外用薬
製品名
（麻）アンペック坐剤10mｇ
（麻）アンペック坐剤20mｇ
（麻）デュロテップパッチMT 2.1mｇ
（麻）デュロテップパッチMT 4.2mｇ
（麻）デュロテップパッチMT 8.4mｇ
（麻）デュロテップパッチMT 12.6mｇ
（麻）デュロテップパッチMT 16.8mｇ
（麻）フェントステープ0.5mg
（麻）フェントステープ1mｇ
（麻）フェントステープ2mｇ
（麻）フェントステープ4mｇ
（麻）フェントステープ8mｇ
10％サリチル酸ワセリン
5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」500ｍｌ
ＡＺ点眼液 0.02％5ｍL
ＭＳ温シップ「タカミツ」 5枚/袋
ＭＳ冷シップ「タカミツ」 5枚/袋
ＳＰトローチ0.25㎎「明治」
亜鉛華単軟膏「ヨシダ」
アクアチムクリーム1%10ｇ
アクアチムローション1％
アクトシン軟膏 3％ 30g
アクリノール液 0.2％ 500ｍL「ケンエー」
アクロマイシン軟膏3％ 5ｇ/本
アスタット軟膏1％
アスタット外用液 1％ 10ｍL
アズノールＳＴ錠口腔用 5㎎
アズノールうがい液4%10ｍL／本
アズノール軟膏0.033%
アスプール液 0.5％
アドエア100ディスカス 60Ｂ
アドエア250ディスカス 60Ｂ
アドエア50エアー120吸入用
アドエアディスカス500μｇ60吸入用
アドフィードパップ40mg10X14cm 6枚
アトロピン点眼液1％〔日点〕5ｍL
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
アネトカインゼリー 2％
アノーロエリプタ30吸入用
アフタッチ口腔用貼付剤25μｇ
アラセナ－Ａ軟膏3%（５ｇ／本）
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用
アルト原末 500㎎
アルピニー坐剤 100 100㎎
アルピニー坐剤 200 200㎎
アルピニー坐剤 50 50㎎
アルメタ軟膏 ５ｇ
アレサガテープ4mg
アレサガテープ8mg
アレジオンLX点眼液0.1％
アレベール吸入用溶解液0.125% 100ｍL
アロンアルフアＡ「三共」 0.5g
アンテベート軟膏0.05%
アンテベートローション0.05％
アンモニア水
イオウ・カンフルローション
イソジンガーグル液7%30ｍL／本
イソジンゲル 10％
イドメシンコーワクリーム1％ 35ｇ/本
イナビル吸入粉末剤20mg
イミグラン点鼻液20
インサイドパップ70mg 5枚/袋
インジゴカルミン液0.2％「マイラン」

一般名
塩酸モルヒネ
塩酸モルヒネ
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
サリチル酸ワセリン
グルコン酸クロルヘキシジン
アズレン
ＭＳ温シップ「タカミツ」
ＭＳ冷シップ「タカミツ」
塩化デカリニウム
酸化亜鉛
ナジフロキサシン
ナジフロキサシン
ブクラデシンナトリウム
アクリノール
テトラサイクリン塩酸塩
ラノコナゾール
ラノコナゾール
アズレンスルホン酸ナトリウム
アズレンスルホン酸ナトリウム
アズレン
塩酸イソプレナリン
フルチカゾンサルメテロール
フルチカゾンサルメテロール
フルチカゾンサルメテロール
フルチカゾンサルメテロール
フルルビプロフェン
硫酸アトロピン
フルチカゾンフランカルボン酸エステル
フルチカゾンフランカルボン酸エステル
塩酸リドカイン
ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物/ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩
トリアムシノロンアセトニド
ビタラビン
フランカルボン酸フルチカゾン
アルギン酸ナトリウム
アセトアミノフェン
アセトアミノフェン
アセトアミノフェン
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
エメダスチンフマル酸塩
エメダスチンフマル酸塩
エピナスチン塩酸塩
チロキサポール
シアノアクリレート
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ
アンモニア
イオウ・カンフルローション
ポピドンヨード
ポピドンヨード
インドメタシン
ラニナミビルオクタン酸エステル水和物
スマトリプタン
インサイドパップ10㎝×14㎝
インジゴカルミン
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外用薬
製品名
インタール吸入液1% 2ｍL
インテバンクリーム 1% 50ｇ/本
ウルティブロ吸入用カプセル
ウレパールクリーム10% 20g
ウレパールローション10％ 20ｇ
エキザルベ軟膏
エコリシン眼軟膏（ 3.5g／本）
エスクレ坐剤 250 250㎎
エスクレ坐剤 500 500㎎
エピデュオゲル
エムラパッチ
エリザス点鼻粉末200μｇ 28噴霧用
エンペシド腟錠100㎎
オイラックスｸﾘｰﾑ 10％
オキサロール軟膏25μg/ｇ
オキサロールローション25μg/ｇ
オキシドール
オリブ油
オルセノン軟膏0.25％
オルベスコ100μｇインヘラー56吸入用
オルベスコ200μｇインヘラー56吸入用
オルベスコ50μｇインヘラー112吸入用
オンブレス吸入用カプセル150μｇ
カタリンＫ点眼用0.005% 15ｍL
カチリ
カデックス 0.9％１本40ｇ
キシロカインゼリー2% 30mL
キシロカインホンプスプレー
キシロカイン液4%
キュバール100エアゾール
キュバール50エアゾール
強力ポステリザン軟膏２ｇ
キンダベート軟膏0.05％
クラビット点眼液0.5%（ 5mL/本）
グリセリン
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」 60mL
グリセリン浣腸液50％「ケンエー」 120mL
グリメサゾン軟膏
クレナフィン爪外用液10％
クロマイ―Ｐ軟膏（25ｇ／本)
ゲーベンクリーム（ 100ｇ／個)
ゲンタシンクリーム0.1%10ｇ/本
ゲンタシン軟膏0.1%10ｇ／本
コムクロシャンプー0.05％
コレクチム軟膏0.25％
コレクチム軟膏0.5％
ザーネ軟膏0.5%
サーファクテン気管注入用120㎎
サイプレジン 1％点眼液 10mL
サトウザルベ軟膏20％
サリベートエアゾール 50g
サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5ｍL
サンコバ点眼液0.02％5mL
サンテゾーン点眼液0.1% 5mL
サンピロ点眼液1% 5mL
サンピロ点眼液2% 5mL
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5％「CEO」
シムビコートタービュヘイラー60吸入
ジルダザック軟膏 3％ 1ｇ
親水軟膏
スタデルム軟膏5%（10ｇ／本）
ステロネマ注腸 3㎎ 3.95㎎

一般名
クロモグリク酸ナトリウム
インドメタシン
ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物/ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩
尿素
尿素
混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン配合
エリスロマイシン・コリスチン
抱水クロラール
抱水クロラール
アダパレン・過酸化ベンゾイル配合
リドカイン・プロピトカイン配合貼付剤
デキサメタゾンペシル酸エステル
クロトリマゾール
クロタミトン
マキサカルシトール
マキサカルシトール
オキシドール
オリブ油
トレチノイン トコフェリル
シクレニド
シクレニド
シクレニド
インダカテロールマレイン酸塩
ピレノキシン
フェノール・亜鉛華リニメント
ヨウ素
塩酸リドカイン
塩酸リドカイン
塩酸リドカイン
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
ポステリザン軟膏〔強力〕２ｇ
クロベタゾン酪酸エステル
レボフロキサシン
グリセリン
グリセリン
グリセリン
グリセリン
デキサメタゾン/グリテール
エフィナコナゾール
クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤
スルファジアジン銀
硫酸ゲンタマイシン
硫酸ゲンタマイシン
ｸﾛﾍﾞﾀﾛｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ
デルゴシチニブ
デルゴシチニブ
ビタミンA
サーファクテン
塩酸シクロペントラート
酸化亜鉛
サリベートエアゾール 50g
硫酸サルブタモール
シアノコバラミン
デキサメタゾン
塩酸ピロカルピン
塩酸ピロカルピン
ジオクチルソジウムスルホサクシネート
ブデソニドホルモテロール
ベンダザック
親水軟膏
イブプロフェンピコノール
リン酸ベタメタゾン
サリチル酸
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外用薬
製品名
スピオルトレスピマット60吸入
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入
スピリーバ吸入用カプセル18μｇ
スプレキュア点鼻液0.15% 15.75㎎10ｍＬ
スポンゼル 5㎝× 2.5㎝
スポンゼル 10㎝× 7㎝
スミスリンローション
セニラン坐剤3㎎
ゼビアックス油性クリーム2％
ゼビアックスローション2％
ゼフナート外用液2％
ゼフナートクリーム2％
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
セルタッチテープ70mg
セルタッチパップ70（６枚／Ｐ）
ゼルフィルム｢眼科用｣2.5㎝Ｘ5㎝
ゼルフォーム 2㎝× 6㎝× 0.7cm 1枚
セレベント50ディスカス 60ﾌﾞﾘｽﾀｰ
ゾビラックス眼軟膏3% （ 5ｇ／本)
ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg
ダイアップ坐剤 4 ４㎎１個
ダイアップ坐剤 6 ６㎎１個
ダイアップ坐剤10 10㎎ 1個
タコシール組織接着用シート4.8ｃｍ×4.8ｃｍ
タコシール組織接着用シート9.5ｃｍ×4.8ｃｍ
ダラシンＴゲル1％
タリビッド眼軟膏0.3%（ 3.5g／本）
タリビッド耳科用液0.3% 5mL/本
ヂアミトール水( 0.025Ｗ／Ｖ％)
ヂアミトール水( 0.1Ｗ／Ｖ％)
チオ硫酸ナトリウム
チモプトール点眼液0.25％ 5ｍL
チモプトール点眼液0.5％ 5ｍL
チンク油
ディフェリンゲル0.1％
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1％「NK」
デスモプレシン・スプレー 2.5協和 125μｇ
デスモプレシン・スプレー１０協和 500μｇ
デスモプレシン点鼻液0.01%
デュアック配合ゲル
テラ・コートリル軟膏
テラマイシン軟膏
デルモベートスカルプローション0.05％
デルモベート軟膏0.05% （ 5ｇ／本）
テルリジー100エリプタ30吸入用
テリルジー200エリプタ30吸入用
テレミンソフト坐剤10mg
トプシム軟膏
ドボネックス軟膏50μｇ
ドボベットゲル
ドボベット軟膏（15ｇ/本）
ドボベットフォーム
トラマゾリン点鼻液0.118％「AFP」
ドレニゾンテープ4μｇ/ｃ㎡
トロンビン経口・局所用液5千「F」 5000単位5ｍL
ナウゼリン坐剤10 10㎎
ナウゼリン坐剤30 30㎎
ナウゼリン坐剤60 60㎎
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用
ナノパスニードルⅡ 34G
ナボールテープ15mg 7ｃｍ×10ｃｍ 7枚/袋
ニゾラールクリーム2％
ニゾラールローション2％
ニュープロパッチ13.5ｍｇ

一般名
チオトロピウム臭化物/オロダテロール塩酸塩
臭化チオトロピウム水和物
臭化チオトロピウム水和物
酢酸ブセレリン
スポンゼル 5㎝× 2.5㎝
スポンゼル 10㎝× 7㎝
フェノトリン
ブロマゼパム
オゼノキサシン
オゼノキサシン
リラナフタート
リラナフタート
セボフルラン
フェルビナク
フェルビナク
ゼラチン
ゼルフォーム
キシナホ酸サルメテロール
アシクロビル
ソフラチュール
ジアゼパム
ジアゼパム
ジアゼパム
フィブリノゲン
フィブリノゲン
クリンダマイシン酸エステル
オフロキサシン
オフロキサシン
塩化ベンザルコニウム
塩化ベンザルコニウム
チオ硫酸ナトリウム
マレイン酸チモロール
マレイン酸チモロール
チンク油
アダパレン
デキサメタゾン
酢酸デスモプレシン
酢酸デスモプレシン噴霧液
酢酸デスモプレシン噴霧液
クリンダマイシンリン酸エステル水和物/過酸化ベンゾイル
ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩/ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ
ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩/ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB硫酸塩
クロベタゾールプロピオン酸ｴｽﾃﾙ
プロピオン酸クロベタゾール
ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ/ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物/ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩
ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ/ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物/ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩
ビサコジル
フルオシノニド
カルシポトリオール
カルシポトリオール/ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ
カルシポトリオール/ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ
カルシポトリオール水和物/ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ
トラマゾリン塩酸塩
フルドロキシコルチド
トロンビン
ドンペリドン
ドンペリドン
ドンペリドン
モメタゾンフランカルボン酸
ナノパスニードル 34G
ナボールテープ
ケトコナゾール
ケトコナゾール
ロチゴチン経皮吸収型製剤
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外用薬
製品名
ニュープロパッチ18ｍｇ
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
ネオキシテープ73.5ｍｇ
ネオメドロールＥＥ軟膏 ３ｇ
ノルスパンテープ10mg
ノルスパンテープ20mg
ノルスパンテープ5mg
ハイアミン液 10％
ハイジール消毒用液10％ 500ｍｌ
白色ワセリン
バクスミー点鼻粉末剤3mg
バクトロバン鼻腔用軟膏2% ３ｇ
パスタロンソフト軟膏20％
パタノール点眼液0.1% 5ｍL
パルミコート 200μｇ タービュヘイラー56吸入
パルミコート吸入液 0.25mg2ｍL
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
パンデル軟膏0.1％
ヒアレイン点眼液 0.1％ 5ｍＬ
ビソノテープ4ｍｇ
ビソノテープ8ｍｇ
ビソルボン吸入液 0.2% （45ｍL/本）
ヒビテン・グルコネート液20%
ヒルドイドクリーム0.3％
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25ｇ
ヒルドイドフォーム0.3％
ヒルドイドローション0.3% 25ｇ
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」
フィブラストスプレー 250μｇ
フィブラストスプレー 500μｇ
フェルビナクスチック軟膏3％「三笠」
フォーレン吸入麻酔液
フシジンレオ軟膏2％
フトラフール坐薬750㎎
プラスチベース
フラビタン眼軟膏 0.1%（５ｇ／本）
フラビタン点眼液 0.05％ 5ｍL
フランドルテープ 40㎎
フルタイド100ディスカス 100μｇ60ﾌﾞﾘｽﾀｰ
フルタイド200ディスカス 200μｇ60ﾌﾞﾘｽﾀｰ
フルタイド50ディスカス 50μｇ60ﾌﾞﾘｽﾀｰ
フルティフォーム125エアゾール120吸入用
フルナーゼ小児用点鼻液25μｇ56噴霧用
フルナーゼ点鼻液50μｇ28噴霧用
フルメタ軟膏
フルメトロン点眼液0.02% 5ｍL
フルメトロン点眼液0.1% 5ｍL
プレドニン眼軟膏
プレドネマ注腸20ｍｇ
フロジン外用液5％
プロスタンディン軟膏0.003％ 10ｇ/本
プロトピック軟膏0.03％小児用
プロトピック軟膏0.1％
プロペト
ブロメライン軟膏5万単位/ｇ
フロリードDクリーム1％ 10ｇ
ペキロンクリーム0.5％
ベセルナクリーム5％

一般名
ロチゴチン経皮吸収型製剤
ロチゴチン経皮吸収型製剤
ロチゴチン経皮吸収型製剤
ロチゴチン経皮吸収型製剤
オキシブチニン塩酸塩
フラジオマイシン・メチルプレド
ブプレノルフィン経皮吸収型
ブプレノルフィン経皮吸収型
ブプレノルフィン経皮吸収型
塩化ベンゼトニウム
塩酸アルキルジアミノエチルグリ
白色ワセリン
グルカゴン（低血糖時救急治療剤）
ムピロシンカルシウム水和物
尿素
塩酸オロパタジン
ブデソニド
ブデソニド
ロピニロール塩酸塩
ロピニロール塩酸塩
ロピニロール塩酸塩
ロピニロール塩酸塩
ロピニロール塩酸塩
ヒドロコルチゾン酪酸ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ
ヒアルロン酸ナトリウム
ビソプロロール
ビソプロロール
塩酸ブロムヘキシン
グルコン酸クロルヘキシジン
ヘパリン類似物質
ヘパリン類似物質
ヘパリン類似物質
ヘパリン類似物質
ピレノキシン
フィブラストスプレー 250μｇ
フィブラストスプレー 500μｇ
フェルビナク
イソフルラン
フシジン酸ナトリウム
テガフール
ポリエチレン樹脂・流動パラフィ
フラビンアデニンジヌクレオチド
フラビンアデニンジヌクレオチド
硝酸イソソルビド
プロピオン酸フルチカゾン
プロピオン酸フルチカゾン
プロピオン酸フルチカゾン
フルチカゾン・ホルモテロール
プロピオン酸フルチカゾン
プロピオン酸フルチカゾン
モベタゾンフランカルボン酸エステル
フルオロメトロン
フルオロメトロン
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ
カルプロニウム塩化物水和物
アルプロスタジルアルファデクス
タクロリムス水和物
タクロリムス水和物
プロペト
ブロメライン
ミコナゾール
アモロルフィン塩酸塩
イミキモド
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外用薬
製品名
ベネトリン吸入液0.5%30ｍＬ/本
ベノキシール点眼液0.4％ 10ｍＬ
ヘパリン類似物質クリーム0.3％「日医工」
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3％「日本臓器」
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「日医工」
ペンタサ坐剤 1g
ペンタサ注腸 1g
ペンニードルプラス32G4ｍｍ
ホウ酸
ホクナリンテープ 0.5㎎
ホクナリンテープ 1㎎
ホクナリンテープ 2㎎
ポステリザンＦ坐薬
ボチシート20％
ポピドンヨード消毒液10％｢NP｣
ボラザＧ坐剤
ボラザＧ軟膏 1本 2.4ｇ
ボルタレンゲル1% 25ｇ/本
ボルタレンサポ25㎎
ボルタレンサポ50㎎
ボルタレンローション1% 50ｇ
ボルヒール組織接着用0.5ｍL
ボルヒール組織接着用3ｍL4瓶1組
ボルヒール組織接着用5ｍL4瓶1組
ホルマリン
マーキュロクロム液 2％
マーデュオックス軟膏
マイクロファインプラス 31G×5ｍｍ
マイコスポール外用液1％
マイコスポールクリーム1% 10ｇ
マイザー軟膏
マクロゴール400
マクロゴール軟膏
マスキンR・エタノール液（0.5ｗ/ｖ%）
マスキン水（0.1W/V%）
ミオコールスプレー0.3mg 0.65％ 7.2g
ミドリンＰ点眼液 10ｍL
ミリステープ 5mg
ムコスタ点眼液UD2％
メサデルム軟膏0.1％
メサデルムローション0.1％
メプチン10μg100吸入
メプチンキッド5μｇエアー100吸入
メプチン吸入液ユニット0.3mL
モーラステープ20mg 7ｃｍ×10ｃｍ （７枚／Ｐ）
モーラステープL40mg（７枚／Ｐ）
モーラスパップXR 120ｍｇ
モーラスパップXR 240ｍｇ
ヤクバンテープ20mg 7枚入り
ヤクバンテープ60mg
ユーパスタコーワ軟膏 100ｇ/個
ユベラ軟膏
ラミシール外用液1％
ラミシールクリーム1％
リドメックスｺｰﾜ軟膏0.3％
リドメックスｺｰﾜローション0.3％ 10ｇ/本
リバオール液 0.2％ 500ｍL
リバスタッチパッチ13.5mg
リバスタッチパッチ18mg
リバスタッチパッチ4.5mg
リバスタッチパッチ9mg
リプラップ軟膏5％
リボスチン点眼液0.025%
リレンザ５㎎ 4ﾌﾞﾘｽﾀｰ/枚

一般名
硫酸サルブタモール
塩酸オキシブプロカイン
ヘパリン類似物質
ヘパリン類似物質
ヘパリン類似物質
メサラジン
メサラジン
ペンニードルプラス32G4ｍｍ
ホウ酸
ツロブテロール
ツロブテロール
ツロブテロール
ポステリザンＦ坐薬
亜鉛華
ポビドンヨード
トリベノシド・リドカイン
トリベノシド・リドカイン
ジクロフェナクナトリウム
ジクロフェナクナトリウム
ジクロフェナクナトリウム
ジクロフェナクナトリウム
ボルヒール
ボルヒール
ボルヒール
ホルマリン
マーキュロクロム液
マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル配合製剤
マイクロファインプラス 31G×
ビホナゾール
ビホナゾール
ジフルプレドナート
マクロゴール400
マクロゴール軟膏
グルコン酸クロルヘキシジン
グルコン酸クロルヘキシジン
ニトログリセリン
トロピカミド・フェニレフリン
ニトログリセリン
レバミピド
デキサメタゾンプロピオン酸エステル
デキサメタゾンプロピオン酸エステル
塩酸プロカテロール
塩酸プロカテロール
塩酸プロカテロール
ケトプロフェン
ケトプロフェン
ケトプロフェン
ケトプロフェン
フルルビプロフェン
フルルビプロフェン
ユーパスタコーワ
外用ビタミンＥ・Ａ製剤
テルビナフィン
テルビナフィン
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ
アクリノール
リバスチグミン経皮吸収型
リバスチグミン経皮吸収型
リバスチグミン経皮吸収型
リバスチグミン経皮吸収型
リゾチーム塩酸塩
レボカバスチン塩酸塩
ザナミビル水和物
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外用薬
製品名
硫酸ポリミキシンＢ散 50万単位「ファイザー」
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％
リンデロン―ＶＧクリーム0.12% 5g
リンデロン―VGローション0.12％
リンデロン―ＶＧ軟膏0.12% 5g
リンデロン―Vクリーム0.12％
リンデロン―Vローション0.12％
リンデロン―Ｖ軟膏0.12% 5g
リンデロン坐剤 0.5㎎
ルコナック爪外用液5％
ルリコン軟膏1％
ルリコン液1％
ルリコンクリーム1％
レクタブル 2mg注腸フォーム 14回
レスタミンコーワクリーム１％
レペタン坐剤 0.2㎎
レペタン坐剤 0.4㎎
レルベア100エリプタ30吸入
レルベア200エリプタ30吸入
ロキソニンゲル1%
ロキソニンテープ100mg7枚/包
ロキソニンパップ100mg7枚/包
ロコアテープ (7枚/袋）
ロコイドクリーム0.1％
ロコイド軟膏0.1％
ロゼックスゲル0.75％ 50g/本
ワコビタール坐剤 100㎎
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㎎
塩化ナトリウム
生理食塩液（100mL）
生理食塩液（50ｍL）
生理食塩液ＰＬ「フソー」 20mL
精製水〔滅菌〕
注射用水 100ｍL
注射用水（20ｍL）
【般】ＦＡＤ点眼液０．０５％
【般】アクリノール外用液０．２％
【般】アズレンスルホン酸Ｎａ含嗽用液４％
【般】アズレンスルホン酸Ｎａ点眼液０．０２％５ｍＬ
【般】アダパレンゲル０．１％
【般】ｱﾙｷﾙｼﾞｱﾐﾉｴﾁﾙｸﾞﾘｼﾝ塩酸塩外用液10%
【般】ｱﾙｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.1％
【般】インドメタシンクリーム１％
【般】エタノール外用液
【般】グリセリン浣腸液５０％１２０ｍＬ
【般】グリセリン浣腸液５０％３０ｍＬ
【般】グリセリン浣腸液５０％６０ｍＬ
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％
【般】クロトリマゾール腟錠１００ｍｇ
【般】ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ外用液0.05%
【般】ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.05%
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％
【般】クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％
【般】クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％５ｍＬ
【般】クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％
【般】ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ等配合軟膏
【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液０．１％
【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液０．５％
【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液５％
【般】ケトコナゾールクリーム２％
【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20mg(7×10cm非温感)
【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg(10×14cm非温感)
【般】ケトプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感)
【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％
【般】サリチル酸メチル等配合パップ１０ｇ（温感）

一般名
硫酸ポリミキシンＢ
ベタメタゾン
ベタメタゾン・ゲンタマイシン
ベタメタゾン
ベタメタゾン・ゲンタマイシン
ベタメタゾン
ベタメタゾン
ベタメタゾン
ベタメタゾン
ルリコナゾール
ルリコナゾール
ルリコナゾール
ルリコナゾール
ブデソニド
ジフェンヒドラミン
塩酸ブプレノルフィン
塩酸ブプレノルフィン
ビランテロール・フルチカゾン
ビランテロール・フルチカゾン
ロキソプロフェンナトリウム
ロキソプロフェンナトリウム
ロキソプロフェンナトリウム
エスフルルビプロフェン・ハッカ油
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ
メトロニダゾール
フェノバルビタールナトリウム
フェノバルビタールナトリウム
フェノバルビタールナトリウム
フェノバルビタールナトリウム
塩化ナトリウム
生理食塩液（100mL）
生理食塩液（50ｍL）
生理食塩液ＰＬ「フソー」 20mL
精製水〔滅菌〕
注射用水
ワッサー（20ｍL）
フラビンアデニンジヌクレオチド
アクリノール水和物
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
アダパレン
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
インドメタシン
エタノール
グリセリン
グリセリン
グリセリン
クリンダマイシンリン酸エステル
クロトリマゾール
クロベタゾールプロピオン酸エステル
クロベタゾールプロピオン酸エステル
クロベタゾン酪酸エステル
クロモグリク酸ナトリウム
クロモグリク酸ナトリウム
クロモグリク酸ナトリウム
クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤
クロルヘキシジングルコン酸塩
クロルヘキシジングルコン酸塩
クロルヘキシジングルコン酸塩
ケトコナゾール
ケトプロフェン
ケトプロフェン
ケトプロフェン
ゲンタマイシン硫酸塩
パップ剤
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外用薬
製品名
【般】サリチル酸メチル等配合パップ１０ｇ（非温感）
【般】サリチル酸軟膏１０％
【般】シアノコバラミン点眼液０．０２％
【般】ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用液5%｢CEO｣ 10ml/本
【般】ジクロフェナクＮａゲル１％
【般】ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaﾃｰﾌﾟ15mg(7×10cm非温感)
【般】ジクロフェナクＮａ外用液１％
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ
【般】ジフルプレドナート軟膏０．０５％
【般】タクロリムス軟膏０．１％
【般】チモロール点眼液０．２５％（非持続性）
【般】チモロール点眼液０．５％（非持続性）
【般】ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
【般】ツロブテロールテープ１ｍｇ
【般】ツロブテロールテープ２ｍｇ
【般】デカリニウム塩化物トローチ０．２５ｍｇ
【般】ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ外用液0.1%
【般】ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.1%
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％
【般】デスモプレシン点鼻スプレー０．０１％
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム１％
【般】テルビナフィン塩酸塩外用液１％
【般】トロンビン経口局所用液５，０００単位５ｍＬ
【般】ドンペリドン坐剤１０ｍｇ
【般】ドンペリドン坐剤３０ｍｇ
【般】ナジフロキサシンクリーム１％
【般】ナジフロキサシン外用液１％
【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％５ｍＬ
【般】ビダラビン軟膏３％
【般】ビホナゾールクリーム１％
【般】ビホナゾール外用液１％
【般】ピレノキシン点眼液０．００５％５ｍＬ
【般】ピレノキシン点眼用０．００５％
【般】ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸﾃｰﾌﾟ70mg(10×14cm非温感)
【般】ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸﾊﾟｯﾌﾟ70mg(10×14cm非温感)
【般】フェルビナク軟膏３％
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ１ｍｇ（１日用）
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ２ｍｇ（１日用）
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ４ｍｇ（１日用）
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ６ｍｇ（１日用）
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ８ｍｇ（１日用）
【般】フェンタニルテープ１２．６ｍｇ（３日用）
【般】フェンタニルテープ１６．８ｍｇ（３日用）
【般】フェンタニルテープ２．１ｍｇ（３日用）
【般】フェンタニルテープ４．２ｍｇ（３日用）
【般】フェンタニルテープ８．４ｍｇ（３日用）
【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液０．１５％
【般】ブデソニド･ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ配合吸入粉末剤60吸入
【般】ブデソニド吸入液 0.25mg
【般】ブデソニド吸入液 0.5mg
【般】フルオシノニド軟膏０．０５％
【般】フルオロメトロン点眼液０．０２％
【般】フルオロメトロン点眼液０．１％
【般】ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ点鼻液50μg28噴霧用
【般】ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20mg(7×10cm非温感)
【般】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa注腸剤20mg
【般】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ外用液0.3%
【般】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.3%
【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏０．２５％
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％
【般】ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa注腸剤3.95mg
【般】ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa点眼点耳点鼻液0.1%
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム０．１２％
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液０．１２％
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％
【般】ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ外用液0.05%
【般】ヘパリン類似物質クリーム０．３％
【般】ヘパリン類似物質スプレー０．３％
【般】ヘパリン類似物質外用液０．３％

一般名
パップ剤
サリチル酸
シアノコバラミン
ジオクチルソジウムスルホサクシネート
ジクロフェナクナトリウム
ジクロフェナクナトリウム
ジクロフェナクナトリウム
ジクロフェナクナトリウム
ジクロフェナクナトリウム
ジクロフェナクナトリウム
ジフルプレドナート
タクロリムス水和物
チモロールマレイン酸塩
チモロールマレイン酸塩
ツロブテロール
ツロブテロール
ツロブテロール
デカリニウム塩化物
デキサメタゾンプロピオン酸エステル
デキサメタゾンプロピオン酸エステル
デキサメタゾン
デスモプレシン酢酸塩水和物
テルビナフィン塩酸塩
テルビナフィン塩酸塩
トロンビン
ドンペリドン
ドンペリドン
ナジフロキサシン
ナジフロキサシン
精製ヒアルロン酸ナトリウム
ビダラビン
ビホナゾール
ビホナゾール
ピレノキシン
ピレノキシン
フェルビナク
フェルビナク
フェルビナク
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
フェンタニル
ブセレリン酢酸塩
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
ブデソニド
ブデソニド
フルオシノニド
フルオロメトロン
フルオロメトロン
フルチカゾンプロピオン酸エステル
フルルビプロフェン
プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
プレドニゾロン酢酸エステル
ブロムヘキシン塩酸塩
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
ベタメタゾン吉草酸エステル
ベタメタゾン吉草酸エステル
ベタメタゾン吉草酸エステル
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
ヘパリン類似物質
ヘパリン類似物質
ヘパリン類似物質
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外用薬
製品名
【般】ヘパリン類似物質軟膏０．３％
【般】ベンダザック軟膏３％
【般】ポビドンヨードゲル１０％
【般】ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ外用液10%(ｴﾀﾉｰﾙ非含有)
【般】ポビドンヨード含嗽用液７％
【般】マキサカルシトール軟膏０．００２５％
【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム１％
【般】メサラジン注腸剤１ｇ
【般】ﾒﾀｽﾙﾎ安息香酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝNa点眼液0.1%
【般】ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.1%
【般】モメタゾン点鼻液５０μｇ１０ｇ
【般】ラノコナゾール外用液１％
【般】ラノコナゾール軟膏１％
【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％
【般】レボフロキサシン点眼液０．５％
【般】ロキソプロフェンＮａゲル１％
【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ100mg(10×14cm非温)
【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾊﾟｯﾌﾟ100mg(10×14cm非温)
【般】亜鉛華単軟膏１０％
【般】亜鉛華軟膏貼付剤２０％
【般】硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ
【般】精製白糖ポビドンヨード配合軟膏
【般】大腸菌死菌ヒドロコルチゾン配合軟膏
【般】尿素クリーム１０％

一般名
ヘパリン類似物質
ベンダザック
ポビドンヨード
ポビドンヨード
ポビドンヨード
マキサカルシトール
ミコナゾール硝酸塩
メサラジン
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム
モメタゾンフランカルボン酸エステル
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
ラノコナゾール
ラノコナゾール
レボカバスチン塩酸塩
レボフロキサシン水和物
ロキソプロフェンナトリウム水和物
ロキソプロフェンナトリウム水和物
ロキソプロフェンナトリウム水和物
亜鉛華
亜鉛華
硝酸イソソルビド
精製白糖・ポビドンヨード
大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
尿素
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