
外用薬

あいふ アイファガン点眼液０.１％　５ｍＬ
あえん 亜鉛華軟膏
あくと アクトシン軟膏３％　３０ｇ

あずが アズガグルうがい液Ｔ４％　１０ｍＬ
あずの アズノール軟膏０.０３３％　２０ｇ
あずれ アズレン点眼液０.０２％　５ｍＬ
あぞて アゾテシン点眼液０.０２％　５ｍＬ
あどふ アドフィードパップ４０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ（7枚入り）
あとろ アトロベントエロゾル２０μ ｇ ４．２ｍｇ１０mL
あふた アフタゾロン口腔用軟膏０.１％　３ｇ
あらせ アラセナーＡ軟膏３％　５g
あらみ アラミスト点鼻液２７．５μ g56噴霧用 3ｍｇ６ｇ
あろん アロンアルフアＡ「三共」　０.５ｇ
あんて アンテベート軟膏０.０５％　１０ｇ
あんひ アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ
あんぺ アンペック坐剤１０ｍｇ
いくせ イクセロンパッチ１３.５ｍｇ
いくせ イクセロンパッチ１８ｍｇ
いくせ イクセロンパッチ４.５ｍｇ
いくせ イクセロンパッチ９ｍｇ
いそじ イソジンゲル１０％
いなび イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ
いみぐ イミグラン点鼻液２０
いんど インドメタシン坐剤５０ｍｇ｢ＪＧ｣
うれぱ ウレパールローション１０％　２０ｇ
えいぞ エイゾプト懸濁性点眼液１％　５ｍL
えきざ エキザルベ　５ｇ
えむえ ＭＳ温シップ「タイホウ」　１００g
えんぺ エンペシド腟錠１００ｍｇ
おいら オイラックスクリーム１０％　１０ｇ
おきさ オキサロールローション２５μ ｇ/ｇ 0.0025%　１０ｇ
おきさ オキサロール軟膏２５μ g/ｇ 0.0025%
おきし オキシドール消毒用液「マルイシ」
おりせ オルセノン軟膏０.２５％　３０ｇ
おりぶ オリブ油「ケンエー」
がちふ ガチフロ点眼液０．３％
かでつ カデックス軟膏０．９％
かりー カリーユニ点眼液０.００５％　５ｍＬ
かろな カロナール坐剤１００ｍｇ
かろな カロナール坐剤２００ｍｇ
きさら キサラタン点眼液０.００５％　２.５ｍＬ
きしろ キシロカインゼリー２％　３０ｍＬ
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きしろ キシロカインポンプスプレー８％
きしろ キシロカイン液「４％」
きゅば キュバール１００エアゾール
きょう 強力ポステリザン(軟膏)２ｇ
ぐらつ グラッシュビスタ外用液剤０．０３％　５ｍL
くらび クラビット点眼液１.５％　５ｍＬ
くれな クレナフィン爪外用液１０％　４ｍL
けとち ケトチフェン点鼻液０．０５％｢サワイ｣６．０４８ｍｇ　８ｍL
けなろ ケナログ口腔用軟膏０.１％　５ｇ
けんえ ケンエーＧ浣腸液５０％　１２０ｍＬ
けんえ ケンエーG浣腸液５０％ ３０ｍL
けんえ ケンエーＧ浣腸液５０％　６０ｍＬ
げんた ゲンタシンクリーム０．１％　１０ｇ
げんた ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％｢F｣１ｍｇ　１０ｇ
こそぷ コソプト配合点眼液　５ｍＬ
ざーね ザーネ軟膏０.５％　５，０００単位
ざらか ザラカム配合点眼液　５ｍＬ
さりち １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊
さりべ サリベートエアゾール　５０ｇ
さるた サルタノールインヘラー１００μ ｇ　０.１６％１３.５ｍＬ
さんこ サンコバ点眼液０.０２％　５ｍＬ
さんぴ サンピロ点眼液２％　５ｍＬ
じくろ ジクロフェナクNａローション１％｢日本臓器｣　１００ｇ
じくろ ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」
じふる ジフルプレドナート軟膏０.０５％「ＫＮ」　１０ｇ
しむび シムビコートタービュヘイラー６０吸入
しょう 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ｢サワイ｣
じんこ 人工涙液マイティア点眼液　５ｍL
すてつ スチックゼノールA
すてろ ステロネマ注腸３ｍｇ ３．９５ｍｇ
すぴ ＳＰトローチ０.２５ｍｇ「明治」

すぴー スピール膏Ｍ　２５ｃｍ2
すぴり スピリーバ２.５μ ｇレスピマット６０吸入　１５０μ ｇ
すぽん スポンゼル　５ｃｍ×２.５ｃｍ
すみす スミスリンローション５％　３０ｇ
すみる スミルスチック３％　４０ｇ
せいせ 精製水(日興製薬)
せくた セクターローション３％　５０ｍＬ
せにら セニラン坐剤３ｍｇ
せらす セラスターテープ７０　１０ｃｍ×１４ｃｍ１０枚
せれべ セレベント５０ディスカス　５０μ ｇ６０ブリスター
ぞびら ゾビラックス眼軟膏３％　５ｇ
そふら ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ　１０.８ｍｇ１０ｃｍ×１０ｃｍ
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だいあ ダイアップ坐剤１０ １０ｍｇ
だいあ ダイアップ坐剤６ｍｇ
たぷろ タプロス点眼液０．００１５％
だらし ダラシンTゲル１％　１０ｇ
たりび タリビッド眼軟膏０.３％　３.５ｇ
たりび タリビッド点眼液０.３％　５ｍＬ
ちもぷ チモプトール点眼液０.５％　５ｍＬ
つむら ツムラ紫雲膏
つろぶ ツロブテロールテープ２ｍｇ｢サワイ｣
つろぶ ツロブテロールテープ２ｍｇ｢日医工｣
ですも デスモプレシン・スプレー２.５協和１２５μ ｇ　５ｍL
ですも デスモプレシン点鼻液協和２５０μ ｇ　２.５ｍＬ
てとら テトラサイクリン･プレステロン歯科用軟膏
でゅろ デュロテップＭＴパッチ４.２ｍｇ
てらこ テラ・コートリル軟膏　５ｇ
でるも デルモベート軟膏０．０５％　５ｇ
てれみ テレミンソフト坐薬１０ｍｇ
どれに ドレニゾンテープ４μ ｇ／ｃｍ２（7.5cm×10cm）
とろん トロンビン液モチダソフトボトル５千 5，000単位
なうぜ ナウゼリン坐剤３０ｍｇ
なうぜ ナウゼリン坐剤６０ｍｇ
にぞら ニゾラールクリーム２％　１０ｇ
にぞら ニゾラールローション２％　１０ｇ
にゅー ニュープロパッチ１３.５ｍｇ
にゅー ニュープロパッチ１８ｍｇ
にゅー ニュープロパッチ２．２５ｍｇ
にゅー ニュープロパッチ４.５ｍｇ
にゅー ニュープロパッチ９ｍｇ
ねおめ ネオメドロールＥＥ軟膏　３ｇ
のるす ノルスパンテープ１０ｍｇ
のるす ノルスパンテープ５ｍｇ
はくし 白色ワセリン
ぱすた パスタロンクリーム２０％　２５ｇ
ぱすた パスタロンソフト軟膏２０％　２５ｇ
ぱすた パスタロンローション１０％　２０ｇ
ぱるみ パルミコート200μ ｇタービュヘイラー５６吸入１１．２ｍｇ
ひあれ ヒアレイン点眼液０.１％　５ｍＬ
ひあれ ヒアレイン点眼液０.３％　５ｍＬ
びその ビソノテープ４ｍｇ
びそる ビソルボン吸入液０.２％
ひるど ヒルドイドクリーム０．３％　２５
ひるど ヒルドイドソフト軟膏０.３％　２５ｇ
ふぃぶ フィブラストスプレー２５０μ ｇ（溶解液付）
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ふぃぶ フィブラストスプレー５００μ g(溶解液付)
ふぇる フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」　１０ｃｍ×１４ｃｍ１４枚
ふぇる フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」１０ｃｍ×１４ｃｍ　７枚
ふぇん フェントステープ１ｍｇ
ふぇん フェントステープ２ｍｇ
ふぇん フェントステープ４ｍｇ
ふぇん フェントステープ６ｍｇ
ふぇん フェントステープ８ｍｇ
ふらじ フラジール腟錠２５０ｍｇ
ぷらす プラスチベース
ふらん フランドルテープ４０ｍｇ
ふるお フルオメソロン０.１％点眼液　５ｍＬ
ふるこ フルコートクリーム０．０２５%　５ｇ
ふるた フルタイド１００ディスカス　１００μ ｇ６０ブリスター
ふるち フルチカゾン点鼻５０μ ｇ「イセイ」５６噴霧　４.０８ｍｇ８ｍL
ふるめ フルメタローション０．１％　１０ｇ
ぷろく プロクトセディル坐薬
ぷろく プロクトセディル軟膏　１５ｇ
ぷろす プロスタンディン軟膏０.００３％ １０ｇ
ぷろと プロトピック軟膏０.１％　５g
ぶろな ブロナック点眼液０.１％　５ｍL
ぶろめ ブロメライン軟膏５万単位　２０ｇ
ぷろら プロラノン点眼液０.１％　５ｍＬ
べがも ベガモックス点眼液０.５％　５ｍＬ
べねと ベネトリン吸入液０.５％
へぱり ヘパリン類似物質ローション０．３％｢ニプロ｣５０ｇ
へぱり ヘパリン類似物質外用ｽﾌﾟﾚｰ0.3%｢ﾌｧｲｻﾞ－」　１００ｇ
へぱり ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用泡状ｽﾌﾟﾚｰ0.3%｢日本臓器」(１００ｇ/本）
へぱり ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％｢ニプロ｣２５ｇ
ぺんれ ペンレステープ１８ｍｇ　３０.５ｍｍ×５０.０ｍｍ
ほくな ホクナリンテープ１ｍｇ
ほくな ホクナリンテープ２ｍｇ
ぽぴよ ポピヨドンガーグル７％　３０ｍＬ
ぼるた ボルタレンゲル１％　２５ｇ
ぼるた ボルタレンサポ５０ｍｇ
ぼるた ボルタレンローション１％　５０ｇ
まいく マイクロファインプラス　31G×5ｍｍ(１４本入）
まいこ マイコスポール外用液１％　１０ｍＬ
まいざ マイザークリーム０.０５％　１０ｇ
みおこ ミオコールスプレー０.３ｍｇ　０.６５％７.２ｇ
みりす ミリステープ５ｍｇ　４.０５ｃｍ×４.５０ｃｍ
むこふ ムコフィリン吸入液２０％ １７．６２％２ｍL
め・じ 眼･耳科用リンデロンA軟膏

 2018.12.08時点



外用薬

めさら メサラジン注腸１ｇ｢JG｣
めぷち メプチンエアー１０μ ｇ吸入１００回 ０．０１４３％５mL
もーら モーラステープ２０ｍｇ７ｃｍ×１０ｃｍ　７枚
もーら モーラステープＬ４０ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ　７枚
もーら モーラスパップ３０ｍｇ１０ｃｍ×１４ｃｍ７枚入り
もーら モーラスパップXR２４０ｍｇ　２０ｃｍ×１４ｃｍ 7枚入り
ゆーぱ ユーパスタコーワ軟膏　３０ｇ
ゆべら ユベラ軟膏　５６ｇ
らみし ラミシールクリーム１％　１０ｇ
りざべ リザベン点眼液０.５％　５ｍＬ
りどめ リドメックスコーワローション０．３％　１０ｇ
りぼす リボスチン点眼液０．００２５％
りぼす リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用１５ｍL
りれん リレンザ５ｍｇ　４ブリスター×５
りんで リンデロン－ＶＧ軟膏　５ｇ
りんで リンデロン-Vクリーム０．１２％　５ｇ
りんで リンデロン－Ｖローション０.１２％　１０ｍＬ
りんで リンデロン-V軟膏０．１２％　５ｇ
りんで リンデロンーＶＧクリーム０.１２％　５ｇ
りんで リンデロン点眼･点耳･点鼻液０．１％
るりこ ルリコンクリーム１％　１０ｇ
れすた レスタミンコーワクリーム１％
れぺた レペタン坐剤０.２ｍｇ
れるべ レルベア１００エリプタ１４吸入用
れるべ レルベア２００エリプタ１４吸入用
ろきそ ロキソニンテープ１００ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ７枚
ろきそ ロキソニンテープﾟ５０ｍｇ ７ｃｍ×１０ｃｍ
ろきそ ロキソニンパップ１００ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ７枚
ろきそ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」　２５ｇ
ろきそ ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＮＰ」　１０ｃｍ×１４ｃｍ
ろこあ ロコアテープ 10cm×14cm（７枚入り）
ろこい ロコイドクリーム０.１％　１０ｇ
ろこい ロコイド軟膏０.１％　１０ｇ
わこび ワコビタール坐剤５０ｍｇ
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