッテンファーマ株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005％「ニッテン」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売元

／ロートニッテンファーマ株式会社
ニプラジロール点眼液0.25％「ニッテン」 製造販売元／ロートニッテンファーマ株式会社販

売元／ロートニッテン株式会社
レボブノロール塩酸塩点眼液0.5%「ニッテン」 製造販売元／ロートニッテンファーマ株式会社販

売元／ロートニッテン株式会社
オロパタジン点眼液0.1％「ニッテン」 販売元／ロートニッテン株式会社製造販売元／

ロートニッテンファーマ株式会社
オロパタジン点眼液0.1％「ニッテン」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売元

／ロートニッテンファーマ株式会社
ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 販売元／ロートニッテン株式会社製造販売元／

ロートニッテンファーマ株式会社
ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

**ロートニッテンファーマ株式会社
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ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 販売元／わかもと製薬株式会社製造販売元／ロー
トニッテンファーマ株式会社

ニトラゼパム錠5mg「JG」／ニトラゼパム錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
フルニトラゼパム錠1mg「JG」／フルニトラゼパム錠2mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
レスタス錠2mg 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「JG」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ラモトリギン錠小児用2mg「JG」／ラモトリギン錠小児用5mg「JG」／ラモトリギン錠25mg「JG」／ラモトリギン
錠100mg「JG」

製造販売元／日本ジェネリック株式会社

レベチラセタム錠250mg「JG」／レベチラセタム錠500mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
レベチラセタムドライシロップ50%「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」／ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」／ジクロフェナクナト
リウム坐剤50mg「JG」

製造販売元／日本ジェネリック株式会社

セレコキシブ錠100mg「JG」／セレコキシブ錠200mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
トアラセット配合錠「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「JG」／プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「JG」／プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
エンタカポン錠100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
パロキセチン錠5mg「JG」／パロキセチン錠10mg「JG」／パロキセチン錠20mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
クエチアピン錠25mg「JG」／クエチアピン錠100mg「JG」／クエチアピン錠200mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
オランザピン錠2.5mg「JG」／オランザピン錠5mg「JG」／オランザピン錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
オランザピンOD錠2.5mg「JG」／オランザピンOD錠5mg「JG」／オランザピンOD錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アリピプラゾール錠3mg「JG」／アリピプラゾール錠6mg「JG」／アリピプラゾール錠12mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アリピプラゾールOD錠3mg「JG」／アリピプラゾールOD錠6mg「JG」／アリピプラゾールOD錠12mg「JG」／アリピ
プラゾールOD錠24mg「JG」

製造販売元／日本ジェネリック株式会社

セルトラリン錠25mg「JG」／セルトラリン錠50mg「JG」／セルトラリン錠100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アトモキセチン錠5mg「JG」／アトモキセチン錠10mg「JG」／アトモキセチン錠25mg「JG」／アトモキセチン錠
40mg「JG」

製造販売元／日本ジェネリック株式会社

アトモキセチン内用液0.4％「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
エスシタロプラム錠10mg「JG」／エスシタロプラム錠20mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「JG」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「JG」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「JG」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「JG」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
タルチレリン錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
タルチレリンOD錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ラメルテオン錠8mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
プレガバリンOD錠25mg「JG」／プレガバリンOD錠75mg「JG」／プレガバリンOD錠150mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「JG」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「JG」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ガランタミンOD錠4mg「JG」／ガランタミンOD錠8mg「JG」／ガランタミンOD錠12mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
チモロールXE点眼液0.25%「JG」／チモロールXE点眼液0.5%「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「JG」／ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
トラニラスト点眼液0.5％「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
レボフロキサシン点眼液0.5％「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
レボフロキサシン点眼液1.5％「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
レボカバスチン点眼液0.025%「ＪＧ」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
モメタゾン点鼻液50μg「JG」56噴霧用／モメタゾン点鼻液50μg「JG」112噴霧用 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アロチノロール塩酸塩錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「JG」／ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「JG」／ビソプロロールフマル
酸塩錠5mg「JG」

製造販売元／日本ジェネリック株式会社

トリクロルメチアジド錠2mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
*フロセミド錠20mg「JG」／フロセミド錠40mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「JG」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「JG」／イミダプリル塩酸塩錠5mg「JG」／イミダプリル塩酸塩錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
テモカプリル塩酸塩錠1mg「JG」／テモカプリル塩酸塩錠2mg「JG」／テモカプリル塩酸塩錠4mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ニルバジピン錠2mg「JG」／ニルバジピン錠4mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
カルベジロール錠1.25mg「JG」／カルベジロール錠2.5mg「JG」／カルベジロール錠10mg「JG」／カルベジロー
ル錠20mg「JG」

製造販売元／日本ジェネリック株式会社

シルニジピン錠5mg「JG」／シルニジピン錠10mg「JG」／**シルニジピン錠20mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ロサルタンカリウム錠25mg「JG」／ロサルタンカリウム錠50mg「JG」／ロサルタンカリウム錠100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
カンデサルタン錠2mg「JG」／カンデサルタン錠4mg「JG」／カンデサルタン錠8mg「JG」／カンデサルタン錠
12mg「JG」

製造販売元／日本ジェネリック株式会社

バルサルタン錠20mg「JG」／バルサルタン錠40mg「JG」／バルサルタン錠80mg「JG」／バルサルタン錠160mg
「JG」

製造販売元／日本ジェネリック株式会社

テルミサルタン錠20mg「JG」／テルミサルタン錠40mg「JG」／テルミサルタン錠80mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アゼルニジピン錠8mg「JG」／アゼルニジピン錠16mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アゼルニジピン錠8mg「JG」／アゼルニジピン錠16mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社販売元／

共創未来ファーマ株式会社
オルメサルタン錠5mg「JG」／オルメサルタン錠10mg「JG」／オルメサルタン錠20mg「JG」／オルメサルタン錠
40mg「JG」

製造販売元／日本ジェネリック株式会社

オルメサルタンOD錠10mg「JG」／オルメサルタンOD錠20mg「JG」／オルメサルタンOD錠40mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
イルベサルタンOD錠50mg「JG」／イルベサルタンOD錠100mg「JG」／イルベサルタンOD錠200mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アジルサルタン錠10mg「JG」／アジルサルタン錠20mg「JG」／アジルサルタン錠40mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ロサルヒド配合錠LD「JG」／ロサルヒド配合錠HD「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
バルヒディオ配合錠MD「JG」／バルヒディオ配合錠EX「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アムバロ配合錠「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
テラムロ配合錠AP「JG」／テラムロ配合錠BP「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ジルムロ配合錠LD「JG」／ジルムロ配合錠HD「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
スマトリプタン錠50mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
セパミット細粒1% 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
セパミット−R細粒2％ 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
セパミット−Rカプセル10／セパミット−Rカプセル20 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アムロジピン錠2.5mg「JG」／アムロジピン錠5mg「JG」／アムロジピン錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アムロジピンOD錠2.5mg「JG」／アムロジピンOD錠5mg「JG」／アムロジピンOD錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アトルバスタチン錠5mg「JG」／アトルバスタチン錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ピタバスタチンCa錠1mg「JG」／ピタバスタチンCa錠2mg「JG」／ピタバスタチンCa錠4mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ロスバスタチン錠2.5mg「JG」／ロスバスタチン錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」／ロスバスタチンOD錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
エゼチミブ錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
エゼアト配合錠LD「JG」／エゼアト配合錠HD「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
炭酸ランタン顆粒分包250mg「JG」／炭酸ランタン顆粒分包500mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
炭酸ランタンOD錠250mg「JG」／炭酸ランタンOD錠500mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
タダラフィル錠20mgAD「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
シルデナフィル錠20mgRE「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
カルボシステイン錠250mg「JG」／カルボシステイン錠500mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
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販売名 企業名

カルボシステイン錠250mg「JG」／カルボシステイン錠500mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社販売元／
共創未来ファーマ株式会社

ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」／ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
フェロベリン配合錠 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ファモチジンOD錠10mg「JG」／ファモチジンOD錠20mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ラフチジン錠5mg「JG」／ラフチジン錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
レバミピド錠100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ランソプラゾールOD錠15mg「JG」／ランソプラゾールOD錠30mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ラベプラゾールNa錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ラベプラゾールNa錠20mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ラベプラゾールNa錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
*ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」／*ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
*メサラジン徐放錠250mg「JG」／*メサラジン徐放錠500mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「JG」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
メサラジン注腸1g「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ジエノゲスト錠1mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
デュタステリドカプセル0.5mgAV「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ナフトピジルOD錠25mg「JG」／ナフトピジルOD錠50mg「JG」／ナフトピジルOD錠75mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
シロドシン錠2mg「JG」／シロドシン錠4mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
シロドシンOD錠2mg「JG」／シロドシンOD錠4mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」／ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
タダラフィル錠2.5mgZA「JG」／タダラフィル錠5mgZA「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05％「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05％「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「JG」／ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ロキソプロフェンNaゲル1％「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ロキソプロフェンNaパップ100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ロキソプロフェンNaテープ50mg「JG」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ケトコナゾールクリーム2％「JG」／ケトコナゾールローション2％「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アダパレンゲル0.1%「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
メコバラミン錠250μg「JG」／メコバラミン錠500μg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
メコバラミン錠250μg「JG」／メコバラミン錠500μg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社販売元／

共創未来ファーマ株式会社
クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
シロスタゾール錠50mg「JG」／シロスタゾール錠100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「JG」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アスピリン腸溶錠100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
クロピドグレル錠25mg「JG」／クロピドグレル錠75mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ホリナート錠25mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
フェブキソスタット錠10mg「JG」／フェブキソスタット錠20mg「JG」／フェブキソスタット錠40mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
グリメピリド錠0.5mg「JG」／グリメピリド錠1mg「JG」／グリメピリド錠3mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」／メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アカルボース錠50mg「JG」／アカルボース錠100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「JG」／ピオグリタゾン錠30mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」／ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ミグリトール錠25mg「JG」／ミグリトール錠50mg「JG」／ミグリトール錠75mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
エパルレスタット錠50mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
タクロリムスカプセル0.5mg「JG」／タクロリムスカプセル1mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
タクロリムスカプセル5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
メトトレキサート錠2mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アレンドロン酸錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アレンドロン酸錠35mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
リセドロン酸Na錠2.5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ミノドロン酸錠1mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ミノドロン酸錠50mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
カペシタビン錠300mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ビカルタミド錠80mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
アナストロゾール錠1mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
イマチニブ錠100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ゲフィチニブ錠250mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
レトロゾール錠2.5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ダサチニブ錠20mg「JG」／ダサチニブ錠50mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
プランルカストドライシロップ10％「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ベポタスチンベシル酸塩錠5ｍｇ「ＪＧ」／ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「JG」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「JG」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「JG」／オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
モンテルカスト細粒4mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
モンテルカストチュアブル錠5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
モンテルカスト錠5mg「JG」／モンテルカスト錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ロラタジン錠10mg「JG」／ロラタジンOD錠10mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
ボリコナゾール錠50mg「JG」／ボリコナゾール錠100mg「JG」／ボリコナゾール錠200mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
バラシクロビル錠500mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
エンテカビル錠0.5mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
フルコナゾールカプセル50mg「JG」／フルコナゾールカプセル100mg「JG」 製造販売元／日本ジェネリック株式会社
プラノプロフェンカプセル75mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工

ファーマ株式会社
ザルソロイチン静注20mL **、*販売元／日医工株式会社**製造販売元／日

医工ファーマ株式会社
ザルソロイチン静注10mL **、*販売元／日医工株式会社**製造販売元／日

医工ファーマ株式会社
ドロキシドパカプセル100mg「日医工」／ドロキシドパカプセル200mg「日医工」 **販売元／日医工株式会社**製造販売元／日医工

ファーマ株式会社
チアプリド細粒10％「日医工」 **販売元／日医工株式会社**製造販売元／日医工

ファーマ株式会社
チアプリド錠25mg「日医工」／チアプリド錠50mg「日医工」 **販売元／日医工株式会社**製造販売元／日医工

ファーマ株式会社
ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠100mg「日医工」／ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル顆粒
20％「日医工」

*販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社
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ノルフロキサシン点眼液0.3％「NikP」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

フルチカゾン点鼻液50μｇ「NikP」28噴霧用／フルチカゾン点鼻液50μｇ「NikP」56噴霧用 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

フルチカゾン点鼻液25μg小児用「日医工」56噴霧用 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」／ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 製造販売元／日医工ファーマ株式会社販売元／日
医工株式会社

アテノロール錠25mg「NikP」／アテノロール錠50mg「NikP」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」／アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「NikP」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「NikP」／エナラプリルマレイン
酸塩錠10mg「NikP」

販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ガレン」／イミダプリル塩酸塩錠5mg「ガレン」 販売／ニプロ株式会社製造販売／日医工ファーマ
株式会社

イミダプリル塩酸塩錠10mg「ガレン」 販売／ニプロ株式会社製造販売／日医工ファーマ
株式会社

トラピジル錠50mg「日医工」／トラピジル錠100mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」／ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ジルチアゼム塩酸塩静注用250mg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

プロブコール錠250mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

プラバスタチンナトリウム錠5mg「NikP」／プラバスタチンナトリウム錠10mg「NikP」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

シンバスタチン錠5mg「NikP」／シンバスタチン錠10mg「NikP」／シンバスタチン錠20mg「NikP」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

**、*テプレノン細粒10%「日医工P」 **販売元／日医工株式会社**製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

**テプレノンカプセル50mg「日医工P」 **販売元／日医工株式会社**製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

フェンラーゼ配合カプセル 製造販売元／日医工ファーマ株式会社販売元／日
医工株式会社

メサラジン徐放錠250mg「日医工P」／メサラジン徐放錠500mg「日医工P」 製造販売元／日医工ファーマ株式会社販売元／日
医工株式会社

リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

インドメタシンクリーム1％「日医工」／インドメタシンゲル1％「日医工」／インドメタシン外用液1％「日医
工」

*販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

フルスルチアミン静注液50mg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ダイメジン・マルチ注 **販売元／日医工株式会社**製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

グリファーゲン静注20mL **、*販売元／日医工株式会社**製造販売元／日
医工ファーマ株式会社

ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「日医工」 販売／持田製薬株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」 販売／持田製薬株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

*ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「日医工P」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ゲムシタビン点滴静注用200mg「日医工」／ゲムシタビン点滴静注用1g「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

タモキシフェン錠10mg「日医工」／タモキシフェン錠20mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」／シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」／シスプラチン点滴静注50mg「マ
ルコ」

**販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ケトチフェンドライシロップ小児用0.1％「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

アミカシン硫酸塩注射液100mg「NikP」／アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

アモキシシリンカプセル125mg「日医工」／アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

セフジトレンピボキシル細粒10％小児用「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10％小児用「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「日医工」／セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「日医工」／セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「日医工」／セフォチアム塩酸塩
静注用1g「日医工」

販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

セフメタゾールナトリウム静注用0.25g「日医工」／セフメタゾールナトリウム静注用0.5g「日医工」／セフメ
タゾールナトリウム静注用1g「日医工」／セフメタゾールナトリウム静注用2g「日医工」

販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」／メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」／メロペネム点滴静注用バッグ
0.5g「日医工」

販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ロキシスロマイシン錠150mg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社
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ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工
ファーマ株式会社

サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」／サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元（輸入元）
／日医工ファーマ株式会社

抗ＨＢｓ人免疫グロブリン筋注２００単位／１ｍＬ「ＪＢ」／抗ＨＢｓ人免疫グロブリン筋注１０００単位／５
ｍＬ「ＪＢ」

*製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構

クロスエイトMC静注用250単位／クロスエイトMC静注用500単位／クロスエイトMC静注用1000単位 製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構
クロスエイトMC静注用2000単位／クロスエイトMC静注用3000単位 製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ＪＢ」 *製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構
テタノブリン筋注用250単位 *製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構
献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」／献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 製造販売元／一般社団法人日本血液製剤機構
献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」／献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 製造販売元／一般社団法人日本血液製剤機構
献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」／献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」 製造販売元／一般社団法人日本血液製剤機構
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL 製造販売元／一般社団法人日本血液製剤機構
フィブリノゲンHT静注用1g「ＪＢ」 *製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構
グロブリン筋注450mg/3mL「JB」／グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」 製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構
ハプトグロビン静注2000単位「ＪＢ」 **製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構
ヘブスブリン筋注用200単位／ヘブスブリン筋注用1000単位 *製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構
ノイアート静注用500単位／ノイアート静注用1500単位 製造販売元／一般社団法人日本血液製剤機構
献血ポリグロビンＮ５％静注０．５ｇ／１０ｍＬ／献血ポリグロビンＮ５％静注２．５ｇ／５０ｍＬ／献血ポリ
グロビンＮ５％静注５ｇ／１００ｍＬ

*製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構

献血ポリグロビンＮ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ／献血ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ／献血ポリ
グロビンＮ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ

*製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構

献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5ｇ/10ｍL／献血ヴェノグロブリンIH5%静注1g/20ｍL／献血ヴェノグロブリン
IH5%静注2.5g/50ｍL／献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100ｍL／献血ヴェノグロブリンIH5%静注10g/200ｍL

製造販売元／一般社団法人日本血液製剤機構

献血ヴェノグロブリンIH10％静注0.5g/5mL／献血ヴェノグロブリンIH10％静注2.5g/25mL／献血ヴェノグロブリ
ンIH10％静注5g/50mL／献血ヴェノグロブリンIH10％静注10g/100mL／献血ヴェノグロブリンIH10％静注
20g/200mL

製造販売元／一般社団法人日本血液製剤機構

クリスマシンM静注用400単位／クリスマシンM静注用1000単位 製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構
テタノブリンIH静注250単位／テタノブリン IH 静注1500単位 製造販売元／一般社団法人日本血液製剤機構
ヘブスブリンIH静注1000単位 *製造販売元／一般社団法人 日本血液製剤機構
**ニトラゼパム錠5mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株

式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*ミダゾラム注射液10mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*ジアゼパム注射液5mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*ジアゼパム注射液10mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ＮＩＧ」／**ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「ＮＩＧ」／*アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「ＮＩＧ」／*アセトア
ミノフェン坐剤小児用200mg「ＮＩＧ」

販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「ＮＩＧ」／**ジクロフェナクNa坐剤25mg「ＮＩＧ」／**ジクロフェナクNa坐剤
50mg「ＮＩＧ」

販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

タイオゼット注2mL／タイオゼット注5mL 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**スルピリド錠50mg「ＮＩＧ」／**スルピリド錠100mg「ＮＩＧ」／**スルピリド錠200mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**エチゾラム錠0.25mg「ＮＩＧ」／**エチゾラム錠0.5mg「ＮＩＧ」／**エチゾラム錠1mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**クエチアピン細粒50％「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

デュロキセチンカプセル20mg「日医工G」／デュロキセチンカプセル30mg「日医工G」 製造販売元／日医工岐阜工場株式会社発売元／日
医工株式会社販売／武田薬品工業株式会社

サラザック配合顆粒 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**チアプリド錠25mg「ＮＩＧ」／**チアプリド錠50mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ＮＩＧ」／**メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ＮＩＧ」／**メマンチン塩酸塩OD錠
20mg「ＮＩＧ」

**販売元／日医工株式会社**製造販売元／日医工
岐阜工場株式会社

**ジスチグミン臭化物錠5mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社*、**発売元／日医
工株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株
式会社

**エペリゾン塩酸塩錠50mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1％「ＮＩＧ」／**ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1％「ＮＩＧ」／**ヒアルロン酸
Na0.85眼粘弾剤1％「ＮＩＧ」

*販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**ラタノプロスト点眼液0.005%「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**レボフロキサシン点眼液0.5%「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社*、**発売元／日医
工株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株
式会社

**レボフロキサシン点眼液1.5%「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

メチルジゴキシン錠0.05mg「NIG」／メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」 製造販売元／日医工岐阜工場株式会社発売元／日
医工株式会社販売／武田薬品工業株式会社
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販売名 企業名

**ドパミン塩酸塩点滴静注液50mg「ＮＩＧ」／**ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「ＮＩＧ」／**ドパミン塩酸
塩点滴静注液200mg「ＮＩＧ」

*販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

*、**ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「ＮＩＧ」／*、**ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「ＮＩ
Ｇ」

販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ミルリノン静注液10mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**ベラパミル塩酸塩静注5mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*フロセミド錠10mg「ＮＩＧ」／*フロセミド錠20mg「ＮＩＧ」／*フロセミド錠40mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**フロセミド注20mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

リシノプリル錠5mg「ＮＩＧ」／リシノプリル錠10mg「ＮＩＧ」／リシノプリル錠20mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／日医工株式
会社製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**メトプロロール酒石酸塩錠20mg「ＮＩＧ」／**メトプロロール酒石酸塩錠40mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

*カルベジロール錠1.25mg「ＮＩＧ」／*カルベジロール錠2.5mg「ＮＩＧ」／*カルベジロール錠10mg「ＮＩＧ」
／*カルベジロール錠20mg「ＮＩＧ」

販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*カンデサルタン錠2mg「ＮＩＧ」／*カンデサルタン錠4mg「ＮＩＧ」／*カンデサルタン錠8mg「ＮＩＧ」／*カ
ンデサルタン錠12mg「ＮＩＧ」

販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*バルヒディオ配合錠MD「ＮＩＧ」／*バルヒディオ配合錠EX「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*テルチア配合錠AP「ＮＩＧ」／*テルチア配合錠BP「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*アムバロ配合錠「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

テラムロ配合錠AP「NIG」／テラムロ配合錠BP「NIG」 製造販売元／日医工岐阜工場株式会社発売元／日
医工株式会社販売／武田薬品工業株式会社

*イルアミクス配合錠LD「ＮＩＧ」／*イルアミクス配合錠HD「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ミドドリン塩酸塩錠2mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**ベニジピン塩酸塩錠2mg「ＮＩＧ」／**ベニジピン塩酸塩錠4mg「ＮＩＧ」／**ベニジピン塩酸塩錠8mg「ＮＩ
Ｇ」

販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*、**ベザフィブラート徐放錠100mg「ＮＩＧ」／*、**ベザフィブラート徐放錠200mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**プラバスタチンNa錠5mg「ＮＩＧ」／**プラバスタチンNa錠10mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**フルバスタチン錠10mg「ＮＩＧ」／**フルバスタチン錠20mg「ＮＩＧ」／**フルバスタチン錠30mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

沈降炭酸カルシウム錠250mg「NIG」／沈降炭酸カルシウム錠500mg「NIG」 製造販売元／日医工岐阜工場株式会社発売元／日
医工株式会社販売／武田薬品工業株式会社

*、**アルプロスタジル注5μg「ＮＩＧ」／*、**アルプロスタジル注10μg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**、*アルプロスタジル注10μg「ＮＩＧ」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社**製造
販売元／日医工岐阜工場株式会社

アルプロスタジル注5μgシリンジ「科研」 **発売元／科研製薬株式会社**製造販売元／日医
工岐阜工場株式会社

アルプロスタジル注10μgシリンジ「科研」 **発売元／科研製薬株式会社**製造販売元／日医
工岐阜工場株式会社

*エポプロステノール静注用0.5mg「ＮＩＧ」／*エポプロステノール静注用1.5mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**エポプロステノール静注用0.5mg「ＮＩＧ」専用溶解用液／**エポプロステノール静注用1.5mg「ＮＩＧ」専用
溶解用液

*販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**カルボシステイン錠250mg「ＮＩＧ」／**カルボシステイン錠500mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**カルボシステイン錠250mg「ＮＩＧ」 *販売／ニプロＥＳファーマ株式会社**製造販売
元／日医工岐阜工場株式会社

**カルボシステインシロップ小児用5％「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**カルボシステインシロップ小児用5％「ＮＩＧ」 *販売／ニプロＥＳファーマ株式会社**製造販売
元／日医工岐阜工場株式会社

**カルボシステインドライシロップ50％「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

*,**クロモグリク酸Na吸入液1％「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**アズレンうがい液4％「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社*、**発売元／日医
工株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株
式会社

**ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05％「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

リーダイ配合錠 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社
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スクラルファート内用液10％「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社発売元／日医工株式
会社製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*ランソプラゾールOD錠15mg「ＮＩＧ」／*ランソプラゾールOD錠30mg「ＮＩＧ」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工岐
阜工場株式会社

**ランソプラゾールカプセル15mg「ＮＩＧ」／**ランソプラゾールカプセル30mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ラベプラゾールNa錠10mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*、**ラベプラゾールNa錠20mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*ラベプラゾールNa錠5mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*、**センノシド錠12mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*、**ピコスルファートNa錠2.5mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*、**ピコスルファートNa内用液0.75％「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

グラニセトロン静注液1mg「NIG」／グラニセトロン静注液3mg「NIG」／グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL
「NIG」／グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NIG」／グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NIG」

製造販売元／日医工岐阜工場株式会社発売元／日
医工株式会社販売／武田薬品工業株式会社

**メトクロプラミド錠5mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**ドンペリドン錠5mg「ＮＩＧ」／**ドンペリドン錠10mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**メトクロプラミド注10mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

オラドールトローチ0.5mg／オラドールSトローチ0.5mg 製造販売元／日医工岐阜工場株式会社発売元／日
医工株式会社販売／武田薬品工業株式会社

**ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「ＮＩＧ」／**ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射
用300mg「ＮＩＧ」

販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**フィナステリド錠0.2mg「ＮＩＧ」／**フィナステリド錠1mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*プロピベリン塩酸塩錠10mg「ＮＩＧ」／*プロピベリン塩酸塩錠20mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ＮＩＧ」／**タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ナフトピジルOD錠25mg「ＮＩＧ」／**ナフトピジルOD錠50mg「ＮＩＧ」／**ナフトピジルOD錠75mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

エルサメット配合錠／エルサメットS配合錠 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**クリンダマイシンゲル1%「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05％「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ジクロフェナクNaゲル1％「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*、**タカルシトール軟膏2μg/g「ＮＩＧ」／*、**タカルシトールクリーム2μg/g「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**アルファカルシドールカプセル0.25μg「ＮＩＧ」／**アルファカルシドールカプセル0.5μg「ＮＩＧ」／**
アルファカルシドールカプセル1μg「ＮＩＧ」

販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**カルシトリオールカプセル0.25μg「ＮＩＧ」／**カルシトリオールカプセル0.5μg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社*、**発売元／日医
工株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株
式会社

**マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ＮＩＧ」／**マキサカルシトール静注透析用5μg「ＮＩＧ」／**マキ
サカルシトール静注透析用10μg「ＮＩＧ」

*販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

*クエン酸第一鉄Na錠50mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**L-アスパラギン酸K点滴静注液10mEq「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

メドレニック注 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

メドレニック注シリンジ *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社
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**生食注シリンジ「ＮＩＧ」5mL／**生食注シリンジ「ＮＩＧ」10mL／**生食注シリンジ「ＮＩＧ」20mL 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**10％食塩注シリンジ「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**トラネキサム酸シロップ5％「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**トラネキサム酸注射液1000mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**ワルファリンK錠0.5mg「ＮＩＧ」／**ワルファリンＫ錠1mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「NIG」／ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」／ヘパ
リンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「NIG」／ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」

製造販売元／日医工岐阜工場株式会社発売元／日
医工株式会社販売／武田薬品工業株式会社

ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「NIG」／ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「NIG」／ヘパリ
ンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「NIG」

製造販売元／日医工岐阜工場株式会社発売元／日
医工株式会社販売／武田薬品工業株式会社

バッサミン配合錠A81 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NIG」／フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NIG」／フィルグラスチ
ムBS注300μgシリンジ「NIG」

製造販売元／日医工岐阜工場株式会社発売元／日
医工株式会社販売／武田薬品工業株式会社

*ホリナート錠25mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**レボホリナート点滴静注用25mg「ＮＩＧ」／**レボホリナート点滴静注用100mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ベンズブロマロン錠25mg「ＮＩＧ」／**ベンズブロマロン錠50mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

*、**アカルボース錠50mg「ＮＩＧ」／*、**アカルボース錠100mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*、**アカルボースOD錠50mg「ＮＩＧ」／*、**アカルボースOD錠100mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*、**ラクツロースシロップ65%「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*、**エパルレスタット錠50mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

エパルレスタット錠50mg「ＮＩＧ」 発売元／科研製薬株式会社製造販売元／日医工岐
阜工場株式会社

ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「NIG」 製造販売元／日医工岐阜工場株式会社発売元／日
医工株式会社販売／武田薬品工業株式会社

アレンドロン酸錠5mg「ＮＩＧ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工岐阜
工場株式会社

アレンドロン酸錠35mg「ＮＩＧ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工岐阜
工場株式会社

ミノドロン酸錠1mg「ＮＩＧ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工岐阜
工場株式会社

ミノドロン酸錠50mg「ＮＩＧ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工岐阜
工場株式会社

*、**ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「ＮＩＧ」／*、**ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「ＮＩ
Ｇ」／*、**ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「ＮＩＧ」

販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*、**オザグレルNa点滴静注20mgシリンジ「ＮＩＧ」／*、**オザグレルNa点滴静注40mgシリンジ「ＮＩＧ」／
*、**オザグレルNa点滴静注80mgシリンジ「ＮＩＧ」

販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**シベレスタットNa点滴静注用100mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

*ゾレドロン酸点滴静注4mg／5mL「ＮＩＧ」 *販売元／日医工株式会社*製造販売元／日医工岐
阜工場株式会社

**シタラビン点滴静注液400mg「ＮＩＧ」／**シタラビン点滴静注液1g「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*ゲムシタビン点滴静注用200mg「ＮＩＧ」／*ゲムシタビン点滴静注用1g「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

ペメトレキセド点滴静注用100mg「日医工Ｇ」／ペメトレキセド点滴静注用500mg「日医工Ｇ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／日医工岐阜
工場株式会社

**エトポシド点滴静注100mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**オキサリプラチン点滴静注液50mg「ＮＩＧ」／**オキサリプラチン点滴静注液100mg「ＮＩＧ」／**オキサリ
プラチン点滴静注液200mg「ＮＩＧ」

販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04％「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ケトチフェンシロップ0.02%「ＮＩＧ」／**ケトチフェンドライシロップ0.1％「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「ＮＩＧ」／**アゼラスチン塩酸塩錠1mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**エピナスチン塩酸塩錠10mg「ＮＩＧ」／**エピナスチン塩酸塩錠20mg「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**エピナスチン塩酸塩内用液0.2％「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社
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**プランルカスト錠112.5mg「ＮＩＧ」／**プランルカスト錠225mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**セチリジン塩酸塩錠5mg「ＮＩＧ」／**セチリジン塩酸塩錠10mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ＮＩＧ」／**オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*ロラタジンOD錠10mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**クリンダマイシン注射液300mg「ＮＩＧ」／**クリンダマイシン注射液600mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**アルベカシン硫酸塩注射液25mg「ＮＩＧ」／**アルベカシン硫酸塩注射液75mg「ＮＩＧ」／**アルベカシン硫
酸塩注射液100mg「ＮＩＧ」／**アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ＮＩＧ」

*販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工
株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株式
会社

**ピペラシリンNa注射用1g「ＮＩＧ」／**ピペラシリンNa注射用2g「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元（輸入）／日医工岐阜工場株
式会社

セフィキシム細粒小児用5%「武田テバ」／セフィキシム細粒小児用10%「武田テバ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**ボリコナゾール錠50mg「ＮＩＧ」／**ボリコナゾール錠200mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

*サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株
式会社*製造販売元（輸入）／日医工岐阜工場株
式会社

**サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**バラシクロビル錠500mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**アシクロビル点滴静注用250mg「ＮＩＧ」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株
式会社**製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

**アシクロビル軟膏5%「ＮＩＧ」 *販売／武田薬品工業株式会社*、**発売元／日医
工株式会社*、**製造販売元／日医工岐阜工場株
式会社

ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg／ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg／ノルディトロピン フ
レックスプロ注 15mg

製造販売業者等／ノボ ノルディスク ファーマ株
式会社

ソグルーヤ皮下注5mg／ソグルーヤ皮下注10mg 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボリンR注100単位/mL 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボリンN注フレックスペン 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボリン30R注フレックスペン／イノレット30R注 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボリンR注フレックスペン 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボラピッド注ペンフィル 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボラピッド注100単位/mL 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボラピッド30ミックス注ペンフィル 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

フィアスプ注100単位/mL 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボラピッド注フレックスタッチ／ノボラピッド注フレックスペン／ノボラピッド注イノレット 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボラピッド50ミックス注フレックスペン／ノボラピッド70ミックス注フレックスペン 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

フィアスプ注フレックスタッチ／フィアスプ注ペンフィル 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

レベミル注ペンフィル 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

レベミル注フレックスペン／レベミル注イノレット 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

トレシーバ注　ペンフィル 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

トレシーバ注　フレックスタッチ 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ライゾデグ配合注フレックスタッチ 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

リベルサス錠3mg／リベルサス錠7mg／リベルサス錠14mg 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社販売提携／MSD 株式会社

ビクトーザ皮下注18mg 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

オゼンピック皮下注0.25mgSD／オゼンピック皮下注0.5mgSD／オゼンピック皮下注1.0mgSD 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

オゼンピック皮下注2mg 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社
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ウゴービ皮下注0.25mgSD／ウゴービ皮下注0.5mgSD／ウゴービ皮下注1.0mgSD／ウゴービ皮下注1.7mgSD／ウゴー
ビ皮下注2.4mgSD

製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボセブンHI静注用1mgシリンジ／ノボセブンHI静注用2mgシリンジ／ノボセブンHI静注用5mgシリンジ 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボエイト静注用250／ノボエイト静注用500／ノボエイト静注用1000／ノボエイト静注用1500／ノボエイト静注
用2000／ノボエイト静注用3000

製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

ノボサーティーン静注用2500 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

レフィキシア静注用500／レフィキシア静注用1000／レフィキシア静注用2000 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

イスパロクト静注用500／イスパロクト静注用1000／イスパロクト静注用1500／イスパロクト静注用2000／イス
パロクト静注用3000

製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社

グルカゴンGノボ注射用1mg 製造販売元／ノボ ノルディスク ファーマ株式会
社溶解液　製造販売元／光製薬株式会社

ホストイン静注750mg 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
ノーベルバール静注用250mg 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
メラトベル顆粒小児用0.2% 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
リティンパ耳科用250μgセット 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
レスピア静注・経口液60mg 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
インダシン静注用1mg **製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
ルナベル配合錠LD／ルナベル配合錠ULD 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社販売／日

本新薬株式会社
ルナベル配合錠LD／ルナベル配合錠ULD 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社販売元／

富士製薬工業株式会社
ジェミーナ配合錠 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社提携／あ

すか製薬株式会社
ノベルジン錠25mg／ノベルジン錠50mg／ノベルジン顆粒5% 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
ザノサー点滴静注用1g *製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
コスメゲン静注用0.5mg 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
ラパリムス錠1mg 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
ラパリムスゲル0.2% 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
アラベル内用剤1.5g 製造販売元／ノーベルファーマ株式会社
エバミール錠1.0 製造販売元／バイエル薬品株式会社
アダプチノール錠5mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
アイリーア硝子体内注射液40mg/mL 製造販売元／バイエル薬品株式会社発売元／参天

製薬株式会社
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL 製造販売元／バイエル薬品株式会社発売元／参天

製薬株式会社
アスペノンカプセル10／アスペノンカプセル20 製造販売元／バイエル薬品株式会社
アダラートCR錠10mg／アダラートCR錠20mg／アダラートCR錠40mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ホスレノール顆粒分包250mg／ホスレノール顆粒分包500mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ホスレノールチュアブル錠250mg／ホスレノールチュアブル錠500mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ホスレノールOD錠250mg／ホスレノールOD錠500mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
アデムパス錠0.5mg／アデムパス錠1.0mg／アデムパス錠2.5mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社販売提携／

MSD株式会社
ベリキューボ錠2.5mg／ベリキューボ錠5mg／ベリキューボ錠10mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ケレンディア錠10mg／ケレンディア錠20mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ベンテイビス吸入液10μg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
プリモボラン錠5mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ジュリナ錠0.5mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ウェールナラ配合錠 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ヤーズ配合錠 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ヤーズフレックス配合錠 製造販売元／バイエル薬品株式会社
エンペシド腟錠100mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
アデスタン腟錠300mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ミレーナ52mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
トリキュラー錠21／トリキュラー錠28 製造販売元／バイエル薬品株式会社
エンペシドクリーム1% 製造販売元／バイエル薬品株式会社
エンペシド外用液1% 製造販売元／バイエル薬品株式会社
アデスタンクリーム1％ 製造販売元／バイエル薬品株式会社
マイコスポールクリーム1％ 製造販売元／バイエル薬品株式会社
マイコスポール外用液1% 製造販売元／バイエル薬品株式会社
イグザレルト細粒分包10mg／イグザレルト細粒分包15mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
イグザレルト錠10mg／イグザレルト錠15mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
イグザレルトOD錠10mg／イグザレルトOD錠15mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
イグザレルト錠2.5mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg／イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
バイアスピリン錠100mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
グルコバイ錠50mg／グルコバイ錠100mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
グルコバイOD錠50mg／グルコバイOD錠100mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
マスーレッド錠5mg／マスーレッド錠12.5mg／マスーレッド錠25mg／マスーレッド錠75mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ネクサバール錠200mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
スチバーガ錠40mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ニュベクオ錠300mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社プロモーショ

ン提携／日本化薬株式会社
ヴァイトラックビカプセル25mg／ヴァイトラックビカプセル100mg／ヴァイトラックビ内用液20mg/mL 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ゾーフィゴ静注 製造販売元／バイエル薬品株式会社
バイナス錠50mg／バイナス錠75mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
クラリチン錠10mg／クラリチンレディタブ錠10mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
クラリチン錠10mg／クラリチンレディタブ錠10mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社販売元／塩野

義製薬株式会社
クラリチンドライシロップ1% 製造販売元／バイエル薬品株式会社
クラリチンドライシロップ1% 製造販売元／バイエル薬品株式会社販売元／塩野

義製薬株式会社
シプロキサン錠100mg／シプロキサン錠200mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
アベロックス錠400mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
シプロキサン注200mg／シプロキサン注400mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
エンペシドトローチ10mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
コバールトリイ静注用250／コバールトリイ静注用500／コバールトリイ静注用1000／コバールトリイ静注用2000
／コバールトリイ静注用3000

製造販売元／バイエル薬品株式会社

ジビイ静注用500／ジビイ静注用1000／ジビイ静注用2000／ジビイ静注用3000 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ベタフェロン皮下注用960万国際単位 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ビルトリシド錠600mg 製造販売元／バイエル薬品株式会社
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ガストログラフイン経口・注腸用 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ウログラフイン注60%／ウログラフイン注60%／ウログラフイン注76% 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ビリスコピン点滴静注50 製造販売元／バイエル薬品株式会社
イオパミロン注150／イオパミロン注150／イオパミロン注300／イオパミロン注300／イオパミロン注300／イオ
パミロン注370／イオパミロン注370／イオパミロン注370

製造販売元／バイエル薬品株式会社

イオパミロン注300シリンジ／イオパミロン注300シリンジ／イオパミロン注300シリンジ／イオパミロン注300シ
リンジ／イオパミロン注300シリンジ／イオパミロン注370シリンジ／イオパミロン注370シリンジ／イオパミロ
ン注370シリンジ／イオパミロン注370シリンジ

製造販売元／バイエル薬品株式会社

イソビスト注300 製造販売元／バイエル薬品株式会社
イソビスト注240 製造販売元／バイエル薬品株式会社
＊＊イオプロミド300注20mL「BYL」／＊＊イオプロミド300注50mL「BYL」／＊＊イオプロミド300注100mL
「BYL」／＊＊イオプロミド370注20mL「BYL」／＊＊イオプロミド370注50mL「BYL」／＊＊イオプロミド370注
100mL「BYL」

＊＊製造販売元（輸入）／バイエル薬品株式会社

＊＊イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」／＊＊イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」／＊＊イオプロミド
300注シリンジ100mL「BYL」／＊＊イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」／＊＊イオプロミド370注シリンジ
80mL「BYL」／＊＊イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」

＊＊製造販売元（輸入）／バイエル薬品株式会社

レボビスト注射用 製造販売元／バイエル薬品株式会社
EOB・プリモビスト注シリンジ（5mL）／EOB・プリモビスト注シリンジ（10mL） 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ガドビスト静注1.0mol/L 2mL 製造販売元／バイエル薬品株式会社
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL／ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL／ガドビスト静注1.0mol/Lシリン
ジ10mL

製造販売元／バイエル薬品株式会社

モンテルカストチュアブル錠5mg「AA」 **製造販売元／浜理薬品工業株式会社発売元／あ
すか製薬株式会社

モンテルカスト錠5mg「AA」／モンテルカスト錠10mg「AA」 **製造販売元／浜理薬品工業株式会社発売元／あ
すか製薬株式会社販売／武田薬品工業株式会社

トニール錠10μg 販売元／日本ジェネリック株式会社**,*製造販売
元／原沢製薬工業株式会社

※クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 製造販売元／原沢製薬工業株式会社
*クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

原沢製薬工業株式会社
*インドメタシンパップ70mg「ハラサワ」 発売／高田製薬株式会社製造販売元／原沢製薬工

業株式会社
*インドメタシンパップ70mg「ハラサワ」 製造販売元／原沢製薬工業株式会社
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／田辺三菱製薬株式会社
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／武田薬品工業株式会社
「ビケンHA」 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／田辺三菱製薬株式会社
「ビケンHA」 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／MSD株式会社
フルービックHA 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／田辺三菱製薬株式会社
フルービックHA 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／MSD株式会社
フルービックHAシリンジ 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／田辺三菱製薬株式会社
フルービックHAシリンジ 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／MSD株式会社
ジェービックV 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／田辺三菱製薬株式会社
ジェービックV 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／武田薬品工業株式会社
破トキ「ビケンF」 製造販売元／一般財団法人阪大微生物病研究会販

売元／田辺三菱製薬株式会社
ジフトキ「ビケンF」 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／田辺三菱製薬株式会社
水痘抗原「ビケン」 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／田辺三菱製薬株式会社
DTビック 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／田辺三菱製薬株式会社
トリビック 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／田辺三菱製薬株式会社
テトラビック皮下注シリンジ 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／田辺三菱製薬株式会社
ゴービック水性懸濁注シリンジ 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／田辺三菱製薬株式会社
ミールビック 製造販売元／一般財団法人　阪大微生物病研究会

販売元／田辺三菱製薬株式会社
ヒーロン0.4眼粘弾剤1％ 製造販売元／エイエムオー・ジャパン株式会社
ヒーロン眼粘弾剤1％シリンジ0.4mL／ヒーロン眼粘弾剤1％シリンジ0.6mL／ヒーロン眼粘弾剤1％シリンジ
0.85mL

製造販売元／エイエムオー・ジャパン 株式会社

ヒーロン0.6眼粘弾剤1％ 製造販売元／エイエムオー・ジャパン株式会社
ヒーロン0.85眼粘弾剤1％ 製造販売元／エイエムオー・ジャパン株式会社
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3％ 製造販売元／エイエムオー・ジャパン株式会社
ヒーロンV眼粘弾剤2.3％シリンジ0.6mL 製造販売元／エイエムオー・ジャパン 株式会社
テクフィデラカプセル120mg／テクフィデラカプセル240mg 製造販売元／バイオジェン・ジャパン株式会社
タイサブリ点滴静注300mg 製造販売元／バイオジェン・ジャパン株式会社
スピンラザ髄注12mg 製造販売元／バイオジェン・ジャパン株式会社
アボネックス筋注用シリンジ30μg 製造販売元／バイオジェン・ジャパン株式会社
アボネックス筋注30μgペン 製造販売元／バイオジェン・ジャパン株式会社
アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」／アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」／アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 販売／武田薬品工業株式会社*発売元／日医工株

式会社製造販売元／コーアバイオテックベイ株式
会社

レボホリナート点滴静注用25mg「BT」／レボホリナート点滴静注用100mg「BT」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／コー
アバイオテックベイ株式会社

レボカルニチン塩化物錠100mg「YD」／レボカルニチン塩化物錠300mg「YD」 販売元／株式会社　陽進堂製造販売元／コーアバ
イオテックベイ株式会社

ゾレドロン酸点滴静注４mg／５mL「ヤクルト」 *発売元／株式会社ヤクルト本社製造販売元／
コーアバイオテックベイ株式会社

ゾレドロン酸点滴静注４mg／１００mLバッグ「ヤクルト」 *発売元／株式会社ヤクルト本社製造販売元／
コーアバイオテックベイ株式会社

ファムシクロビル錠250mg「YD」 販売元／株式会社　陽進堂製造販売元／コーアバ
イオテックベイ株式会社
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メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL／メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL／メトジェクト皮下注
12.5mgシリンジ0.25mL／メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL

製造販売元／日本メダック株式会社販売元／エー
ザイ株式会社

ナグラザイム点滴静注液5mg 製造販売元／BioMarin Pharmaceutical Japan株
式会社製造元／BioMarin Pharmaceutical Inc.
米国

ビミジム点滴静注液5mg 製造販売元／BioMarin Pharmaceutical Japan株
式会社製造元／BioMarin Pharmaceutical Inc.
米国

ブリニューラ脳室内注射液150 mg 製造販売業者／BioMarin Pharmaceutical Japan
株式会社製造業者／BioMarin International
Limited, Ireland

ボックスゾゴ皮下注用0.4mg／ボックスゾゴ皮下注用0.56mg／ボックスゾゴ皮下注用1.2mg 製造販売業者／BioMarin Pharmaceutical Japan
株式会社製造業者／BioMarin International
Limited, Ireland

パリンジック皮下注2.5mg／パリンジック皮下注10mg／パリンジック皮下注20mg 製造販売元／BioMarin Pharmaceutical Japan株
式会社

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ハンルイ」／イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ハンルイ」 製造販売元／ハンルイ医薬株式会社

ビオスミン配合散 製造販売元／ビオフェルミン製薬株式会社販売／
大正製薬株式会社

ビオフェルミンR散 製造販売元／ビオフェルミン製薬株式会社販売／
大正製薬株式会社

ビオフェルミンR錠 製造販売元／ビオフェルミン製薬株式会社販売／
大正製薬株式会社

ビオフェルミン配合散 製造販売元／ビオフェルミン製薬株式会社販売／
大正製薬株式会社

ビオフェルミン散剤 製造販売元／ビオフェルミン製薬株式会社販売／
大正製薬株式会社

ビオフェルミン錠剤 製造販売元／ビオフェルミン製薬株式会社販売／
大正製薬株式会社

プロカニン注0.5％／プロカニン注1％ 製造販売元／光製薬株式会社
ニトログリセリン注1mg/2mL「HK」／ニトログリセリン注5mg/10mL「HK」／ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL
「HK」／ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「HK」

製造販売元／光製薬株式会社

**グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」（200mLソフトバッグ）／**グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」
（300mLソフトバッグ）／**グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」（500mLプラスチックボトル）

製造販売元／光製薬株式会社

グラニセトロン静注液1mg「HK」／グラニセトロン静注液3mg「HK」 製造販売元／光製薬株式会社
グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」／グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」／グラニセトロ
ン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」

製造販売元／光製薬株式会社

光糖液５％（20mLプラスチックアンプル）／光糖液５％（50mLプラスチックボトル）／光糖液５％（100mLプラ
スチックボトル）／光糖液５％（250mLソフトバッグ）／光糖液５％（500mLプラスチックボトル）／光糖液５％
（500mLソフトバッグ）／光糖液10％（500mLソフトバッグ）／光糖液20％（20mLプラスチックアンプル）／光糖
液20％（500mLソフトバッグ）／光糖液30％（500mLソフトバッグ）／光糖液50％（20mLプラスチックアンプル）

製造販売元／光製薬株式会社

光糖液５％（100mLプラスチックボトル） 販売／**ネオクリティケア製薬株式会社製造販売
元／光製薬株式会社

キシリトール注「ヒカリ」5％ 製造販売元／光製薬株式会社
ヒカリレバン注（200mLソフトバッグ）／ヒカリレバン注（500mLソフトバッグ） 製造販売元／光製薬株式会社
塩化ナトリウム注10％「HK」 製造販売元／光製薬株式会社
生理食塩液「ヒカリ」（20mLプラスチックアンプル）／生理食塩液「ヒカリ」（50mLプラスチックボトル）／生
理食塩液「ヒカリ」（100mLプラスチックボトル）／**生理食塩液「ヒカリ」（100mLプラスチックボトル細口開
栓型）／生理食塩液「ヒカリ」（250mLソフトバッグ）／生理食塩液「ヒカリ」（500mLプラスチックボトル）／
生理食塩液「ヒカリ」（500mLソフトバッグ）／生理食塩液「ヒカリ」（500mLプラスチックボトル広口開栓型）
／生理食塩液「ヒカリ」（500mLプラスチックボトル細口開栓型）／生理食塩液「ヒカリ」（1000mLソフトバッ
グ）／生理食塩液「ヒカリ」（1000mLプラスチックボトル広口開栓型）／生理食塩液「ヒカリ」（1000mLプラス
チックボトル細口開栓型）

製造販売元／光製薬株式会社

生理食塩液「ヒカリ」（50mLプラスチックボトル）／生理食塩液「ヒカリ」（100mLプラスチックボトル）／生
理食塩液「ヒカリ」（500mLプラスチックボトル広口開栓型）／生理食塩液「ヒカリ」（500mLプラスチックボト
ル細口開栓型）

販売／**,*ネオクリティケア製薬株式会社製造販
売元／光製薬株式会社

**ユエキンキープ３号輸液（200mLソフトバッグ（プラスチック製））／**ユエキンキープ３号輸液（500mLソフ
トバッグ（プラスチック製））

製造販売元／光製薬株式会社

アクマルト輸液（200mLソフトバッグ）／アクマルト輸液（500mLソフトバッグ） 製造販売元／光製薬株式会社
アクメインD輸液（200mLソフトバッグ）／アクメインD輸液（500mLプラスチックボトル）／アクメインD輸液
（500mLソフトバッグ）

製造販売元／光製薬株式会社

アセテート維持液3G「HK」（200mLソフトバッグ）／アセテート維持液3G「HK」（500mLソフトバッグ） 製造販売元／光製薬株式会社
*ダルテパリンNa静注5千単位/5mL「HK」 製造販売元／光製薬株式会社
ダルテパリンNa静注５千単位/５mLシリンジ「HK」 製造販売元／光製薬株式会社
レボホリナート点滴静注用25mg「HK」／レボホリナート点滴静注用100mg「HK」 製造販売元／光製薬株式会社
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」 製造販売元／光製薬株式会社
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「HK」 製造販売元／光製薬株式会社
リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 製造販売元／光製薬株式会社
*注射用水（20mLプラスチックアンプル）／注射用水（100mLプラスチックボトル）／注射用水（500mLプラス
チックボトル）／注射用水（500mLソフトバッグ）／注射用水（500mLプラスチックボトル広口開栓型）／注射用
水（500mLプラスチックボトル細口開栓型）／注射用水（1000mLプラスチックボトル広口開栓型）／注射用水
（1000mLプラスチックボトル細口開栓型）

製造販売元／光製薬株式会社

注射用水（500mLプラスチックボトル広口開栓型） 販売／**ネオクリティケア製薬株式会社製造販売
元／光製薬株式会社

滅菌精製水 製造販売元／光製薬株式会社
イオパミドール300注20mL「HK」／イオパミドール300注50mL「HK」／イオパミドール300注100mL「HK」／イオパ
ミドール370注20mL「HK」／イオパミドール370注50mL「HK」／イオパミドール370注100mL「HK」

製造販売元／光製薬株式会社

イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」／イオパミドール300注シリンジ80mL「HK」／イオパミドール300注シ
リンジ100mL「HK」／イオパミドール370注シリンジ50mL「HK」／イオパミドール370注シリンジ65mL「HK」／イ
オパミドール370注シリンジ80mL「HK」／イオパミドール370注シリンジ100mL「HK」

製造販売元／光製薬株式会社

イオヘキソール300注10mL「HK」（脊髄用） 製造販売元／光製薬株式会社
イオヘキソール300注20mL「HK」（尿路・血管用）／イオヘキソール300注50mL「HK」（尿路・血管用）／イオヘ
キソール300注100mL「HK」（尿路・血管用）

製造販売元／光製薬株式会社

イオヘキソール300注シリンジ50mL「HK」（尿路・CT用）／イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」（尿路・CT
用）／イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」（尿路・CT用）／イオヘキソール300注シリンジ110mL「HK」
（CT用）／イオヘキソール300注シリンジ125mL「HK」（CT用）／イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」（CT
用）／イオヘキソール350注シリンジ70mL「HK」（CT用）／イオヘキソール350注シリンジ100mL「HK」（CT用）

製造販売元／光製薬株式会社

ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」／ガドテリドール静注シリンジ17mL「HK」 製造販売元／光製薬株式会社
エスクレ坐剤「250」／エスクレ坐剤「500」 製造販売元／久光製薬株式会社
エスクレ注腸用キット「500」 製造販売元／久光製薬株式会社
ドラール錠15／ドラール錠20 製造販売元／久光製薬株式会社
ルピアール坐剤25／ルピアール坐剤50／ルピアール坐剤100 製造販売元／久光製薬株式会社
アルピニー坐剤50／アルピニー坐剤100／アルピニー坐剤200 製造販売元／久光製薬株式会社
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アルピニー坐剤100 製造販売元／久光製薬株式会社販売元／株式会社
三和化学研究所

ナボールSRカプセル37.5 製造販売元／久光製薬株式会社
ジクトルテープ75mg 製造販売元／久光製薬株式会社
ハルロピテープ8mg／ハルロピテープ16mg／ハルロピテープ24mg／ハルロピテープ32mg／ハルロピテープ40mg 製造販売元／久光製薬株式会社発売元／協和キリ

ン株式会社
リバスチグミンテープ4.5mg「久光」／リバスチグミンテープ9mg「久光」／リバスチグミンテープ13.5mg「久
光」／リバスチグミンテープ18mg「久光」

製造販売元／久光製薬株式会社

アポハイドローション20% 製造販売元／久光製薬株式会社
スペリア錠200 製造販売元／久光製薬株式会社
スペリア内用液8% 製造販売元／久光製薬株式会社
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」／ツロブテロールテープ1mg「久光」／ツロブテロールテープ2mg「久光」 製造販売元／久光製薬株式会社
エストラーナテープ0.09mg／エストラーナテープ0.18mg／エストラーナテープ0.36mg／エストラーナテープ
0.72mg

製造販売元／久光製薬株式会社

メノエイドコンビパッチ *製造販売元／久光製薬株式会社
ネオキシテープ73.5mg 製造販売元／久光製薬株式会社
エクラー軟膏0.3%／エクラークリーム0.3% 製造販売元／久光製薬株式会社販売元／鳥居薬品

株式会社
エクラー軟膏0.3%／エクラークリーム0.3% 製造販売元／久光製薬株式会社
エクラーローション0.3% 製造販売元／久光製薬株式会社販売元／鳥居薬品

株式会社
エクラーローション0.3% 製造販売元／久光製薬株式会社
エクラープラスター20μg/cm2 製造販売元／久光製薬株式会社
インサイドパップ70mg 製造販売元／久光製薬株式会社
ベシカム軟膏5％／ベシカムクリーム5％ 製造販売元／久光製薬株式会社
セクタークリーム3％ 製造販売元／久光製薬株式会社
セクターゲル3％ 製造販売元／久光製薬株式会社
セクターローション3％ 製造販売元／久光製薬株式会社
モーラスパップ30mg 製造販売元／久光製薬株式会社
モーラスパップ30mg 発売元／祐徳薬品工業株式会社製造販売元／久光

製薬株式会社
モーラステープ20mg 製造販売元／久光製薬株式会社
モーラステープ20mg 発売元／祐徳薬品工業株式会社製造販売元／久光

製薬株式会社
モーラステープL40mg 製造販売元／久光製薬株式会社
モーラステープL40mg 発売元／祐徳薬品工業株式会社製造販売元／久光

製薬株式会社
モーラスパップ60mg 製造販売元／久光製薬株式会社
モーラスパップ60mg 発売元／祐徳薬品工業株式会社製造販売元／久光

製薬株式会社
モーラスパップXR120mg 製造販売元／久光製薬株式会社
モーラスパップXR120mg 発売元／祐徳薬品工業株式会社製造販売元／久光

製薬株式会社
モーラスパップXR240mg 製造販売元／久光製薬株式会社
フェルビナクテープ70mg「久光」 製造販売元／久光製薬株式会社
ナボールゲル1% 製造販売元／久光製薬株式会社
ナボールテープ15mg 製造販売元／久光製薬株式会社
ナボールテープL30mg 製造販売元／久光製薬株式会社
ナボールパップ70mg／ナボールパップ140mg 製造販売元／久光製薬株式会社
ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 製造販売元／久光製薬株式会社
アトラント軟膏1% 製造販売元／久光製薬株式会社
アトラントクリーム1% 製造販売元／久光製薬株式会社
アトラント外用液1% 製造販売元／久光製薬株式会社
ボレークリーム1%／ボレー外用液1% 製造販売元／久光製薬株式会社
ボレースプレー1% 製造販売元／久光製薬株式会社
ハイチオール錠40／ハイチオール錠80／ハイチオール散32% 製造販売元／久光製薬株式会社
アレサガテープ4mg／アレサガテープ8mg 製造販売元／久光製薬株式会社
メファキン「ヒサミツ」錠275 製造販売元／久光製薬株式会社
リドカインテープ１８ｍｇ「ニプロ」 販売／ニプロ株式会社*製造販売／ニプロファー

マ株式会社
テラムロ配合錠AP「EE」／テラムロ配合錠BP「EE」 製造販売元／ニプロファーマ株式会社発売元／エ

ルメッド株式会社販売元／日医工株式会社
ツロブテロールテープ0.5「EMEC」／ツロブテロールテープ１「EMEC」／ツロブテロールテープ２「EMEC」 製造販売元／ニプロファーマ株式会社*発売元／

エルメッド株式会社*販売元／日医工株式会社
ミルタックスパップ３０ｍｇ *製造販売元／ニプロファーマ株式会社販売元／

第一三共エスファ株式会社販売提携／第一三共株
式会社

ミルタックスパップ３０ｍｇ 販売／ニプロESファーマ株式会社販売提携／ニプ
ロ株式会社製造販売／ニプロファーマ株式会社

ファルジーテープ３５ｍｇ／ファルジーテープ７０ｍｇ 販売／ニプロ株式会社製造販売／ニプロファーマ
株式会社

フェルビナクパップ70mg「NP」 販売／ニプロ株式会社*製造販売／ニプロファー
マ株式会社

フェルビナクテープ35mg「NP」／フェルビナクテープ70mg「NP」 販売／ニプロ株式会社製造販売／ニプロファーマ
株式会社

ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NP」／ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「NP」 販売／ニプロ株式会社*製造販売／ニプロファー
マ株式会社

ロキソプロフェンNaゲル1％「NP」 販売／ニプロ株式会社製造販売／ニプロファーマ
株式会社

ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 販売／ニプロ株式会社製造販売／ニプロファーマ
株式会社

ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 販売／ニプロ株式会社製造販売／ニプロファーマ
株式会社

フロジン外用液5％ 製造販売元／ニプロファーマ株式会社販売元／第
一三共株式会社

アクトシン軟膏3% 製造販売／ニプロファーマ株式会社販売／マルホ
株式会社

トランサミンシロップ5% 製造販売元／ニプロファーマ株式会社販売元／第
一三共株式会社

アリメジンシロップ０．０５％ *製造販売元／ニプロファーマ株式会社販売元／
第一三共株式会社

ネオビタカイン注2mL／ネオビタカイン注5mL 製造販売元／ビタカイン製薬株式会社販売／田辺
三菱製薬株式会社

ネオビタカイン注シリンジ2mL／ネオビタカイン注シリンジ5mL 製造販売元／ビタカイン製薬株式会社販売／田辺
三菱製薬株式会社

121/151



販売名 企業名

レンドルミン錠0.25mg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

レンドルミンD錠0.25mg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

モービック錠5mg／モービック錠10mg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

ビ・シフロール錠0.125mg／ビ・シフロール錠0.5mg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

ミラペックスLA錠0.375mg／ミラペックスLA錠1.5mg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

ミカルディス錠20mg／ミカルディス錠40mg／ミカルディス錠80mg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

ミコンビ配合錠AP／ミコンビ配合錠BP 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

ミカムロ配合錠AP／ミカムロ配合錠BP 製造販売元／⽇本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

ミカトリオ配合錠 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

ベロテックエロゾル100 製造販売元（輸入販売元）／日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム株式会社

スピリーバ吸入用カプセル18μg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

スピリーバ1.25μgレスピマット60吸入／スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

スピオルトレスピマット28吸入／スピオルトレスピマット60吸入 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

プラザキサカプセル75mg／プラザキサカプセル110mg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

プリズバインド静注液2.5g 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

トラゼンタ錠5mg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

ジャディアンス錠10mg／ジャディアンス錠25mg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社販売提携／日本イーライリリー株式会社

トラディアンス配合錠AP／トラディアンス配合錠BP 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社販売提携／日本イーライリリー株式会社

オフェブカプセル100mg／オフェブカプセル150mg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

スペビゴ点滴静注450mg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

ジオトリフ錠20mg／ジオトリフ錠30mg／ジオトリフ錠40mg／ジオトリフ錠50mg 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

アレジオン錠10／アレジオン錠20 製造販売元／日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社

アレジオンドライシロップ１％ 製造販売／日本ベーリンガーインゲルハイム株式
会社

ビラミューン錠200 製造販売元（輸入販売元）／日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム株式会社

ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」 製造販売元／株式会社ビオメディクス
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」 製造販売元／株式会社ビオメディクス販売元／日

本ジェネリック株式会社
バルサルタン錠20mg「BMD」／バルサルタン錠40mg「BMD」／バルサルタン錠80mg「BMD」／バルサルタン錠160mg
「BMD」

*製造販売元／株式会社ビオメディクス

アゼルニジピン錠8mg「BMD」／アゼルニジピン錠16mg「BMD」 **製造販売元／株式会社ビオメディクス
デュタステリドカプセル0.5mgZA「BMD」 販売元／SKIファーマ株式会社**製造販売元／株

式会社ビオメディクス
デュタステリドカプセル0.5mgAV「BMD」 *製造販売元／株式会社ビオメディクス
デュタステリドカプセル0.5mgAV「BMD」 販売元／株式会社フェルゼンファーマ*製造販売

元／株式会社ビオメディクス
インドメタシンパップ70mg「BMD」 ※※製造販売元／株式会社ビオメディクス
ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「BMD」／ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「BMD」 **製造販売元／株式会社ビオメディクス
ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「BMD」／ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「BMD」 販売／持田製薬株式会社**製造販売元／株式会社

ビオメディクス
アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」／アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」／アルファカル
シドールカプセル1.0μg「BMD」

**製造販売元／株式会社ビオメディクス

アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」／アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」／アルファカル
シドールカプセル1.0μg「BMD」

販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
株式会社ビオメディクス

アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」／アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」／アルファカル
シドールカプセル1.0μg「BMD」

販売元／株式会社フェルゼンファーマ**製造販売
元／株式会社ビオメディクス

アルファカルシドールカプセル3μg「BMD」 **製造販売元／株式会社ビオメディクス
カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」／カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」 ※※,※製造販売元／株式会社ビオメディクス
カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」／カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社ビオメディクス
シクロスポリンカプセル10mg「BMD」／シクロスポリンカプセル25mg「BMD」／シクロスポリンカプセル50mg
「BMD」

製造販売元／株式会社ビオメディクス

シクロスポリンカプセル10mg「BMD」／シクロスポリンカプセル25mg「BMD」／シクロスポリンカプセル50mg
「BMD」

製造販売元／株式会社ビオメディクス販売元／日
本ジェネリック株式会社

シクロスポリンカプセル10mg「BMD」／シクロスポリンカプセル25mg「BMD」／シクロスポリンカプセル50mg
「BMD」

製造販売元／株式会社ビオメディクス販売元／富
士製薬工業株式会社

シクロスポリンカプセル10mg「BMD」／シクロスポリンカプセル25mg「BMD」／シクロスポリンカプセル50mg
「BMD」

製造販売元／株式会社ビオメディクス販売元／株
式会社フェルゼンファーマ

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「BMD」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「BMD」 **,*製造販売元／株式会社ビオメディクス
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「BMD」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「BMD」 製造販売元／株式会社ビオメディクス
オルテクサー口腔用軟膏0.1% 製造販売元／株式会社ビーブランド・メディコー

デンタル
オルテクサー口腔用軟膏0.1% 製造販売元／株式会社ビーブランド・メディコー

デンタル販売元／日本ジェネリック株式会社

ビーゾカイン歯科用ゼリー２０％ **製造販売元／株式会社ビーブランド・メディ
コーデンタル

*キャナルクリーナー歯科用液１０％ **製造販売元／株式会社ビーブランド・メディ
コーデンタル

フッ化ナトリウム洗口液０．１％「ビーブランド」 ※※製造販売元／株式会社ビーブランド・メディ
コーデンタル
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ライアットMIBG−I131静注 製造販売元／PDRファーマ株式会社
ラジオカップ3.7MBq 製造販売元／PDRファーマ株式会社
ヨウ化ナトリウムカプセル−1号／ヨウ化ナトリウムカプセル−3号／ヨウ化ナトリウムカプセル−5号／ヨウ化ナト
リウムカプセル−30号／ヨウ化ナトリウムカプセル−50号

製造販売元／PDRファーマ株式会社

ウルトラテクネカウ 製造販売元／PDRファーマ株式会社
テクネDMSAキット 製造販売元／PDRファーマ株式会社
テクネDTPAキット 製造販売元／PDRファーマ株式会社
テクネピロリン酸キット 製造販売元／PDRファーマ株式会社
テクネMDP注射液（370MBq）／テクネMDP注射液（555MBq）／テクネMDP注射液（740MBq）／テクネMDP注射液
（925MBq）

製造販売元／PDRファーマ株式会社

テクネMDPキット 製造販売元／PDRファーマ株式会社
テクネMAAキット 製造販売元／PDRファーマ株式会社
テクネゾール 製造販売元／PDRファーマ株式会社
テクネフチン酸キット 製造販売元／PDRファーマ株式会社
アドステロール−I131注射液 製造販売元／PDRファーマ株式会社
クエン酸ガリウム−Ga67注射液 製造販売元／PDRファーマ株式会社
イオフェタミン（123I）注射液「第一」（111MBq）／イオフェタミン（123I）注射液「第一」（167MBq）／イオ
フェタミン（123I）注射液「第一」（222MBq）

製造販売元／PDRファーマ株式会社

塩化タリウム−Tl201注射液 製造販売元／PDRファーマ株式会社
ミオMIBG−I123注射液 製造販売元／PDRファーマ株式会社
カーディオライト第一 製造販売元／PDRファーマ株式会社輸入先／

Lantheus Medical Imaging, Inc. （米国）
カーディオライト注射液 第一（259MBq）／カーディオライト注射液 第一（370MBq）／カーディオライト注射液
第一（600MBq）／カーディオライト注射液 第一（740MBq）

製造販売元／PDRファーマ株式会社技術提携先／
Lantheus Medical Imaging, Inc.

ニューロライト第一 製造販売元／PDRファーマ株式会社輸入先／
Lantheus Medical Imaging, Inc.

ニューロライト注射液第一（400MBq）／ニューロライト注射液第一（600MBq） 製造販売元／PDRファーマ株式会社技術提携先／
Lantheus Medical Imaging, Inc.（米国）

テクネMAG3キット 製造販売元／PDRファーマ株式会社
テクネMAG3注射液（200MBq）／テクネMAG3注射液（300MBq）／テクネMAG3注射液（400MBq） 製造販売元／PDRファーマ株式会社
フルデオキシグルコース（18F）静注「FRI」 製造販売元／PDRファーマ株式会社
オクトレオスキャン静注用セット 製造販売元／PDRファーマ株式会社輸入先／

Curium Netherlands B.V.（オランダ）
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 製造販売元／**,*PDRファーマ株式会社
デュロキセチン錠20mg「ケミファ」／デュロキセチン錠30mg「ケミファ」 製造販売元／富士化学工業株式会社販売元／日本

ケミファ株式会社
アルサルミン細粒90％ **販売元／日医工株式会社**製造販売元／富士化

学工業株式会社
アルサルミン内用液10％ **販売元／日医工株式会社**製造販売元／富士化

学工業株式会社
フィナステリド錠0.2mg「FCI」／フィナステリド錠1mg「FCI」 製造販売元／富士化学工業株式会社
シルデナフィル錠２５ｍｇＶＩ「ＦＣＩ」／シルデナフィル錠５０ｍｇＶＩ「ＦＣＩ」 製造販売元／富士化学工業株式会社
バルデナフィル錠5mg「FCI」／バルデナフィル錠10mg「FCI」／バルデナフィル錠20mg「FCI」 製造販売元／富士化学工業株式会社
タダラフィル錠10mgCI「FCI」／タダラフィル錠20mgCI「FCI」 製造販売元／富士化学工業株式会社
オルダミン注射用１ｇ 製造販売元／富士化学工業株式会社発売元／あす

か製薬株式会社販売／武田薬品工業株式会社
ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／富士

化学工業株式会社
レトロゾール錠2.5mg「ヤクルト」 *発売元／株式会社ヤクルト本社製造販売元／富

士化学工業株式会社
ガバペン錠200mg／ガバペン錠300mg／ガバペン錠400mg 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ガバペンシロップ5％ 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／２．５ｍＬ「Ｆ」／ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ
「Ｆ」

製造販売元／富士製薬工業株式会社

*ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ミルリノン注射液２２．５ｍｇ 「Ｆ」 製造販売元（輸入）／富士製薬工業株式会社
スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「Ｆ」／ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「Ｆ」／ニコランジル点滴静注用４８
ｍｇ「Ｆ」

製造販売元／富士製薬工業株式会社

**アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μg「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
**アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μg「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
アルプロスタジル注５μｇ「Ｆ」／アルプロスタジル注１０μｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
*アルプロスタジル注５μｇ「Ｆ」／*アルプロスタジル注１０μｇ「Ｆ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／富士

製薬工業株式会社
*アルプロスタジル注５μｇシリンジ「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
*アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
*アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「Ｆ」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／富士

製薬工業株式会社
フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
フルマゼニル注射液０．５ｍｇ 「F」 発売元／丸石製薬株式会社製造販売元／富士製薬

工業株式会社
グラニセトロン静注液1mg「F」／グラニセトロン静注液3mg「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
オンダンセトロン注射液２ｍｇ「Ｆ」／オンダンセトロン注射液４ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
メサラジン錠２５０ｍｇ「Ｆ」／メサラジン錠５００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
HMG注射用75単位「F」／HMG注射用150単位「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
注射用HCG　3,000単位「F」／注射用HCG　5,000単位「F」／注射用HCG　10,000単位「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
フォリルモンP注75／フォリルモンP注150 製造販売元／富士製薬工業株式会社
オキシトシン注射液５単位「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
デキサート注射液１．６５ｍｇ／デキサート注射液３．３ｍｇ／デキサート注射液６．６ｍｇ 製造販売元／富士製薬工業株式会社
*テストステロンエナント酸エステル筋注２５０ｍｇ「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
プロギノン・デポー筋注１０ｍｇ 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ル・エストロジェル0.06％ 製造販売元／富士製薬工業株式会社
エストリオール錠１ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
エフメノカプセル100mg 製造販売元（輸入）／富士製薬工業株式会社
*プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ 製造販売元／富士製薬工業株式会社
**プロゲステロン筋注２５ｍｇ「Ｆ」／**プロゲステロン筋注５０ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ウトロゲスタン腟用カプセル200mg（添加剤：ヒマワリ油） 製造販売元（輸入）／富士製薬工業株式会社
ウトロゲスタン腟用カプセル２００ｍｇ（添加物：ラッカセイ油） 製造販売元（輸入）／富士製薬工業株式会社
ルトラール錠2mg 製造販売元／富士製薬工業株式会社提携先／

Searle（米国）
*メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２．５ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
*メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠５ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
**メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
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ノアルテン錠（5mg） 製造販売元／富士製薬工業株式会社提携先／
Searle（米国）

*デポスタット筋注２００ｍｇ 製造販売元／富士製薬工業株式会社
プリモジアン・デポー筋注 製造販売元／富士製薬工業株式会社
クロミッド錠50mg 製造販売元／富士製薬工業株式会社
デュタステリド錠０．５ｍｇＺＡ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ジエノゲスト錠1mg「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ジエノゲストOD錠1mg「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ジノプロスト注射液１０００μg「F」／ジノプロスト注射液２０００μg「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ブセレリン点鼻液0.15%「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
**ナファレリン点鼻液０．２％「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
**クロラムフェニコール腟錠１００ｍｇ「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
クロトリマゾール腟錠100mg「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
**チニダゾール腟錠２００ｍｇ「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
フラジール腟錠２５０ｍｇ 製造販売元／富士製薬工業株式会社
**イソコナゾール硝酸塩腟錠１００ｍｇ「Ｆ」／**イソコナゾール硝酸塩腟錠３００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
**オキシコナゾール硝酸塩腟錠１００ｍｇ「Ｆ」／**オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2㎎「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
レボノルゲストレル錠１．５ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ラベルフィーユ２１錠／ラベルフィーユ２８錠 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ファボワール錠21／ファボワール錠28 製造販売元／富士製薬工業株式会社
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
オスバン消毒液10％ 　製造販売元／**,*富士製薬工業株式会社
オスバン消毒液10％ 　製造販売元／**,*富士製薬工業株式会社
オスバン消毒液0.025％ 製造販売元／**,*富士製薬工業株式会社
オスバン消毒液0.05％ 製造販売元／**,*富士製薬工業株式会社
オスバン消毒液0.1％ 製造販売元／**,*富士製薬工業株式会社
オスバンラビング 製造販売元／*富士製薬工業株式会社
*ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「F」 製造販売元（輸入）／富士製薬工業株式会社
ハイセチンP軟膏 製造販売元／富士製薬工業株式会社
デキサンＶＧ軟膏０．１２％ 製造販売元／富士製薬工業株式会社
デキサンＶＧ軟膏０．１２％ 販売元／日医工株式会社製造販売元／富士製薬工

業株式会社
*ビホナゾールクリーム１％「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社販売元／**共

創未来ファーマ株式会社
テルビナフィン塩酸塩外用液１％「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
テルビナフィン塩酸塩外用液１％「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社販売元／**共

創未来ファーマ株式会社
カルシトリオール静注液０．５μg「Ｆ」／カルシトリオール静注液１μg「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ビタミンＢ６錠３０ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
フォリアミン錠／フォリアミン散100mg/g 製造販売元／**,*富士製薬工業株式会社
フォリアミン注射液 製造販売元／**,*富士製薬工業株式会社
*トロンビン経口・外用剤５千「F」／*トロンビン経口・外用剤１万「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
*トロンビン経口・局所用液５千「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ワルファリンＫ錠１ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
リマプロストアルファデクス錠５μｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｆ」／サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」／フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」／フィルグラスチムBS
注300μgシリンジ「F」

製造販売元／富士製薬工業株式会社

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「Ｆ」／レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
アレンドロン酸錠５ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
アレンドロン酸錠３５ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
*ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「Ｆ」／*ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
シベレスタットナトリウム点滴静注用１００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ペメトレキセド点滴静注用１００ｍｇ「F」／ペメトレキセド点滴静注用５００ｍｇ「F」／ペメトレキセド点滴
静注用８００ｍｇ「F」

製造販売元／富士製薬工業株式会社

ベサノイドカプセル 10mg *製造販売元／富士製薬工業株式会社
アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
レトロゾール錠2.5mg「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
*ネオレスタール注射液１０ｍｇ 製造販売元／富士製薬工業株式会社
クリンダマイシンリン酸エステル注３００ｍｇ「Ｆ」／クリンダマイシンリン酸エステル注６００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「Ｆ」／テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社販売元／*共

創未来ファーマ株式会社
**アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「Ｆ」／*アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「Ｆ」／ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「Ｆ」／ゲンタマイシン硫
酸塩注射液６０ｍｇ「Ｆ」

製造販売元／富士製薬工業株式会社

ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ 製造販売元／富士製薬工業株式会社
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」／レボフロキサシン錠５００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
*ビダラビン点滴静注用３００ｍｇ「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
**ビダラビン軟膏３％「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「Ｆ」／フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｆ」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
フルコナゾール静注液５０ｍｇ「Ｆ」／フルコナゾール静注液１００ｍｇ「Ｆ」／フルコナゾール静注液２００
ｍｇ「Ｆ」

製造販売元／富士製薬工業株式会社

チニダゾール錠２００ｍｇ「F」／チニダゾール錠５００ｍｇ「F」 製造販売元／富士製薬工業株式会社
イオパミドール１５０注５０ｍＬ「F」／イオパミドール１５０注２００ｍＬ「F」／イオパミドール３００注２
０ｍＬ「F」／イオパミドール３００注５０ｍＬ「F」／イオパミドール３００注１００ｍＬ「F」／イオパミ
ドール３７０注２０ｍＬ「F」／イオパミドール３７０注５０ｍＬ「F」／イオパミドール３７０注１００ｍＬ
「F」

製造販売元（輸入）／富士製薬工業株式会社

イオパミドール３００注シリンジ５０ｍＬ「F」／イオパミドール３００注シリンジ８０ｍＬ「F」／イオパミ
ドール３００注シリンジ１００ｍＬ「F」／イオパミドール３００注シリンジ１５０ｍＬ「F」／イオパミドール
３７０注シリンジ５０ｍＬ「F」／イオパミドール３７０注シリンジ６５ｍＬ「F」／イオパミドール３７０注シ
リンジ８０ｍＬ「F」／イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「F」

製造販売元／富士製薬工業株式会社

*イオヘキソール３００注２０ｍＬ「F」（尿路・血管用）／*イオヘキソール３００注５０ｍＬ「F」（尿路・血
管用）／*イオヘキソール３００注１００ｍＬ「F」（尿路・血管用）／*イオヘキソール３５０注２０ｍＬ「F」
（尿路・血管用）／*イオヘキソール３５０注５０ｍＬ「F」（尿路・血管用）／*イオヘキソール３５０注１０
０ｍＬ「F」（血管用）

製造販売元（輸入）／富士製薬工業株式会社
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*イオヘキソール２４０注シリンジ１００ｍＬ「F」（尿路・ＣＴ用）／*イオヘキソール３００注シリンジ５０
ｍＬ「F」（尿路・ＣＴ用）／*イオヘキソール３００注シリンジ８０ｍＬ「F」（尿路・CT用）／*イオヘキソー
ル３００注シリンジ１００ｍＬ「F」（尿路・CT用）／*イオヘキソール３００注シリンジ１１０ｍＬ「F」（CT
用）／*イオヘキソール３００注シリンジ１２５ｍＬ「F」（CT用）／*イオヘキソール３００注シリンジ１５０
ｍＬ「F」（CT用）／*イオヘキソール３５０注シリンジ７０ｍＬ「F」（ＣＴ用）／*イオヘキソール３５０注シ
リンジ１００ｍＬ「F」（ＣＴ用）

製造販売元／富士製薬工業株式会社

ミンクリア内用散布液0.8％ 製造販売元／**,*富士製薬工業株式会社
サルプレップ配合内用液 製造販売元／富士製薬工業株式会社
フェノバール原末／フェノバール散10%／フェノバール錠30mg／フェノバールエリキシル0.4% 製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共

株式会社
フェノバール注射液100mg 製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共

株式会社
ヒダントール錠25mg／ヒダントール錠100mg 製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共

株式会社
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」／カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」／カルバマゼピン細粒50％「フジナ
ガ」

製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共
株式会社

バルプロ酸Na徐放顆粒40％「フジナガ」 製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共
株式会社

バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」／バルプロ酸Na錠200mg「フジナガ」／バルプロ酸Naシロップ５％「フジナ
ガ」

製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共
株式会社

ヒダントールＤ配合錠／ヒダントールＥ配合錠／ヒダントールＦ配合錠 製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共
株式会社

炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」／炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」 製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共
株式会社

エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」／エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」／エチゾラム錠１mg「フジナガ」 製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共
株式会社

グリテール 製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共
株式会社

グリメサゾン軟膏 製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共
株式会社

尿素クリーム10％「フジナガ」 製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共
株式会社

尿素クリーム20％「フジナガ」 製造販売元／藤永製薬株式会社販売元／第一三共
株式会社

**ジメチコン内用液2%「FSK」 製造販売元／株式会社伏見製薬所発売元／伏見製
薬株式会社

**,*ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「FSK」 製造販売元／株式会社　伏見製薬所発売元／伏見
製薬株式会社

バリトゲン−デラックス 製造販売元／株式会社伏見製薬所発売元／伏見製
薬株式会社

バリトゲンHD 　製造販売元／株式会社伏見製薬所発売元／伏見
製薬株式会社

バリテスターA240散 製造販売元／株式会社伏見製薬所発売元／伏見製
薬株式会社

硫酸バリウム散99.5%「FSK」 製造販売元／株式会社伏見製薬所発売元／伏見製
薬株式会社

コロンフォート内用懸濁液25% 　製造販売元／株式会社伏見製薬所発売元／伏見
製薬株式会社

エネマスター注腸散 製造販売元／株式会社伏見製薬所発売元／伏見製
薬株式会社

バリエース発泡顆粒 製造販売元／株式会社伏見製薬所発売元／伏見製
薬株式会社

カイロック細粒40％ 製造販売元／藤本製薬株式会社
ヨーデルS糖衣錠−80 製造販売元／藤本製薬株式会社
チノカプセル125 製造販売元／藤本製薬株式会社
ローザグッド錠25 藤本製薬株式会社
**カリジノゲナーゼ錠25単位「フジモト」 藤本製薬株式会社
ローザグッド錠50 藤本製薬株式会社
**カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」 藤本製薬株式会社
アセレンド注100μg 製造販売元／藤本製薬株式会社
サレドカプセル25／サレドカプセル50／サレドカプセル100 製造販売元／藤本製薬株式会社
ヌーイック静注用250／ヌーイック静注用500／ヌーイック静注用1000／ヌーイック静注用2000／ヌーイック静注
用2500／ヌーイック静注用3000／ヌーイック静注用4000

製造販売元／藤本製薬株式会社提携先／
Octapharma AG（スイス）

ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ロカイン注1％（1mL）／ロカイン注1％（2mL）／ロカイン注1％（5mL）／ロカイン注2％（1mL）／ロカイン注
2％（2mL）／ロカイン注2％（5mL）

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

ロカイン注1％（1mL）／ロカイン注1％（2mL）／ロカイン注1％（5mL）／ロカイン注2％（1mL） 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販
売元／扶桑薬品工業株式会社

アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販

売元／扶桑薬品工業株式会社
アンナカ注「フソー」−10%／アンナカ注「フソー」−20% 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」／安息香酸Naカフェイン注200mg「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
プラバスタチンNa錠5mg「フソー」／プラバスタチンNa錠10mg「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ポリスチレンスルホン酸Ca「フソー」原末 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
炭酸ランタン顆粒分包250mg「フソー」／炭酸ランタン顆粒分包500mg「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」／炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
メチルエフェドリン散10％「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
コデインリン酸塩散1%「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
リン酸ジヒドロコデイン散1％「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*ジメチコン錠40mg「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
FK配合散 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
炭酸水素ナトリウム 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ベタメタゾン散0.1%「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
デュタステリドカプセル0.5mgAV「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」／アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」／アル
ファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」／アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」／アル
ファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社発売元／沢井
製薬株式会社

マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」／マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フ
ソー」／マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「フソー」

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

塩酸チアミン注5mg「フソー」／塩酸チアミン注10mg「フソー」／塩酸チアミン注20mg「フソー」／塩酸チアミ
ン注50mg「フソー」

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
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塩酸チアミン注10mg「フソー」／塩酸チアミン注20mg「フソー」／塩酸チアミン注50mg「フソー」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販
売元／扶桑薬品工業株式会社

チアミン塩化物塩酸塩注5mg「フソー」／チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」／チアミン塩化物塩酸塩注
20mg「フソー」／チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」／チアミン塩化物塩酸塩注20mg「フソー」／チアミン塩化物塩酸塩注
50mg「フソー」

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社販売元／アル
フレッサ ファーマ株式会社

バイオゲン静注50mg 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ホスフラン注−5mg／ホスフラン注−10mg／ホスフラン注−20mg 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ホスフラン注−10mg／ホスフラン注−20mg 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社販売元／アル

フレッサ ファーマ株式会社
ビーシックス注「フソー」-10mg／ビーシックス注「フソー」-30mg 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*マスブロン注1mg 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ビタミンC散「フソー」⁻100mg 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ビタミンC注「フソー」-100mg／ビタミンC注「フソー」-500mg／ビタミンC注「フソー」-2g 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ビタミンC注「フソー」−100mg／ビタミンC注「フソー」−500mg／ビタミンC注「フソー」−2g 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社販売元／アル

フレッサ ファーマ株式会社
プレビタS注射液 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*ビオチン散0.2％「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ビオチン注1mg「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
塩化カリウム「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ブドウ糖 *製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ブドウ糖注5%PL「フソー」　20mL／ブドウ糖注5%PL「フソー」　100mL／ブドウ糖注5%PL「フソー」　200mL／ブ
ドウ糖注5%PL「フソー」　500mL

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

ブドウ糖注10%PL「フソー」／ブドウ糖注20%PL「フソー」／ブドウ糖注40%PL「フソー」／ブドウ糖注50%PL「フ
ソー」

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

*ブドウ糖注5%バッグ「フソー」（200mL）／ブドウ糖注5%バッグ「フソー」（250mL）／ブドウ糖注5%バッグ
「フソー」（500mL）

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

ブドウ糖注10%バッグ「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
果糖注20%「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
マルトース輸液10%「フソー」　200mL／マルトース輸液10%「フソー」　500mL 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
キシリトール注5%「フソー」　(200mL　バッグ)／キシリトール注5%「フソー」　(500mL　ポリアル)／キシリ
トール注5%「フソー」　(500mL　バッグ)

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

**キシリトール注10%「フソー」／**キシリトール注20%「フソー」 *製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
カロナリーL輸液（700mL）／カロナリーM輸液（700mL）／カロナリーH輸液（700mL） 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ハイ・プレアミン注−10%　20mL（ポリアル） 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
プレアミン⁻P注射液 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ハイ・プレアミンS注-10%　20mL(ポリアル) 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
**塩化ナトリウム注10%「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*生理食塩液「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*生理食塩液「フソー」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販

売元／扶桑薬品工業株式会社
生理食塩液PL「フソー」 20mL（スノープル）／生理食塩液PL「フソー」 50mL（スタンダブル）／生理食塩液PL
「フソー」 100mL（スタンダブル）／生理食塩液PL「フソー」 100mL（ダブル）／生理食塩液PL「フソー」
200mL（スタンダブル）／生理食塩液PL「フソー」 500mL（スタンダブル）／生理食塩液PL「フソー」 500mL
（ダブル）／生理食塩液PL「フソー」 1000mL（ダブル）／生理食塩液PL「フソー」 2000mL（バッグ）

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

*生理食塩液バッグ「フソー」　200mL／生理食塩液バッグ「フソー」　250mL／生理食塩液バッグ「フソー」
500mL／生理食塩液バッグ「フソー」　1000mL／生理食塩液バッグ「フソー」　1500mL

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

生理食塩液バッグ「フソー」　1000mL 発売元／光製薬株式会社製造販売元／扶桑薬品工
業株式会社

生食注キット「フソー」（50mL）／生食注キット「フソー」（100mL） 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
リプラス1号輸液　200mL（ポリアル）／リプラス1号輸液　200mL（バッグ）／リプラス1号輸液　500mL（ポリア
ル）／リプラス1号輸液　500mL（バッグ）

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

ハルトマン-Ｇ３号輸液(200mL袋)／ハルトマン-Ｇ３号輸液(500mL瓶)／ハルトマン-Ｇ３号輸液(500mL袋) 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
リプラス3号輸液　（200mL　ポリアル）／リプラス3号輸液　（200mL　バッグ）／リプラス3号輸液　（500mL
ポリアル）／リプラス3号輸液　（500mL　バッグ）

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

ラクトリンゲル液"フソー"200mL　（ポリアル）／**ラクトリンゲル液"フソー"200mL　（バッグ）／ラクトリン
ゲル液"フソー"500mL　（ポリアル）／ラクトリンゲル液"フソー"500mL　（バッグ）／ラクトリンゲル液"フ
ソー"1000mL　（バッグ）

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

ラクトリンゲルS注「フソー」　（200mL　ポリアル）／ラクトリンゲルS注「フソー」　（200mL　バッグ）／ラ
クトリンゲルS注「フソー」　（500mL　ポリアル）／ラクトリンゲルS注「フソー」　（500mL　バッグ）

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

ハルトマンＤ液「小林」（500mL瓶）／ハルトマンＤ液「小林」（500mL袋） 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ハルトマンＤ液「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ラクトリンゲルM注「フソー」　200mL（ポリアル）／ラクトリンゲルM注「フソー」　200mL（バッグ）／ラクト
リンゲルM注「フソー」　500mL（ポリアル）／ラクトリンゲルM注「フソー」　500mL（バッグ）

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

リンゲル液「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
クリニザルツ輸液（500mL瓶）／クリニザルツ輸液（500mL袋） 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
アクチット輸液（200mLバッグ）／アクチット輸液（500mLバッグ） 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ヴィーンD輸液（200mL）／ヴィーンD輸液（500mL） 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
アルトフェッド注射液　200mL　（ポリアル）／**アルトフェッド注射液　200mL　（バッグ）／アルトフェッド
注射液　500mL　（ポリアル）／アルトフェッド注射液　500mL　（バッグ）

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

ヴィーンF輸液 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
グルアセト３５注(250mL袋)／グルアセト３５注(500mL瓶)／グルアセト３５注(500mL袋) 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
グルアセト３５注(500mL瓶)／グルアセト３５注(500mL袋) 販売元／ニプロ株式会社製造販売元／扶桑薬品工

業株式会社
グルアセト３５注（500mL瓶）／グルアセト３５注（500mL袋） 販売元／光製薬株式会社製造販売元／扶桑薬品工

業株式会社
ヴィーン3G輸液（200mLバッグ）／ヴィーン3G輸液（500mLバッグ） 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*カルバゾクロムスルホン酸Na静注25mg「フソー」／*カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」／*カル
バゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

輸血用チトラミン「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
チトラミン液「フソー」−4% 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ヘパリンNa透析用250単位/mL「フソー」20mL 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ヘパリンNa透析用150単位/mL「フソー」20mL／ヘパリンNa透析用200単位/mL「フソー」20mL 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」／ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」／
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」／ヘパリンNa透析用350単位/mLシリンジ20mL「フソー」

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

パルナパリンNa透析用100単位/mLシリンジ20mL「フソー」／パルナパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フ
ソー」／パルナパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

イコサペント酸エチルカプセル300mg「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*キンダリー透析剤AF1号 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*キンダリー透析剤AF1P号 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*キンダリー透析剤AF2号 (9L)／*キンダリー透析剤AF2号 (6L) 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*キンダリー透析剤AF2P号 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*キンダリー透析剤2E 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*キンダリー透析剤AF3号 (9L)／*キンダリー透析剤AF3号 (6L) 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*キンダリー透析剤AF3P号 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
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*キンダリー透析剤3D 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*キンダリー透析剤3E 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
サブラッド血液ろ過用補充液BSG（1010mL）［3室：大室・小室・空室　キット製品］／サブラッド血液ろ過用補
充液BSG（2020mL）［3室：大室・小室・空室　キット製品］

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

キンダリー透析剤AF4P号 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
キンダリー透析剤4D 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
キンダリー透析剤4E 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
キンダリー透析剤AF4号 (6L)／*キンダリー透析剤AF4号 (9L) 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
キンダリー透析剤AF5号 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
キンダリー透析剤AF5P号 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
キンダリー透析剤5E 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
**グルコリン配合静注 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
**グルコリン配合静注 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販

売元／扶桑薬品工業株式会社
**炭酸水素Na静注7%PL「フソー」／**炭酸水素Na静注8.4%PL「フソー」 *製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
炭酸水素Na静注1.26％バッグ「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
レボカルニチン塩化物錠100mg「フソー」／レボカルニチン塩化物錠300mg「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
無水エタノール注「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ビスミラー散1% 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ビスミラー注5mg 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
**注射用水「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
*注射用水「フソー」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販

売元／扶桑薬品工業株式会社
注射用水PL「フソー」　（20mL）／注射用水PL「フソー」　（100mL）／注射用水PL「フソー」　（100mL　ダブ
ル）／注射用水PL「フソー」　（500mL　ダブル）／注射用水PL「フソー」　（1000mL　ダブル）

製造販売元／扶桑薬品工業株式会社

注射用水バッグ「フソー」 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ミオテクター冠血管注 製造販売元／扶桑薬品工業株式会社
ゼストリル錠5／ゼストリル錠20／ゼストリル錠10 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
スプレンジール錠2.5mg／スプレンジール錠5mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
クレストール錠2.5mg／クレストール錠5mg／クレストールOD錠2.5mg／クレストールOD錠5mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
クレストール錠2.5mg／クレストール錠5mg／クレストールOD錠2.5mg／クレストールOD錠5mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社販売元／塩

野義製薬株式会社
ロケルマ懸濁用散分包5g／ロケルマ懸濁用散分包10g 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
ブリカニール錠2mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
ブリカニールシロップ0.5mg/mL 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
ブリカニール皮下注0.2mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
オーキシス9µgタービュヘイラー28吸入／オーキシス9µgタービュヘイラー60吸入 製造販売元／アストラゼネカ株式会社販売元／

Meiji Seika ファルマ株式会社
ビベスピエアロスフィア28吸入／ビベスピエアロスフィア120吸入 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
ファセンラ皮下注30mgシリンジ 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入／パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入／パルミコート200
μgタービュヘイラー112吸入

製造販売元／アストラゼネカ株式会社

パルミコート吸入液0.25mg／パルミコート吸入液0.5mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
シムビコートタービュヘイラー30吸入／シムビコートタービュヘイラー60吸入 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
ビレーズトリエアロスフィア56吸入／ビレーズトリエアロスフィア120吸入 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg／ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
ネキシウムカプセル10mg／ネキシウムカプセル20mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
ゾラデックス3.6mgデポ 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
ゾラデックス1.8mgデポ 製造販売元／アストラゼネカ株式会社販売元／

キッセイ薬品工業株式会社
ゾラデックスLA10.8mgデポ 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
バイエッタ皮下注5µgペン300／バイエッタ皮下注10µgペン300 製造販売元（輸入）／アストラゼネカ株式会社
ブリリンタ錠60mg／ブリリンタ錠90mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
オンデキサ静注用200mg 製造販売／アストラゼネカ株式会社
フォシーガ錠5mg／フォシーガ錠10mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社販売／小野

薬品工業株式会社
サフネロー点滴静注300mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
ノルバデックス錠10mg／ノルバデックス錠20mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
カソデックス錠80mg／カソデックスOD錠80mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
アリミデックス錠1mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
イレッサ錠250 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
タグリッソ錠40mg／タグリッソ錠80mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
リムパーザ錠100mg／リムパーザ錠150mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社プロモー

ション提携／MSD株式会社
カルケンスカプセル100mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
フェソロデックス筋注250mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
イミフィンジ点滴静注120mg／イミフィンジ点滴静注500mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
イジュド点滴静注25mg／イジュド点滴静注300mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
シナジス筋注液50mg／シナジス筋注液100mg 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
エバシェルド筋注セット 製造販売元／アストラゼネカ株式会社
バキスゼブリア筋注 製造販売元／アストラゼネカ株式会社供給提携／

Meiji Seika ファルマ株式会社
トリアゾラム錠0.125mg「FY」／トリアゾラム錠0.25mg「FY」 発売元／共和薬品工業株式会社製造販売元／株式

会社富士薬品
*オフロキサシン点眼液0.3％「わかもと」 販売元／わかもと製薬株式会社製造販売元／株式

会社 富士薬品
*ノルフロキサシン点眼液0.3％「ニットー」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／株

式会社富士薬品
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」／ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「FY」／ニカルジピン塩酸塩注射液25mg
「FY」

販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／株式
会社富士薬品

フルマゼニル静注液0.2mg「マイラン」／フルマゼニル静注液0.5mg「マイラン」 製造販売元／株式会社富士薬品*販売／ファイ
ザー株式会社*提携／マイラン製薬株式会社

ボルビックス注 *発売元／株式会社ヤクルト本社製造販売元／株
式会社富士薬品

ボルビサール注 *発売元／株式会社ヤクルト本社製造販売元／株
式会社富士薬品

トピロリック錠20mg／トピロリック錠40mg／トピロリック錠60mg 製造販売元／株式会社富士薬品
ユリス錠0.5mg／ユリス錠1mg／ユリス錠2mg 製造販売元／株式会社富士薬品販売／持田製薬株

式会社
*オザグレルNa点滴静注20mg「FY」／*オザグレルNa点滴静注40mg「FY」／*オザグレルNa点滴静注80mg「FY」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株

式会社製造販売元／株式会社富士薬品
*オザグレルNa点滴静注80mg/200mLバッグ「FY」 販売／武田薬品工業株式会社**発売元／日医工株

式会社製造販売元／株式会社富士薬品
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シベレスタットNa点滴静注用100mg「サンド」 販売／サンド株式会社製造販売元／株式会社富士
薬品

*アシクロビル点滴静注用250mg「FY」 販売／ニプロ株式会社製造販売／株式会社富士薬
品

イヌリード注 製造販売元／株式会社富士薬品
イオメロン300注20mL／イオメロン300注50mL／イオメロン300注100mL／イオメロン350注20mL／イオメロン350注
50mL／イオメロン350注100mL／イオメロン400注50mL／イオメロン400注100mL

製造販売元／ブラッコ・ジャパン株式会社販売元
／エーザイ株式会社提携先／ブラッコ スイス株
式会社

イオメロン300注シリンジ50mL／イオメロン300注シリンジ75mL／イオメロン300注シリンジ100mL／イオメロン
350注シリンジ50mL／イオメロン350注シリンジ75mL／イオメロン350注シリンジ100mL／イオメロン350注シリン
ジ135mL

製造販売元／ブラッコ・ジャパン株式会社販売元
／エーザイ株式会社提携先／ブラッコ スイス株
式会社

プロハンス静注5mL／プロハンス静注10mL／プロハンス静注15mL／プロハンス静注20mL／プロハンス静注シリン
ジ13mL／プロハンス静注シリンジ17mL

製造販売元（輸入元）／ブラッコ・ジャパン株式
会社販売元／エーザイ株式会社提携先／ブラッコ
スイス株式会社

ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液／ステイセーフバランス　２／２．５　腹膜透析液／ステイ
セーフバランス　２／４．２５　腹膜透析液

製造販売業者／フレゼニウス　メディカル　ケア
ジャパン株式会社**,*販売業者／株式会社ジェ
イ・エム・エス

ステイセーフバランス　１／１．５　腹膜透析液／ステイセーフバランス　１／２．５　腹膜透析液／ステイ
セーフバランス　１／４．２５　腹膜透析液

製造販売業者／フレゼニウス　メディカル　ケア
ジャパン株式会社**,*販売業者／株式会社ジェ
イ・エム・エス

レナデックス錠2mg／レナデックス錠4mg 製造販売元（輸入）／ブリストル・マイヤーズ
スクイブ株式会社

ケナコルト−A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社

ケナコルト−A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社

エリキュース錠2.5mg／エリキュース錠5mg 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社販売元／ファイザー株式会社

ソーティクツ錠6mg 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社

オレンシア点滴静注用250mg 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社プロモーション提携／小野薬品工業株式
会社

オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL／オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL 製造販売元（輸入）／ブリストル・マイヤーズ
スクイブ株式会社販売元／小野薬品工業株式会社

ハイドレアカプセル500mg 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社

タキソール注射液30mg／タキソール注射液100mg 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社

スプリセル錠20mg／スプリセル錠50mg 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社

レブラミドカプセル2.5mg／レブラミドカプセル5mg 製造販売元（輸入）／ブリストル・マイヤーズ
スクイブ株式会社

ポマリストカプセル1mg／ポマリストカプセル2mg／ポマリストカプセル3mg／ポマリストカプセル4mg 製造販売元（輸入）／ブリストル・マイヤーズ
スクイブ株式会社

ヤーボイ点滴静注液20mg／ヤーボイ点滴静注液50mg 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社プロモーション提携／小野薬品工業株式
会社

エムプリシティ点滴静注用300mg／エムプリシティ点滴静注用400mg 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社

イストダックス点滴静注用10mg 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社

レイアタッツカプセル150mg／レイアタッツカプセル200mg 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社

バラクルード錠0.5mg 製造販売元／ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社

HMG注射用75IU「フェリング」／HMG注射用150IU「フェリング」 製造販売元／フェリング・ファーマ株式会社
レコベル皮下注12µgペン／レコベル皮下注36µgペン／レコベル皮下注72µgペン 製造販売元（輸入）／フェリング・ファーマ株式

会社
ミニリンメルトOD錠 60µg／ミニリンメルトOD錠 120µg／ミニリンメルトOD錠 240µg 製造販売元（輸入）／フェリング・ファーマ株式

会社販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ミニリンメルトOD錠25µg／ミニリンメルトOD錠50µg 製造販売元（輸入）／フェリング・ファーマ株式

会社販売元／キッセイ薬品工業株式会社
デスモプレシン静注4µg「フェリング」 製造販売元（輸入）／フェリング・ファーマ株式

会社販売元／キッセイ薬品工業株式会社
デスモプレシン点鼻スプレー2.5µg「フェリング」 製造販売元（輸入）／フェリング・ファーマ株式

会社販売元／キッセイ薬品工業株式会社
デスモプレシン・スプレー10協和 **,*製造販売元／フェリング・ファーマ株式会社

**販売元／キッセイ薬品工業株式会社
ルティナス腟錠100mg 製造販売元（輸入）／フェリング・ファーマ株式

会社
ゴナックス皮下注用80mg／ゴナックス皮下注用120mg／ゴナックス皮下注用240mg 製造販売元（輸入）／フェリング・ファーマ株式

会社
プロウペス腟用剤10mg 製造販売元（輸入）／フェリング・ファーマ株式

会社販売元／富士製薬工業株式会社
プロポフォール静注１％20mL「FK」／プロポフォール静注１％50mL「FK」／プロポフォール静注１％100mL
「FK」

**販売元／株式会社ジェイ・エム・エス*製造販
売元／フレゼニウス カービ ジャパン株式会社

ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「FK」／ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「FK」 **販売元／株式会社ジェイ・エム・エス*製造販
売元／フレゼニウス カービ ジャパン株式会社

サリンヘス輸液6％ 販売提携／大塚製薬株式会社販売提携／株式会社
大塚製薬工場*製造販売元／フレゼニウス カービ
ジャパン株式会社

ボルベン輸液6%（シングルポート） 製造販売元／フレゼニウス カービ ジャパン株式
会社販売提携／大塚製薬株式会社販売提携／株式
会社大塚製薬工場

ヘスパンダー輸液 販売提携／大塚製薬株式会社販売提携／株式会社
大塚製薬工場*製造販売元／フレゼニウス カービ
ジャパン株式会社

ソラナックス0.4mg錠／ソラナックス0.8mg錠 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
セレコックス錠100mg／セレコックス錠200mg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
ジェイゾロフト錠25mg／ジェイゾロフト錠50mg／ジェイゾロフト錠100mg／ジェイゾロフトOD錠25mg／ジェイゾ
ロフトOD錠50mg／ジェイゾロフトOD錠100mg

製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社

イフェクサーSRカプセル37.5mg／イフェクサーSRカプセル75mg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社プロモー
ション提携／住友ファーマ株式会社
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リリカカプセル25mg／リリカカプセル75mg／リリカカプセル150mg／リリカOD錠25mg／リリカOD錠75mg／リリカ
OD錠150mg

製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社

キサラタン点眼液0.005％ 製造販売／ヴィアトリス製薬株式会社
ザラカム配合点眼液 製造販売／ヴィアトリス製薬株式会社
カルデナリン錠0.5mg／カルデナリン錠1mg／カルデナリン錠2mg／カルデナリン錠4mg／カルデナリンOD錠0.5mg
／カルデナリンOD錠1mg／カルデナリンOD錠2mg／カルデナリンOD錠4mg

**製造販売／ヴィアトリス製薬株式会社

セララ錠25mg／セララ錠50mg／セララ錠100mg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
レルパックス錠20mg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
ノルバスク錠2.5mg／ノルバスク錠5mg／ノルバスク錠10mg／ノルバスクOD錠2.5mg／ノルバスクOD錠5mg／ノルバ
スクOD錠10mg

製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社

リピトール錠5mg／リピトール錠10mg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
レバチオ錠20mg／レバチオODフィルム20mg／レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
カデュエット配合錠1番／カデュエット配合錠2番／カデュエット配合錠3番／カデュエット配合錠4番 **製造販売／ヴィアトリス製薬株式会社
ホクナリン錠1mg／ホクナリンドライシロップ0.1％小児用 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
ホクナリンテープ0.5mg／ホクナリンテープ1mg／ホクナリンテープ2mg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
リパクレオン顆粒300mg分包／リパクレオンカプセル150mg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
アミティーザカプセル12μg／アミティーザカプセル24μg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
エピペン注射液0.15mg／エピペン注射液0.3mg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
デュファストン錠5mg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
デトルシトールカプセル2mg／デトルシトールカプセル4mg 製造販売／ヴィアトリス製薬株式会社
バイアグラ錠25mg／バイアグラ錠50mg／バイアグラODフィルム25mg／バイアグラODフィルム50mg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
トービイ吸入液300mg 製造販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
アズレイうがい液４％ **,*製造販売元／株式会社ジーシー昭和薬品
オーラ注歯科用カートリッジ１．０ｍＬ／オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ **製造販売元／株式会社ジーシー昭和薬品
モルホニン歯科用液 **製造販売元／昭和薬品化工株式会社
ペリオフィール歯科用軟膏２％ **製造販売元／昭和薬品化工株式会社
ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2％「昭和」 *製造販売元／株式会社ジーシー昭和薬品
オキシテトラコーン歯科用挿入剤５ｍｇ **,*製造販売元／株式会社ジーシー昭和薬品
デンターグル含嗽用散２０ｍｇ／包 **,*製造販売元／株式会社ジーシー昭和薬品
*ヨード・グリセリン歯科用消毒液「昭和」 **製造販売元／昭和薬品化工株式会社
オラブリス洗口用顆粒１１％ **,*製造販売元／株式会社ジーシー昭和薬品
オラブリス洗口液0.2% *製造販売元／株式会社ジーシー昭和薬品
ヒノポロン口腔用軟膏 **,*製造販売元／株式会社ジーシー昭和薬品
サージカルパック口腔用 **,*製造販売元／株式会社ジーシー昭和薬品
ベンゼトニウム塩化物うがい液０．２％「KYS」 **,*製造販売元／株式会社ジーシー昭和薬品
レベチラセタム錠250mg「フェルゼン」／レベチラセタム錠500mg「フェルゼン」 製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
セレコキシブ錠100mg「フェルゼン」／セレコキシブ錠200mg「フェルゼン」 製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
パロキセチン錠5mg「フェルゼン」／パロキセチン錠10mg「フェルゼン」／パロキセチン錠20mg「フェルゼン」 製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
ミルタザピン錠15mg「フェルゼン」／ミルタザピン錠30mg「フェルゼン」 *製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
プレガバリンOD錠25mg「フェルゼン」／プレガバリンOD錠75mg「フェルゼン」／プレガバリンOD錠150mg「フェ
ルゼン」

製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ

テルミサルタン錠20mg「フェルゼン」／テルミサルタン錠40mg「フェルゼン」／テルミサルタン錠80mg「フェル
ゼン」

製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ

ピタバスタチンカルシウム錠1mg「フェルゼン」／ピタバスタチンカルシウム錠2mg「フェルゼン」／ピタバスタ
チンカルシウム錠4mg「フェルゼン」

製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ

ロスバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」／ロスバスタチン錠5mg「フェルゼン」 製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
エゼチミブ錠10mg「フェルゼン」 製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
クロピドグレル錠25mg「フェルゼン」／クロピドグレル錠75mg「フェルゼン」 製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
グリメピリド錠0.5mg「フェルゼン」／グリメピリド錠1mg「フェルゼン」／グリメピリド錠3mg「フェルゼン」 **製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「フェルゼン」／オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「フェルゼン」 製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
モンテルカスト錠5mg「フェルゼン」／モンテルカスト錠10mg「フェルゼン」 **製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「フェルゼン」 製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
クラリスロマイシン錠200mg「フェルゼン」 製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
テルビナフィン塩酸塩錠125mg「フェルゼン」 製造販売元／株式会社フェルゼンファーマ
イバンドロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」 製造販売元／ブリオファーマ株式会社販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」／セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 製造販売元／ファイザーUPJ合同会社販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」／プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」／プレガバリンOD錠150mg「ファ
イザー」

製造販売元／ファイザーUPJ合同会社販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

ドキサゾシン錠0.5mg「ファイザー」／ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」／ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」
／ドキサゾシン錠4mg「ファイザー」

*製造販売／ファイザーUPJ合同会社*販売／ヴィ
アトリス製薬株式会社

エレトリプタン錠20mg「ファイザー」 製造販売元／ファイザーUPJ合同会社販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」／アムロジピン錠5mg「ファイザー」／アムロジピン錠10mg「ファイザー」
／アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」／アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」／アムロジピンOD錠10mg「ファ
イザー」

製造販売元／ファイザーUPJ合同会社販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

アトルバスタチン錠5mg「VTRS」／アトルバスタチン錠10mg「VTRS」 製造販売元／ファイザーUPJ合同会社販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

エスタゾラム錠1mg「アメル」／エスタゾラム錠2mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
エスタゾラム錠1mg「アメル」／エスタゾラム錠2mg「アメル」 販売元／日医工株式会社*製造販売元／共和薬品

工業株式会社
ダルメートカプセル15 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ベンザリン錠2／ベンザリン錠5／ベンザリン錠10／ベンザリン細粒1％ *製造販売元／共和薬品工業株式会社
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」／フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ブロチゾラム錠0.25mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ジアゼパム錠2mg「アメル」／ジアゼパム錠5mg「アメル」／ジアゼパム散1％「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ジアゼパム錠2mg「アメル」／ジアゼパム錠5mg「アメル」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

共和薬品工業株式会社
レスミット錠２／レスミット錠５ **製造販売元／共和薬品工業株式会社
アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」／アルプラゾラム錠0.8mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

共和薬品工業株式会社
クアゼパム錠15mg「アメル」／クアゼパム錠20mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
リスミー錠1mg／リスミー錠2mg 製造販売元／共和薬品工業株式会社
タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」／タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」／タンドスピロンク
エン酸塩錠20mg「アメル」

*製造販売元／共和薬品工業株式会社

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「アメル」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
エスゾピクロン錠1mg「アメル」／エスゾピクロン錠2mg「アメル」／エスゾピクロン錠3mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
オスポロット錠５０ｍｇ／オスポロット錠２００ｍｇ **製造販売元／共和薬品工業株式会社
カルバマゼピン錠100mg「アメル」／カルバマゼピン錠200mg「アメル」／カルバマゼピン細粒50％「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」／バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」／バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ゾニサミド錠100mg「アメル」／ゾニサミド散20％「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
トピラマート錠25mg「アメル」／トピラマート錠50mg「アメル」／トピラマート錠100mg「アメル」 **製造販売元／共和薬品工業株式会社
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トピラマート錠25mg「アメル」／トピラマート錠50mg「アメル」／トピラマート錠100mg「アメル」 販売元／日本ジェネリック株式会社**製造販売元
／共和薬品工業株式会社

ラモトリギン錠小児用2mg「アメル」／ラモトリギン錠小児用5mg「アメル」／ラモトリギン錠25mg「アメル」／
ラモトリギン錠100mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

レベチラセタム錠250mg「アメル」／レベチラセタム錠500mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ミグリステン錠20 **,*製造販売元／共和薬品工業株式会社
ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
メロキシカム錠5mg「アメル」／メロキシカム錠10mg「アメル」 **製造販売元／共和薬品工業株式会社
ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」／ビペリデン塩酸塩細粒1％「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ドロキシドパカプセル100mg「アメル」／ドロキシドパカプセル200mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
メシル酸ペルゴリド錠50μg「アメル」／メシル酸ペルゴリド錠250μg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」／プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「アメル」／プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」／ロピニロールOD錠1mg「アメル」／ロピニロールOD錠2mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
エンタカポン錠100mg「アメル」 **製造販売元／共和薬品工業株式会社
カルコーパ配合錠L100／カルコーパ配合錠L250 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ウインタミン細粒(10％) **製造販売元／共和薬品工業株式会社
トリラホン錠2mg／トリラホン錠4mg／トリラホン錠8mg／トリラホン散1％ *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ノバミン錠5mg **製造販売元／共和薬品工業株式会社
ヒルナミン錠（5mg）／ヒルナミン錠（25mg）／ヒルナミン錠（50mg）／ヒルナミン散50％／ヒルナミン細粒
10％

**製造販売元／共和薬品工業株式会社

ヒルナミン筋注25mg **製造販売元／共和薬品工業株式会社
ノバミン筋注5mg **製造販売元／共和薬品工業株式会社
スルモンチール錠10mg／スルモンチール錠25mg／スルモンチール散10％ **製造販売元／共和薬品工業株式会社
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」／マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
スルピリド錠100mg「アメル」／スルピリド錠200mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
炭酸リチウム錠100mg「アメル」／炭酸リチウム錠200mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ハロペリドール錠0.75mg「アメル」／ハロペリドール錠1mg「アメル」／ハロペリドール錠1.5mg「アメル」／ハ
ロペリドール錠2mg「アメル」／ハロペリドール錠3mg「アメル」／ハロペリドール細粒1％「アメル」

*製造販売元／共和薬品工業株式会社

エチゾラム錠0.25mg「アメル」／エチゾラム錠0.5mg「アメル」／エチゾラム錠1mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
チミペロン錠0.5mg「アメル」／チミペロン錠1mg「アメル」／チミペロン錠3mg「アメル」／チミペロン細粒1％
「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

ブロムペリドール錠1mg「アメル」／ブロムペリドール錠3mg「アメル」／ブロムペリドール錠6mg「アメル」／
ブロムペリドール細粒1%「アメル」

*製造販売元／共和薬品工業株式会社

バルネチール錠50／バルネチール錠100／バルネチール錠200／バルネチール細粒50% 製造販売元／共和薬品工業株式会社
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」／トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」／トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 販売元／日本ジェネリック株式会社*製造販売元

／共和薬品工業株式会社
リスペリドン錠0.5mg「アメル」／リスペリドン錠1mg「アメル」／リスペリドン錠2mg「アメル」／リスペリド
ン錠3mg「アメル」／リスペリドン細粒1％「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」／リスペリドンOD錠1mg「アメル」／リスペリドンOD錠2mg「アメル」／リス
ペリドンOD錠3mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」／リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」／リスペリドン内用液分包1mg
「アメル」／リスペリドン内用液分包2mg「アメル」／リスペリドン内用液分包3mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」／フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」／フルボキサミ
ンマレイン酸塩錠75mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「アメル」／ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「アメル」／ミルナシプラン塩酸塩錠
25mg「アメル」／ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

パロキセチン錠5mg「アメル」／パロキセチン錠10mg「アメル」／パロキセチン錠20mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
クエチアピン錠12.5mg「アメル」／クエチアピン錠25mg「アメル」／クエチアピン錠50mg「アメル」／クエチア
ピン錠100mg「アメル」／クエチアピン錠200mg「アメル」／クエチアピン細粒10％「アメル」／クエチアピン細
粒50％「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

ビプレッソ徐放錠50mg／ビプレッソ徐放錠150mg 製造販売元／共和薬品工業株式会社プロモーショ
ン提携／吉富薬品株式会社提携／AstraZeneca UK
Ltd

ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」／ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」／ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメ
ル」

*製造販売元／共和薬品工業株式会社

オランザピン細粒1％「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
オランザピン錠1.25mg「アメル」／オランザピン錠2.5mg「アメル」／オランザピン錠5mg「アメル」／オランザ
ピン錠10mg「アメル」／オランザピン錠20mg「アメル」

*製造販売元／共和薬品工業株式会社

オランザピンOD錠1.25mg「アメル」／オランザピンOD錠2.5mg「アメル」／オランザピンOD錠5mg「アメル」／オ
ランザピンOD錠10mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

アリピプラゾール錠3mg「アメル」／アリピプラゾール錠6mg「アメル」／アリピプラゾール錠12mg「アメル」／
アリピプラゾール錠24mg「アメル」／アリピプラゾール散1％「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」／アリピプラゾールOD錠6mg「アメル」／アリピプラゾールOD錠12mg「アメ
ル」／アリピプラゾールOD錠24mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

セルトラリン錠25mg「アメル」／セルトラリン錠50mg「アメル」／セルトラリン錠100mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
セルトラリンOD錠25mg「アメル」／セルトラリンOD錠50mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ブロナンセリン錠2mg「アメル」／ブロナンセリン錠4mg「アメル」／ブロナンセリン錠8mg「アメル」／ブロナ
ンセリン散2％「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

アトモキセチンカプセル5mg「アメル」／アトモキセチンカプセル10mg「アメル」／アトモキセチンカプセル
25mg「アメル」／アトモキセチンカプセル40mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

ミルタザピン錠15mg「アメル」／ミルタザピン錠30mg「アメル」／ミルタザピンOD錠15mg「アメル」／ミルタザ
ピンOD錠30mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

ミルタザピンOD錠15mg「アメル」／ミルタザピンOD錠30mg「アメル」 販売元／高田製薬株式会社製造販売元／共和薬品
工業株式会社

デュロキセチンカプセル20mg「アメル」／デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「アメル」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「アメル」／
ドネペジル塩酸塩細粒0.5％「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメ
ル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

タルチレリン錠5mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
タルチレリンOD錠5mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
プレガバリンOD錠25mg「アメル」／プレガバリンOD錠75mg「アメル」／プレガバリンOD錠150mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
メマンチン塩酸塩錠5mg「アメル」／メマンチン塩酸塩錠10mg「アメル」／メマンチン塩酸塩錠20mg「アメル」
／メマンチン塩酸塩OD錠5mg「アメル」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「アメル」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg
「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

ガランタミンOD錠4mg「アメル」／ガランタミンOD錠8mg「アメル」／ガランタミンOD錠12mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ワゴスチグミン散（0.5％） 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ワゴスチグミン注0.5mg／ワゴスチグミン注2mg 製造販売元／共和薬品工業株式会社
メスチノン錠60mg 製造販売元／共和薬品工業株式会社
エペリゾン塩酸塩錠50mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
チザニジン錠1mg「アメル」 **製造販売元／共和薬品工業株式会社
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販売名 企業名

ドブトレックス注射液100mg 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ドブトレックスキット点滴静注用200mg／ドブトレックスキット点滴静注用600mg 製造販売元／共和薬品工業株式会社
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「アメル」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」／エナラプリルマレ
イン酸塩錠10mg「アメル」／エナラプリルマレイン酸塩細粒1％「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

ロンゲス錠5mg／ロンゲス錠10mg／ロンゲス錠20mg 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ドキサゾシン錠0.5mg「アメル」／ドキサゾシン錠1mg「アメル」／ドキサゾシン錠2mg「アメル」／ドキサゾシ
ン錠4mg「アメル」

*製造販売元／共和薬品工業株式会社

カルベジロール錠1.25mg「アメル」／カルベジロール錠2.5mg「アメル」／カルベジロール錠10mg「アメル」／
カルベジロール錠20mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

ロサルタンカリウム錠25mg「アメル」／ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」／ロサルタンカリウム錠100mg
「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

カンデサルタン錠2mg「アメル」／カンデサルタン錠4mg「アメル」／カンデサルタン錠8mg「アメル」／カンデ
サルタン錠12mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

バルサルタン錠20mg「アメル」／バルサルタン錠40mg「アメル」／バルサルタン錠80mg「アメル」／バルサルタ
ン錠160mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

オルメサルタン錠5mg「アメル」／オルメサルタン錠40mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
オルメサルタンOD錠10mg「アメル」／オルメサルタンOD錠20mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
オルメサルタンOD錠10mg「アメル」／オルメサルタンOD錠20mg「アメル」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／共

和薬品工業株式会社
ロサルヒド配合錠LD「アメル」／ロサルヒド配合錠HD「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
アムバロ配合錠「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
スマトリプタン錠50mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
エレトリプタンOD錠20mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
エレトリプタンOD錠20mg「アメル」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

共和薬品工業株式会社
リザトリプタンOD錠10mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
アムロジピン錠2.5mg「アメル」／アムロジピン錠5mg「アメル」／アムロジピン錠10mg「アメル」／アムロジピ
ンOD錠2.5mg「アメル」／アムロジピンOD錠5mg「アメル」／アムロジピンOD錠10mg「アメル」

*製造販売元／共和薬品工業株式会社

プラバスタチンNa錠5mg「アメル」／プラバスタチンNa錠10mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
アトルバスタチン錠5mg「アメル」／アトルバスタチン錠10mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ピタバスタチンCa錠1mg「アメル」／ピタバスタチンCa錠2mg「アメル」／ピタバスタチンCa錠4mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ロスバスタチン錠2.5mg「アメル」／ロスバスタチン錠5mg「アメル」／ロスバスタチンOD錠2.5mg「アメル」／
ロスバスタチンOD錠5mg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

エゼチミブ錠10mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ルシドリール錠100mg **製造販売元／共和薬品工業株式会社
ニセルゴリン錠5mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
スルピリド錠50mg「アメル」／スルピリド細粒10％「アメル」／スルピリド細粒50％「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ウルグートカプセル200mg **,*製造販売元／共和薬品工業株式会社
レバミピド錠100mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
オメプラゾール錠10mg「アメル」／オメプラゾール錠20mg「アメル」 **製造販売元／共和薬品工業株式会社
オメプラゾール錠10mg「アメル」／オメプラゾール錠20mg「アメル」 *販売元／日本薬品工業株式会社**製造販売元／

共和薬品工業株式会社
ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」／ランソプラゾールカプセル30mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
コランチル配合顆粒 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ベリチーム配合顆粒 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「アメル」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ヒスタブロック配合錠 製造販売元／共和薬品工業株式会社
カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
塩酸プロピベリン錠10mg「アメル」／塩酸プロピベリン錠20mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ロキソプロフェンNaテープ50ｍｇ「アメル」／ロキソプロフェンNaテープ100ｍｇ「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ヘパリン類似物質ゲル0.3％「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」／アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」／アルファカルシドー
ル錠1.0μg「アメル」

製造販売元／共和薬品工業株式会社

L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「アメル」 **製造販売元／共和薬品工業株式会社
ヘパリン類似物質クリーム0.3％「アメル」 **製造販売元／共和薬品工業株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「アメル」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
クロピドグレル錠25mg「アメル」／クロピドグレル錠75mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
アロプリノール錠50mg「アメル」／アロプリノール錠100mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ジメリン錠250mg **,*製造販売元／共和薬品工業株式会社
グリメピリド錠0.5mg「アメル」／グリメピリド錠1mg「アメル」／グリメピリド錠3mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ピオグリタゾン錠15mg「アメル」／ピオグリタゾン錠30mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
カモスタットメシル酸塩錠100mg「アメル」 **製造販売元／共和薬品工業株式会社
エパルレスタット錠50mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
アレンドロン酸錠5mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
アレンドロン酸錠35mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
アレンドロン酸錠35mg「アメル」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／共

和薬品工業株式会社
レトロゾール錠2.5mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
塩酸エピナスチン錠10mg「アメル」／塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」 **製造販売元／共和薬品工業株式会社
セチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」／セチリジン塩酸塩錠10mg「アメル」 **製造販売元／共和薬品工業株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「アメル」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「アメル」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「アメル」 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
ロラタジン錠10mg「アメル」／ロラタジンOD錠10mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ロラタジンOD錠10mg「アメル」 販売元／株式会社三和化学研究所**製造販売元／

共和薬品工業株式会社
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05％「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
L-ケフレックス小児用顆粒 *製造販売元／共和薬品工業株式会社
L-ケフレックス顆粒 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ケフレックスカプセル250mg 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ケフレックスシロップ用細粒100／ケフレックスシロップ用細粒200 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ケフラール細粒小児用100mg 製造販売元／共和薬品工業株式会社
L-ケフラール顆粒 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ケフラールカプセル250mg 製造販売元／共和薬品工業株式会社
アジスロマイシン錠250mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ボリコナゾール錠50mg「アメル」／ボリコナゾール錠100mg「アメル」／ボリコナゾール錠200mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
バラシクロビル錠500mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ラバミコム配合錠「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
アンコチル錠500mg **製造販売元／共和薬品工業株式会社
フルコナゾールカプセル50mg「アメル」／フルコナゾールカプセル100mg「アメル」 製造販売元／共和薬品工業株式会社
ハルシオン0.125mg錠／ハルシオン0.25mg錠 製造販売元／ファイザー株式会社
ワイパックス錠0.5／ワイパックス錠1.0 製造販売元／ファイザー株式会社
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ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ファイザー」 製造販売／ファイザー株式会社提携／マイラン製
薬株式会社

プレセデックス静注液200μg「ファイザー」／プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」 製造販売元／ファイザー株式会社
ザロンチンシロップ5％ 製造販売／ファイザー株式会社
ロラピタ静注2mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ポンタール散50%／ポンタール細粒98.5% **製造販売／ファイザー株式会社
ポンタールカプセル250mg **製造販売／ファイザー株式会社
ポンタールシロップ3.25％ **製造販売／ファイザー株式会社
フルカムカプセル13.5mg／フルカムカプセル27mg 製造販売元／ファイザー株式会社
アーテン錠（2mg）／アーテン散1% 製造販売元／ファイザー株式会社
カバサール錠0.25mg／カバサール錠1.0mg 製造販売元／ファイザー株式会社
アモキサンカプセル10mg／アモキサンカプセル25mg／アモキサンカプセル50mg／アモキサン細粒10％ 製造販売元／ファイザー株式会社
アタラックス錠10mg／アタラックス錠25mg 製造販売元／ファイザー株式会社
アタラックス−P散10% 製造販売元／ファイザー株式会社
アタラックス−Pカプセル25mg／アタラックス−Pカプセル50mg／アタラックス−Pドライシロップ2.5% 製造販売元／ファイザー株式会社
アタラックス−Pシロップ0.5％ 製造販売元／ファイザー株式会社
デジレル錠25／デジレル錠50 製造販売元／ファイザー株式会社
リスペリドン細粒1％「ファイザー」 製造販売／ファイザー株式会社提携／マイラン製

薬株式会社
フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「ファイザー」 製造販売／ファイザー株式会社提携／マイラン製

薬株式会社
アタラックス−P注射液(25mg/ml)／アタラックス−P注射液(50mg/ml) 製造販売元／ファイザー株式会社
プロ・バンサイン錠15mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ビンダケルカプセル20mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ヒアルロン酸Na点眼液0.1％「ファイザー」／ヒアルロン酸Na点眼液0.3％「ファイザー」 製造販売／ファイザー株式会社提携／マイラン製

薬株式会社
ネオ メドロールEE軟膏 製造販売元／ファイザー株式会社
アテノロール錠25mg「ファイザー」／アテノロール錠50mg「ファイザー」 製造販売／ファイザー株式会社*提携／マイラン

製薬株式会社
ピメノールカプセル50mg／ピメノールカプセル100mg 製造販売／ファイザー株式会社
アルダクトンA細粒10％／アルダクトンA錠25mg／アルダクトンA錠50mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ソルダクトン静注用100mg／ソルダクトン静注用200mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ミニプレス錠0.5mg／ミニプレス錠1mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ミグシス錠5mg 製造販売／ファイザー株式会社
ビンマックカプセル61mg 製造販売元／ファイザー株式会社
フラベリック錠20mg 製造販売元／ファイザー株式会社
サイトテック錠100／サイトテック錠200 製造販売元／ファイザー株式会社
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」 製造販売元／ファイザー株式会社
ジェノトロピンTC注用5.3mg／ジェノトロピンTC注用12mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg／ジェノトロピンゴークイック注用12mg 製造販売元／ファイザー株式会社
エヌジェンラ皮下注24mgペン／エヌジェンラ皮下注60mgペン 製造販売元／ファイザー株式会社
ピトレシン注射液20 製造販売元／ファイザー株式会社
コートリル錠10mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ソル・コーテフ注射用100mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ソル・コーテフ静注用250mg／ソル・コーテフ静注用500mg／ソル・コーテフ静注用1000mg 製造販売元／ファイザー株式会社
メドロール錠2mg／メドロール錠4mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ソル・メドロール静注用40mg／ソル・メドロール静注用125mg／ソル・メドロール静注用500mg／ソル・メドロー
ル静注用1000mg

製造販売元／ファイザー株式会社

デポ・メドロール水懸注20mg／デポ・メドロール水懸注40mg 製造販売元／ファイザー株式会社
プロベラ錠2.5mg 製造販売元／ファイザー株式会社
プレマリン錠0.625mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ソマバート皮下注用10mg／ソマバート皮下注用15mg／ソマバート皮下注用20mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ナサニール点鼻液0.2％ 製造販売元／ファイザー株式会社
トビエース錠4mg／トビエース錠8mg 製造販売元／ファイザー株式会社
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」／硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」 製造販売元／ファイザー株式会社
フェルデン軟膏0.5％ 製造販売元／ファイザー株式会社
ゼルフォーム／ゼルフォーム 製造販売元／ファイザー株式会社
フラグミン静注5000単位/5mL 製造販売元／ファイザー株式会社販売／キッセイ

薬品工業株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ファイザー」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」 製造販売／ファイザー株式会社*提携／マイラン

製薬株式会社
ロイコボリン錠5mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ロイコボリン錠25mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ロイコボリン注3mg 製造販売元／ファイザー株式会社
アイソボリン点滴静注用25mg／アイソボリン点滴静注用100mg 製造販売元／ファイザー株式会社
リウマトレックスカプセル2mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ビビアント錠20mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ゼルヤンツ錠5mg 製造販売元／ファイザー株式会社
エンブレル皮下注用10mg／エンブレル皮下注用25mg 製造販売元／ファイザー株式会社販売元／武田薬

品工業株式会社
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL／エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL 製造販売元／ファイザー株式会社販売元／武田薬

品工業株式会社
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL／エンブレル皮下注50mgペン1.0mL 製造販売元／ファイザー株式会社販売元／武田薬

品工業株式会社
エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL／エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL 製造販売元／ファイザー株式会社販売元／武田薬

品工業株式会社
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「ファイザー」／ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファ
イザー」

製造販売元／ファイザー株式会社

メソトレキセート錠2.5mg 製造販売元／ファイザー株式会社
メソトレキセート点滴静注液200mg／メソトレキセート点滴静注液1000mg 製造販売元／ファイザー株式会社
注射用メソトレキセート5mg 製造販売元／ファイザー株式会社
注射用メソトレキセート50mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５．３ｍＬ「ホスピーラ」／ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２６．３ｍＬ
「ホスピーラ」

*製造販売元（輸入元）／ファイザー株式会社

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ホスピーラ」／ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ホスピーラ」 *製造販売元(輸入元)／ファイザー株式会社
イダマイシン静注用5mg 製造販売元／ファイザー株式会社
マイロターグ点滴静注用5mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ベスポンサ点滴静注用1mg 製造販売元／ファイザー株式会社
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」／イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」 製造販売元（輸入元）／ファイザー株式会社
ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ「ホスピーラ」／ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ「ホス
ピーラ」／ドセタキセル点滴静注液１２０ｍｇ／１２ｍＬ「ホスピーラ」

製造販売元(輸入元)／ファイザー株式会社

パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」／パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 **製造販売元(輸入元)／ファイザー株式会社
アロマシン錠25mg 製造販売元／ファイザー株式会社
スーテントカプセル12.5mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ザーコリカプセル200mg／ザーコリカプセル250mg 製造販売元／ファイザー株式会社
インライタ錠1mg／インライタ錠5mg 製造販売元（輸入）／ファイザー株式会社
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ボシュリフ錠100mg 製造販売元／ファイザー株式会社
イブランス錠25mg／イブランス錠125mg 製造販売元／ファイザー株式会社
イブランスカプセル25mg／イブランスカプセル125mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ローブレナ錠25mg／ローブレナ錠100mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ビジンプロ錠15mg／ビジンプロ錠45mg 製造販売元／ファイザー株式会社
シスプラチン点滴静注液10mg「ファイザー」／シスプラチン点滴静注液25mg「ファイザー」／シスプラチン点滴
静注液50mg「ファイザー」

製造販売／ファイザー株式会社提携／マイラン製
薬株式会社

オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」／オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピー
ラ」／オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピーラ」

**製造販売元(輸入元)／ファイザー株式会社

ボルテゾミブ注射用1mg「ファイザー」／ボルテゾミブ注射用3mg「ファイザー」 製造販売／ファイザー株式会社
トーリセル点滴静注液25mg 製造販売元／ファイザー株式会社
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」／トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」 製造販売／ファイザー株式会社
ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」／ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」 製造販売元／ファイザー株式会社
リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」／リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」 製造販売元／ファイザー株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ファイザー」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ファイザー」 製造販売／ファイザー株式会社提携／マイラン製

薬株式会社
サイバインコ錠50mg／サイバインコ錠100mg／サイバインコ錠200mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ／ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ 製造販売元／ファイザー株式会社
ダラシンカプセル75mg／ダラシンカプセル150mg 製造販売元／ファイザー株式会社
リンコシンカプセル250mg 製造販売元／ファイザー株式会社
リンコシン注射液300mg／リンコシン注射液600mg／リンコシン注射液1g／リンコシン注射液1.5g 製造販売元／ファイザー株式会社
ダラシンS注射液300mg／ダラシンS注射液600mg 製造販売元／ファイザー株式会社
トロビシン筋注用2g 製造販売元／ファイザー株式会社
硫酸ポリミキシンB錠25万単位「ファイザー」 製造販売元／ファイザー株式会社
硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」 製造販売元／ファイザー株式会社
タイガシル点滴静注用50mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ユナシン細粒小児用10% 製造販売元／ファイザー株式会社
ユナシン錠375mg 製造販売元／ファイザー株式会社
メロペネム点滴静注用0.25g「ファイザー」／メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」 製造販売／ファイザー株式会社提携／マイラン製

薬株式会社
スルペラゾン静注用0.5g／スルペラゾン静注用1g／スルペラゾンキット静注用1g 製造販売元／ファイザー株式会社
ユナシン−S静注用0.75g／ユナシン−S静注用1.5g／ユナシン−S静注用3g 製造販売元／ファイザー株式会社
ユナシン−Sキット静注用1.5g／ユナシン−Sキット静注用3g 製造販売元／ファイザー株式会社
ジスロマック細粒小児用10％ 製造販売元／ファイザー株式会社
ジスロマック錠250mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ジスロマック錠600mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ジスロマックカプセル小児用100mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ジスロマック点滴静注用500mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ビブラマイシン錠50mg／ビブラマイシン錠100mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ミノマイシン顆粒2％ 製造販売元／ファイザー株式会社
ミノマイシン錠50mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ミノマイシンカプセル50mg／ミノマイシンカプセル100mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ミノマイシン点滴静注用100mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ミコブティンカプセル150mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ブイフェンド錠50mg／ブイフェンド錠200mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ブイフェンドドライシロップ2800mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ブイフェンド200mg静注用 製造販売元／ファイザー株式会社
サラゾピリン錠500mg 製造販売元／ファイザー株式会社
サラゾピリン坐剤500mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ザイボックス錠600mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ザイボックス注射液600mg 製造販売元／ファイザー株式会社
パキロビッドパック 製造販売元／ファイザー株式会社
パキロビッドパック600／パキロビッドパック300 製造販売元／ファイザー株式会社
ジフルカンカプセル50mg／ジフルカンカプセル100mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ジフルカンドライシロップ350mg／ジフルカンドライシロップ1400mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ジフルカン静注液50mg／ジフルカン静注液100mg／ジフルカン静注液200mg 製造販売元／ファイザー株式会社
プロジフ静注液100／プロジフ静注液200／プロジフ静注液400 製造販売元／ファイザー株式会社
プレベナー13水性懸濁注 製造販売元／ファイザー株式会社
コミナティ筋注（1価：起源株） 製造販売元／ファイザー株式会社技術提携／

BIONTECH
コミナティ筋注5～11歳用（1価：起源株） 製造販売元／ファイザー株式会社技術提携／

BIONTECH
コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（1価：起源株） 製造販売元／ファイザー株式会社技術提携／

BIONTECH
コミナティRTU筋注（2価：起源株／オミクロン株BA.1） 製造販売元／ファイザー株式会社技術提携／

BIONTECH
コミナティRTU筋注（2価：起源株／オミクロン株BA.4-5） 製造販売元／ファイザー株式会社技術提携／

BIONTECH
コミナティ筋注5～11歳用（2価：起源株／オミクロン株BA.4-5） 製造販売元／ファイザー株式会社技術提携／

BIONTECH
ベネフィクス静注用500／ベネフィクス静注用1000／ベネフィクス静注用2000／ベネフィクス静注用3000 製造販売元／ファイザー株式会社
アメパロモカプセル250mg 製造販売／ファイザー株式会社
アネメトロ点滴静注液500mg 製造販売元／ファイザー株式会社
チャンピックス錠0.5mg／チャンピックス錠1mg 製造販売元／ファイザー株式会社
ゼルフィルム／眼科用ゼルフィルム *製造販売（輸入）／ファイザー株式会社
ベスレミ皮下注250μgシリンジ／ベスレミ皮下注500μgシリンジ 製造販売元／ファーマエッセンシアジャパン株式

会社
アイノフロー吸入用800ppm 選任外国製造医薬品等製造販売業者／エア・

ウォーター株式会社外国製造医薬品等特例承認取
得者／マリンクロット マニュファクチュアリン
グ　エルエルシー（米国）製造（輸入）業者／住
友精化株式会社

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 製造販売元／堀井薬品工業株式会社
**ジメチコン内用液2％「ホリイ」／**ジメチコン錠40mg「ホリイ」／**ジメチコン錠80mg「ホリイ」 製造販売元／堀井薬品工業株式会社
**ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ホリイ」 製造販売元／堀井薬品工業株式会社
センノシド錠12mg「ホリイ」 製造販売元／堀井薬品工業株式会社
バリコンミール 製造販売元／堀井薬品工業株式会社
硫酸バリウム散98.8％「ホリイ」 製造販売元／堀井薬品工業株式会社
硫酸バリウム散97.5％「ホリイ」 製造販売元／堀井薬品工業株式会社
マグコロール散68％分包50g／マグコロール散68％分包100g 製造販売元／堀井薬品工業株式会社
マグコロール内用液13.6％分包250mL 製造販売元／堀井薬品工業株式会社
バロス発泡顆粒 製造販売元／堀井薬品工業株式会社
バロス発泡顆粒−S 製造販売元／堀井薬品工業株式会社
ピムロ顆粒 製造販売元／本草製薬株式会社
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05％「MYK」／クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム
0.05％「MYK」

販売元／日医工株式会社製造販売元／前田薬品工
業株式会社
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クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05％「MYK」／クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム
0.05％「MYK」

発売元／佐藤製薬株式会社製造販売元／前田薬品
工業株式会社

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」 発売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
前田薬品工業株式会社

クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 販売元／日医工株式会社製造販売元／前田薬品工
業株式会社

クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 発売元／佐藤製薬株式会社製造販売元／前田薬品
工業株式会社

ジフルプレドナート軟膏0.05％「MYK」／ジフルプレドナートローション0.05％「MYK」 発売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
前田薬品工業株式会社

デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1％「MYK」／デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1％
「MYK」／デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1％「MYK」

発売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
前田薬品工業株式会社

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05％「MYK」／ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸
エステルクリーム0.05％「MYK」／ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05％「MYK」

販売元／日医工株式会社製造販売元／前田薬品工
業株式会社

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05％「MYK」／ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸
エステルクリーム0.05％「MYK」／ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05％「MYK」

発売元／佐藤製薬株式会社製造販売元／前田薬品
工業株式会社

モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「MYK」／モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%
「MYK」／モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」

販売元／日医工株式会社製造販売元／前田薬品工
業株式会社

ケトコナゾールクリーム2％「MYK」／ケトコナゾールローション2％「MYK」 発売元／共和薬品工業株式会社製造販売元／前田
薬品工業株式会社

テルビナフィン塩酸塩外用液1%「MYK」 販売元／日医工株式会社製造販売元／前田薬品工
業株式会社

デルマクリンA軟膏１％ 販売元／ミヤリサン製薬株式会社販売提携／株式
会社ミノファーゲン製薬製造販売元／摩耶堂製薬
株式会社

デルマクリンクリーム１％ 販売元／ミヤリサン製薬株式会社販売提携／株式
会社ミノファーゲン製薬製造販売元／摩耶堂製薬
株式会社

ハイデルマートクリーム２％ 販売元／ミヤリサン製薬株式会社販売提携／株式
会社ミノファーゲン製薬製造販売元／摩耶堂製薬
株式会社

** プロポフォール静注1％20mL「マルイシ」／** プロポフォール静注1％50mL「マルイシ」／** プロポフォー
ル静注1％100mL「マルイシ」

製造販売（輸入）元／丸石製薬株式会社提携／
B.Braun Melsungen AG（ドイツ）

** プロポフォール静注2％50mL「マルイシ」 製造販売（輸入）元／丸石製薬株式会社提携／
B.Braun Melsungen AG（ドイツ）

セボフレン吸入麻酔液 製造販売元／丸石製薬株式会社
ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／丸石製薬株式

会社
ホリゾン錠2mg／ホリゾン錠5mg／ホリゾン散1％ 製造販売元／丸石製薬株式会社
ドルミカム注射液10mg 製造販売元／丸石製薬株式会社
ホリゾン注射液１０ｍｇ 製造販売元／丸石製薬株式会社
フェノバルビタール散10％「マルイシ」 発売元／吉田製薬株式会社製造販売元／丸石製薬

株式会社
アセトアミノフェン細粒20％「マルイシ」 製造販売元／丸石製薬株式会社
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」／アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」／アセトアミノフェン錠
500mg「マルイシ」

製造販売元／丸石製薬株式会社

ソセゴン錠25mg 製造販売元／丸石製薬株式会社提携／SANOFI
トアラセット配合錠「マルイシ」 製造販売元／丸石製薬株式会社
ソセゴン注射液15mg 製造販売元／丸石製薬株式会社提携／SANOFI
ソセゴン注射液30mg 製造販売元／丸石製薬株式会社提携／SANOFI
ポプスカイン0.25％注25mg/10mL 製造販売元／丸石製薬株式会社
ポプスカイン0.75％注75mg/10mL 製造販売元／丸石製薬株式会社
ポプスカイン0.75％注150mg/20mL 製造販売元／丸石製薬株式会社
ポプスカイン0.5％注50mg/10mL 製造販売元／丸石製薬株式会社
ポプスカイン0.25％注シリンジ25mg/10mL 製造販売元／丸石製薬株式会社
ポプスカイン0.75％注シリンジ75mg/10mL 製造販売元／丸石製薬株式会社
ポプスカイン0.25％注バッグ250mg/100mL 製造販売元／丸石製薬株式会社
ポプスカイン0.5％注シリンジ50mg/10mL 製造販売元／丸石製薬株式会社
スキサメトニウム注40「マルイシ」／スキサメトニウム注100「マルイシ」 製造販売元／丸石製薬株式会社
ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／２．５ｍＬ「マルイシ」／ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍ
Ｌ「マルイシ」

製造販売元／丸石製薬株式会社

カフェイン水和物原末「マルイシ」 販売元／ニプロ株式会社製造販売元／丸石製薬株
式会社

ブレビブロック注 １００ｍｇ 製造販売元／丸石製薬株式会社
ニトプロ持続静注液6mg／ニトプロ持続静注液30mg 製造販売元／丸石製薬株式会社
プロスタンディン点滴静注用500μg 製造販売元／丸石製薬株式会社
プロスタンディン注射用20μg 製造販売元／丸石製薬株式会社
サリパラ液 製造販売元／丸石製薬株式会社
タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／丸石製薬株式

会社
ジアスターゼ原末「マルイシ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／丸石製薬株式

会社
乾燥水酸化アルミニウムゲル原末「マルイシ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／丸石製薬株式

会社
グリセリン「マルイシ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／丸石製薬株式

会社
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 製造販売元／丸石製薬株式会社
プロスタルモン・F注射液1000／プロスタルモン・F注射液2000 製造販売元／丸石製薬株式会社
プレポダインスクラブ０．７５％ 製造販売元／丸石製薬株式会社
プレポダインソリューション１％ 製造販売元／丸石製薬株式会社
プレポダインフィールド１％ 製造販売元／丸石製薬株式会社
オキシドール消毒用液「マルイシ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／丸石製薬株式

会社
エタノール「マルイシ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／丸石製薬株式

会社
無水エタノール「マルイシ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／丸石製薬株式

会社
無水エタノール「マルイシ」 発売元／健栄製薬株式会社製造販売元／丸石製薬

株式会社
ウエルパス手指消毒液０．２％ 製造販売元／丸石製薬株式会社
ウエルパス手指消毒液０．２％ 販売元／アルフレッサ　ファーマ株式会社製造販

売元／丸石製薬株式会社
マスキンＷ・エタノール液（０．５Ｗ／Ｖ％） 製造販売元／丸石製薬株式会社
マスキンＲ・エタノール液（０．５Ｗ／Ｖ％） 製造販売元／丸石製薬株式会社
マスキンＲ・エタノール液（０．５Ｗ／Ｖ％） 販売／ニプロ株式会社製造販売元／丸石製薬株式

会社
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マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 製造販売元／丸石製薬株式会社
マスキンスクラブ４％ 製造販売元／丸石製薬株式会社
ウエルアップハンドローション0.5％ 発売・技術提携／吉田製薬株式会社製造販売元／

丸石製薬株式会社
ウエルアップハンドローション1％ 発売・技術提携／吉田製薬株式会社製造販売元／

丸石製薬株式会社
マスキンOR・エタノール消毒液1％ 製造販売元／丸石製薬株式会社
ハイジール消毒用液１０％ 製造販売元／丸石製薬株式会社
デラキシー配合顆粒 製造販売元／丸石製薬株式会社
注射用エフオーワイ100 製造販売元／丸石製薬株式会社
注射用エフオーワイ500 製造販売元／丸石製薬株式会社
注射用カタクロット20mg／注射用カタクロット40mg 製造販売元／丸石製薬株式会社
カタクロット注射液20mg／カタクロット注射液40mg 製造販売元／丸石製薬株式会社
注射用エラスポール100 製造販売元／丸石製薬株式会社
乳糖水和物原末「マルイシ」　（粒状） 販元／ニプロ株式会社製造販売元／丸石製薬株式

会社
オリブ油 販売／ニプロ株式会社製造販売元／丸石製薬株式

会社
ホスコＨ−１５／ホスコＥ−７５／ホスコＳ−５５ 製造販売元／丸石製薬株式会社
ステリハイドＬ２Ｗ／Ｖ％液／ステリハイドＬ２０Ｗ／Ｖ％液 製造販売元／丸石製薬株式会社
ステリスコープ３Ｗ／Ｖ％液 製造販売元／丸石製薬株式会社
ラピフォートワイプ2.5% 製造販売／マルホ株式会社
強力ポステリザン（軟膏） 製造販売／マルホ株式会社提携／ドクトル・カー

デ製薬会社
ゼビアックスローション2％／ゼビアックス油性クリーム2％ 製造販売／マルホ株式会社
コムクロシャンプー0.05％ 製造販売（輸入）／マルホ株式会社提携／

GALDERMA
ボアラ軟膏0.12％／ボアラクリーム0.12％ 製造販売／マルホ株式会社
エキザルベ 製造販売／マルホ株式会社提携／ドクトル・カー

デ製薬会社
ヒルドイドゲル0.3％ 製造販売／マルホ株式会社
アスタットクリーム１％／アスタット外用液１％／アスタット軟膏１％ 製造販売／マルホ株式会社
オキサロール軟膏25μg／g／オキサロールローション25μg／g 製造販売／マルホ株式会社
プロトピック軟膏0.1％ 製造販売／マルホ株式会社
プロトピック軟膏0.03％小児用 製造販売／マルホ株式会社
ディフェリンゲル0.1% 製造販売（輸入）／マルホ株式会社提携／

GALDERMA
ベピオゲル2.5%／ベピオローション2.5% 製造販売／マルホ株式会社
ロゼックスゲル0.75% 製造販売（輸入）／マルホ株式会社提携／

GALDERMA
リネイルゲル10% 製造販売／マルホ株式会社
マーデュオックス軟膏 製造販売／マルホ株式会社
エピデュオゲル 製造販売（輸入）／マルホ株式会社提携／

GALDERMA
ヘマンジオルシロップ小児用0.375％ 製造販売／マルホ株式会社提携／Pierre　Fabre

DERMATOLOGIE
ヒルドイドソフト軟膏0.3％ 製造販売／マルホ株式会社
ヒルドイドクリーム0.3％ 製造販売／マルホ株式会社
ヒルドイドローション0.3％ 製造販売／マルホ株式会社
ヒルドイドフォーム0.3％ 製造販売／マルホ株式会社
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ 製造販売／マルホ株式会社提携／中外製薬株式会

社
ファロム錠150mg／ファロム錠200mg 製造販売（輸入）／マルホ株式会社
ファロムドライシロップ小児用10％ 製造販売（輸入）／マルホ株式会社
アメナリーフ錠200mg 製造販売／マルホ株式会社
**ビダラビンクリーム3%「マルホ」 製造販売／マルホ株式会社
バルサルタンOD錠20mg「ファイザー」／バルサルタンOD錠40mg「ファイザー」／バルサルタンOD錠80mg「ファイ
ザー」／バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」

製造販売元／マイラン製薬株式会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

カルタン錠250／カルタン錠500／カルタン細粒83％ 製造販売元／マイラン製薬株式会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

カルタン錠500／カルタン細粒83％ 製造販売元／マイラン製薬株式会社販売元／扶桑
薬品工業株式会社

カルタンOD錠250mg／カルタンOD錠500mg 製造販売元／マイラン製薬株式会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

カルタンOD錠500mg 製造販売元／マイラン製薬株式会社販売元／扶桑
薬品工業株式会社

**ツロブテロールテープ0.5mg「VTRS」／**ツロブテロールテープ1mg「VTRS」／**ツロブテロールテープ2mg
「VTRS」

**製造販売元／マイラン製薬株式会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

グラニセトロン静注液1mg「マイラン」／グラニセトロン静注液3mg「マイラン」／グラニセトロン点滴静注バッ
グ3mg/50mL「マイラン」／グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「マイラン」

製造販売元／マイラン製薬株式会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

ナフトピジルOD錠25mg「ファイザー」／ナフトピジルOD錠50mg「ファイザー」／ナフトピジルOD錠75mg「ファイ
ザー」

製造販売元／マイラン製薬株式会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

カチリ「ホエイ」 ※販売／ニプロ株式会社製造販売／マイラン製薬
株式会社

アデラビン9号注1mL／アデラビン9号注2mL 製造販売元／マイラン製薬株式会社※※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

チオラ錠100 製造販売元／マイラン製薬株式会社※※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」／球形吸着炭細粒「マイラン」 ※※発売元／マイランEPD合同会社製造販売元／
マイラン製薬株式会社

球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」／球形吸着炭細粒「マイラン」 販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／マイ
ラン製薬株式会社

ニシスタゴンカプセル50mg／ニシスタゴンカプセル150mg 製造販売元／マイラン製薬株式会社発売元／マイ
ランEPD合同会社

ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」／ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 販売元／杏林製薬株式会社発売元／キョーリンリ
メディオ株式会社製造販売元／マイラン製薬株式
会社

エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」／エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 発売元／日本化薬株式会社※製造販売元／マイラ
ン製薬株式会社

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ＮＫ」／イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ＮＫ」 発売元／日本化薬株式会社※製造販売元／マイラ
ン製薬株式会社

ビカルタミド錠80mg「マイラン」 販売元／杏林製薬株式会社発売元／キョーリンリ
メディオ株式会社製造販売元／マイラン製薬株式
会社

カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」／カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」／カルボプラチン点滴静注液
450mg「NK」

製造販売元／マイラン製薬株式会社発売元／日本
化薬株式会社
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ペミロラストＫ錠5mg「マイラン」／ペミロラストＫ錠10mg「マイラン」／ペミロラストＫドライシロップ0.5%
「マイラン」

製造販売元／マイラン製薬株式会社※※、※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

クラリスロマイシン錠50mg小児用「マイラン」 製造販売元／マイラン製薬株式会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」 製造販売元／マイラン製薬株式会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

※※親水クリーム「ホエイ」 販　売／ニプロ株式会社製造販売／マイラン製薬
株式会社

※※プロポフォール1％静注20mL「VTRS」／※※プロポフォール1％静注50mL「VTRS」／※※プロポフォール1％
静注100mL「VTRS」

※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

イソフルラン吸入麻酔液「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

※※セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

ブロムワレリル尿素「ホエイ」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

メンドンカプセル7.5mg 製造販売元／マイランEPD合同会社
フェノバルビタール「ホエイ」原末／フェノバルビタール散10％「ホエイ」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
※アセトアミノフェン「VTRS」原末 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
アンヒバ坐剤小児用50mg／アンヒバ坐剤小児用100mg／アンヒバ坐剤小児用200mg 製造販売元／マイランEPD合同会社
アスピリン「ホエイ」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
トアラセット配合錠「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
**ペルゴリド錠50μg「VTRS」／**ペルゴリド錠250μg「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
※※プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「VTRS」／※※プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
パロキセチン錠5mg「VTRS」／パロキセチン錠10mg「VTRS」／パロキセチン錠20mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
*クエチアピン錠25mg「VTRS」／*クエチアピン錠100mg「VTRS」／*クエチアピン錠200mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
※※オランザピン細粒1％「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
*オランザピン錠2.5mg「VTRS」／*オランザピン錠5mg「VTRS」／*オランザピン錠10mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
*オランザピンOD錠2.5mg「VTRS」／*オランザピンOD錠5mg「VTRS」／*オランザピンOD錠10mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
**アトモキセチンカプセル5mg「VTRS」／**アトモキセチンカプセル10mg「VTRS」／**アトモキセチンカプセル
25mg「VTRS」／**アトモキセチンカプセル40mg「VTRS」

**製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

エスシタロプラム錠10mg「VTRS」／エスシタロプラム錠20mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

※※リドカイン塩酸塩注射液0.5％「VTRS」／※※リドカイン塩酸塩注射液1％「VTRS」／※※リドカイン塩酸塩
注射液2％「VTRS」

※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

チアトンカプセル5mg／チアトンカプセル10mg 製造販売元／マイランEPD合同会社
硫酸アトロピン「ホエイ」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
ロートエキス散「ホエイ」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
クロモグリク酸Na点眼液2％「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
**レボフロキサシン点眼液0.5％「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
**レボフロキサシン点眼液1.5％「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
**レボカバスチン点眼液0.025％「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
※※ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
※※、※ケトチフェン点鼻液0.05％「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
アンナカ「ホエイ」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
カフェイン水和物「VTRS」原末 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
※※、※ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
※※、※ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」／※※、※ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット
「VTRS」

※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

※※ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

※※ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」／※※ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

キニジン硫酸塩「VTRS」原末／キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」／ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

**ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

*フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」／*フレカイニド酢酸塩錠100mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

*エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「VTRS」／*エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「VTRS」／*エナラプリルマレ
イン酸塩錠10mg「VTRS」

*製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

*イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「VTRS」／*イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

イミダプリル塩酸塩錠10mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

*カルベジロール錠1.25mg「VTRS」／*カルベジロール錠2.5mg「VTRS」／*カルベジロール錠10mg「VTRS」／*カ
ルベジロール錠20mg「VTRS」

*製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

ロサルタンK錠25mg「VTRS」／ロサルタンK錠50mg「VTRS」／ロサルタンK錠100mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

*バルサルタン錠20mg「VTRS」／*バルサルタン錠40mg「VTRS」／*バルサルタン錠80mg「VTRS」／*バルサルタン
錠160mg「VTRS」

*製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社
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オルメサルタンOD錠5mg「VTRS」／オルメサルタンOD錠10mg「VTRS」／オルメサルタンOD錠20mg「VTRS」／オル
メサルタンOD錠40mg「VTRS」

製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

ロサルヒド配合錠LD「VTRS」／ロサルヒド配合錠HD「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

*アムバロ配合錠「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

イルアミクス配合錠LD「VTRS」／イルアミクス配合錠HD「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

スマトリプタン錠50mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

※※ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

*リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

トライコア錠53.3mg／トライコア錠80mg 製造販売元／マイランEPD合同会社発売元／あす
か製薬株式会社販売元／武田薬品工業株式会社

シンバスタチン錠5mg「VTRS」／シンバスタチン錠10mg「VTRS」／シンバスタチン錠20mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

*ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」／*ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」／*ピタバスタチンCa錠4mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

ピタバスタチンCa・OD錠1mg「VTRS」／ピタバスタチンCa・OD錠2mg「VTRS」／ピタバスタチンCa・OD錠4mg
「VTRS」

製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

ロスバスタチン錠2.5mg「VTRS」／ロスバスタチン錠5mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

*ボセンタン錠62.5mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

グリマッケン注（200mL）／グリマッケン注（300mL）／グリマッケン注（500mL） ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※、※
販売元／ヴィアトリス製薬株式会社

フスコデ配合錠 製造販売元／マイランEPD合同会社
フスコデ配合シロップ 製造販売元／マイランEPD合同会社
カフコデN配合錠 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
リン酸コデイン散1%「ホエイ」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
リン酸コデイン錠5mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
リン酸ジヒドロコデイン散1％「ホエイ」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
※※、※タンニン酸アルブミン「VTRS」原末 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
ラフチジン錠5mg「VTRS」／ラフチジン錠10mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
※レバミピド錠100mg「VTRS」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
**ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
**ラベプラゾールNa錠20mg「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
*ラベプラゾールNa錠5mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
ジアスターゼ「ホエイ」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※、※

販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
※※、※パンクレアチン「VTRS」原末 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
乾燥酵母「VTRS」原末 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
ホミカエキス散「ホエイ」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※、※

販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
※※、※炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末／※※、※炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
※酸化マグネシウム錠250mg「VTRS」／※酸化マグネシウム錠330mg「VTRS」／※酸化マグネシウム錠500mg
「VTRS」

※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

※※センノシド錠12mg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

ガナトン錠50mg 製造販売元／マイランEPD合同会社
※メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「VTRS」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
ポリフル錠500mg／ポリフル細粒83.3% 製造販売元／マイランEPD合同会社
プレドニゾロン錠1mg「VTRS」／プレドニゾロン錠5mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
デュタステリドカプセル0.5mgZA「MYL」 製造販売元／マイランEPD合同会社
*フィナステリド錠0.2mg「VTRS」／*フィナステリド錠1mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
ジエノゲスト錠1mg「MYL」 製造販売元／マイランEPD合同会社
*タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「VTRS」／*タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
ナフトピジル錠25mg「VTRS」／ナフトピジル錠50mg「VTRS」／ナフトピジル錠75mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
※※、※ポビドンヨードゲル10％「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
※※、※ポビドンヨード外用液10％「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
オキシドール「ホエイ」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
*ベンザルコニウム塩化物消毒用液10w/v％「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
※※ベンザルコニウム塩化物ラビング消毒用液0.2w/v％「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
※※、※アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液10w/w％「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
プレドニゾロン軟膏0.5%「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
亜鉛華軟膏「ホエイ」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※、※

販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
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*酸化亜鉛「VTRS」原末 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

亜鉛華（10％）単軟膏「ホエイ」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※、※
販売元／ヴィアトリス製薬株式会社

フエナゾール軟膏5％／フエナゾールクリーム5％ 製造販売元／**,*マイランEPD合同会社
カチリ「ホエイ」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
※ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「VTRS」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
※※、※テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
※※,※硝酸銀「VTRS」原末 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
ネグミンシュガー軟膏 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※、※

販売元／ヴィアトリス製薬株式会社
※※マキサカルシトール静注透析用2.5μg「VTRS」／※※マキサカルシトール静注透析用5μg「VTRS」／※※マ
キサカルシトール静注透析用10μg「VTRS」

※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

※※チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「VTRS」／※※チアミン塩化物塩酸塩注射液20mg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

※トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「VTRS」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

アリチア配合錠 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

※※、※乳酸カルシウム「VTRS」原末 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

ヨウ化カリウム「ホエイ」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

フェロ・グラデュメット錠105mg 製造販売元／*マイランEPD合同会社
※※ブドウ糖注射液5％「VTRS」（20mL）／※※ブドウ糖注射液5％「VTRS」（250mL）／※※ブドウ糖注射液5％
「VTRS」（500mL）／※※ブドウ糖注射液20％「VTRS」（20mL）

※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

**ブドウ糖注射液20％「VTRS」 発売元／沢井製薬株式会社**製造販売元／マイラ
ンEPD合同会社

※※,※生理食塩液「VTRS」（20mL）／※※,※生理食塩液「VTRS」（100mL）／※※,※生理食塩液「VTRS」
（250mL）／※※,※生理食塩液「VTRS」（500mL）

※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

**,*生理食塩液「VTRS」 発売元／沢井製薬株式会社**製造販売元／マイラ
ンEPD合同会社

アステマリン3号ＭＧ輸液 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※、※
販売元／ヴィアトリス製薬株式会社

ニソリ輸液 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※、※
販売元／ヴィアトリス製薬株式会社

ニソリ・Ｓ注 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※、※
販売元／ヴィアトリス製薬株式会社

ニソリM注（250mLボトル）／ニソリM注（250mLバッグ）／ニソリM注（500mLボトル）／ニソリM注（500mLバッ
グ）

※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※、※
販売元／ヴィアトリス製薬株式会社

ペンライブ注 (200mLボトル)／ペンライブ注 (200mLバッグ)／ペンライブ注 (300mLボトル)／ペンライブ注
(300mLバッグ)／ペンライブ注 (500mLボトル)／ペンライブ注 (500mLバッグ)

※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※、※
販売元／ヴィアトリス製薬株式会社

ペロール注 (300mLボトル)／ペロール注 (300mLバッグ)／ペロール注 (500mLボトル)／ペロール注 (500mLバッ
グ)

※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※、※
販売元／ヴィアトリス製薬株式会社

**ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

※シロスタゾール錠50mg「VTRS」／※シロスタゾール錠100mg「VTRS」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

※シロスタゾールOD錠50mg「VTRS」／※シロスタゾールOD錠100mg「VTRS」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

*ベラプロストNa錠20μg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

※※アスピリン腸溶錠100mg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

※クロピドグレル錠25mg「VTRS」／※クロピドグレル錠75mg「VTRS」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

**グリメピリド錠0.5mg「VTRS」／**グリメピリド錠1mg「VTRS」／**グリメピリド錠3mg「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

*メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「VTRS」／*メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

*ボグリボース錠0.2mg「VTRS」／*ボグリボース錠0.3mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

**ピオグリタゾン錠15mg「VTRS」／**ピオグリタゾン錠30mg「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

ピオグリタゾンOD錠15mg「VTRS」／ピオグリタゾンOD錠30mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」／シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」／シクロスポリンカプセル50mg
「VTRS」／シクロスポリン細粒17％「VTRS」

製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」／シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社発売元／サン
ファーマ株式会社

**エパルレスタット錠50mg「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

*タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」／*タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

*タクロリムスカプセル5mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

※アレンドロン酸錠5mg「VTRS」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

※アレンドロン酸錠35mg「VTRS」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

*リセドロン酸Na錠2.5mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

※シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

※※ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

※※ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社
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販売名 企業名

ダルベポエチン　アルファBS注射液5μgシリンジ「MYL」／ダルベポエチン　アルファBS注射液10μgシリンジ
「MYL」／ダルベポエチン　アルファBS注射液15μgシリンジ「MYL」／ダルベポエチン　アルファBS注射液20μg
シリンジ「MYL」／ダルベポエチン　アルファBS注射液30μgシリンジ「MYL」／ダルベポエチン　アルファBS注
射液40μgシリンジ「MYL」／ダルベポエチン　アルファBS注射液60μgシリンジ「MYL」／ダルベポエチン　アル
ファBS注射液120μgシリンジ「MYL」／ダルベポエチン　アルファBS注射液180μgシリンジ「MYL」

製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ
アトリス製薬株式会社

タモキシフェン錠10mg「MYL」／タモキシフェン錠20mg「MYL」 ＊製造販売元／マイランEPD合同会社
※※、※フルタミド錠125mg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
*ビカルタミド錠80mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
※※エキセメスタン錠25mg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
レトロゾール錠2.5mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
※※無水エタノール注「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
マレイン酸クロルフェニラミン散１％「ホエイ」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
オキサトミドシロップ小児用0.2%「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
*エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」／*エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
*エバスチン錠5mg「VTRS」／*エバスチン錠10mg「VTRS」／*エバスチンOD錠5mg「VTRS」／*エバスチンOD錠10mg
「VTRS」

*製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

**オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「VTRS」／**オロパタジン塩酸塩錠5mg「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

**オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「VTRS」／**オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

※※モンテルカスト細粒4mg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

**モンテルカストチュアブル錠5mg「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

**モンテルカスト錠5mg「VTRS」／**モンテルカスト錠10mg「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

*ロラタジン錠10mg「VTRS」／*ロラタジンOD錠10mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

※※バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

※※バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」／※※バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

※テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

※※セフタジジム静注用0.5g「VTRS」／※※セフタジジム静注用1g「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売
元／ヴィアトリス製薬株式会社

**セフトリアキソンＮａ静注用0.5g「VTRS」／**セフトリアキソンＮａ静注用1g「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

**セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ1g「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／
ヴィアトリス製薬株式会社

エリスロシンドライシロップ10％／エリスロシンドライシロップW20％／エリスロシンW顆粒20％ 製造販売元／マイランEPD合同会社
エリスロシン錠100mg／エリスロシン錠200mg 製造販売元／マイランEPD合同会社
エリスロシン点滴静注用500mg 製造販売元／マイランEPD合同会社
バレオンカプセル100mg／バレオン錠200mg 製造販売元／マイランEPD合同会社
トスキサシン錠75mg／トスキサシン錠150mg 製造販売元／マイランEPD合同会社
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
※※アシクロビル錠200mg「VTRS」／※※アシクロビル錠400mg「VTRS」 ※※製造販売元／マイランEPD合同会社※※販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
**エンテカビル錠0.5mg「VTRS」 **製造販売元／マイランEPD合同会社**販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
*ファムシクロビル錠250mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
イトラコナゾール内用液1％「VTRS」 製造販売元／マイランEPD合同会社販売元／ヴィ

アトリス製薬株式会社
*テルビナフィン錠125mg「VTRS」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
※チモール「VTRS」原末 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
乳糖「ホエイ」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
トウモロコシデンプン「ホエイ」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
黄色ワセリン ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
親水ワセリン「ホエイ」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
白色ワセリン ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
サラシミツロウ「ホエイ」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
単軟膏「ホエイ」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
親水クリーム「ホエイ」 *製造販売元／マイランEPD合同会社*販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
ソルバノン ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
l-メントール「ホエイ」 ※製造販売元／マイランEPD合同会社※販売元／

ヴィアトリス製薬株式会社
マグミット細粒８３％ ※※製造販売元／マグミット製薬株式会社
マグミット細粒８３％ 販売／日本新薬株式会社発売／シオエ製薬株式会

社※※製造販売元／マグミット製薬株式会社
マグミット錠２００ｍｇ／マグミット錠２５０ｍｇ／マグミット錠３３０ｍｇ／マグミット錠５００ｍｇ ※※製造販売元／マグミット製薬株式会社
マグミット錠２５０ｍｇ／マグミット錠３３０ｍｇ／マグミット錠５００ｍｇ 発売元／丸石製薬株式会社※※製造販売元／マグ

ミット製薬株式会社
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販売名 企業名

マグミット錠２００ｍｇ／マグミット錠２５０ｍｇ／マグミット錠３３０ｍｇ／マグミット錠５００ｍｇ 販売／日本新薬株式会社発売／シオエ製薬株式会
社※※製造販売元／マグミット製薬株式会社

セレコキシブ錠100mg「三笠」／セレコキシブ錠200mg「三笠」 製造販売元／三笠製薬株式会社
トアラセット配合錠「三笠」 製造販売元／三笠製薬株式会社
デュロキセチンカプセル20mg「三笠」／デュロキセチンカプセル30mg「三笠」 製造販売元／三笠製薬株式会社
プレガバリンOD錠25mg「三笠」／プレガバリンOD錠50mg「三笠」／プレガバリンOD錠75mg「三笠」／プレガバリ
ンOD錠150mg「三笠」

製造販売元／三笠製薬株式会社

カリジノゲナーゼ錠50単位「三笠」 発売元／株式会社陽進堂製造販売元／三笠製薬株
式会社

ミカメタン-クリーム1％ 製造販売元／三笠製薬株式会社
フェルビナクスチック軟膏3％「三笠」 製造販売元／三笠製薬株式会社
フェルビナクスチック軟膏3％「三笠」 発売／大正製薬株式会社製造販売／三笠製薬株式

会社
フェルビナクローション3％「三笠」 製造販売元／三笠製薬株式会社
フェルビナク外用ポンプスプレー3％「三笠」 製造販売元／三笠製薬株式会社
フェルビナクテープ 35mg「三笠」／フェルビナクテープ 70mg「三笠」 製造販売元／三笠製薬株式会社
ゼポラスパップ40mg／ゼポラスパップ80mg 製造販売元／三笠製薬株式会社
ゼポラステープ20mg／ゼポラステープ40mg 製造販売元／三笠製薬株式会社
ロキソプロフェンNaパップ１００mg「三笠」／ロキソプロフェンNaパップ２００mg「三笠」 製造販売元／三笠製薬株式会社
ロキソプロフェンNaテープ５０mg「三笠」／ロキソプロフェンNaテープ１００mg「三笠」 製造販売元／三笠製薬株式会社
スチックゼノールA 製造販売元／三笠製薬株式会社
ゼスタッククリーム 製造販売元／三笠製薬株式会社
ミノドロン酸錠1mg「三笠」 製造販売元／三笠製薬株式会社
ミノドロン酸錠50mg「三笠」 製造販売元／三笠製薬株式会社
ミヤBM細粒／ミヤBM錠 製造販売元／ミヤリサン製薬株式会社
アルドメット錠125／アルドメット錠250 製造販売元／株式会社ミノファーゲン製薬
グリチロン配合錠 製造販売元／株式会社ミノファーゲン製薬**販売

元／ＥＡファーマ株式会社
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL／強力ネオミノファーゲンシー静注5mL 製造販売元／株式会社ミノファーゲン製薬**販売

元／ＥＡファーマ株式会社
強力ネオミノファーゲンシー P静注20mL 製造販売元／株式会社ミノファーゲン製薬**販売

元／ＥＡファーマ株式会社
強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL／強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL 製造販売元／株式会社ミノファーゲン製薬**販売

元／ＥＡファーマ株式会社
タルグレチンカプセル75mg 製造販売元／株式会社ミノファーゲン製薬
グリセリン浣腸液50％「ムネ」30mL／グリセリン浣腸液50％「ムネ」60mL／グリセリン浣腸液50％「ムネ」
120mL／グリセリン浣腸液50％「ムネ」150mL

製造販売元／ムネ製薬株式会社発売元／丸石製薬
株式会社

アネレム静注用50mg 製造販売元／ムンディファーマ株式会社
ノルスパンテープ５ｍｇ／ノルスパンテープ１０ｍｇ／ノルスパンテープ２０ｍｇ 製造販売元／ムンディファーマ株式会社
イソジンガーグル液７％ **製造販売元／ムンディファーマ株式会社**発売

／塩野義製薬株式会社
産婦人科用イソジンクリーム5％ **製造販売元／ムンディファーマ株式会社**発売

／塩野義製薬株式会社
イソジンスクラブ液7.5％ **製造販売元／ムンディファーマ株式会社**発売

／塩野義製薬株式会社
イソジンゲル10％ **製造販売元／ムンディファーマ株式会社**発売

／塩野義製薬株式会社
イソジン液10％ **製造販売元／ムンディファーマ株式会社**発売

／塩野義製薬株式会社
イソジンフィールド液10％ **製造販売元／ムンディファーマ株式会社**発売

／塩野義製薬株式会社
イソジンパーム液0.5％ **製造販売元／ムンディファーマ株式会社**発売

／塩野義製薬株式会社
イソジンシュガーパスタ軟膏 **製造販売元／ムンディファーマ株式会社**,*発

売／塩野義製薬株式会社
ジフォルタ注射液20mg 製造販売元／ムンディファーマ株式会社
ムンデシンカプセル100mg 製造販売元／ムンディファーマ株式会社
ゼヴァリン イットリウム（90Y）静注用セット ＊＊発売元／PDRファーマ株式会社＊製造販売元

（輸入）／ムンディファーマ株式会社
ゼヴァリン インジウム（111In）静注用セット ＊＊発売元／PDRファーマ株式会社＊製造販売元

（輸入）／ムンディファーマ株式会社
メイラックス細粒1％ 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
メイラックス錠1mg／メイラックス錠2mg 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
エスゾピクロン錠1mg「明治」／エスゾピクロン錠2mg「明治」／エスゾピクロン錠3mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
レベチラセタム錠250mg「明治」／レベチラセタム錠500mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
レベチラセタムドライシロップ50％「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ディアコミットドライシロップ分包250mg／ディアコミットドライシロップ分包500mg／ディアコミットカプセル
250mg

製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社

レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
トアラセット配合錠「Me」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社販売

元／Meファルマ株式会社
デプロメール錠25／デプロメール錠50／デプロメール錠75 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
パロキセチン錠5mg「明治」／パロキセチン錠10mg「明治」／パロキセチン錠20mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
オランザピン錠2.5mg「明治」／オランザピン錠5mg「明治」／オランザピン錠10mg「明治」／オランザピンOD錠
2.5mg「明治」／オランザピンOD錠5mg「明治」／オランザピンOD錠10mg「明治」／オランザピン細粒1%「明治」

製造販売元／Meiji Seikaファルマ株式会社

アリピプラゾール錠3mg「明治」／アリピプラゾール錠6mg「明治」／アリピプラゾール錠12mg「明治」／アリピ
プラゾール錠24mg「明治」／アリピプラゾールOD錠3mg「明治」／アリピプラゾールOD錠6mg「明治」／アリピプ
ラゾールOD錠12mg「明治」／アリピプラゾールOD錠24mg「明治」／アリピプラゾール散1％「明治」

製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社

アリピプラゾール内用液分包3mg「明治」／アリピプラゾール内用液分包6mg「明治」／アリピプラゾール内用液
分包12mg「明治」

製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社

セルトラリン錠25mg「明治」／セルトラリン錠50mg「明治」／セルトラリン錠100mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
リフレックス錠15mg／リフレックス錠30mg 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
デュロキセチンカプセル20mg「明治」／デュロキセチンカプセル30mg「明治」／デュロキセチンOD錠20mg「明
治」／デュロキセチンOD錠30mg「明治」

製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社

エスシタロプラム錠10mg「明治」／エスシタロプラム錠20mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
エスシタロプラム錠10mg「明治」／エスシタロプラム錠20mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社販売

元／株式会社フェルゼンファーマ
シクレスト舌下錠5mg／シクレスト舌下錠10mg 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ドネペジル塩酸塩錠3mg「明治」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「明治」／ドネペ
ジル塩酸塩OD錠3mg「明治」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」

製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社

メマンチン塩酸塩錠5mg「明治」／メマンチン塩酸塩錠10mg「明治」／メマンチン塩酸塩錠20mg「明治」／メマ
ンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「明治」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」

製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社

エダラボン点滴静注30mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
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パニマイシン点眼液0.3％ 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ホスミシンS耳科用3％ *製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
カルベジロール錠1.25mg「Me」／カルベジロール錠2.5mg「Me」／カルベジロール錠10mg「Me」／カルベジロー
ル錠20mg「Me」

販売元／Meファルマ株式会社製造販売元／Meiji
Seika ファルマ株式会社

ロサルタンK錠25mg「明治」／ロサルタンK錠50mg「明治」／ロサルタンK錠100mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
カンデサルタン錠2mg「明治」／カンデサルタン錠4mg「明治」／カンデサルタン錠8mg「明治」／カンデサルタ
ン錠12mg「明治」／カンデサルタンOD錠2mg「明治」／カンデサルタンOD錠4mg「明治」／カンデサルタンOD錠
8mg「明治」／カンデサルタンOD錠12mg「明治」

製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社

テルミサルタン錠20mg「明治」／テルミサルタン錠40mg「明治」／テルミサルタン錠80mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ロサルヒド配合錠LD「明治」／ロサルヒド配合錠HD「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
アムロジピン錠2.5mg「明治」／アムロジピン錠5mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」／アムロジピンOD錠５mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
アムロジピン錠10mg「明治」／アムロジピンOD錠10mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
プラバスタチンNa錠5mg「Me」／プラバスタチンNa錠10mg「Me」 販売元／Meファルマ株式会社製造販売元／Meiji

Seika ファルマ株式会社
ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」／ロスバスタチンOD錠5mg「明治」 販売元／Meファルマ株式会社製造販売元／Meiji

Seika ファルマ株式会社
ポビドンヨードガーグル液7％「明治」 **製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ファモチジンOD錠10mg「Me」／ファモチジンOD錠20mg「Me」 販売元／Meファルマ株式会社製造販売元／Meiji

Seika ファルマ株式会社
ファモチジンOD錠10mg「Me」／ファモチジンOD錠20mg「Me」 *販売元／株式会社フェルゼンファーマ製造販売

元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ファモチジンOD錠10mg「Me」／ファモチジンOD錠20mg「Me」 販売元／共創未来ファーマ株式会社製造販売元／

Meiji Seika ファルマ株式会社
ファモチジンOD錠10mg「Me」／ファモチジンOD錠20mg「Me」 販売元／株式会社三和化学研究所製造販売元／

Meiji Seika ファルマ株式会社
ラベプラゾールNa塩錠5mg「明治」／ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
エクセラーゼ配合錠 *製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
グラニセトロン静注液1mg「明治」／グラニセトロン静注液3mg「明治」／グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ
「明治」

製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「明治」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「明治」／モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」 *販売元／Meファルマ株式会社製造販売元／Meiji

Seika ファルマ株式会社
SPトローチ0.25mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
デュタステリド錠0.5mgZA「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
デュタステリド錠0.5mgAV「明治」 **製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」／タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ポビドンヨードスクラブ液7.5％「明治」 **製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ポビドンヨードゲル10％「明治」 **製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ポビドンヨード外用液10％「明治」 **製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ポビドンヨードフィールド外用液10％「明治」 *製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
メイスパン配合軟膏 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
フェブキソスタット錠10mg「明治」／フェブキソスタット錠20mg「明治」／フェブキソスタット錠40mg「明治」
／フェブキソスタットOD錠10mg「明治」／フェブキソスタットOD錠20mg「明治」／フェブキソスタットOD錠40mg
「明治」

製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」／メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社販売
元／Meファルマ株式会社

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」／メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社販売
元／株式会社フェルゼンファーマ

リセドロン酸Na錠2.5mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ヒアルロン酸Na関節注25mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ダウノマイシン静注用20mg 製造販売元／Meiji Seikaファルマ株式会社
テラルビシン注射用10mg／テラルビシン注射用20mg **製造販売元／MeijiSeikaファルマ株式会社
ビカルタミド錠80mg「明治」 *製造販売元／MeijiSeikaファルマ株式会社
ビカルタミドOD錠80mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
アナストロゾール錠1mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
イマチニブ錠100mg「明治」／イマチニブ錠200mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
レトロゾール錠2.5mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ハイヤスタ錠10mg 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
注射用レザフィリン100mg 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「明治」／オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」／オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「明
治」／オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」

製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社

モンテルカスト細粒4mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
モンテルカストOD錠5mg「明治」／モンテルカストOD錠10mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
注射用ペニシリンGカリウム20万単位／注射用ペニシリンGカリウム100万単位 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」／*バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ハベカシン注射液25mg／ハベカシン注射液75mg／ハベカシン注射液100mg／ハベカシン注射液200mg 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」／テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
カナマイシンカプセル250mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
カナマイシンシロップ5％「明治」 *製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」／アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ワイドシリン細粒10% 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ワイドシリン細粒20% 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ビクシリンカプセル250mg 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ビクシリンドライシロップ10% 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ビクシリン注射用0.25g／ビクシリン注射用0.5g／ビクシリン注射用1g／ビクシリン注射用2g 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
メイアクトMS小児用細粒10％ 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
メイアクトMS錠100mg 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
メイセリン静注用1g 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
パニマイシン注射液50mg／パニマイシン注射液100mg 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
注射用パニマイシン100mg 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ホスミシン錠250／ホスミシン錠500 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ホスミシンドライシロップ200／ホスミシンドライシロップ400 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ホスミシンS静注用0.5g／ホスミシンS静注用１g／ホスミシンS静注用２g *製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
オラペネム小児用細粒10％ 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
メロペネム点滴静注用0.25g「明治」／メロペネム点滴静注用0.5g「明治」／メロペネム点滴静注用1g「明治」
／メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」／メロペネム点滴静注用バッグ１g「明治」

製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社

オメガシン点滴用0.3g 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
オメガシン点滴用0.3gバッグ 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
スルバシリン静注用0.75ｇ／スルバシリン静注用1.5ｇ／スルバシリン静注用3ｇ 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
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タゾピペ配合静注用2.25「明治」／タゾピペ配合静注用4.5「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
サイクロセリンカプセル250mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」／ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ビクシリンS配合錠 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
注射用ビクシリンS100 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
注射用ビクシリンS500／注射用ビクシリンS1000 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ツベルミン錠100mg 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
スオード錠100 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL「明治」／シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
リネゾリド錠600mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社
ボースデル内用液10 ※製造販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社※

※販売元／協和キリン株式会社
ハリケインゲル歯科用20％ 製造販売元／ アグサジャパン株式会社販売元／

サンデンタル株式会社提携／Beutlich
Pharmaceuticals, LLC (U.S.A.)

メルスモン メルスモン製薬株式会社
アモバン錠7.5／アモバン錠10 製造販売元／サノフィ株式会社販売元／日医工株

式会社
サブリル散分包500mg 製造販売／サノフィ株式会社販売／アルフレッサ

ファーマ株式会社
リルテック錠50 製造販売元／サノフィ株式会社
ブスコパン錠10mg ＊製造販売／サノフィ株式会社
ブスコパン注20mg ＊製造販売／サノフィ株式会社
エホチール錠5mg ＊製造販売／サノフィ株式会社
エホチール注10mg ＊製造販売／サノフィ株式会社
アセタノールカプセル100／アセタノールカプセル200 製造販売／サノフィ株式会社
アンカロン錠100 製造販売元／サノフィ株式会社提携／大正製薬株

式会社
アンカロン注150 製造販売元／サノフィ株式会社提携／大正製薬株

式会社
ラシックス錠10mg／ラシックス錠20mg／ラシックス錠40mg 製造販売元／サノフィ株式会社販売元／日医工株

式会社
ラシックス注100mg 製造販売元／サノフィ株式会社販売元／日医工株

式会社
ラシックス注20mg 製造販売元／サノフィ株式会社販売元／日医工株

式会社
クエストラン粉末44.4％ **製造販売／サノフィ株式会社
セロクラール錠10mg／セロクラール錠20mg／セロクラール細粒４％ 製造販売元／サノフィ株式会社販売元／日医工株

式会社
ビソルボン錠４mg ＊＊製造販売／サノフィ株式会社
ビソルボン注4mg 製造販売元／サノフィ株式会社
ビソルボン吸入液0.2% 製造販売元／サノフィ株式会社
ムコサール錠15mg 製造販売元／サノフィ株式会社
ムコサールドライシロップ1.5% 製造販売元／サノフィ株式会社
インタール吸入液1% 製造販売元／サノフィ株式会社
インタールエアロゾル1mg 製造販売（輸入）／サノフィ株式会社
マーロックス懸濁用配合顆粒 製造販売／サノフィ株式会社
ランタス注カート 製造販売元／サノフィ株式会社
ランタス注100単位／mL 製造販売元／サノフィ株式会社
ランタス注ソロスター 製造販売元／サノフィ株式会社
ランタスXR注ソロスター 製造販売元／サノフィ株式会社
アピドラ注100単位／mL 製造販売元／サノフィ株式会社
アピドラ注カート 製造販売元／サノフィ株式会社
アピドラ注ソロスター 製造販売元／サノフィ株式会社
インスリン　リスプロBS注100単位/mL　HU「サノフィ」 製造販売元／サノフィ株式会社
インスリン　リスプロBS注カート　HU「サノフィ」／インスリン　リスプロBS注ソロスター　HU「サノフィ」 製造販売元／サノフィ株式会社
インスリン　アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」 製造販売元／サノフィ株式会社
インスリン　アスパルトBS注カート NR「サノフィ」 製造販売元／サノフィ株式会社
インスリン　アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 製造販売元／サノフィ株式会社
リキスミア皮下注300μg 製造販売元／サノフィ株式会社
クレキサン皮下注キット2000IU 製造販売元／サノフィ株式会社
プラビックス錠25mg／プラビックス錠75mg 製造販売元／サノフィ株式会社
コンプラビン配合錠 製造販売元／サノフィ株式会社
モゾビル皮下注24mg 製造販売元／サノフィ株式会社
カブリビ注射用10mg 製造販売元／サノフィ株式会社
セレザイム静注用400単位 *製造販売／サノフィ株式会社SANOFI GENZYME
ファブラザイム点滴静注用5mg／ファブラザイム点滴静注用35mg 製造販売元／サノフィ株式会社
アウドラザイム点滴静注液2.9mg 製造販売元／サノフィ株式会社
マイオザイム点滴静注用50mg *製造販売／サノフィ株式会社SANOFI GENZYME
エラプレース点滴静注液6mg 製造販売業者／サノフィ株式会社製造元／Shire

Human Genetic Therapies, Inc., 米国
ラスリテック点滴静注用1.5mg／ラスリテック点滴静注用7.5mg *製造販売／サノフィ株式会社
ネクスビアザイム点滴静注用100mg 製造販売元／サノフィ株式会社
ゼンフォザイム点滴静注用20mg 製造販売元／サノフィ株式会社
アマリール0.5mg錠／アマリール1mg錠／アマリール3mg錠 製造販売元／サノフィ株式会社
ソリクア配合注ソロスター 製造販売元／サノフィ株式会社
アラバ錠10mg／アラバ錠20mg／アラバ錠100mg 製造販売元／サノフィ株式会社
サデルガカプセル100mg *製造販売／サノフィ株式会社SANOFI GENZYME
プラケニル錠200mg 製造販売元／サノフィ株式会社発売元／旭化成

ファーマ株式会社
サイビスクディスポ関節注2mL 製造販売元／サノフィ株式会社
ケブザラ皮下注150mgシリンジ／ケブザラ皮下注200mgシリンジ／ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター／
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター

製造販売元／サノフィ株式会社発売元／旭化成
ファーマ株式会社

フルダラ錠10mg 製造販売元（輸入）／サノフィ株式会社
フルダラ静注用50mg 製造販売元／サノフィ株式会社
エボルトラ点滴静注20mg 製造販売／サノフィ株式会社
タキソテール点滴静注用80mg／タキソテール点滴静注用20mg 製造販売元／サノフィ株式会社
ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL／ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL 製造販売元／サノフィ株式会社
ジェブタナ点滴静注60mg 製造販売元／サノフィ株式会社
カプレルサ錠100mg 製造販売元／サノフィ株式会社
マブキャンパス点滴静注30mg 製造販売元／サノフィ株式会社
ザルトラップ点滴静注100mg／ザルトラップ点滴静注200mg 製造販売元／サノフィ株式会社
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サークリサ点滴静注100mg／サークリサ点滴静注500mg 製造販売元／サノフィ株式会社
リブタヨ点滴静注350mg 製造販売元／サノフィ株式会社
アレグラ錠30mg／アレグラ錠60mg 製造販売元／サノフィ株式会社
アレグラドライシロップ5% 製造販売元／サノフィ株式会社提携先／ADARE社
デュピクセント皮下注300mgシリンジ 製造販売元／サノフィ株式会社提携先／リジェネ

ロン社
デュピクセント皮下注300mgペン 製造販売元／サノフィ株式会社提携先／リジェネ

ロン社
注射用タゴシッド200mg 製造販売元／サノフィ株式会社
クラフォラン注射用0.5g／クラフォラン注射用1g 製造販売元／サノフィ株式会社
ルリッド錠150 製造販売元／サノフィ株式会社
メナクトラ筋注 製造販売元／サノフィ株式会社
メンクアッドフィ筋注 製造販売元／サノフィ株式会社
アクトヒブ 製造販売元／サノフィ株式会社
黄熱ワクチン1人用 製造販売元／サノフィ株式会社
イモバックスポリオ皮下注 製造販売元／サノフィ株式会社
オルプロリクス静注用250／オルプロリクス静注用500／オルプロリクス静注用1000／オルプロリクス静注用2000
／オルプロリクス静注用3000／オルプロリクス静注用4000

製造販売元／サノフィ株式会社

イロクテイト静注用250／イロクテイト静注用500／イロクテイト静注用750／イロクテイト静注用1000／イロク
テイト静注用1500／イロクテイト静注用2000／イロクテイト静注用3000／イロクテイト静注用4000

製造販売元／サノフィ株式会社

サイモグロブリン点滴静注用25mg 製造販売元／サノフィ株式会社
エジャイモ点滴静注1.1g 製造販売元／サノフィ株式会社
プリマキン錠15mg「サノフィ」 製造販売／サノフィ株式会社
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 製造販売元／サノフィ株式会社
ベナンバックス注用300mg 製造販売元／サノフィ株式会社
タイロゲン筋注用0.9mg 製造販売／サノフィ株式会社SANOFI GENZYME
ブロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ

新薬株式会社
ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ

新薬株式会社
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」／アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ

新薬株式会社
ロキソプロフェンNa細粒10％「サワイ」／ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ

新薬株式会社
エチゾラム錠0.25mg「SW」／エチゾラム錠0.5mg「SW」／エチゾラム錠1mg「SW」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ

新薬株式会社
**ケトチフェン点眼液0.05％「日東」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／メ

ディサ新薬株式会社
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MED」／エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MED」／エナラプリルマレイン酸
塩錠10mg「MED」

発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」／イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」／イミダプリル塩酸塩錠10mg
「ケミファ」

販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／メ
ディサ新薬株式会社

*ドキサゾシン錠0.5mg「MED」／*ドキサゾシン錠１mg「MED」／*ドキサゾシン錠２mg「MED」／*ドキサゾシン錠
４mg「MED」

発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

ニコランジル錠2.5mg「サワイ」／ニコランジル錠5mg「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

ニコランジル錠5mg「サワイ」 製造販売元／メディサ新薬株式会社販売元／第一
三共エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会
社

ニコランジル錠5mg「サワイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
メディサ新薬株式会社

ベニジピン塩酸塩錠２mg「サワイ」／ベニジピン塩酸塩錠４mg「サワイ」／ベニジピン塩酸塩錠８mg「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

プラバスタチンNa錠5mg「MED」／プラバスタチンNa錠10mg「MED」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

シンバスタチン錠5mg「SW」／シンバスタチン錠10mg「SW」／シンバスタチン錠20mg「SW」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

ツロブテロールテープ0.5mg「MED」／ツロブテロールテープ1mg「MED」／ツロブテロールテープ2mg「MED」 販売元／杏林製薬株式会社発売元／キョーリンリ
メディオ株式会社製造販売元／メディサ新薬株式
会社

**ファモチジン錠10mg「MED」／**ファモチジン錠20mg「MED」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

レバミピド錠100mg「MED」 発売元／旭化成ファーマ株式会社製造販売元／メ
ディサ新薬株式会社

オメプラゾール錠10「SW」／オメプラゾール錠20「SW」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

グラニセトロン静注液1mg「サワイ」／グラニセトロン静注液3mg「サワイ」／グラニセトロン静注液1mgシリン
ジ「サワイ」／グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」

製造販売元／メディサ新薬株式会社発売元／沢井
製薬株式会社

プロピベリン塩酸塩錠10mg「MED」／プロピベリン塩酸塩錠20mg「MED」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「MED」／タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「MED」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

セファランチン末１％／セファランチン錠１ｍｇ **発売元／化研生薬株式会社**製造販売元／メ
ディサ新薬株式会社

セファランチン注１０ｍｇ **発売元／化研生薬株式会社**製造販売元／メ
ディサ新薬株式会社

ビタダン配合錠 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
メディサ新薬株式会社

イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

*グリクラジド錠20mg「サワイ」／*グリクラジド錠40mg「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

ボグリボースOD錠0.2mg「MED」／ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
メディサ新薬株式会社

**カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

エパルレスタット錠50mg「ケミファ」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／メ
ディサ新薬株式会社

タモキシフェン錠10mg「明治」／タモキシフェン錠20mg「明治」 販売元／Meiji Seika ファルマ株式会社製造販売
元／メディサ新薬株式会社
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トレミフェン錠40mg「サワイ」／**トレミフェン錠60mg「サワイ」 発売元／沢井製薬株式会社製造販売元／メディサ
新薬株式会社

トレミフェン錠40mg「サワイ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
メディサ新薬株式会社

クラリスロマイシンDS10％小児用「EMEC」／クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」 製造販売元／メディサ新薬株式会社発売元／エル
メッド株式会社販売元／日医工株式会社

クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」 製造販売元／メディサ新薬株式会社発売元／エル
メッド株式会社販売元／日医工株式会社

カタプレス錠75μg／カタプレス錠150μg 製造販売／株式会社 Medical Parkland
ペルサンチン錠12.5mg 製造販売／株式会社Medical Parkland
ペルサンチン錠25mg 製造販売／株式会社Medical Parkland
ペルサンチン錠100mg 製造販売／株式会社Medical Parkland
グランダキシン錠50 製造販売元／持田製薬株式会社
テシプール錠1mg 製造販売元／持田製薬株式会社
レクサプロ錠10mg／レクサプロ錠20mg 製造販売元／持田製薬株式会社プロモーション提

携／吉富薬品株式会社提携／Lundbeck
ロコルナール錠50mg／ロコルナール錠100mg 製造販売元／持田製薬株式会社
エパデールEMカプセル2g 製造販売元／持田製薬株式会社
トレプロスト注射液20mg／トレプロスト注射液50mg／トレプロスト注射液100mg／トレプロスト注射液200mg 製造販売元／持田製薬株式会社
トレプロスト吸入液1.74mg 製造販売元／持田製薬株式会社
リアルダ錠1200mg 製造販売元／持田製薬株式会社提携／Nogra

Pharma Ltd.
HCGモチダ筋注用3千単位／HCGモチダ注射用5千単位／HCGモチダ注射用1万単位 製造販売元／持田製薬株式会社
テリパラチドBS皮下注キット600µg「モチダ」 製造販売元／持田製薬株式会社
テスチノンデポー筋注用125mg／テスチノンデポー筋注用250mg 製造販売元／持田製薬株式会社
ペラニンデポー筋注5mg／ペラニンデポー筋注10mg 製造販売元／持田製薬株式会社
エストリール錠100γ／エストリール錠0.5mg／エストリール錠1mg 製造販売元／持田製薬株式会社
プロゲデポー筋注125mg 製造販売元／持田製薬株式会社
プロゲホルモン筋注用10mg／プロゲホルモン筋注用25mg 製造販売元／持田製薬株式会社
ダイホルモン・デポー注 製造販売元／持田製薬株式会社
ルテスデポー注 製造販売元／持田製薬株式会社
デソパン錠60mg 製造販売元／持田製薬株式会社
ディナゲスト錠1mg 製造販売元／持田製薬株式会社
ディナゲストOD錠1mg 製造販売元／持田製薬株式会社
ディナゲスト錠0.5mg 製造販売元／持田製薬株式会社
エストリール腟錠0.5mg 製造販売元／持田製薬株式会社
フロリード腟坐剤100mg 製造販売元／持田製薬株式会社
パルタンM錠0.125mg 製造販売元／持田製薬株式会社
パルタンM注0.2mg 製造販売元／持田製薬株式会社
フロリードDクリーム1% 製造販売元／持田製薬株式会社
経口用トロンビン細粒5千単位／経口用トロンビン細粒1万単位 製造販売元／持田製薬株式会社
トロンビン液モチダ ソフトボトル5千／トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 製造販売元／持田製薬株式会社
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 製造販売元／持田製薬株式会社
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 製造販売元／持田製薬株式会社
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」／ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」 製造販売元／持田製薬株式会社
エパデールカプセル300 製造販売元／持田製薬株式会社
エパデールS300／エパデールS600／エパデールS900 製造販売元／持田製薬株式会社
ウロナーゼ静注用6万単位 製造販売元／持田製薬株式会社
ウロナーゼ冠動注用12万単位 製造販売元／持田製薬株式会社
イソプリノシン錠400mg 製造販売元／持田製薬株式会社提携／ニューポー

ト　ファーマシューティカルズ　リミテッド

ミラクリッド注射液5万単位／ミラクリッド注射液10万単位 製造販売元／持田製薬株式会社
エタネルセプトBS皮下注用10mg「MA」／エタネルセプトBS皮下注用25mg「MA」 製造販売元／持田製薬株式会社販売／あゆみ製薬

株式会社
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」／エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」 製造販売元／持田製薬株式会社販売／あゆみ製薬

株式会社
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」／エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 製造販売元／持田製薬株式会社販売／あゆみ製薬

株式会社
アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」／アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」／アダリムマ
ブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」／アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」

製造販売元／持田製薬株式会社販売／あゆみ製薬
株式会社

アラセナ−A点滴静注用300mg 製造販売元／持田製薬株式会社
アラセナ−A軟膏3%／アラセナ−Aクリーム3% 製造販売元／持田製薬株式会社
フロリードゲル経口用2% 製造販売元／持田製薬株式会社
フロリードゲル経口用2% 製造販売元／持田製薬株式会社販売／株式会社

ジーシー昭和薬品
フロリードF注200mg 製造販売元／持田製薬株式会社
ベセルナクリーム5% 製造販売元／持田製薬株式会社提携／iNova

Pharmaceuticals
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」 製造販売元／森下仁丹株式会社販売元／共創未来

ファーマ株式会社
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」 製造販売元／森下仁丹株式会社販売元／株式会社

三和化学研究所
デュタステリドカプセル0.5mgAV「杏林」 製造販売元／森下仁丹株式会社発売元／キョーリ

ンリメディオ株式会社販売元／杏林製薬株式会社

※※イコサペント酸エチル顆粒状カプセル600mg「MJT」／※※イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg
「MJT」

製造販売元／森下仁丹株式会社

バルサルタン錠20mg「モチダ」／バルサルタン錠40mg「モチダ」／バルサルタン錠80mg「モチダ」／バルサルタ
ン錠160mg「モチダ」

販売／持田製薬株式会社製造販売元／持田製薬販
売株式会社

ロサルヒド配合錠LD「モチダ」／ロサルヒド配合錠HD「モチダ」 販売／持田製薬株式会社製造販売元／持田製薬販
売株式会社

ボセンタン錠 62.5mg「モチダ」 販売／持田製薬株式会社製造販売元／持田製薬販
売株式会社

ボセンタン成人用DS6.25％「モチダ」 販売／持田製薬株式会社製造販売元／持田製薬販
売株式会社

酸化マグネシウム錠250mg「モチダ」／酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 製造販売元／持田製薬販売株式会社販売／持田製
薬株式会社

フリウェル配合錠LD「モチダ」／フリウェル配合錠ULD「モチダ」 販売／持田製薬株式会社製造販売元／持田製薬販
売株式会社

ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 製造販売元／持田製薬販売株式会社販売提携／持
田製薬株式会社

ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」 製造販売元／持田製薬販売株式会社販売提携／持
田製薬株式会社

ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」 製造販売元／持田製薬販売株式会社販売提携／持
田製薬株式会社
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クロピドグレル錠25mg「モチダ」／クロピドグレル錠75mg「モチダ」 販売／持田製薬株式会社製造販売元／持田製薬販
売株式会社

フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」／フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」／フィルグ
ラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」

販売／持田製薬株式会社製造販売元／持田製薬販
売株式会社

ピオグリタゾン錠15mg「モチダ」／ピオグリタゾン錠30mg「モチダ」 *販売／持田製薬株式会社*製造販売元／持田製薬
販売株式会社

レボフロキサシン粒状錠250mg「モチダ」／レボフロキサシン粒状錠500mg「モチダ」 販売／持田製薬株式会社製造販売元／持田製薬販
売株式会社

バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 販売／持田製薬株式会社製造販売元／持田製薬販
売株式会社

スパイクバックス筋注（1価：起源株） 製造販売元／モデルナ・ジャパン株式会社
スパイクバックス筋注（2価：起源株／オミクロン株BA.1） 製造販売元／モデルナ・ジャパン株式会社
スパイクバックス筋注（2価：起源株／オミクロン株BA.4-5） 製造販売元／モデルナ・ジャパン株式会社
グリセリンBC液「ヤクハン」 *販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン

製薬株式会社
ヤクラックスD液1％ **販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン

製薬株式会社
ヤクラックス消毒液0.1％ *販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン

製薬株式会社
ヤクラックス消毒液6％ *販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン

製薬株式会社
ポピヨード液10%* 製造販売元／ヤクハン製薬株式会社
70％イソプロ液「ヤクハン」 ※※販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハ

ン製薬株式会社
エタノール「ヤクハン」 **販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン

製薬株式会社
消毒用エタノール「ヤクハン」 ※販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン

製薬株式会社
消毒用エタライト液 ※販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン

製薬株式会社
消毒用エタライトB液 ※販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン

製薬株式会社
ヤクゾールE液0.1 *販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン

製薬株式会社
ザルコラブ *販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン

製薬株式会社
0.5％グルコジンＷ水 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
グルコジンW・エタノール液0.5％ 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
0.5％グルコジンＲ水 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
グルコジンR・エタノール液0.5% 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
0.05％グルコジンＲ水 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
0.02％グルコジンＷ水 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
0.1％グルコジンＷ水 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
0.05％グルコジンＷ水 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
消毒用グルコジンハンドリキッド0.2％ 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
グルコジン消毒用ハンドローション１％ 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
グルコジン消毒用ハンドローション１％ 提携・発売元／中北薬品株式会社製造販売元／ヤ

クハン製薬株式会社
グルコジン消毒用ハンドローション１％ 販売元／スリーエム ジャパン株式会社製造販売

元／ヤクハン製薬株式会社
グルコン酸クロルヘキシジン液20％「ヤクハン」 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
グルコン酸クロルヘキシジン液20 ％「ヤクハン」 販売／ニプロ株式会社製造販売／ヤクハン製薬株

式会社
ハイポアルコール液2%「ヤクハン」 **販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン

製薬株式会社
*ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日医工」 販売／持田製薬株式会社発売元／日医工株式会社

製造販売元／ヤクハン製薬株式会社
プランルカスト錠１１２．５mg「日医工」／プランルカスト錠２２５mg「日医工」 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
レボフロキサシン錠２５０mg「日医工P」／レボフロキサシン錠５００mg「日医工Ｐ」 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「日医工P」 販売元／日医工株式会社製造販売元／ヤクハン製

薬株式会社
オペプリム 製造販売元／株式会社ヤクルト本社
レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」／レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 *製造販売元／株式会社ヤクルト本社
カンプト点滴静注40mg／カンプト点滴静注100mg 製造販売元／株式会社ヤクルト本社
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／1ｍＬ「ヤクルト」／ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／4ｍＬ「ヤクルト」 製造販売元／株式会社ヤクルト本社
エルプラット点滴静注液50mg／エルプラット点滴静注液100mg／エルプラット点滴静注液200mg 製造販売元／株式会社ヤクルト本社
マイスリー錠5mg／マイスリー錠10mg 製造販売／アステラス製薬株式会社販売提携／サ

ノフィ株式会社提携／SANOFI
セロクエル25mg錠／セロクエル100mg錠／セロクエル200mg錠／セロクエル細粒50％ 製造販売／アステラス製薬株式会社提携／

AstraZeneca UK Ltd
レグナイト錠300mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
トランコロン錠7.5mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
トランコロンP配合錠 製造販売／アステラス製薬株式会社
キックリン顆粒86.2％ 製造販売／アステラス製薬株式会社
キックリンカプセル250mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
コロネル錠500mg／コロネル細粒83.3％ 製造販売／アステラス製薬株式会社
イリボー錠2.5μg／イリボー錠5μg 製造販売／アステラス製薬株式会社
イリボーOD錠2.5μg／イリボーOD錠5μg 製造販売／アステラス製薬株式会社
リンゼス錠0.25mg 製造販売／アステラス製薬株式会社提携／

Ironwood
ハルナールD錠0.1mg／ハルナールD錠0.2mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
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ベシケア錠2.5mg／ベシケア錠5mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
ベシケアOD錠2.5mg／ベシケアOD錠5mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
ベタニス錠25mg／ベタニス錠50mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
スターシス錠30mg／スターシス錠90mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
スーグラ錠25mg／スーグラ錠50mg 製造販売／アステラス製薬株式会社販売提携／寿

製薬株式会社
プログラフ顆粒0.2mg／プログラフ顆粒1mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
プログラフカプセル0.5mg／プログラフカプセル1mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
プログラフカプセル5mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
グラセプターカプセル0.5mg／グラセプターカプセル1mg／グラセプターカプセル5mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
ボノテオ錠1mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
ボノテオ錠50mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
オーファディンカプセル2mg／オーファディンカプセル5mg／オーファディンカプセル10mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
スマイラフ錠50mg／スマイラフ錠100mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
エベレンゾ錠20mg／エベレンゾ錠50mg／エベレンゾ錠100mg 製造販売／アステラス製薬株式会社提携／

FibroGen Inc.
プログラフ注射液2mg／プログラフ注射液5mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
イクスタンジ錠40mg／イクスタンジ錠80mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
ゾスパタ錠40mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
パドセブ点滴静注用20㎎／パドセブ点滴静注用30㎎ 製造販売／アステラス製薬株式会社
ファンガード点滴用25mg／ファンガード点滴用50mg／ファンガード点滴用75mg 製造販売／アステラス製薬株式会社
トラムセット配合錠 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社販売／持

田製薬株式会社
リスパダール錠1mg／リスパダール錠2mg／リスパダール錠3mg／リスパダール細粒1％ 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
リスパダールOD錠0.5mg／リスパダールOD錠1mg／リスパダールOD錠2mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
リスパダール内用液1mg/mL 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
インヴェガ錠3mg／インヴェガ錠6mg／インヴェガ錠9mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
ハロマンス注50mg／ハロマンス注100mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社発売元／

住友ファーマ株式会社
リスパダール コンスタ筋注用25mg／リスパダール コンスタ筋注用37.5mg／リスパダール コンスタ筋注用50mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ／ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ／ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ／ゼプ
リオン水懸筋注100mgシリンジ／ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ

製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社

ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ／ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ／ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシ
リンジ／ゼプリオンTRI水懸筋注525mgシリンジ

製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社

レミニール錠4mg／レミニール錠8mg／レミニール錠12mg／レミニールOD錠4mg／レミニールOD錠8mg／レミニール
OD錠12mg／レミニール内用液4mg/mL

製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社

トラクリア錠62.5mg 製造販売元／*ヤンセンファーマ株式会社
トラクリア小児用分散錠32mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
オプスミット錠10mg 製造販売元／*ヤンセンファーマ株式会社販売提

携先／日本新薬株式会社
エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」／エポプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」 **製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
ロペミン小児用細粒0.05% 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
ロペミンカプセル1mg／ロペミン細粒0.1% 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
ニゾラールクリーム2% 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
ブレーザベスカプセル100mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
ステラーラ点滴静注130mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社販売元／

田辺三菱製薬株式会社
ステラーラ皮下注45mgシリンジ 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社販売元／

田辺三菱製薬株式会社
シンポニー皮下注50mgシリンジ／シンポニー皮下注50mgオートインジェクター 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社発売元／

田辺三菱製薬株式会社
トレムフィア皮下注100mgシリンジ 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社販売元／

大鵬薬品工業株式会社
ザイティガ錠250mg／ザイティガ錠500mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
イムブルビカカプセル140mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
アーリーダ錠60mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社プロモー

ション提携／日本新薬株式会社
ロイスタチン注8mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
ベルケイド注射用3mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
ダラザレックス点滴静注100mg／ダラザレックス点滴静注400mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
ダラキューロ配合皮下注 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
サチュロ錠100mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
プリジスタ錠600mg／プリジスタナイーブ錠800mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
インテレンス錠100mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
エジュラント錠25mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
プレジコビックス配合錠 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
オデフシィ配合錠 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
シムツーザ配合錠 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
リカムビス水懸筋注600mg／リカムビス水懸筋注900mg 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社販売元／

グラクソ・スミスクライン株式会社提携先／
ヴィーブヘルスケア株式会社

イトリゾールカプセル50 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
イトリゾール内用液1% 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
ジェコビデン筋注 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
メベンダゾール錠100 製造販売元／ヤンセンファーマ株式会社
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」／リバスチグミンテープ9mg「YP」／リバスチグミンテープ13.5mg「YP」／リ
バスチグミンテープ18mg「YP」

製造販売元／祐徳薬品工業株式会社

リバスチグミンテープ4.5mg「YP」／リバスチグミンテープ9mg「YP」／リバスチグミンテープ13.5mg「YP」／リ
バスチグミンテープ18mg「YP」

販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／祐徳
薬品工業株式会社

リドカインテープ18mg「YP」 発売元／メディキット株式会社製造販売元／祐徳
薬品工業株式会社

リドカインテープ18mg「YP」 製造販売元／祐徳薬品工業株式会社
ツロブテロールテープ0.5mg「YP」／ツロブテロールテープ1mg「YP」／ツロブテロールテープ2mg「YP」 製造販売元／祐徳薬品工業株式会社
ツロブテロールテープ0.5mg「YP」／ツロブテロールテープ1mg「YP」／ツロブテロールテープ2mg「YP」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／祐徳

薬品工業株式会社
ツロブテロールテープ0.5mg「YP」／ツロブテロールテープ1mg「YP」／ツロブテロールテープ2mg「YP」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／祐徳

薬品工業株式会社
ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「ユートク」 製造販売元／祐徳薬品工業株式会社
ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」／ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」 製造販売元／祐徳薬品工業株式会社
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 製造販売元／祐徳薬品工業株式会社
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」 製造販売元／雪印メグミルク株式会社*発売元／

雪印ビーンスターク株式会社
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」 製造販売元／雪印メグミルク株式会社**、*発売

元／雪印ビーンスターク株式会社
イーケプラ錠250mg／イーケプラ錠500mg 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社
イーケプラドライシロップ50% 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社
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販売名 企業名

ビムパット錠50㎎／ビムパット錠100㎎ 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社販売
元／第一三共株式会社

ビムパットドライシロップ10% 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社販売
元／第一三共株式会社

フィンテプラ内用液2.2mg/mL 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社販売
元／日本新薬株式会社

イーケプラ点滴静注500mg 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社
ビムパット点滴静注100㎎／ビムパット点滴静注200㎎ 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社販売

元／第一三共株式会社
ミオカーム内服液33.3% 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社販売

元／大鵬薬品工業株式会社
シムジア皮下注200㎎シリンジ／シムジア皮下注200㎎オートクリックス 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社発売

元／アステラス製薬株式会社
ビンゼレックス皮下注160mgシリンジ／ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社
ジルテック錠5／ジルテック錠10 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社販売

元／グラクソ・スミスクライン株式会社
ジルテック錠5／ジルテック錠10 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社販売

元／第一三共株式会社
ジルテックドライシロップ1.25% 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社販売

元／グラクソ・スミスクライン株式会社
ジルテックドライシロップ1.25% 製造販売元／ユーシービージャパン株式会社販売

元／第一三共株式会社
ブロチゾラム錠0.25mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
クアゼパム錠15mg「ＹＤ」／クアゼパム錠20mg「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
クアゼパム錠15mg「ＹＤ」／クアゼパム錠20mg「ＹＤ」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社　陽進堂
ゾルピデム酒石酸塩錠５mg「YD」／ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
エスゾピクロン錠1mg「YD」／エスゾピクロン錠2mg「YD」／エスゾピクロン錠3mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
レベチラセタムドライシロップ50％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」／ロキソプロフェンNa細粒10％「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
ザルトプロフェン錠80mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ザルトプロフェン錠80mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
メロキシカム錠５mg「ＹＤ」／メロキシカム錠10mg「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
メロキシカム錠５mg「YD」／メロキシカム錠10mg「YD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社　陽進堂
セレコキシブ錠100mg「YD」／セレコキシブ錠200mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
トアラセット配合錠「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「YD」／プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「YD」 製造販売元／株式会社 陽進堂
パロキセチン錠５mg「YD」／パロキセチン錠10mg「YD」／パロキセチン錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
オランザピン錠2.5mg「YD」／オランザピン錠5mg「YD」／オランザピン錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
オランザピン錠2.5mg「YD」／オランザピン錠5mg「YD」／オランザピン錠10mg「YD」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販

売元／株式会社　陽進堂
アリピプラゾール錠３mg「YD」／アリピプラゾール錠６mg「YD」／アリピプラゾール錠12mg「YD」／アリピプラ
ゾール錠24mg「YD」

製造販売元／株式会社　陽進堂

セルトラリン錠25mg「YD」／セルトラリン錠50mg「YD」／セルトラリン錠100mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ブロナンセリン錠２mg「YD」／ブロナンセリン錠４mg「YD」／ブロナンセリン錠８mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ブロナンセリン錠２mg「YD」／ブロナンセリン錠４mg「YD」／ブロナンセリン錠８mg「YD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社陽進堂
ブロナンセリン錠２mg「YD」／ブロナンセリン錠４mg「YD」／ブロナンセリン錠８mg「YD」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販

売元／株式会社陽進堂
ミルタザピン錠15mg「YD」／ミルタザピン錠30mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ミルタザピン錠15mg「YD」／ミルタザピン錠30mg「YD」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販

売元／株式会社　陽進堂
デュロキセチンカプセル20mg「YD」／デュロキセチンカプセル30mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ドネペジル塩酸塩錠3mg「YD」／ドネペジル塩酸塩錠5mg「YD」／ドネペジル塩酸塩錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」／ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」／ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂販売元／第一三共エ

スファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
プレガバリンOD錠25mg「YD」／プレガバリンOD錠50mg「YD」／プレガバリンOD錠75mg「YD」／プレガバリンOD錠
150mg「YD」

製造販売元／株式会社陽進堂

プレガバリンOD錠25mg「YD」／プレガバリンOD錠75mg「YD」／プレガバリンOD錠150mg「YD」 販売元／辰巳化学株式会社製造販売元／株式会社
陽進堂

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「YD」／メマンチン塩酸塩OD錠10mg「YD」／メマンチン塩酸塩OD錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ガランタミンOD錠4mg「YD」／ガランタミンOD錠8mg「YD」／ガランタミンOD錠12mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
エダラボン点滴静注バッグ30mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
リバスチグミンテープ4.5mg「YD」／リバスチグミンテープ９mg「YD」／リバスチグミンテープ13.5mg「YD」／
リバスチグミンテープ18mg「YD」

製造販売元／株式会社　陽進堂

レボフロキサシン点眼液0.5％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
レボフロキサシン点眼液1.5％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
コールタイジン点鼻液 製造販売元／株式会社　陽進堂
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」／メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
スピロノラクトン錠25mg「YD」／スピロノラクトン錠50mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
スピロノラクトン錠25mg「YD」／スピロノラクトン錠50mg「YD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社陽進堂
スピロノラクトン錠25mg「YD」／スピロノラクトン錠50mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「YD」／イミダプリル塩酸塩錠５mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
イミダプリル塩酸塩錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
テモカプリル塩酸塩錠１mg「YD」／テモカプリル塩酸塩錠２mg「YD」／テモカプリル塩酸塩錠４mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ドキサゾシン錠0.5mg「ＹＤ」／ドキサゾシン錠１mg「ＹＤ」／ドキサゾシン錠２mg「ＹＤ」／ドキサゾシン錠
４mg「ＹＤ」

製造販売元／株式会社　陽進堂

ドキサゾシン錠１mg「ＹＤ」／ドキサゾシン錠２mg「ＹＤ」 発売／高田製薬株式会社製造販売元／株式会社
陽進堂

ドキサゾシン錠１mg「ＹＤ」／ドキサゾシン錠２mg「ＹＤ」 販売／サンド株式会社製造販売元／株式会社　陽
進堂

マニジピン塩酸塩錠５mg「YD」／マニジピン塩酸塩錠10mg「YD」／マニジピン塩酸塩錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
マニジピン塩酸塩錠10mg「YD」／マニジピン塩酸塩錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
ロサルタンカリウム錠25mg「YD」／ロサルタンカリウム錠50mg「YD」／ロサルタンカリウム錠100mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
カンデサルタン錠２mg「YD」／カンデサルタン錠４mg「YD」／カンデサルタン錠８mg「YD」／カンデサルタン錠
12mg「YD」

製造販売元／株式会社陽進堂
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バルサルタン錠20mg「YD」／バルサルタン錠40mg「YD」／バルサルタン錠80mg「YD」／バルサルタン錠160mg
「YD」

製造販売元／株式会社陽進堂

テルミサルタン錠20mg「YD」／テルミサルタン錠40mg「YD」／テルミサルタン錠80mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
アゼルニジピン錠８mg「YD」／アゼルニジピン錠16mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
オルメサルタン錠５mg「YD」／オルメサルタン錠10mg「YD」／オルメサルタン錠20mg「YD」／オルメサルタン錠
40mg「YD」

製造販売元／株式会社陽進堂

ロサルヒド配合錠LD「YD」／ロサルヒド配合錠HD「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
アムバロ配合錠「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
イルアミクス配合錠LD「YD」／イルアミクス配合錠HD「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ジルムロ配合錠LD「YD」／ジルムロ配合錠HD「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
スマトリプタン錠50mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
エレトリプタン錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ベニジピン塩酸塩錠２mg「ＹＤ」／ベニジピン塩酸塩錠４mg「ＹＤ」／ベニジピン塩酸塩錠８mg「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ベニジピン塩酸塩錠２mg「ＹＤ」／ベニジピン塩酸塩錠４mg「ＹＤ」／ベニジピン塩酸塩錠８mg「ＹＤ」 製造販売元／株式会社陽進堂*販売元／第一三共

エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
ベニジピン塩酸塩錠２mg「ＹＤ」／ベニジピン塩酸塩錠４mg「ＹＤ」／ベニジピン塩酸塩錠８mg「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
アムロジピン錠2.5mg「YD」／アムロジピン錠５mg「YD」／アムロジピン錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
アムロジピンOD錠2.5mg「YD」／アムロジピンOD錠５mg「YD」／アムロジピンOD錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
プラバスタチンナトリウム錠５mg「ＹＤ」／プラバスタチンナトリウム錠10mg「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
シンバスタチン錠５mg「YD」／シンバスタチン錠10mg「YD」／シンバスタチン錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
アトルバスタチン錠５mg「YD」／アトルバスタチン錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ピタバスタチンCa錠１mg「YD」／ピタバスタチンCa錠２mg「YD」／ピタバスタチンCa錠４mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ピタバスタチンCa錠１mg「YD」／ピタバスタチンCa錠２mg「YD」／ピタバスタチンCa錠４mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
ロスバスタチン錠2.5mg「YD」／ロスバスタチン錠5mg「YD」／ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」／ロスバスタチ
ンOD錠5mg「YD」

製造販売元／株式会社陽進堂

エゼチミブ錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
エゼチミブ錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂販売元／アルフレッ

サ ファーマ株式会社
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ＹＤ」 製造販売元／株式会社陽進堂
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「YD」／イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「YD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社　陽進堂
炭酸ランタン顆粒分包250mg「YD」／炭酸ランタン顆粒分包500mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
20％マンニットール注射液「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ポビドンヨード含嗽用液７％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ジメチコン錠40mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ジメチコン錠40mg「YD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社　陽進堂
シメチジン錠200mg「YD」／シメチジン錠400mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ファモチジン錠10mg「YD」／ファモチジン錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ファモチジン錠10mg「YD」／ファモチジン錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂*販売元／第一三共

エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
ファモチジンOD錠10mg「YD」／ファモチジンOD錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ファモチジンOD錠10mg「YD」／ファモチジンOD錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂*販売元／第一三共

エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
ファモチジンOD錠20mg「YD」 販売元／ニプロ株式会社製造販売元／株式会社

陽進堂
ニザチジン錠150mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ニザチジンカプセル75mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ラフチジン錠５mg「YD」／ラフチジン錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ソファルコン細粒10％「YD」／ソファルコン細粒20％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
テプレノンカプセル50mg「YD」／テプレノン細粒10％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
テプレノンカプセル50mg「YD」／テプレノン細粒10％「YD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社　陽進堂
テプレノンカプセル50mg「YD」／テプレノン細粒10％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
テプレノンカプセル50mg「YD」 販売元／ニプロ株式会社製造販売元／株式会社

陽進堂
レバミピド錠100mg「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
レバミピド錠100mg「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／第一三共

エスファ株式会社販売提携／第一三共株式会社

レバミピドＯＤ錠100mg「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
エカベトＮａ顆粒66.7％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ポラプレジンク顆粒15％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ラベプラゾールＮａ錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ラベプラゾールＮａ錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ラベプラゾールＮａ錠5mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
エソメプラゾールカプセル10mg「YD」／エソメプラゾールカプセル20mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
健胃配合錠「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
センノシド錠12mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
センノシド錠12mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
ドンペリドン錠５mg「YD」／ドンペリドン錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「YD」／モサプリドクエン酸塩錠５mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
プレドニゾロン錠５mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
デュタステリドカプセル0.5mgZA「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
デュタステリド錠0.5mgAV「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
パラプロスト配合カプセル 製造販売元／株式会社　陽進堂
リトドリン塩酸塩錠５mg「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
オキシブチニン塩酸塩錠１mg「YD」／オキシブチニン塩酸塩錠２mg「YD」／オキシブチニン塩酸塩錠３mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂

オキシブチニン塩酸塩錠２mg「YD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／
株式会社　陽進堂

プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」／プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」／プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂販売元／第一三共エ

スファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
ナフトピジル錠25mg「YD」／ナフトピジル錠50mg「YD」／ナフトピジル錠75mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ナフトピジルOD錠25mg「YD」／ナフトピジルOD錠50mg「YD」／ナフトピジルOD錠75mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
シルデナフィル錠50mgVI「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
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シロドシン錠２mg「YD」／シロドシン錠４mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
シロドシンOD錠２mg「YD」／シロドシンOD錠４mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「YD」／ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
イミダフェナシン錠0.1mg「YD」／イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
イミダフェナシン錠0.1mg「YD」／イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有） 製造販売元／株式会社　陽進堂
ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064％「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ノギロン軟膏0.1％ 製造販売元／株式会社　陽進堂
フルオシノロンアセトニド軟膏0.025％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
プレドニゾロンクリーム0.5％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3％「YD」／プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルク
リーム0.3％「YD」

製造販売元／株式会社　陽進堂

クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05％「YD」／ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
インドメタシンパップ70mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー１％「YD」 製造販売元／株式会社 陽進堂
ロキソプロフェンNaパップ100mg「YD」 製造販売元／株式会社 陽進堂
ロキソプロフェンNaテープ50mg「YD」／ロキソプロフェンNaテープ100mg「YD」 製造販売元／株式会社 陽進堂
ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ビホナゾールクリーム１％「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
アダパレンゲル0.1％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」／カルシトリオールカプセル0.5μg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」／カルシトリオールカプセル0.5μg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
パンテチン錠100mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
パンテチン錠100mg「YD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社　陽進堂
メコバラミン錠500μg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
メナテトレノンカプセル15mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
デルパント配合顆粒 製造販売元／株式会社　陽進堂
マンニットールS注射液 製造販売元／株式会社　陽進堂
ＹＤソリタ−Ｔ１号輸液 (200mL)／ＹＤソリタ−Ｔ１号輸液 (500mL) 製造販売元／株式会社　陽進堂
ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液 (200mL)／ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液 (500mL) 製造販売元／株式会社　陽進堂
ＹＤソリタ−Ｔ３号Ｇ輸液 (200mL)／ＹＤソリタ−Ｔ３号Ｇ輸液 (500mL) 製造販売元／株式会社　陽進堂
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
トラネキサム酸錠250mg「YD」／トラネキサム酸錠500mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ヘパリン類似物質クリーム0.3％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ヘパリン類似物質クリーム0.3％「YD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社　陽進堂
ヘパリン類似物質ローション0.3％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ヘパリン類似物質ローション0.3％「YD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社　陽進堂
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「YD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社　陽進堂
チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 販売元／日本ジェネリック株式会社製造販売元／

株式会社　陽進堂
チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
シロスタゾール錠100mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
**シロスタゾール錠100mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂販売元／第一三共エ

スファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ベラプロストNa錠20μg「YD」／ベラプロストNa錠40μg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ベラプロストNa錠20μg「YD」／ベラプロストNa錠40μg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂販売元／第一三共エ

スファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
ベラプロストNa錠20μg「YD」／ベラプロストNa錠40μg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ＹＤ」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「YD」／サルポグレラート塩酸塩錠100mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂販売元／第一三共エ

スファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
クロピドグレル錠25mg「YD」／クロピドグレル錠75mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
フェブキソスタット錠10mg「YD」／フェブキソスタット錠20mg「YD」／フェブキソスタット錠40mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
グリメピリド錠0.5mg「YD」／グリメピリド錠１mg「YD」／グリメピリド錠３mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
アカルボース錠50mg「YD」／アカルボース錠100mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
アカルボース錠50mg「YD」／アカルボース錠100mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂販売元／第一三共エ

スファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
ボグリボース錠0.2mg「YD」／ボグリボース錠0.3mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ボグリボース錠0.2mg「YD」／ボグリボース錠0.3mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂販売元／第一三共エ

スファ株式会社販売提携／第一三共株式会社
ボグリボース錠0.2mg「YD」／ボグリボース錠0.3mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
エパルレスタット錠50mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
エパルレスタット錠50mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
アレンドロン酸錠５mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
アレンドロン酸錠35mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ミノドロン酸錠１mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ミノドロン酸錠50mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
ミノドロン酸錠50mg「YD」 販売元／日本ケミファ株式会社製造販売元／株式

会社陽進堂
ミノドロン酸錠50mg「YD」 販売元／日本薬品工業株式会社製造販売元／株式

会社陽進堂
エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「TY」／エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「TY」／エタネ
ルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「TY」／エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」

製造販売元／*株式会社陽進堂

エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「TY」／エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「TY」／エタネ
ルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「TY」／エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」

販売／帝人ファーマ株式会社製造販売元／*株式
会社陽進堂

クレマスチン錠１mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ケトチフェンカプセル１mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
エピナスチン塩酸塩錠10mg「YD」／エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
エピナスチン塩酸塩錠10mg「YD」／エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
エバスチン錠５mg「YD」／エバスチン錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
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エバスチンOD錠５mg「YD」／エバスチンOD錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
セチリジン塩酸塩錠５mg「YD」／セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂販売元／共創未来

ファーマ株式会社
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「YD」／フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」／フェキソフェナジン塩酸塩
OD錠60mg「YD」

製造販売元／株式会社 陽進堂

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「YD」／オロパタジン塩酸塩錠５mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
モンテルカスト細粒４mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
モンテルカストチュアブル錠５mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
モンテルカスト錠５mg「YD」／モンテルカスト錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ロラタジン錠10mg「YD」／ロラタジンOD錠10mg「YD」 製造販売元／株式会社陽進堂
レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」／レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」／レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 販売元／アルフレッサ ファーマ株式会社製造販

売元／株式会社　陽進堂
レボセチリジン塩酸塩OD錠２．５ｍｇ「ＹＤ」／レボセチリジン塩酸塩OD錠５ｍｇ「ＹＤ」 製造販売元／株式会社陽進堂
レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
セフジニル細粒小児用10％「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
セフジニルカプセル50mg「YD」／セフジニルカプセル100mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
アジスロマイシンカプセル小児用100mg「YD」／アジスロマイシン細粒小児用10％「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ノルフロキサシン錠100mg「ＹＤ」／ノルフロキサシン錠200mg「ＹＤ」 製造販売元／株式会社　陽進堂
レボフロキサシン錠250mg「陽進」／レボフロキサシン錠500mg「陽進」 製造販売元／株式会社陽進堂
バラシクロビル錠500mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
テルビナフィン錠125mg「YD」 製造販売元／株式会社　陽進堂
ソルベース 製造販売元／株式会社　陽進堂
酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 製造販売元／吉田製薬株式会社
酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」／酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 製造販売元／吉田製薬株式会社
酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」／酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 製造販売元／吉田製薬株式会社販売元／共創未来

ファーマ株式会社
酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨシダ」／酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」 製造販売元／吉田製薬株式会社
酸化マグネシウム錠500ｍｇ「ヨシダ」 製造販売元／吉田製薬株式会社販売元／共創未来

ファーマ株式会社
酸化マグネシウム錠３００ｍｇ「ヨシダ」／酸化マグネシウム錠４００ｍｇ「ヨシダ」 製造販売元／吉田製薬株式会社
0.5％ヘキザックアルコール液 製造販売元／吉田製薬株式会社
ヘキザックAL液1％青 製造販売元／吉田製薬株式会社
バファリン配合錠A330 **製造販売元／ライオン株式会社販売元／エーザ

イ株式会社
バファリン配合錠A81 製造販売元／ライオン株式会社販売元／エーザイ

株式会社
アキャルックス点滴静注250mg 製造発売元／楽天メディカル株式会社
メフィーゴパック 製造販売／ラインファーマ株式会社
アドフィードパップ40mg 製造販売元／リードケミカル株式会社発売元／科

研製薬株式会社
ロキソニンパップ100mg 製造販売元／リードケミカル株式会社販売元／第

一三共株式会社
ロキソニンテープ50mg／ロキソニンテープ100mg 製造販売元／リードケミカル株式会社販売元／第

一三共株式会社
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05％「ニプロ」 販売／ニプロ株式会社製造販売元／リョートー

ファイン株式会社
フィナステリド錠0.2mg「RTO」／フィナステリド錠1mg「RTO」 販売元／江州製薬株式会社製造販売元／リョー

トーファイン株式会社
**タダラフィル錠１０ｍｇＣＩ「ＶＴＲＳ」／**タダラフィル錠２０ｍｇＣＩ「ＶＴＲＳ」 製造販売元／リョートーファイン株式会社*販売

元／ヴィアトリス製薬株式会社
ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」／ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 販売元／扶桑薬品工業株式会社製造販売元／

リョートーファイン株式会社
ビスダイン静注用15mg 製造販売（輸入）／クリニジェン株式会社
リスモダンカプセル100mg／リスモダンカプセル50mg 製造販売元／クリニジェン株式会社
リスモダンR錠150mg 製造販売元／クリニジェン株式会社
リスモダンP静注50mg 製造販売元／クリニジェン株式会社
ケルロング錠5mg／ケルロング錠10mg 製造販売元／クリニジェン株式会社
スプレキュア点鼻液0.15％ 製造販売元／クリニジェン株式会社
ポラキス錠1／ポラキス錠2／ポラキス錠3 製造販売元／クリニジェン株式会社
パナルジン錠100mg／パナルジン細粒10%／パナルジン細粒10% 製造販売元／クリニジェン株式会社
ヒュンタラーゼ脳室内注射液 15 mg 製造販売元／クリニジェン株式会社製造元／

Green Cross Corp.
ベプシドカプセル50mg／ベプシドカプセル25mg 製造販売元／クリニジェン株式会社
ベプシド注100mg 製造販売元／クリニジェン株式会社
パラプラチン注射液50mg／パラプラチン注射液150mg／パラプラチン注射液450mg 製造販売元／クリニジェン株式会社
ファンギゾンシロップ100mg/mL 製造販売元／クリニジェン株式会社
ファンギゾン注射用50mg 製造販売元／クリニジェン株式会社
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 製造販売元／クリニジェン株式会社
ストレンジック皮下注12mg／0.3mL／ストレンジック皮下注18mg／0.45mL／ストレンジック皮下注28mg／0.7mL／
ストレンジック皮下注40mg／1mL／ストレンジック皮下注80mg／0.8mL

製造販売元／アレクシオンファーマ合同会社

カヌマ点滴静注液20mg 製造販売元／アレクシオンファーマ合同会社
コセルゴカプセル10mg／コセルゴカプセル25mg 製造販売元／アレクシオンファーマ合同会社
ソリリス点滴静注300mg 製造販売元／アレクシオンファーマ合同会社
ユルトミリス点滴静注300mg／ユルトミリス HI点滴静注300mg/3mL／ユルトミリス HI点滴静注1100mg/11mL 製造販売元／アレクシオンファーマ合同会社
ネリプロクト坐剤 ＊販売元／LTLファーマ株式会社＊＊製造販売元

（輸入）／レオ ファーマ株式会社
ネリプロクト軟膏 ＊販売元／LTLファーマ株式会社＊＊製造販売元

（輸入）／レオ ファーマ株式会社
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1％／ネリゾナ軟膏0.1％／ネリゾナクリーム0.1％ ＊販売元／LTLファーマ株式会社＊＊製造販売元

（輸入）／レオ ファーマ株式会社
ネリゾナソリューション0.1％ ＊販売元／LTLファーマ株式会社＊＊製造販売元

（輸入）／レオ ファーマ株式会社
ドボネックス軟膏50μg/g 製造販売元／レオ ファーマ株式会社
ドボベット軟膏 製造販売元／レオファーマ株式会社販売元／協和

キリン株式会社
ドボベットゲル 製造販売元／レオファーマ株式会社販売元／協和

キリン株式会社
ドボベットフォーム 製造販売元／レオファーマ株式会社販売元／協和

キリン株式会社
アドトラーザ皮下注150mgシリンジ 製造販売元／レオファーマ株式会社
ジャクスタピッドカプセル5mg／ジャクスタピッドカプセル10mg／ジャクスタピッドカプセル20mg 製造販売元（輸入）／レコルダティ・レア・ディ

ジーズ・ジャパン株式会社
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イスツリサ錠1mg／イスツリサ錠5mg 製造販売／レコルダティ・レア・ディジーズ・
ジャパン株式会社

シグニフォーLAR筋注用キット10mg／シグニフォーLAR筋注用キット20mg／シグニフォーLAR筋注用キット30mg／
シグニフォーLAR筋注用キット40mg／シグニフォーLAR筋注用キット60mg

製造販売／レコルダティ・レア・ディジーズ・
ジャパン株式会社

サイスタダン原末 製造販売／レコルダティ・レア・ディジーズ・
ジャパン株式会社

カーバグル分散錠200mg 製造販売元（輸入）／レコルダティ・レア・ディ
ジーズ・ジャパン株式会社

＊フルオロメトロン点眼液0.02％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
＊フルオロメトロン点眼液0.1％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
リノロサール眼科耳鼻科用液0.1％ 製造販売元／わかもと製薬株式会社
マキュエイド眼注用40mg 製造販売元／わかもと製薬株式会社
カルテオロール塩酸塩点眼液1％「わかもと」／カルテオロール塩酸塩点眼液2％「わかもと」 ＊製造販売元／わかもと製薬株式会社
カルテオロール塩酸塩LA点眼液１％「わかもと」／カルテオロール塩酸塩LA点眼液２％「わかもと」 ＊製造販売元／わかもと製薬株式会社
カルテオロール塩酸塩LA点眼液１％「わかもと」／カルテオロール塩酸塩LA点眼液２％「わかもと」 発売元／日東メディック株式会社製造販売元／わ

かもと製薬株式会社
＊チモロール点眼液0.25％「わかもと」／＊チモロール点眼液0.5％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
リズモンTG点眼液0.25％／リズモンTG点眼液0.5% 製造販売元／わかもと製薬株式会社
リズモンTG点眼液0.25％／リズモンTG点眼液0.5％ 販売元／キッセイ薬品工業株式会社製造販売元／

わかもと製薬株式会社
アズレン点眼液0.02％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
＊＊クロモグリク酸Na点眼液２％「わかもと」 ＊製造販売元／わかもと製薬株式会社
ヒアルロン酸Na点眼液0.1％「わかもと」／ヒアルロン酸Na点眼液0.3％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
オフロキサシンゲル化点眼液0.3％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
プラノプロフェン点眼液0.1％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
ジクロード点眼液0.1％ ＊製造販売元／わかもと製薬株式会社
＊ノルフロキサシン点眼液0.3％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
ラタノプロスト点眼液0.005％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
ニプラジロール点眼液0.25％「わかもと」 ＊製造販売元／わかもと製薬株式会社
レボフロキサシン点眼液0.5％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
レボフロキサシン点眼液1.5％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
ゼペリン点眼液0.1％ 製造販売元／わかもと製薬株式会社
ゼペリン点眼液0.1％ ＊販売元／興和株式会社製造販売元／わかもと製

薬株式会社
レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025％「わかもと」 ＊製造販売元／わかもと製薬株式会社
ビマトプロスト点眼液0.03％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05％「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
オフサロン点眼液 製造販売元／わかもと製薬株式会社
オフミック点眼液 製造販売元／わかもと製薬株式会社
ムコファジン点眼液 製造販売元／わかもと製薬株式会社
ドルモロール配合点眼液「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
＊＊アンブロキソール塩酸塩錠15mg「わかもと」 ＊製造販売元／わかもと製薬株式会社
レベニンS配合散／レベニンS配合錠 製造販売元／わかもと製薬株式会社
レベニン散／レベニン錠 製造販売元／わかもと製薬株式会社
リノロサール注射液２mg（0.4％）／リノロサール注射液４mg（0.4％）／リノロサール注射液20mg（0.4％） 製造販売元／わかもと製薬株式会社
＊FAD腸溶錠５mg「わかもと」／＊FAD腸溶錠10mg「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
＊＊FAD注10mg「わかもと」／＊＊FAD注20mg「わかもと」／＊＊FAD注30mg「わかもと」 製造販売元／わかもと製薬株式会社
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