
２０１９年４月現在

ア行 アイファガン点眼液０．１％（５ｍＬ）
亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」
亜鉛華軟膏
アクアチムクリーム１％（１０ｇ）
アクトシン軟膏３％（２００ｇ）
アクトシン軟膏３％（３０ｇ）
アクリノール０．１％液「ヨシダ」
アセチロールクリーム１０％（２０ｇ）
アゾルガ配合懸濁性点眼液
アダパレンゲル０．１％「共創未来」（１５ｇ）　　
アドエア２５０ディスカス６０吸入用 限定採用薬
アトロピン点眼液１％〔日点〕（５ｍＬ）
アノーロエリプタ３０吸入用
アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ
アラミスト点鼻液２７．５μｇ　５６噴霧用
アルピニー坐剤１００ｍｇ
アルピニー坐剤２００ｍｇ
アレジオン点眼液０．０５％
アンテベート軟膏０．０５％（５ｇ）
アンテベートローション０．０５％（１０ｇ）
☆アンペック坐剤１０ｍｇ
☆アンペック坐剤２０ｍｇ
イクセロンパッチ４．５ｍｇ
イクセロンパッチ９ｍｇ 限定採用薬
イクセロンパッチ１３．５ｍｇ 限定採用薬
イクセロンパッチ１８ｍｇ
イソジンシュガーパスタ軟膏（１００ｇ）
イソジンシュガーパスタ軟膏（５００ｇ）
イドメシンコーワゲル１％（７０ｇ）
イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ
インタールエアロゾル１ｍｇ２％（１０ｍＬ） 限定採用薬
インタール吸入液１％（２ｍＬ）
インタール点鼻液２％（９．５ｍＬ）
インドメタシン外用液１％「日医工」（６０ｍＬ）　　
ウルティブロ吸入用カプセル
ウレパールローション１０％（２０ｇ）
エイゾプト懸濁性点眼液１％（５ｍＬ）
エキザルベ（１００ｇ）
エキザルベ（５ｇ）
エコリシン眼軟膏（３．５ｇ）
エスクレ坐剤２５０ｍｇ
エストラーナテープ０．７２ｍｇ
エストリール膣錠０．５ｍｇ
ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」
ＡＺ点眼液０．０２％（５ｍＬ）
エタノ－ル［消毒用］
エムラクリーム（５ｇ）
エルシド腟錠１００ｍｇ
エンペシドクリーム１％（１０ｇ）
オイラックスクリーム１０％
オイラックスＨクリーム（５ｇ）
オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「F」
オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ（１０ｇ）
オーキシス９μｇﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ ２８吸入
オスバン消毒液１０％
オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」（５ｍＬ）　　
オリブ油

採用薬品名（外用薬）
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２０１９年４月現在

採用薬品名（外用薬）
オルセノン軟膏０．２５％（３０ｇ）
オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用
オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ

カ行 ガチフロ点眼液０．３％（５ｍＬ）
カデックス軟膏０．９％（４０ｇ）
カリーユニ点眼液０．００５％（５ｍＬ）
キサラタン点眼液０．００５％（２．５ｍＬ）
キシロカイン液「４％」
キシロカインゼリー　３０ｍＬ
キシロカインポンプスプレー８％
キュバール５０エアゾール（７ｍｇ／８．７ｇ）
グラナテック点眼液０．４％
グリセリン浣腸「オヲタ」５０％　６０ｍＬ
グリセリン浣腸「オヲタ」５０％　１２０ｍＬ
グリセリン
グリメサゾン軟膏（５ｇ） 限定採用薬
クレナフィン爪外用液１０％（３．５６ｇ／４ｍＬ）
クロマイ膣錠１００ｍｇ
ゲーベンクリーム１％（１００ｇ）
ゲーベンクリーム１％（５００ｇ）
ケンエーＧ浣腸５０％　３０ｍＬ　Ｌタイプ
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」(１０ｇ)
ゲンタロール点眼液０．３％
コソプト配合点眼液（５ｍＬ）
コリナコール点眼液（５ｍＬ）

サ行 ザーネ軟膏０．５％５０００単位
サリチル酸ワセリン軟膏５％東豊
サリベートエアゾール（５０ｇ）
サルコートカプセル外用５０μｇ
サンコバ点眼液０．０２％（５ｍＬ）
サンピロ点眼液０．５％（５ｍＬ）
サンピロ点眼液２％（５ｍＬ）
ジクアス点眼液３％（５ｍＬ）
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」
ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」（５０ｇ）
ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「ＮＰ」
ジフラールクリーム０．０５％（５ｇ）
シムビコートタービュヘイラー６０吸入
ステリクロンＲ液０．０５％
ステリクロンＲ液０．５％
スピール膏Ｍ（２５ｃ㎡）
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
スミスリンローション５％　（３０ｇ） 限定採用薬
スミルスチック３％（４０ｇ）
生理食塩液（洗浄用）　大塚生食注［細口開栓］
ゼスタッククリーム（５０ｇ）
セレベント５０ディスカス　５０μｇ６０ブリスター 限定採用薬
ゾビラックス眼軟膏３％（５ｇ）
ソフラチュール貼付剤(１０．８ｍｇ)１０cm×１０cm
ソフラチュール貼付剤（３２．４ｍｇ)１０cm×３０cm

タ行 ダイアップ坐剤４ｍｇ
ダイアップ坐剤６ｍｇ
ダイアップ坐剤１０ｍｇ
タッチロンパップ３０ｍｇ
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採用薬品名（外用薬）
ダラシンＴゲル１％（１０ｇ）
タリビッド眼軟膏０．３％（３．５ｇ）
タリムス点眼液０．１％（５ｍＬ） 限定採用薬
単軟膏
ヂアミトール水〔０．０２５Ｗ／Ｖ％〕
ツムラ紫雲膏 限定採用薬
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」
ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」
ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g（５ｇ）
デスパコーワ口腔用クリーム（５ｇ）
デスモプレシン点鼻液０．０１％協和　２５０μｇ１瓶
デスモプレシン・スプレー２．５協和　１２５μｇ１瓶
デスモプレシン・スプレー１０協和　５００μｇ1瓶 限定採用薬
デタントール０．０１％点眼液（５ｍＬ） 限定採用薬
デュオトラバ配合点眼液（２．５ｍＬ）
テラ・コートリル軟膏（５ｇ）
テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」
デルモベートクリーム０.０５％（５ｇ）
デルモベートスカルプローション０.０５％（１０ｇ）
デルモベート軟膏０.０５％（５ｇ）
テレミンソフト坐薬２ｍｇ
テレミンソフト坐薬１０ｍｇ
トプシムクリーム０．０５％（５ｇ）
ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ（１０ｇ）
ドボベット軟膏（１５ｇ）
ドボベットゲル（１５ｇ）
トラバタンズ点眼液０．００４％（２．５ｍＬ）
トラマゾリン点鼻液０．１１８％「AFP」（１０ｍＬ）
トルソプト点眼液１％（５ｍＬ） 限定採用薬
ドレニゾンテープ4μg/cm2 0.3mg ７．５cm×１０ｃｍ

ナ行 ナウゼリン坐剤１０ｍｇ
ナウゼリン坐剤３０ｍｇ
ナウゼリン坐剤６０ｍｇ
ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用
ニゾラールローション２％（１０ｇ）
ニュープロパッチ　２．２５ｍｇ 限定採用薬
ニュープロパッチ　４．５ｍｇ
ニュープロパッチ　９ｍｇ 限定採用薬
ニュープロパッチ１３．５ｍｇ 限定採用薬
ネオメドロールＥＥ軟膏（３ｇ）
ネオヨジンガーグル７％（３０ｍＬ）
ネバナック懸濁性点眼液０．１％（５ｍＬ）
ネリザ坐剤
ネリザ軟膏（２ｇ）
ネリゾナ軟膏０．１％（５ｇ）
ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％（５ｇ）
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 限定採用薬

ハ行 白色ワセリン［ソフト］「ケンエー」
バクトロバン鼻腔用軟膏「２％」（３ｇ）
パピロックミニ点眼液０．１％（０．４ｍＬ） 限定採用薬
パルミコート吸入液０．２５ｍｇ２ｍＬ 限定採用薬
パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入
ヒアレイン点眼液０．１％（５ｍＬ）
ヒアレイン点眼液０．３％（５ｍＬ）
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採用薬品名（外用薬）
ヒアレインミニ点眼液０．３％ 限定採用薬
ビソノテープ４ｍｇ
ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」（５ｇ）　　
ヒポジン消毒液１０％
ピマリシン点眼液５％「センジュ」 限定採用薬
ヒルドイドローション０．３％（２５ｇ）
ヒルドイドソフト軟膏０．３％（２５ｇ）
５－ＦＵ軟膏５％協和（５ｇ） 限定採用薬
フィブラストスプレー５００　５００μｇ1瓶（溶解液付）
フエナゾール軟膏５％（１０ｇ）
フェノール・亜鉛華リニメント
フェルビナクパップ７０ｍｇＮＰ（７枚入り）
フェルナビオンパップ７０　１０cm×１４cm(７枚入り)
☆フェントステープ１ｍｇ
☆フェントステープ２ｍｇ
☆フェントステープ４ｍｇ
☆フェントステープ８ｍｇ
フシジンレオ軟膏２％（１０ｇ）
フラジール膣錠２５０ｍｇ
プラスチベース
フラビタン眼軟膏０．１％（５ｇ）
フラビタン点眼液０．０５％（５ｍＬ）
フランドルテープ４０ｍｇ
プリビナ点眼液０．５ｍｇ／ｍＬ（５ｍＬ） 限定採用薬
フルタイド５０エアゾール１２０吸入用
フルタイド５０ディスカス　５０μｇ　６０ブリスター
フルタイド１００ディスカス１００μｇ６０ブリスター 限定採用薬
フルタイド２００ディスカス２００μｇ６０ブリスター 限定採用薬
フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用
フルメタ軟膏０．１％（５ｇ）
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（５ｇ）
プレドネマ注腸２０ｍｇ
フロジン外用液５％（３０ｍＬ）
プロスタンディン軟膏０．００３％（３０ｇ）
プロトピック軟膏０．０３％小児用（５ｇ）
プロトピック軟膏０．１％（５ｇ）
プロペト 限定採用薬
ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％｢日新」
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２%「ﾀｲﾖｰ」 ４５ｍＬ
ベガモックス点眼液０．５％（５ｍＬ）
ベストロン点眼用０．５％ ５mg(溶解後の液として5mL)
ベストロン耳鼻科用１％ １０mg(溶解後の液として5mL)
ベセルナクリーム５％
ベピオゲル２．５％
ヘモポリゾン軟膏　２ｇ
ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液（５ｍＬ）
ベロテックエロゾル１００　２０ｍｇ（１０ｍＬ） 限定採用薬
ペンタサ坐剤　１ｇ
ペンタサ注腸１ｇ
ボスミン外用液０．１％
ポビドンヨードゲル１０％「明治」（４ｇ）
ポビドンヨードゲル１０％「明治」（９０ｇ）
ボラザＧ軟膏（２．４ｇ）
ボラザＧ坐剤
ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ（１０ｇ）
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採用薬品名（外用薬）
ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ（１００ｇ）
ボンアルファクリーム２μｇ／ｇ（１０ｇ）
ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ（１０ｇ）

マ行 マーデュオックス軟膏（１０ｇ）
マイザー軟膏０．０５％（５ｇ）
マイティア点眼液［人工涙液］（５ｍＬ）
ミオコールスプレー０．３ｍｇ（０．６５％７．２ｇ）
ミケランＬＡ点眼液２％（２．５ｍＬ）
ミケルナ配合点眼（２．５ｍＬ）
ミドリンＭ点眼液０．４％（５ｍＬ）
ミドリンＰ点眼液（１０ｍＬ）
ミリステープ５ｍｇ　４．０５ｃｍ×４．５０ｃｍ
ムコスタ点眼液ＵＤ２％
ムコフィリン吸入液２０％ 限定採用薬
メサデルム軟膏０．１％（５ｇ）
メサデルムローション０．１％（１０ｇ）
メノエイドコンビパッチ
メプチンエアー１０μｇ吸入１００回
メプチン吸入液０．０１％　（３０ｍＬ）
メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ
メンタックスクリーム１％（１０ｇ）
モーラステープＬ４０ｍｇ　１０cm×１４cm（７枚）
モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ　１４cm×２０cm（７枚）

ヤ行 ユベラ軟膏
ラ行 ラクリミン点眼液０．０５％（５ｍＬ）

ラノリン［精製］
ラパリムスゲル０．２％（１０ｇ）　　 限定採用薬
リドメックスコーワ軟膏０．３％（５ｇ）
リドメックスコーワローション０．３％（１５ｇ）
リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ 限定採用薬
レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＴＳ」（５ｍＬ）　
リレンザ（５ｍｇ）
リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％（５ｍＬ）
リンデロンＡ軟膏（眼・耳科用）（５ｇ）
リンデロン－ＤＰクリーム０．０６４％（５ｇ）
リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％（５ｇ）
リンデロン－ＶＧローション０．１２％（１０ｍＬ）
リンベタＰＦ眼耳鼻科用液０．１％（５ｍＬ）
ルコナック爪外用液５％（３．５ｇ）
ルミガン点眼液０．０３％（２．５ｍＬ）
ルリコン液１％（１０ｍＬ）
ルリコンクリーム１％（１０ｇ）
ルリコン軟膏１％（１０ｇ）
レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回
レシカルボン坐剤（新）
レスキュラ点眼液０．１２％（５ｍＬ） 限定採用薬
レスタミンコーチゾン軟膏［強力］（１０ｇ）
レスタミンコーワクリーム１％
レペタン坐剤０．２ｍｇ
レルベア１００エリプタ３０吸入用
レルベア２００エリプタ３０吸入用
ロコアテープ
ロコイド軟膏０．１％（５ｇ）
ロコイドクリーム０．１％（５ｇ）
ロゼックスゲル０．７５％
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採用薬品名（外用薬）
ワ行 ワコビタール坐剤１５ｍｇ

ワコビタール坐剤５０ｍｇ　　 限定採用薬
ワコビタール坐剤１００ｍｇ
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