
２０１９年４月現在

ア行 アーガメイト２０％ゼリー　（５ｇ／２５ｇ）
アグリリンカプセル０．５ｍｇ 限定採用薬
アクトネル錠１７．５ｍｇ（週１回包装）
アコファイド錠１００ｍｇ 限定採用薬
アサコール錠４００ｍｇ
アジルバ錠２０ｍｇ
サラゾスルファピリジン腸溶錠500ｍｇ「日医工」
アシクロビル顆粒４０％「サワイ」（４００ｍｇ／ｇ）
アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」
アジレクト錠1ｍｇ
アスケート錠３００ｍｇ
アストミン錠１０ｍｇ
アスピリン
アスペノンカプセル１０ｍｇ
アスベリン散１０％（１００ｍｇ／ｇ）
アスベリンシロップ０．５％
アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」
アセチルスピラマイシン錠２００ｍｇ
アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ「タイヨー」
アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＮＰ」　　＊
アダプチノール錠５ｍｇ
アタラックスーＰカプセル２５ｍｇ
アデホスコーワ顆粒１０％（１００ｍｇ／ｇ）
アデムパス錠０．５ｍｇ 限定採用薬
アデムパス錠１．０ｍｇ 限定採用薬
アーテン錠２ｍｇ
アドシルカ錠２０ｍｇ 限定採用薬
アドソルビン原末
アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」
アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」
アフィニトール錠５ｍｇ 限定採用薬
☆アブストラル舌下錠１００μｇ
アプルウェイ錠２０ｍｇ 限定採用薬
アプレゾリン散「SUN」１０％（１００ｍｇ／ｇ） 限定採用薬
アボルブカプセル０．５ｍｇ
アマージ錠２．５ｍｇ
アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」
アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」
アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「TE」
アミティーザカプセル２４μｇ
アミノレバンＥＮ配合散（５０ｇ／包）コーヒー味
アムノレイク錠２ｍｇ
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」
アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医工」
アメナリーフ錠２００ｍｇ
アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＮＰ」
アモバンテス錠７．５ｍｇ
アリセプトＤ錠３ｍｇ
アリセプトＤ錠５ｍｇ
アリセプトＤ錠１０ｍｇ
アルギＵ配合顆粒 限定採用薬
アルケラン錠２ｍｇ
アルサルミン細粒９０％
アルセノール錠２５ｍｇ
アルダクトンＡ細粒１０％（１００ｍｇ／ｇ）
アルドメット錠２５０ｍｇ

採用薬品名（内服薬）
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

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１μｇ「トーワ」
アルファロール散（１μｇ／ｇ）
アルファロール内用液（０．５μｇ／ｍＬ）
アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」
アルロイドG内用液５％
アレセンサカプセル１５０ｍｇ 限定採用薬
アレビアチン錠２５ｍｇ
アレビアチン錠１００ｍｇ
アレビアチン散１０％（１００ｍｇ／ｇ）
アローゼン顆粒
アロプリノール錠１００ｍｇ「タナベ」
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 限定採用薬
アロマシン錠２５ｍｇ
アンギナール散１２．５％（１２５ｍｇ／ｇ）
アンコチル錠５００ｍｇ 限定採用薬
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」
アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ｢日医工｣
アンブロキソール塩酸塩内用液0.75％｢JG｣(7.5mg/mL)
イグザレルト錠１０ｍｇ
イグザレルト錠１５ｍｇ
イクスタンジ錠４０ｍｇ
イクスタンジ錠８０ｍｇ
イーケプラ錠２５０ｍｇ 限定採用薬
イーケプラ錠５００ｍｇ
イーケプラドライシロップ５０％（５００ｍｇ／ｇ） 限定採用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」
イスコチン錠１００ｍｇ
イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」
一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」
イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「SW」
イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」
イノベロン錠１００ｍｇ 限定採用薬
ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ 限定採用薬
イブランスカプセル２５ｍｇ
イブランスカプセル１２５ｍｇ
イプリフラボン錠２００ｍｇ「日医工」
イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」
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」
イムブルビカカプセル１４０ｍｇ 限定採用薬
イムラン錠５０ｍｇ
イメンドカプセル８０ｍｇ
イメンドカプセル１２５ｍｇ
イリボー錠５ｍｇ 限定採用薬
イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」
イレッサ錠２５０ｍｇ
インクレミンシロップ５％
インデラル錠１０ｍｇ
インフリーカプセル１００ｍｇ　 限定採用薬
インライタ錠１ｍｇ 限定採用薬
インライタ錠５ｍｇ 限定採用薬
ヴィキラックス配合錠
ウインタミン細粒１０％（１００ｍｇ／ｇ）
ヴォトリエント錠２００ｍｇ
ヴォリブリス錠２．５ｍｇ 限定採用薬
ウテメリン錠５ｍｇ
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

ウプトラビ錠０．２ｍｇ　　
ウプトラビ錠０．４ｍｇ　 限定採用薬
ウブレチド錠５ｍｇ 限定採用薬
ウリアデック錠４０ｍｇ
ウリトス錠０．１ｍｇ
ウルグートカプセル２００ｍｇ
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」
ウロカルン錠２２５ｍｇ
エースコール錠２ｍｇ
エクア錠５０ｍｇ
エクメット配合錠ＨＤ
ＳＧ配合顆粒
エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ 限定採用薬
エストリール錠１ｍｇ
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
エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」
エディロールカプセル０．７５μｇ
エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」
エネーボ配合経腸用液　２５０ｍＬ／缶
エビスタ錠６０ｍｇ 限定採用薬
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」
エピナスチン塩酸塩DS小児用１％「トーワ」
エピレオプチマル散５０％（５００ｍｇ／ｇ）
エフィエント錠２．５ｍｇ
エフィエント錠３．７５ｍｇ
エフィエントOD錠２０ｍｇ
エブトール１２５ｍｇ錠
エフピーＯＤ錠２．５ｍｇ
エブランチルカプセル１５ｍｇ
エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」
エボザックカプセル３０ｍｇ
エホチール錠５ｍｇ
☆MSコンチン錠１０ｍｇ
☆MSコンチン錠３０ｍｇ
エリキュース錠２．５ｍｇ
エリキュース錠５ｍｇ
エリスロシン錠１００ｍｇ
エリスロシンドライシロップ１０％（１００ｍｇ／ｇ）
L-アスパラギン酸Ca錠２００ｍｇ「トーワ」
エルカルチンＦＦ内用液１０％（１００ｍｇ／ｍＬ） 限定採用薬
エルカルチンFF錠２５０ｍｇ
L-ケフレックス顆粒（５００ｍｇ／ｇ）
エレルサ錠５０ｍｇ
エレンタール配合内用剤（８０ｇ／包）
エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤（４０ｇ／包）
塩化カリウム
塩酸バンコマイシン散０．５「MEEK」
塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「中外」
塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」　　
エンシュア・リキッド　２５０ｍＬ／缶　（バニラ味） 限定採用薬
エンシュア・Ｈ　２５０ｍＬ／缶　（バニラ味）
エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」
エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」　　
エンドキサン錠５０ｍｇ
オイグルコン錠１．２５ｍｇ 限定採用薬
オキサトミドＤＳ小児用２％「サワイ」
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

☆オキシコンチンTR錠５ｍｇ
☆オキシコンチンTR錠１０ｍｇ
☆オキシコンチンTR錠２０ｍｇ
☆オキシコンチンTR錠４０ｍｇ
☆オキノーム散２．５ｍｇ
☆オキノーム散５ｍｇ
オーグメンチン配合錠２５０RS
オークル錠１００ｍｇ 限定採用薬
オスポロット錠５０ｍｇ
オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」
オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」
オダイン錠４０ｍｇ 限定採用薬
オテズラ錠１０ｍｇ 限定採用薬
オテズラ錠２０ｍｇ 限定採用薬
オテズラ錠３０ｍｇ 限定採用薬
オフェブカプセル１００ｍｇ 限定採用薬
オフェブカプセル１５０ｍｇ 限定採用薬
オプスミット錠１０ｍｇ　　 限定採用薬
☆オプソ内服液５ｍｇ
オラペネム小児用細粒１０％（１００ｍｇ／ｇ） 限定採用薬
オルケディア錠１ｍｇ
オルケディア錠２ｍｇ
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」　　
オロパタジン塩酸塩OD錠５ｍｇ「トーワ」
オングリザ錠２．５ｍｇ

カ行 カタプレス錠７５μｇ（０．０７５ｍｇ）
カデチア配合錠HD「テバ」
カナグル錠１００ｍｇ 限定採用薬
カナマイシンカプセル明治２５０ｍｇ
カバサール錠０．２５ｍｇ
カバサール錠１．０ｍｇ
ガバペン錠２００ｍｇ
カプトプリル錠２５ｍｇ「ＳＷ」
カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」
ガランターゼ散５０％（５００ｍｇ／ｇ） 限定採用薬
カルグート錠１０ｍｇ
カルコーパ配合錠L100
カルタン細粒８３％（８３０ｍｇ／ｇ） 限定採用薬
カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 限定採用薬
カリジノゲナーゼ錠５０単位「トーワ」
カルバゾクロムスルホン酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠３０ｍｇ「日医工」
クエンメット配合散
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」
カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」（５００mg/g）
カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」
カロナール錠２００ｍｇ
カロナール細粒２０％（２００ｍｇ／ｇ）
カロナールシロップ２％（２０ｍｇ／ｍＬ）
カンデサルタンOD錠４ｍｇ「EE」
希塩酸
キシロカインビスカス２％（２０ｍｇ／ｍＬ）
球形吸着炭細粒「マイラン」
クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」
クエン酸第一鉄Na錠５０ｍｇ「サワイ」　鉄５０ｍｇ

4／18



２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

クエン酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ顆粒8.3%｢ﾂﾙﾊﾗ｣（100mg/1.2g）
クエンメット配合散
グーフィス錠５ｍｇ　　 限定採用薬
グラジナ錠５０ｍｇ
グラセプターカプセル０．５ｍｇ 限定採用薬
グラセプターカプセル１ｍｇ
グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」　　
クラバモックス小児用配合ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」
クラリスロマイシンDS小児用１０％「トーワ」
クリアナール錠２００ｍｇ
クリアミン配合錠Ａ１．０
グリチロン配合錠
クリノリル錠１００ｍｇ
グリベック錠１００ｍｇ 限定採用薬
グリミクロン錠４０ｍｇ
グリメピリド錠１ｍｇ「EMEC」
グリメピリド錠３ｍｇ「EMEC」
グルコバイ錠１００ｍｇ
グルファスト錠１０ｍｇ
クレメジンカプセル２００ｍｇ 限定採用薬
クロチアゼパム錠５ｍｇ「日医工」
クロピドグレル錠２５ｍｇ「SANIK」
クロピドグレル錠７５ｍｇ「SANIK」
クロミッド錠５０ｍｇ
ケアラム錠２５ｍｇ 限定採用薬
ケアロードＬＡ錠６０μｇ 限定採用薬
ケイキサレートドライシロップ７６％（３．２７g/包）
ケイツーシロップ０．２％（２ｍｇ／ｍＬ）
ケーサプライ錠６００ｍｇ
ケタスカプセル１０ｍｇ
コデインリン酸塩散１％「タケダ」（１０ｍｇ／ｇ）　　
☆コデインリン酸塩散１０％「第一三共」（１００ｍｇ／ｇ）　　
コートリル錠１０ｍｇ
コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」
コレバインミニ８３％（１５００ｍｇ／包） 限定採用薬
コロネル細粒８３．３％（８３３ｍｇ／ｇ）
コントミン糖衣錠２５ｍｇ

サ行 ザイザル錠５ｍｇ
ザイザルシロップ０．０５％（０．５ｍｇ／ｍＬ）
ザイティガ錠２５０ｍｇ
サイトテック錠１００μｇ
ザイボックス錠６００ｍｇ 限定採用薬
サインバルタカプセル２０ｍｇ
サーカネッテン配合錠
ザーコリカプセル２００ｍｇ 限定採用薬
ザーコリカプセル２５０ｍｇ 限定採用薬
ザジテンカプセル１ｍｇ 限定採用薬
サーティカン錠０．２５ｍｇ　　 限定採用薬
サーティカン錠０．５ｍｇ　　 限定採用薬
サーティカン錠０．７５ｍｇ　　 限定採用薬
サノレックス錠０．５ｍｇ 限定採用薬
サムスカ錠７．５ｍｇ
サムスカ錠１５ｍｇ 限定採用薬
サムスカ錠３０ｍｇ 限定採用薬
サムチレール内用懸濁液１５％（５ｍＬ／包）
サラジェン錠５ｍｇ
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「日医工」　　
サリパラ液
ザルティア錠５ｍｇ
サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」
酸化マグネシウム細粒８３％「ケンエー」
酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」
ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＭＳＤ」
ジェニナック錠２００ｍｇ
ジオトリフ錠３０ｍｇ 限定採用薬
ジオトリフ錠４０ｍｇ 限定採用薬
ジカディアカプセル１５０ｍｇ　　 限定採用薬
シグマビタン配合カプセルB25
ジクロフェナクNa錠２５ｍｇ「サワイ」
ジクロフェナクNa徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」
ジゴシン錠０．１２５ｍｇ
ジゴシン散０．１％（１ｍｇ／ｇ）
ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ
ジスロマック細粒小児用１０％（１００ｍｇ／ｇ）
シダトレンスギ花粉舌下液 ２００JAU/mLﾎﾞﾄﾙ　10mL 限定採用薬
シダトレンスギ花粉舌下液２,０００JAU/mL ﾎﾞﾄﾙ　10mL 限定採用薬
シダトレンスギ花粉舌下液２,０００JAU/mLﾊﾟｯｸ　1mL 限定採用薬
シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」 限定採用薬
シナール配合錠
ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」
ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」
ジプレキサザイディス錠５ｍｇ
シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「トーワ」　
シベノール錠１００ｍｇ
ジャカビ錠５ｍｇ 限定採用薬
ジャディアンス錠１０ｍｇ
ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ
ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ
ジャヌビア錠５０ｍｇ
シュアポスト錠０．２５ｍｇ
シュアポスト錠０．５ｍｇ
臭化カリウム 限定採用薬
重曹錠５００ｍｇ「マイラン」
小児用バクシダール錠５０ｍｇ
ジラセプ塩酸塩錠50ｍｇ「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「日医工」
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル１００ｍｇ「サワイ」
シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」
ジレニアカプセル０．５ｍｇ 限定採用薬
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」
スインプロイク錠０．２ｍｇ
スオード錠１００ｍｇ
スーグラ錠５０ｍｇ
スタラシドカプセル５０ｍｇ
スタレボ配合錠Ｌ５０
スタレボ配合錠Ｌ１００
スチバーガ錠４０ｍｇ 限定採用薬
スーテントカプセル１２．５ｍｇ
ストラテラ内用液０．４％（４ｍｇ／ｍＬ）　　 限定採用薬
ストロメクトール錠３ｍｇ
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」
スピロペント錠１０μｇ
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

スプリセル錠２０ｍｇ
スプリセル錠５０ｍｇ
スルピリド錠「アメル」５０ｍｇ
スンベプラカプセル１００ｍｇ
セイブル錠５０ｍｇ
セスデンカプセル３０ｍｇ
ゼチーア錠１０ｍｇ
セネガシロップ
セファクロル細粒１０％「日医工」（１００ｍｇ／ｇ）
セファランチン錠１ｍｇ
セファランチン末１％（１０ｍｇ／ｇ）
ゼフィックス錠１００ｍｇ 限定採用薬
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」
セフカペンﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩細粒小児用10％「ﾄｰﾜ｣100mg/g
セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「ＯＫ」
セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「ＯＫ」
セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」
セフジニル細粒１０％小児用｢ﾏｲﾗﾝ｣（１００ｍｇ／ｇ）
セララ錠５０ｍｇ
セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「日医工」　　
セルシン錠２ｍｇ
セルシン錠５ｍｇ
セルシン散１％（１０ｍｇ／ｇ）
セルセプトカプセル２５０ｍｇ
セルニルトン錠
ゼルヤンツ錠５ｍｇ　　 限定採用薬
セレクトール錠２００ｍｇ
セレコックス錠１００ｍｇ
セレナール錠１０ｍｇ 限定採用薬
セレニカＲ顆粒４０％（４００ｍｇ／ｇ）
ゼローダ錠３００ｍｇ
ゼンタコートカプセル３ｍｇ　　 限定採用薬
センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」
ソタコール錠４０ｍｇ
ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」
ゾニサミド散２０％「アメル」
ソバルディ錠４００mg 限定採用薬
ゾフルーザ錠１０ｍｇ
ゾフルーザ錠２０ｍｇ
ソランタール錠１００ｍｇ
ソリタ－Ｔ配合顆粒３号（４ｇ／包）
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ｻﾜｲ」（入眠剤）
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ｻﾜｲ」（入眠剤）

タ行 ダイアート錠３０ｍｇ
ダイアモックス錠２５０ｍｇ
タイケルブ錠２５０ｍｇ
ダイドロネル錠２００mg
ダイフェン配合錠
ダクチル錠５０ｍｇ
タグリッソ錠４０ｍｇ 限定採用薬
タグリッソ８０ｍｇ 限定採用薬
ダクルインザ錠６０ｍｇ
タケキャブ錠１０ｍｇ
タケキャブ錠２０ｍｇ
タシグナカプセル１５０ｍｇ 限定採用薬
タシグナカプセル２００ｍｇ 限定採用薬
タナドーパ顆粒７５％（７５０ｍｇ／ｇ）

7／18



２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

タフマックＥ配合カプセル
タミフルドライシロップ３％（３０ｍｇ／ｇ）
タムスロシン塩酸塩OD錠０．２ｍｇ「トーワ」
タモキシフェン錠２０ｍｇ錠「ＭＹＬ」
タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」
タルセバ錠２５ｍｇ 限定採用薬
タルセバ錠１００ｍｇ 限定採用薬
タルセバ錠１５０ｍｇ
炭酸水素ナトリウム
単シロップ
タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」　　
ダントリウムカプセル２５ｍｇ
タンナルビン「ホエイ」
タンボコール錠５０ｍｇ
チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」
チアプリド細粒１０％（１００ｍｇ／ｇ）「サワイ」
チウラジール錠５０ｍｇ
チオラ錠１００ｍｇ
チガソンカプセル１０ｍｇ
チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」
チラーヂンＳ錠２５μｇ
チラーヂンＳ錠５０μｇ
チロナミン錠２５μｇ
沈降炭酸カルシウム「ケンエー」
沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」
ティーエスワン配合顆粒T２５ｍｇ(ﾃｶﾞﾌｰﾙ相当量) 限定採用薬
ディナゲスト錠１ｍｇ
ディレグラ配合錠
テオフィリン徐放ＤＳ小児用２０％「トーワ」
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」
デカドロン錠０．５ｍｇ
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」
デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１０％「日医工」
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％（５００ｍｇ／ｇ）
テクフィデラカプセル１２０ｍｇ　　 限定採用薬
テクフィデラカプセル２４０ｍｇ　　 限定採用薬
デザレックス錠５ｍｇ
デジレル錠２５ｍｇ
テトラミド錠１０ｍｇ
デトルシトールカプセル４ｍｇ 限定採用薬
テネリア錠２０ｍｇ
テノゼット錠３００ｍｇ
デパケン錠２００ｍｇ 限定採用薬
デパケン錠１００ｍｇ 限定採用薬
デパケン細粒４０％（４００ｍｇ／ｇ） 限定採用薬
テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」
テプレノン細粒１０％「トーワ」（１００ｍｇ／ｇ）
テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」
テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ］
テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」
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」　　
テルロン錠０．５ｍｇ
ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」　　
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒１５％「明治」
ドパストン散９８．５％ 限定採用薬
トビエース錠４ｍｇ
トピナ錠５０ｍｇ
トピナ錠２５ｍｇ 限定採用薬
トピナ細粒１０％（１００ｍｇ／ｇ） 限定採用薬
トフィソパム錠５０ｍｇ「サワイ」
ドプスＯＤ錠１００ｍｇ
トフラニール錠１０ｍｇ
トフラニール錠２５ｍｇ
ドメナン錠２００ｍｇ
トラゼンタ錠５ｍｇ
トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」
トラベルミン配合錠
トラマールOD錠２５ｍｇ
トラムセット配合錠
トランコロン錠７．５ｍｇ 限定採用薬
トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」　　
トリクロリールシロップ１０％（１００ｍｇ／ｍＬ）
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医工」
トリプタノール錠１０ｍｇ
トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医工」
トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ
ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」
ドンペリドンDS小児用１％「サワイ」（１０mg/g）

ナ行 ナイキサン錠１００ｍｇ
ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」
☆ナルサス錠２ｍｇ
☆ナルサス錠６ｍｇ
☆ナルラピド錠１ｍｇ
ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 限定採用薬
ニコランマート錠５ｍｇ
ニッパスカルシウム顆粒１００％　　☆ 限定採用薬
ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ
ニポラジン錠３ｍｇ
乳酸カルシウム「ホエイ」
ニューレプチル細粒１０％（１００ｍｇ／ｇ） 限定採用薬
ネイリンカプセル１００ｍｇ
ネオーラル１０ｍｇカプセル 限定採用薬
ネオーラル２５ｍｇカプセル
ネオーラル内服液１０％（１００ｍｇ／ｍＬ） 限定採用薬
ネキシウムカプセル２０ｍｇ
ネクサバール錠２００ｍｇ
ノイエル細粒４０％（４００ｍｇ／ｇ）
ノイキノン錠１０ｍｇ 限定採用薬
ノイロトロピン錠４単位
ノウリアスト錠２０ｍｇ
ノバミン錠５ｍｇ
ノベルジン錠２５ｍｇ 限定採用薬

ハ行 バイアスピリン錠１００ｍｇ
バイアグラ錠５０ｍｇ
バイシリンＧ顆粒（４０万単位／ｇ）
ハイドレアカプセル５００ｍｇ
パキシルCR錠１２．５ｍｇ
パキシルCR錠２５ｍｇ
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

バクシダール錠５０ｍｇ［小児用］
ハーボニー配合錠
バファリン配合錠Ａ８１ｍｇ 限定採用薬
バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」
パラミヂンカプセル３００ｍｇ 限定採用薬
バリキサ錠４５０ｍｇ 限定採用薬
バルサルタン錠８０ｍｇ「ニプロ」
バルヒディオ配合錠ＥＸ「サンド」
バルプロ酸ﾅﾄﾘｳﾑ細粒40%（４００mg/g）「ＥＭＥＣ」
バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ「トーワ」　　
バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」　　
バレリンシロップ５％（５０ｍｇ／ｍＬ）
パーロデル錠２．５ｍｇ
ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「アメル」
パンクレアチン
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「MEEK」
パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」
パンテチン散２０％「テバ」（２００ｍｇ／ｇ）
パンビタン末〔調剤用〕
ビアサン（１．１ｇ）
ＰＬ配合顆粒
ピオグリダゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」
ピオグリダゾンＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」
ビオスリー配合散
ビオチン・ドライシロップ０．１％「ホエイ」（１ｍｇ／ｇ）　　 限定採用薬
ビオフェルミンＲ散
ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」
ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」(１０mL)　　
ビジクリア配合錠 限定採用薬
ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ
ヒスタブロック配合錠
ヒスロンＨ錠２００ｍｇ
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５ｍｇ「トーワ」
ビタノイリンカプセル５０
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」
ビタファントＦ錠２５
ピドキサール錠１０ｍｇ
ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ 限定採用薬
ビビアント錠２０ｍｇ
ヒマシ油〔加香〕
ビムパット錠５０ｍｇ
ビムパット錠１００ｍｇ
ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」
ビラノア錠２０ｍｇ
ピラマイド原末
ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トーワ」　　 限定採用薬
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「トーワ」　　
ヒルナミン細粒１０％（１００ｍｇ／ｇ）
ピレスパ錠２００ｍｇ
ファムビル錠２５０ｍｇ
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」
ファモチジン散２％（２０ｍｇ／ｇ）「トーワ」
ファロム錠２００ｍｇ
ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ
フィコンパ錠２ｍｇ
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

フィコンパ錠４ｍｇ
フェアストン錠４０ｍｇ
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」
フェニルアラニン除去ミルク配合散〔雪印新〕
フェノバール錠３０ｍｇ
フェノバルビタール散１０％（１００ｍｇ／ｇ）
フェノバールエリキシル０．４％（４ｍｇ／ｍｌ）
フェブリク錠２０ｍｇ
フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ
フェロベリン配合錠
フォシーガ錠５ｍｇ 限定採用薬
フォスブロック錠２５０ｍｇ
フォリアミン錠５ｍｇ
複合アレビアチン配合錠
ブスコパン錠１０ｍｇ
プラケニル錠２００ｍｇ
プラザキサカプセル７５ｍｇ
プラザキサカプセル１１０ｍｇ
フラジール内服錠２５０ｍｇ
プラノバール配合錠
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」　
フラビタン錠５ｍｇ
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」　　
プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＥＫ」
プランルカストＤＳ１０％「ＥＫ」
プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」
プリモボラン錠５ｍｇ
フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「Ｆ」
プルスマリンＡドライシロップ小児用１．５％(15mg/g)　　
フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」
フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワイ」
フルバスタチン錠３０ｍｇ「サワイ」
ブルフェン顆粒２０％（２００ｍｇ／ｇ） 限定採用薬
フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」　　
プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 限定採用薬
プレドニゾロン錠１ｍｇ
プレドニン錠５ｍｇ
プレマリン錠０．６２５ｍｇ
プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「日医工」
プログラフカプセル０．５ｍｇ
プログラフカプセル１ｍｇ
プログラフ顆粒（０．２ｍｇ／包） 限定採用薬
プロスタグランジンE2錠０．５ｍｇ「科研」
プロスタール錠２５ｍｇ 限定採用薬
フロセミド錠２０ｍｇ「テバ」
フロセミド錠４０ｍｇ「テバ」
フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」（４０ｍｇ／ｇ）
プロタノールＳ錠１５ｍｇ 限定採用薬
ブロチゾラムOD錠０．２５ｍｇ「サワイ」
プロノン錠１５０ｍｇ 限定採用薬
プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」　　
プロベラ錠２．５ｍｇ
フロベン顆粒８％（８０ｍｇ／ｇ）
ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ｢日医工｣
フロリードゲル経口用２％（５ｇ／本）
フロリネフ錠０．１ｍｇ
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

ベイスンＯＤ錠０．２ｍｇ 限定採用薬
ベサノイドカプセル１０ｍｇ
ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「トーワ」
ベシケアOD錠２．５ｍｇ 限定採用薬
ベシケア錠５ｍｇ
ベスタチンカプセル３０ｍｇ
ベタニス錠５０ｍｇ
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工」
ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」　　
ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」
ヘパンＥＤ配合内用剤（８０ｇ／包）
ベプリコール錠５０ｍｇ
ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」
ヘマンジオールシロップ小児用０．３７５％ 限定採用薬
ベムリディ錠２５ｍｇ
ペラゾリン細粒（４００ｍｇ／包） 限定採用薬
ベラチンドライシロップ小児用０．１％（１ｍｇ／ｇ）
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」
ペラプリン錠５ｍｇ
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」　　
ペリアクチン１％散（１０ｍｇ／ｇ）
ベリチーム配合顆粒
ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワイ」
ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ
ベルソムラ錠１０ｍｇ　　 限定採用薬
ベルソムラ錠１５ｍｇ
ペルタゾン錠２５ 限定採用薬
ペルマックス錠２５０μｇ 限定採用薬
ベンザリン錠５ｍｇ 限定採用薬
ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「杏林」
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トーワ」
ボシュリフ錠１００ｍｇ 限定採用薬
ホスミシン錠５００ｍｇ
ホスミシンドライシロップ２００（２００ｍｇ／ｇ）
ホスリボン配合顆粒 限定採用薬
ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ
ボセンタン錠６２．５ｍｇ「モチダ」
ボナロン錠３５ｍｇ（週１回包装）
ボノテオ錠５０ｍｇ（４週に１回製剤）
ポラキス錠１ｍｇ
ポララミン錠２ｍｇ
ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」
ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トーワ」
ポルトラック原末（６ｇ／包）
ポンタールシロップ３．２５％（３２．５ｍｇ／ｍＬ）

マ行 マイスタン錠５ｍｇ（抗てんかん薬） 限定採用薬
マイスタン錠１０ｍｇ（抗てんかん薬）
マイスタン細粒１％（１０ｍｇ／ｇ）（抗てんかん薬）
マクサルトＲＰＤ１０ｍｇ（１箱３錠入り）
マドパー配合錠
マヴィレット配合錠
マルファ配合内服液
ミグシス錠５ｍｇ 限定採用薬
ミグリステン錠２０ｍｇ
ミコブティンカプセル１５０ｍｇ 限定採用薬
ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」
ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ
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顆粒２％「サワイ」
ミヤＢＭ細粒
ミヤＢＭ錠
ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ
ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ
ムンデシンカプセル１００ｍｇ　　 限定採用薬
メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」
メサラジン顆粒５０％「ＡＫＰ」（５００ｍｇ／ｇ） 限定採用薬
メサラジン錠５００ｍｇ「ケミファ」　
メスチノン錠６０ｍｇ
メソトレキセート錠２．５ｍｇ
メタライト２５０カプセル 限定採用薬
メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ
メチエフ散１０％（１００ｍｇ／ｇ）
メチコバール錠５００μｇ（０．５ｍｇ）
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｆ」
メトトレキサートカプセル２ｍｇ「トーワ」
メトピロンカプセル２５０ｍｇ 限定採用薬
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ［ＤＳＥＰ］
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＤＳＥＰ」
メドロール錠４ｍｇ
メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＹＫ」
メバロチン錠１０ｍｇ
メプチンシロップ（５μｇ／ｍＬ）
メマリーＯＤ錠５ｍｇ
メマリーＯＤ錠２０ｍｇ
メルカゾール錠５ｍｇ
メロキシカム錠１０ｍｇ「トーワ」　　
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」
モトナリン錠１ｍｇ
モビプレップ配合内用剤 限定採用薬
☆モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ
モンテルカスト細粒４ｍｇ「サワイ」 限定採用薬
モンテルカスト錠１０ｍｇ「トーワ」　　
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「トーワ」　　

ヤ行 ヤーズ配合錠　　☆ 限定採用薬
ヤーズフレックス配合錠
ユーエフティ配合カプセルＴ１００ｍｇ(ﾃｶﾞﾌｰﾙ相当量)
ユーエフティＥ配合顆粒T100(100mg/包)(ﾃｶﾞﾌｰﾙ相当量) 限定採用薬
ユーゼル錠２５ｍｇ
ユナシン錠３７５ｍｇ
ユナシン細粒小児用（１００ｍｇ／ｇ）
ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ
ユベラ錠５０ｍｇ
ユベラ顆粒２０％（２００ｍｇ／ｇ）
ユリーフ錠４ｍｇ
ユーロジン１ｍｇ錠
ヨウ化カリウム
ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」
ヨクイニンエキス散「コタロー」（２ｇ／包）

ラ行 ラコールＮＦ配合経腸用液２００ｍＬ（ミルク）
ラコールＮＦ配合経腸用液４００ｍＬ（ミルク）
ラコールＮＦ配合経腸用　半固形剤３００ｇ 限定採用薬
ラジレス錠１５０ｍｇ
ラステットＳカプセル２５ｍｇ
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医工」
ラニラピッド錠０．０５ｍｇ
ラニラピッド錠０．１ｍｇ
ラパリムス錠１ｍｇ 限定採用薬
ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」
ラベプラゾールNa錠２０ｍｇ「サワイ」
ラボナ錠５０ｍｇ
ラミクタール錠小児用２ｍｇ 限定採用薬
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 限定採用薬
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」 限定採用薬
ランツジールコーワ錠３０ｍｇ
ランデル錠２０ｍｇ
リアルダ錠１２００ｍｇ
リウマトレックスカプセル２ｍｇ 限定採用薬
リオナ錠２５０ｍｇ
リオレサール錠５ｍｇ
リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ
リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ
リザベンカプセル１００ｍｇ
リザベン細粒１０％（１００ｍｇ／ｇ）
リシノプリル錠１０ｍｇ「サワイ」
リスパダール錠１ｍｇ
リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」　(０.５ｍＬ/包)
リスペリドン内服液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」　（１ｍＬ／包）
リスミー錠２ｍｇ
リスモダンカプセル１００ｍｇ
リスモダンＲ錠１５０ｍｇ
リーバクト配合顆粒（４.１５ｇ／包）
リパクレオンカプセル１５０ｍｇ 限定採用薬
リピディル錠８０ｍｇ
リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」
リフォロースシロップ６５％（６５０ｍｇ／ｍＬ）
リフレックス錠１５ｍｇ
リボトリール錠０．５ｍｇ
リボトリール錠２ｍｇ
リボトリール細粒０.１％（１ｍｇ／ｇ）
リーマス錠２００ｍｇ
リマチル錠１００ｍｇ 限定採用薬
リマプロストアルファデクス錠５μｇ「ＳＮ」
リムパーザ錠１００ｍｇ
リムパーザ錠１５０ｍｇ
硫酸アトロピン「ホエイ」　　【１０００倍散を院内製剤】 限定採用薬
リリカＯＤ錠２５ｍｇ
リリカＯＤ錠７５ｍｇ　　
リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」
リン酸水素カルシウム
リンゼス錠０．２５ｍｇ　　
ルジオミール錠１０ｍｇ
ルセフィ錠２．５ｍｇ　　☆ 限定採用薬
ルトラール錠２ｍｇ
ルナベル配合錠ＬＤ 限定採用薬
ルナベル配合錠ＵＬＤ
ルネスタ錠１ｍｇ
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

ルパフィン錠１０ｍｇ
ルプラック錠８ｍｇ 限定採用薬
ルボックス錠２５ｍｇ
レキソタン錠２ｍｇ
レキップCR錠８ｍｇ
レキップCR錠２ｍｇ
レクチゾール錠２５ｍｇ
レグパラ錠２５ｍｇ
レスタス錠２ｍｇ 限定採用薬
レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 限定採用薬
レスプレン錠２０ｍｇ
レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」
レナデックス錠４ｍｇ
レニベース錠２．５ 限定採用薬
レバチオ錠２０ｍｇ 限定採用薬
レバミピド錠１００ｍｇ「トーワ」
レベトールカプセル２００ｍｇ
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」
レボフロキサシン細粒１０％「ＤＳＥＰ」
レボレード錠１２．５ｍｇ
レミッチカプセル２．５μｇ
レミニールＯＤ錠４ｍｇ
レミニールＯＤ錠８ｍｇ
レンビマカプセル４ｍｇ
レンビマカプセル１０ｍｇ 限定採用薬
ロイケリン散１０％（１００ｍｇ／ｇ）
ロイコボリン錠５ｍｇ
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」
ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰ」　
ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」
ロゼレム錠８ｍｇ
ロートエキス散（１００ｍｇ／ｇ）
ロトリガ球状カプセル２ｇ
ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」　　
ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨー」
ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」
ロンサーフ配合錠Ｔ１５　１５ｍｇ（ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ相当量）
ロンサーフ配合錠Ｔ２０　２０ｍｇ（ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ相当量）

ワ行 ワイドシリン細粒２０％
ワーファリン錠０．５ｍｇ
ワーファリン錠１ｍｇ
ワンアルファ錠０．５μｇ
ワントラム錠１００ｍｇ

数字 ０１ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
（漢方）０２ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒（医療用）２．５ｇ

０３ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
０５ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
０６ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
０７ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
０８ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
０９ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１０ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１１ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１２ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯顆粒（医療用）２．５ｇ
１４ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１５ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
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２０１９年４月現在

採用薬品名（内服薬）

１６ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１７ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１８ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１９ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）３ｇ
２０ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
２１ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)２．５ｇ
２２ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
２３ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
２４ツムラ加味逍遥散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
２５ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
２６ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)２．５ｇ
２７ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
２８ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
２９ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）３ｇ
３０ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
３１ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
３２ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
３３ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
３４ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）３ｇ
３５ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
３６ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
３７ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
３８ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯ｴｷｽ顆粒(医療用)２．５ｇ
３９ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
４０ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）　２．５ｇ
４１ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
４３ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
４５ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
４６ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
４７ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
４８ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
５０ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
５１ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
５２ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
５３ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
５４ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
５５ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
５６ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
５７ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
５８ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
５９ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
６０ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
６１ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
６２ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
６３ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
６４ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）３ｇ
６５ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
６６ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
６７ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）　２．５ｇ
６８ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
６９ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）　２．５ｇ
７０ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
７１ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
７２ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
７３ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
７４ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療用）２．５
７５ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
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７６ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
７７ツムラ芎帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）３ｇ
７８ツムラ麻杏薏甘湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
７９ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
８０ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
８１ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
８２ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
８３ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
８４ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
８５ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
８６ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
８７ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
８８ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
８９ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
９０ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）３ｇ
９１ツムラ竹筎温胆湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
９２ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）３ｇ
９３ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
９５ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
９６ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
９７ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）３．５ｇ
９８ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）３ｇ
９９ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１００ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１０１ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１０２ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１０３ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１０４ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１０５ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１０６ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１０７ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１０８ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）３ｇ
１０９ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏ｴｷｽ顆粒（医療用）２．５ｇ
１１０ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１１１ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１１２ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１１３ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１１４ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）３ｇ
１１５ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１１６ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯ｴｷｽ顆粒（医療用）２．５ｇ
１１７ツムラ茵蔯五苓散エキス顆粒（医療用）２．５ｇ蔯
１１８ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１１９ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒２．５ｇ
１２０ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１２１ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒(医療用)２．５g
１２２ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１２３ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１２４ツムラ川芎茶調散エキス（医療用）２．５ｇ
１２５ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１２６ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１２７ツムラ麻黄附子細辛湯ｴｷｽ顆粒(医療用)２．５ｇ
１２８ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１３３ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１３４ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)２．５ｇ
１３５ツムラ茵蔯蒿湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１３６ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
１３７ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
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１３８ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）２．５ｇ
３０２０ツムラの生薬コウジン末（調剤用）
３０２３ブシ末（調剤用）「ツムラ」
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