
                    医　薬　品　名  (内服薬）                       2018.9

英字 AP-A

AP-C

l－メントール
PL配合顆粒　1ｇ
SM-1

TA-W

あ アイトロール錠　20mg
アーガメイト20％ゼリー　25ｇ
アキネトン錠　1mg
アクトス錠 15mg
アコファイド錠　100ｍｇ
アコニンサン錠
アサコール錠　400ｍｇ
アシノン錠　75mg
アストミン錠　10mg
アスパラ－CA錠　200mg
アスパラカリウム錠　300mg
アスペノンカプセル　20mg
アダラートCR錠　10mg
アダラートCR錠　20mg
アダラートL錠　10mg
アダラートL錠　20mg
アダラートカプセル　5mg
アタラックス錠　10mg
アーチスト　2.5mg
アーチスト　10mg
アーテン　2mg　（バラ包装のみ）
アデホスコーワ顆粒
アドソルビン末
アドナ錠　30mg
アボルブカプセル　0.5mg
アマリール錠　1mg
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アマリール錠　3mg
アミティーザカプセル　24μg
アミノレバンEN散　50g/包
        〃     フレーバー
アリセプト錠　3mg
アリセプト錠　5mg
アルダクトンA錠　25mg
アルダクトンA錠　50mg
アルドメット錠　250mg

アルファロールカプセル　0.25mｇ
アルファロールカプセル　0.5mｇ
アルファロール散　1mg/g　0.25g/包
アルロイドG内用液
アレグラ錠60mg
アレビアチン錠　100mg
アローゼン　0.5g/包
アンカロン錠　100mg（毒）
アンプラーグ錠　100mg

い イーケプラ錠　500mg
イスコチン錠　100mg
イトリゾール内用液
イミグラン錠　50mg
イメンドカプセルセット
インデラル錠　10㎎

う ウブレチド錠　5mg
ウラリット配合錠
ウリトスOD錠0.1mg
ウルソ錠  100mg

え エクセグラン錠　100mg
SM-1

エースコール　2㎎
エストラサイトカプセル　156.7mg
エパデールS 900mg/包　顆粒ｶﾌﾟｾﾙ
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AP-A

AP-C

エビスタ　60mg
エフィエント錠　3.75mg
エフィエント錠　20mg
エブランチルカプセル　15mg
エリキュース錠　2.5mg
エリスロシン錠　100mg
エリスロシンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟW20％　200mg/g
エルカルチンＦＦ錠　100ｍｇ
エルカルチンＦＦ錠　250ｍｇ
塩酸バンコマイシン散　0.5g
塩酸モルヒネ錠　10mg
エレンタール
エンシュアH　２５０mL
エネーボ　バニラ　　250mL

お オイグルコン錠　2.5mg
黄芩湯（おうごんとう）　三和　2.5g/包
オキシコンチン錠　5mg
オキシコンチン錠　10mg
オキシコンチン錠　20mg
オキノーム散　2.5mg
オキノーム散　5mg
オキノーム散　10mg
オーグメンチン錠

オパルモン錠　5mg
オルメテックＯＤ錠　10mg

か カマ　330mｇ錠
   （酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ　330mg　「ｹﾝｴｰ」）
ガスコン錠　40mg
ガスターD錠　10mg
ガストログラフィン　経口・注腸用
ガストローム顆粒　66.7%　1包＝1.5g
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ガスモチン錠　5mg
カソデックスＯＤ錠　80mg
カナマイシンカプセル　250mg
カルタン錠　500mg
カルデナリン錠　2mg
カルブロック錠　16mg
カロナール錠　200mg
カロナール錠　300mg

き キックリンカプセル　250mg
キョーリンAP２顆粒

く グラケーカプセル　15mg
クラビット錠　250mg
クラビット錠　500mg
グラマリール錠　25mg
クラリス錠　200mg
グランダキシン錠　50mg
クリアナール錠　200mg
グリチロン錠
グルコンサンK細粒　1g　分包
グルファスト錠　5mg
グルファスト錠　10mg
グレースビット錠　50mg
クレストールOD錠　2.5㎎
クレメジン細粒　2g/包

け ケイキサレート散　5g/包
ケフラールカプセル　250mg

こ コスパノン錠　40mg 
コニール錠　4mg
コペガス錠　200mg
コレミナール錠　4mg
コロネル細粒　83.3%　0.6g/包
コロネル錠　500mg
コントミン糖衣錠　12.5mg
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さ サーカネッテン配合錠
サアミオン錠　5mg
ザイザル錠　5㎎
ザイディガ錠
サイトテック錠　100μｇ
ザイロリック錠　100mg
サインバルタ カプセル20ｍｇ
ザジテンカプセル　1mg
ザファテック錠　100ｍｇ
サムスカ錠　7.5mg
サワシリンカプセル　250mg
酸化マグネシウム（カマ）　散剤
酸化マグネシウム錠　330mg　「ケンエー」
サンリズムカプセル　25mg
サンリズムカプセル　50mg
三和　Ｓ－35　黄芩湯

し ジェイゾロフト錠25ｍｇ
シグマート錠　5mg
重曹　　　（炭酸水素ナトリウム）
シナール錠　200mg
ジフルカンカプセル　50mg
シベノール錠　50mg
ジャヌビア錠　50㎎
シングレア錠　10mg
シンメトレル錠　50mg

す スインプロイク
スチバーガ
ストロカイン錠　5mg
スローケー錠　600mg

せ セイブル錠　50mg
ゼスラン錠　3mg
ゼチーア錠　10mg
セパミットR細粒　2%　20mg/g
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セファドール錠　25mg
セファランチン錠
セフゾンｶﾌﾟｾﾙ　100mg
セルシン錠　2mg
セルニルトン錠
セルベックスｶﾌﾟｾﾙ　50mg
セルベックス細粒　10%　0.5g
セレクトール錠　100mg　
セレコックス錠　100mg
セレスタミン錠　
セレニカR顆粒　４０％　400mg/g
セレネース錠　1.5mg
セロクエル錠　25ｍｇ
セロクエル錠　100ｍｇ
ゼローダ錠　300mg

そ ソラナックス錠　0.4mg

た ダイアート錠　60mg
ダイアモックス錠　250mg
タケキャブ錠　10mg　
タケキャブ錠　20mg　
タケプロンOD錠　15mg
タナトリル錠　5mg
タベジール散 １％　10mg/g
タミフルカプセル　75mg
タリオンOD錠　5mg
タリオンOD錠　10mg
炭酸水素ナトリウム　（重曹）
単シロップ
タンナルビン　（タンニン酸アルブミン）

ち チアトンカプセル　10mg

チラーヂンS錠　25mg
チラーヂンS錠　50mg
沈降炭酸カルシウム　

6



つ ﾂﾑﾗ(7)  　八味地黄丸(ﾊﾁﾐｼﾞｵｳｶﾞﾝ) 2.5g
ﾂﾑﾗ（3）　乙字湯（ｵﾂｼﾞﾄｳ）2.5ｇ
ﾂﾑﾗ(9)　　小紫胡湯(ｼｮｳｻｲｺﾄｳ)2.5g
ﾂﾑﾗ(10)　柴胡桂枝湯(ｻｲｺｹｲｼﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(11)　柴胡桂枝乾姜湯(ｻｲｺｹｲｼｶﾝｷｮｳﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(12)　柴胡加竜骨牡蛎湯
                (ｻｲｺｶﾘｭｳｺﾂﾎﾞﾚｲﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(19)　小青竜湯(ｼｮｳｾｲﾘｭｳﾄｳ) 3.0g
ﾂﾑﾗ(20)　防已黄耆湯(ﾎﾞｳｲｵｳｷﾞﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(21)　小半夏加茯苓湯(ｼｮｳﾊﾝｹﾞｶﾌﾞｸﾘｮｳﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(24)　加味逍遙散(ｶﾐｼｮｳﾖｳｻﾝ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(25)　桂枝茯苓丸（ｹｲｼﾌﾞｸﾘｮｳｶﾞﾝ）2.5ｇ
ﾂﾑﾗ(27)　麻黄湯(ﾏｵｳﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(28)　越婢加朮湯(ｴｯﾋﾟｶｼﾞｭﾂﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(29)　麦門冬湯(ﾊﾞｸﾓﾝﾄﾞｳﾄｳ) 3.0g
ﾂﾑﾗ(30)　真武湯(ｼﾝﾌﾞﾄｳ)　2.5g
ﾂﾑﾗ(31)　呉茱萸湯(ｺﾞｼｭﾕﾄｳ)　2.5g
ﾂﾑﾗ(32)　人参湯(ﾆﾝｼﾞﾝﾄｳ) 2.5ｇ
ﾂﾑﾗ(33)　大黄牡丹皮湯(ﾀﾞｲｵｳﾎﾞﾀﾝﾋﾟﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(34)　白虎加人参湯(ﾋﾞｬｯｺｶﾆﾝｼﾞﾝﾄｳ) 3.0g
ﾂﾑﾗ(35)　四逆散(ｼｷﾞｬｸｻﾝ) 2.5g
ﾂﾑﾗ（38）　当帰四逆呉茱萸生姜湯
　　　　　　　　　（ﾄｳｷｼｷﾞｬｸｶｺﾞｼｭﾕｼｮｷｮｳﾄｳ）　2.5ｇ
ﾂﾑﾗ(40)  猪苓湯(ﾁｮﾚｲﾄｳ)⇒東洋へ（80）
ﾂﾑﾗ(45)　桂枝湯(ｹｲｼﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(50)　荊芥連翹湯(ｹｲｶﾞｲﾚﾝｷﾞｮｳﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(51)　潤腸湯(ｼﾞｭﾝﾁｮｳﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(54)　抑肝散(ﾖｸｶﾝｻﾝ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(61)　桃核承気湯(ﾄｳｶｸｼﾞｮｳｷﾄｳ) 2.5g

ﾂﾑﾗ(70)　香蘇散(ｺｳｿｻﾝ) 2.5g

ﾂﾑﾗ(72）　甘麦大棗湯（ｶﾝﾊﾞｸﾀｲｿｳﾄｳ） 2.5g

ﾂﾑﾗ(77)　芎帰膠艾湯（ｷｭｳｷｷｮｳｶﾞｲﾄｳ） 3.0g
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ﾂﾑﾗ(78)　麻杏薏甘湯（ﾏｷｮｳﾖｸｶﾝﾄｳ） 2.5g
ﾂﾑﾗ(79)　平胃散(ﾍｲｲｻﾝ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(82)  桂枝人参湯(ｹｲｼﾆﾝｼﾞﾝﾄｳ) 2.5ｇ
ﾂﾑﾗ(83)　抑肝散加陳皮半夏
                 (ﾖｸｶﾝｻﾝｶﾁﾝﾋﾟﾊﾝｹﾞ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(84)　大黄甘草湯(ﾀﾞｲｵｳｶﾝｿﾞｳﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(86)　当帰飲子湯（ﾄｳｷｲﾝｼﾄｳ）　2.5g
ﾂﾑﾗ(91)　竹茹温胆湯(ﾁｸｼﾞｮｳﾝﾀﾝﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(93)  滋陰降火湯(ｼﾞｲﾝｺｳｶﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(96)　柴朴湯(ｻｲﾎﾞｸﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(98)　黄耆建中湯(ｵｳｷﾞｹﾝﾁｭｳﾄｳ) 3.0ｇ
ﾂﾑﾗ(99)　小建中湯(ｼｮｳｹﾝﾁｭｳﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(100)　大建中湯(ﾀﾞｲｹﾝﾁｭｳﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(105)　通導散(ﾂｳﾄﾞｳｻﾝ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(107)　牛車腎気丸(ｺﾞｼｬｼﾞﾝｷｶﾞﾝ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(109)　小柴胡湯加桔梗石膏
               (ｼｮｳｻｲｺﾄｳｶｷｷｮｳｾｯｺｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(113)　三黄瀉心湯(ｻﾝｵｳｼｬｼﾝﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(114)　柴苓湯(ｻｲﾚｲﾄｳ) 3.0g
ﾂﾑﾗ(115)　胃苓湯(ｲﾚｲﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(116)　茯苓飲合半夏厚朴湯
                 (ﾌﾞｸﾘｮｳｲﾝｺﾞｳﾊﾝｹﾞｺｳﾎﾞｸﾄｳ)　2.5g
ﾂﾑﾗ(117)　茵陳五苓散（ｲﾝﾁﾝｺﾞﾚｲｻﾝ）　2.5g
ﾂﾑﾗ(120)  黄連湯(ｵｳﾚﾝﾄｳ)  2.5g
ﾂﾑﾗ(122)  排膿散及湯(ﾊｲﾉｳｻﾝｷｭｳﾄｳ)  2.5g
ﾂﾑﾗ(126)  麻子仁丸(ﾏｼﾆﾝｶﾞﾝ)  2.5g
ﾂﾑﾗ(127)　麻杏附子細辛湯(ﾏｵｳﾌﾞｼｻｲｼﾝﾄｳ)　2.5g
ﾂﾑﾗ(134)　桂枝加芍薬大黄湯
                  (ｹｲｼｶｼｬｸﾔｸﾀﾞｲｵｳﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(135)　茵陳蒿湯(ｲﾝﾁﾝｺｳﾄｳ）　2.5g
ﾂﾑﾗ(136)　清暑益気湯(ｾｲｼｮｴｯｷﾄｳ) 2.5g
ﾂﾑﾗ(137)  加味帰脾湯(ｶﾐｷﾋﾄｳ)  2.5g
ﾂﾑﾗ(138)　桔梗湯(ｷｷｮｳﾄｳ）　2.5g
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て TA-W

ティーエスワンOD錠　20mg
ティーエスワンOD錠　25mg
ディオバン錠　40mg
ディオバン錠　80mg
テオドールﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ　20%　200mg/g
テオロング錠　100mg
テオロング錠　200mg
デカドロン錠　0.5mg
テグレトール錠　200mg
デパケンR錠　200mg

デパケンシロップ　５％　50mg/mL

デパス錠　0.5mg
デリシア
テルネリン錠　1mg

と 東洋(1)　  安中散(ｱﾝﾁｭｳｻﾝ) 2.0ｇ
東洋(8)　  黄連解毒湯(ｵｳﾚﾝｹﾞﾄﾞｸﾄｳ) 1.5g
東洋(13)　葛根湯(ｶｯｺﾝﾄｳ) 2.0g
東洋(14)　葛根湯加川芎辛夷
                 (ｶｯｺﾝﾄｳｶｾﾝｷｭｳｼﾝｲ) 2g
東洋(27)  桂枝加葛根湯(ｹｲｼｶｶｯｺﾝﾄｳ) 2.0g
東洋(30)　桂枝加芍薬湯(ｹｲｼｶｼｬｸﾔｸﾄｳ) 2.0g
東洋(37)　桂麻各半湯(ｹｲﾏｶｸﾊﾝﾄｳ) 1.5ｇ
東洋(43)　五苓散(ｺﾞﾚｲｻﾝ) 2.0g
東洋(59)　芍薬甘草湯(ｼｬｸﾔｸｶﾝｿﾞｳﾄｳ) 1.5g
東洋(60)　十全大補湯(ｼﾞｭｳｾﾞﾝﾀﾞｲﾎﾄｳ) 3g
東洋(80)　 猪苓湯(ﾁｮﾚｲﾄｳ) 2.0g 
東洋(93)　半夏厚朴湯(ﾊﾝｹﾞｺｳﾎﾞｸﾄｳ) 2.0g
東洋(94)　半夏瀉心湯(ﾊﾝｹﾞｼｬｼﾝﾄｳ)　
東洋(101)　補中益気湯(ﾎﾁｭｳｴｯｷﾄｳ) 2.5g
東洋(107)　六君子湯(ﾘｯｸﾝｼﾄｳ) 2.0g
東洋(108)　龍胆瀉肝湯(ﾘｭｳﾀﾝｼｬｶﾝﾄｳ) 3.0g
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ドグマチール細粒　１０％　100mg/g
ドグマチール錠　50mg
ドプスOD錠　100mg
トラゼンタ錠　5mg
トラムセット配合錠

トランコロン錠　7.5mg

トランサミンカプセル　250mg
トレーランG液　75ｇ
トレドミン錠　25mg　
トロンビン経口・外用剤　１万｢F｣
トロンビンソフトボトル　１万単位

な ナウゼリン錠　10mg
ナゼアOD錠　0.1mg

に ニトロール錠　5mg
ニフレック配合内用剤　137.155ｇ
乳糖
ニューロタン錠　50mg

ね ネオドパストン配合錠Ｌ　100mg
ネキシウムカプセル　20mg
ネクサバール錠　200mg

の ノイロトロピン錠　4単位
ノイロビタン錠
ノバミン錠　5mg
ノルバスクOD錠　2.5mg
ノルバスクOD錠　5mg

は ハーフジゴキシンKY錠　0.125mg
バイアスピリン錠　100mg
パキシル錠　10mg
バクタ錠　
バップフォー錠　10mg
パナルジン錠　100mg
バファリン錠　330mg
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バラクルード錠　0.5mg
パラミヂンカプセル　300mg
パリエット錠　10mg
バルギン消泡内用液 2% 300mL
ハルシオン錠　0.25mg
ハルナールD錠　0.2mg
ハロステン錠1ｍｇ

パーロデル錠　2.5mg

バンコマイシン散　0.5g（塩酸バンコマイシン散）
パントシン錠　200mg
パンビタン末

ひ PL顆粒　1ｇ
ビーマス配合錠
ビオフェルミンR末　1包＝1g
ビジクリア錠
ビ・シクロール錠　0.125ｍｇ
ビソルボン錠　4mg

ピドキサール錠　10mg

ヒベルナ錠　5mg
ヒルナミン錠　5mg

ふ ファンギゾンシロップ　100㎎/mL　24mL
ファムビル錠　250mg
フェブリク錠　20mg
フェロベリン配合錠
フェロミア錠　50mg
フオイパン錠　100mg
フォリアミン錠　5mg　
ブスコパン錠　10mg
フスタゾール糖衣錠　10mg
ブドウ糖（固形）
ブドウ糖（粉末）
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フラジール内服錠　250mg
ブラダロン錠　200mg　
プラビックス錠　25mg
プラビックス錠　75mg
フリバスOD錠　75mg
プリモボラン錠　5mg
プリンペラン錠　5mg
フルイトラン錠　2mg
プルゼニド錠　12mg
ブルフェン錠　100mg
プレタールOD錠　50mg
プレタールOD錠　100mg
プレドニゾロン錠　5mg

プロサイリン錠　20mg
プロテカジンOD錠　10mg
プロナーゼMS　20000単位
プロノン錠　150mg
フロベン錠　40ｍｇ
プロマックD錠
フロモックス錠　100mg
フロリードゲル経口　2％　5ｇ
フロリネフ錠　0.1mg

へ ベイスン錠　0.2mg
ベイスン錠　0.3mg
ベシケアOD錠　5mg
ベタニス錠　50mg
ヘパンED　80mg
ベプリコール錠　100mg　　
ベリチーム顆粒
ペルサンチン錠　25mg
ベルソムラ錠　15ｍｇ
ヘルベッサーRカプセル　100mg
ベンザリン　5㎎
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ほ ホスミシン錠　500mg
ホスレノールＯＤ錠　250mg
ボナロン錠　35ｍｇ　週1回用
ボルタレン錠　25mg
ポンタールシロップ

ま マグテクト配合内用液　10mL/本

マーズレンＳ顆粒　　
マイスリー錠　5mg
マイスリー錠　10mg
マグコロールP　50g
マグコロールP(在宅用）　100g
マドパー錠　

み ミオナール錠　50mg
ミカルディス錠　20mg
ミカルディス錠　40mg
ミノマイシン錠　50mg
ミルマグ錠　350mg
ミヤBM錠
ミンクリア内用散布液0.8％

む ムコスタ錠　100mg
ムコソルバンL錠　45mg
ムコソルバン錠　15mg
ムコダイン錠　250mg

め メインテート錠　2.5mg
メキシチールカプセル　50mg
メジコン散10％
メチエフ散　１０％

メチコバール錠　500mg
メトグルコ錠　250ｍｇ
メトリジンD錠　2mg
メバロチン錠　10mg
メマリーOD錠　10mg
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メリスロン錠　6mg
メルカゾール錠　5mg
ｌ－メントール

も 塩酸モルヒネ錠　10mg　
モビプレップ配合内用剤
モニラックシロップ　６５％　10mL

ゆ ユーエフティカプセル　100mg
ユーエフティE配合顆粒T100
ユービット錠　100mg
ユーロジン錠　2mg
ユニフィルLA錠　200mg
ユベラNソフトカプセル　200mg
ユリーフOD錠　4mg
ユリノーム　25mg

よ ヨーデルＳ糖衣錠　80mg

ら ラキソベロン液　100mL
ラキソベロン内用液　0.75%　10mL
ラキソベロン錠　2.5mg
ラキソベロン液　ユニットドーズ　10mL
ラコール　200mL
ラシックス錠　20mg
ラシックス錠　40mg
ラニラピッド錠　0.05mg　
ラベキュアパック４００

り リウマトレックスカプセル　2mg
リオナ錠　250mg
リーゼ錠　5mg
リーバクト配合顆粒　1包＝4.15g　　
リスパダール錠　1mg
リスパダール内用液　0.5mL
リスパダール内用液　1mL
リズミック錠　10mg
リスモダンカプセル　50mg
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リパクレオンCaｐ
リピディル錠　80mg
リピトール錠　10mg
リファジンカプセル　150mg
リフキシマ錠　200mg
リフレックス錠　15mg
リボトリール錠　0.5mg
リリカＯＤ錠　25mg
リリカＯＤ錠　75mg
リン酸コデイン 1%散
リンゼス錠　0.25mg
リンデロン錠　0.5mg
リンラキサー錠　250mg

る ルジオミール錠　10mg
ルセフィ錠　2.5ｍｇ
ルネスタ錠　1mg
ルプラック錠　4mg
ルボックス錠　25mg

れ レグパラ錠　25mg
レスタミンコーワ錠　10mg
レニベース錠　5mg
レベトールカプセル　200mg
レマルク錠　100ｍｇ

レミッチカプセル　2.5mg
レミニールOD錠　8mg
レンドルミンD錠　0.25mg

ろ ローコール錠　20mg   

ロカルトロールカプセル　0.25mg
ロキソニン錠　60mg
ロゼレム錠　8mg
ロヒプノール錠　1mg
ロペミンカプセル　1mg
ロンサーフ　15ｍｇ
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　　　　　　　20ｍｇ

わ ワーファリン錠　0.5mg
ワーファリン錠　1mg
ワイパックス錠　0.5mg
ワソラン錠　40mg
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