
日本の医療用医薬品（保険薬）の数を数えてみました。

調査対象：「薬効別薬価基準　保険薬辞典　平成２０年４月　

薬業研究会編　じほう発行」、調査者：青山友紀・宮千代加藤内科医院）

（商品数　１０，０１２）／成分数　１，５１３）

以下分母の（　）内は商品の数 / 分子は成分の数

＜内用薬数＞

１１２．催眠鎮静剤、抗不安剤（２８２）／４１

〔１〕有機ブロム化合物製剤（１２）／ブロムワレリル尿素のみ：１

〔３〕抱水クロラール系製剤（１）／抱水クロラールのみ：１

〔４〕ベンゾジアゼピン系製剤（２２１）／２７
アプラゾラム（８） エスタゾラム（５） 塩酸フルラゼパム（３） オキサゾラム（１２）

クアゼパム（１０） クロキサゾラム（３） ｸﾛｻﾞｾﾞﾌﾟ酸ニｶﾘｳﾑ（１） ｸ ﾛ ﾙ ｼ ﾞ ｱ ｾ ﾞ ﾎ ﾟ ｷ ｼ ﾄ ﾞ酸

（11）
ジアゼパム（３４） トフィソパム（１９） トリアゾラム（１５） ニトラゼパム（１５）

ニメタゼパム（２） ハロキサゾラム（３） プラゼパム（３） フルジアゼパム（２）

フルタゾラム（２） フルトプラゼパム（１） フルニトラゼパム（９） ブロチゾラム（２２）

ブロマゼパム（９） メキサゾラム（３） メダゼパム（８） ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ（１２）

ロラゼパム（７） ロルメタゼパム（２）

〔５〕バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤（１９）／４
アモバルビタール（２） バルビタール（２） ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ（１４） ﾍﾟﾝﾄﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙｶﾙｼｳﾑ（１）

〔６〕ブロム塩製剤（２）／２
臭化カリウム（１） 臭化ナトリウム（１）

〔９ｉ〕その他（２７）／６
塩酸リルマザホン（４） クエン酸タンドスピロン（４） 酒石酸ゾルピデム（２）

ゾピクロン（１４） トリクロホスナトリウム（２） パッシフローラエキス（１）

１１３．抗てんかん剤（９０）／１８

〔１〕フェナセミド系製剤（３）／アセチルフェネトライドのみ：１

〔２〕ビダントイン系製剤（８）／２
エトトイン（１） フェニトイン（７）

〔３〕オキサゾリジン系製剤（３）／トリメタジオンのみ：１

〔５〕プリミドン系製剤（２）／プリミドンのみ：１

〔７〕スルホンアミド系製剤（２）／スルチアムのみ：１

〔９ⅰ〕その他（６８）／８
エトスクシミド（２） ガバペンチン（３） カルバマゼピン（１１） クロナゼパム（１０）

クロバザム（３） ゾニサミド（４） トピラマート（２） ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ（３３）



〔９Ｊ〕フェニトイン含有配合製剤（４）／４
フェニトイン･フェノバルビタール（１） フェニトイン･フェノバルビタール配合剤 1（１）

フェニトイン･フェノバルビタール配合剤 2（１） フェニトイン･フェノバルビタール配合剤 3（１）

１１４．解熱鎮痛消炎剤（３４０）／５６

〔１〕アニリン系製剤（６６）／４
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ（３７） フェナセチン（１０） ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ（４） メフェナム酸（１５）

〔３〕サリチル酸系製剤（２１）／５
アスピリン（１４） ｱｽﾋﾟﾘﾝ･ﾀﾞｲｱﾙﾐﾅｰﾄ（３） エテンザミド（２）

サリチルアミド（１） サリチル酸ナトリウム（１）

〔４〕ピラゾロン系製剤（２０）／３
イソプロピルアンチピリン（１） スルピリン（１２） ミグレニン（７）

〔５〕インドメタシン製剤（９）／４
アセメタシン（２） ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ（４） ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｪﾙﾈｼﾙ（２） ﾏｲﾚﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ（１）

〔７〕フェニル酢酸系製剤（３４）／２
アンフェナクナトリウム（１） ジクロフェナクナトリウム（３３）

〔８〕塩基性消炎鎮静剤（１２）／３
エピリゾール（４） エモルファゾン（４） 塩酸チアラミド（４）

〔９ｉ〕その他（１５９）／２６
アクタリット（８） アルミノプロフェン

（2）
アンピロキシカム（４） イブプロフェン（１１）

エトドラク（１１） 塩酸ペンタゾシン（３） オキサプロジン（９） ケトプロフェン（１）

ザ ル ト プ ロ フ ェ ン

（11）
スリンダク（７） セレコキシブ（２） チアプロフェン酸（７）

テノキシカム（７） ナブメトン（２） ナプロキセン（２） ピロキシカム（１１）

ブコローム（１） プ ラ ノ プ ロ フ ェ ン

（10）
フルルビプロフェン

（4）
ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ（１）

メロキシカム（２） モフェゾラク（１） ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ（３９） ﾛﾍﾞﾝｻﾞﾘｯﾄ二ﾅﾄﾘｳﾑ（２）

ロルノキシカム（２） ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液（１）

〔９Ｊ〕ピラゾロン・尿素化合物（１４）／４
ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤 1（７） ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤 2（２）

ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤 3（４） ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤 4（１）

〔９Ｋ〕サリチル酸・ビタミン類配合剤（１）／アスピリン･アスコルピン酸のみ：１

〔９Ｔ〕その他の配合剤（４）／４
シメトリド・無水カフェイン（１） 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ･無水ｶﾌｪｲﾝ配合剤 1（１）

酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ･無水ｶﾌｪｲﾝ配合剤 2（１） 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ･無水ｶﾌｪｲﾝ 1（１）

１１５．興奮剤、覚せい剤（１）／塩酸メタンフェタミンのみ：１



１１６．抗パーキンソン剤（１４３）／２１

〔１〕アニリン系製剤（６６）／塩酸アマンタジンのみ：１

〔２〕ビペリデン製剤（８）／塩酸ビペリデンのみ：１

〔３〕プロフェナミン製剤（３）／２
塩酸プロフェナミン（２） ヒベンズ酸プロフェナミン（１）

〔４〕レボドパ製剤（７）／レボドパのみ：１

〔９ⅰ〕その他（８８）／１３
塩酸セレギニン（４） 塩酸タリペキソール（1） 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｧﾆｼﾞﾙ（１

5）
塩酸ピロヘプチン（４）

塩酸ﾌﾟﾚﾐﾍﾟｷｿｰﾙ水和物（２） 塩酸マザチコール（２） 塩酸メチキセン（２） 塩酸ロピニロール（３）

エンタカポン（１） カベルゴリン（１６） ドロキシドパ（１３） ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ（１２）

ﾒｼﾙ酸ペルゴリド（１３）

〔９Ｊ〕配合剤（１２）／３
レボドパ･塩酸ベンゼラジド（３） レボドパ・カルビドパ 1（７） レボドパ・カルビドパ 2（２）

１１７．精神神経用剤（３７６）／５８

〔１〕クロルプロマジン製剤（１４）／３
塩酸クロルプロマジン（１１） ヒベンズ酸クロルプロマジン（２） ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾘﾝ酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ（１）

〔２〕フェノチアジン系製剤（３９）／８
ﾌｪﾝｼﾞｿﾞ酸ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ（１） プロペリシアジン（８） ペルフェナジン（４）

マイレン酸トリフロペラジン（３） マイレン酸フルフェナジン（４） ﾏｲﾚﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ（１）

マイレン酸ペルフェナジン（３） マイレン酸レボメプロマジン

（15）

〔４〕イミプラミン系製剤（１１）／４
塩酸イミプラミン（４） 塩酸クロミプラミン（２）

塩酸ロフェプラミン（２） マイレン酸トリミプラミン（３）

〔９ⅰ〕その他（３１０）／４１
アモキサピン（４） アリピプラゾール（４） エチゾラム（３０） 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ（７）

塩酸カルピプラミン（２） 塩酸クロカプラミン（７） 塩酸スルトプリド（１０） 塩酸セルトラリン（２）

塩酸ドスレピン（１） 塩酸トラゾドン（６） 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ（２） 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物（２）

塩酸ヒドロキシジン（３） 塩酸フロロピパミド（３） 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物（４） 塩酸マプロチリン（１０）

塩酸ミアンセリン（２） 塩酸ミルナシプラン（２） 塩酸ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ（４） 塩酸モサプラミン（４）

塩酸モペロン（２） オキシペルチン（３） オランザピン（６） クロチアゼパム（９）

スピペロン（３） スルピリド（１３） ゾテピン（１４） 炭酸リチウム（８）

チミペロン（７） ネモラプリド（３） ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ（６） ハロペリドール（３２）

ピモジド（３） ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ（３） ブロムペリドール（１５） ペモリン（３）

ﾏｲﾚﾝ酸ｶﾙﾋﾟﾌﾟﾗﾐﾝ（１） ﾏｲﾚﾝ酸ｾﾁﾌﾟﾁﾘﾝ（３） ﾏｲﾚﾝ酸ﾌﾟﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ（４） モダフィニル（１）

リスペリドン（６２）

〔９Ｊ〕配合剤（２）／２
クロルプロマジン・プロメタジン配合剤 1（１） クロルプロマジン・プロメタジン配合剤 2（１）



１１８．総合感冒剤（１４）／４

〔0 Ｋ〕鎮咳・抗ヒスタミン・解熱配合剤（１４）／４
非ピリン系感冒剤２（２） 非ピリン系感冒剤３（３）

非ピリン系感冒剤４（８） 非ピリン系感冒剤５（１）

１１９．その他の中枢神経系用剤（３４）／７

〔0〕その他（３４）／７
塩酸チアプリド（２１） 塩酸ドネペジル（７） タルチレリン水和物（１） テルグリド（２）

ピラセタム（１） マジンドール（１） リルゾール（１）

１２１．局所麻酔剤（１８）／４

〔２〕アミノ安息香酸アルキルエステル溶剤（６）／アミノ安息香酸エチルのみ：１

〔４〕キシリジン系製剤（４）／塩酸リドカインのみ：１

〔９ⅰ〕その他（８）／２
オキセザゼイン（４） ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル（４）

１２２．骨格筋弛緩剤（１９）／６

〔２〕クロルゾキサゾン製剤（１）／クロルゾキサゾンのみ：１

〔５〕カルバメート系製剤（１３）／３
ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ（11） フェンプロバメート（１） メトカルバモール（１）

〔９ⅰ〕その他（５）／２
ダントロレンナトリウム（２） メシル酸プリジノール（３）

１２３．自律神経剤（３５）／１４

〔１〕四級アンモニウム塩製剤（３０）／９
塩化アンベノニウム（１） 塩化トロスピウム（１） 塩化ベタネコール（１） 臭化ジスチグミン（５）

臭化チキジウム（１２） 臭化プロパンテリン（１） 臭化メペンゾラート（３） ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ｱｸﾗﾄﾆｳﾑ（２）

ヨウ化オキサピウム（４）

〔３〕ネオスチグミン系製剤（１）／臭化ネオスチグミンのみ：１

〔９ⅰ〕その他（２）／２
塩酸ジサイクロミン（１） 臭化ピリドスチグミン（１）

〔９Ｔ〕その他の配合剤（２）／２
臭化メペンゾラート・フェノバルビタール（１） ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉｱｾﾁﾙｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ配合剤（１）



１２４．鎮けい剤（１１８）／１４

〔２〕アトロピン系製剤（１６）／４
臭化ブチルスコポラミン（７） 臭化ブトロピウム（４）

メチル硫酸Ｎ－メチルスコポラミン（３） 硫酸アトロピン（２）

〔３〕パパベリン系製剤（７）／硫酸パパベリンのみ：１

〔９ⅰ〕その他（８４）／８
アフロクロアン（９） 塩酸エペリゾン（２５） 塩酸チザニジン（１６） 塩酸トルペリゾン（１１）

塩酸ピペリドレート（３） 臭化チメピジウム（９） バクロフェン（４） フロプロピオン（４）

〔９Ｂ〕植物製剤（１１）／ロートエキスのみ：１

１３１．眼科用剤（２）／２

〔９ⅰ〕その他（２）／２
ジクロフェナミド（１） ヘレニエン（１）

１３２．耳鼻科用剤（１）／１

〔９Ｊ〕配合剤（１）／ニコチン酸アミド・塩酸パパベリンのみ：１

１３３．鎮暈剤（３３）／５

〔１〕ジメンヒドリナート製剤（１）／ジメンヒドリナートのみ：１

〔９ⅰ〕その他（３１）／３
dl－塩酸イソプロテレノール（２） 塩酸ジフェニドール（１２） メシル酸ベタヒスチン（１７）

〔９ J〕配合剤（１）／ジフェンヒドラミン・ジプロフィリンのみ：１

２１１．強心剤（９５）／１８

〔３〕ジギタリス製剤（１９）／４
ジキトキシン（２） ジゴキシン（１２） メチルギコキシン（４） ラナトシド C（１）

〔５〕カフェイン系製剤（２４）／７
アミノフィリン（２） 安息香酸ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌｪｲﾝ（８） カフェイン（６） コリンテオフィリン（２）

ジプロフィリン（１） プロキシフィリン（２） 無水カフェイン（３）

〔９ⅰ〕その他（５２）／７
dl－塩酸イソプロテレノール（１） 塩酸エチレフリン（７） デノパミン（７）

ドカルパミン（１） ピモベンダン（２） ベスナリノン（１）

ユビデカレノン（３３）



２１２．不整脈用剤（２０７）／２６

〔１〕プロカインアミド系製剤（２）／塩酸プロカインアミドのみ：１

〔２〕キニジン製剤（４）／硫酸キニジンのみ：１

〔３〕β‐遮断剤（１１１）／１１
アテノロール（２９） 塩酸アセブトロール（４） 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ（４） 塩 酸 ア ノ チ ノ ロ ー ル

（11）
塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉｰﾙ（７） 塩 酸 カ ル テ オ ロ ー ル

（12）
塩酸ブフェトロール（１） 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ（９）

ナドロール（３） ピンドロール（１５） ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞﾛﾌﾟﾛﾛｰﾙ（１６）

〔９ⅰ〕その他（９０）／１３
アジマリン（２） 塩酸アプリンジン（４） 塩酸アミオダロン（３） 塩酸ソタロール（２）

塩 酸 ピ ル ジ カ イ ニ ド

（16）
塩酸ピルメノール（２） 塩酸プロパフェノン（４） 塩酸ベプリジル（２）

塩酸メキシレチン（２２） ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ（８） 酢酸フレカイニド（２） ジソピラミド（１４）

リン酸ジソピラミド（９）

２１３．利尿剤（８３）／１５

〔２〕チアジド系製剤（１８）／３
トリクロルメチアジド（１４） ヒドロクロロチアジド（３） ﾍﾟﾝﾁﾙﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ（１）

〔３〕抗アルドステロン製剤（２４）／２
スピロノラクトン（１９） トリアムテレン（５）

〔４〕炭酸脱水酵素阻害剤（２）／アセタゾラミドのみ：１

〔５〕クロルベンザンスルホンアミド系製剤（５）／２
クロルタリドン（１） メフルジド（４）

〔９ⅰ〕その他（３４）／７
アゾセミド（４） イソソルビド（５） 塩酸モザバプタン（１） トラセミド（２）

ピレタニド（２） ブメタニド（１） フロセミド（１９）

２１４．血圧降下剤（４４０）／６０

〔２〕ヒドララジン製剤（１５）／４
塩酸トドララジン（２） 塩酸ヒドララジン（７） カドララジン（３） ブドララジン（３）

〔３〕ラウオルフィア製剤（３）／レセルピンのみ：１

〔４〕アンジオテンシン交換酵素阻害剤（１４１）／１２
アラセプリル（１４） 塩酸イミダプリル（３） 塩酸キナプリル（４）

塩酸テモカプリル（３） 塩酸デラプリル（４） 塩酸ベナゼプリル（８）

カプトプリル（２７） シラザプリル（６） トランドラプリル（８）



ペリンドプリルエルブミン（８） マイレン酸エナラプリル（４２） リシノプリル（１０）

〔５〕メチルドパ製剤（１４）／メチルドパのみ：１

〔９ⅰ〕その他（２６４）／３９
アゼルニジピン（２） アラニジピン（６） インダパミド（４） ウラピジル（４）

エルレレノン（３） 塩酸アモスラロール（２） 塩酸エホニジピン（３） 塩酸カルテオロール（１）

塩酸クロニジン（２） 塩 酸 セ リ プ ロ ロ ー ル

（10）
塩酸チリソロール（１） 塩酸テラゾシン（８）

塩酸ニカルジピン（３７） 塩酸バルニジピン（３） 塩酸ブナゾシン（６） 塩酸プラゾシン（１３）

塩酸プロプラノール（３） 塩酸ベタキソロール（９） 塩酸ベバントロール（３） 塩酸マニジピン（２５）

塩酸ラベタロール（６） ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ（３） カルベジロール（１４） ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ（４）

酢酸グアナベンス（１） 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ（１６） シルニジピン（４） テルミサルタン（２）

トリパミド（１） ニプラジロール（２） ニルバジピン（１２） バルサルタン（４）

ピンドロール（２） フェロジピン（６） ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ（２） ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ（３４）

メチクラン（２） 硫酸ペンブトロール（２） ロサルタンカリウム（２）

〔９ K〕ﾗｳｵﾙﾌｨｱ･ﾁｱｼﾞﾄﾞ･ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ剤（１）／ﾍﾞﾝﾁﾙﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ･ﾚｾﾙﾋﾟﾝ配合剤のみ：１

〔９ T〕その他の配合剤（２）／２
レセルピン･塩酸ヒドララジン配合剤（１） ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ･ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合剤（１）

２１６．血管収縮剤（２２）／６

〔0ⅰ〕その他（１２）／５
安息香酸リザトリプタン（２） 塩酸ミドドリン（６） コハク酸スマトリプタン（１）

臭化水素酸エレトリプタン（１） ゾルミトリプタン（２）

〔0B〕植物製剤（１０）／メシル酸ジヒドロエルゴタミンのみ：１

２１７．血管拡張剤（３０６）／１８

〔１〕冠血管拡張剤（３０２）／１５
一硝酸イソソルビド（９） 塩酸ジラゼプ（１４） 塩酸ジルチアゼム（２３） 塩酸トリメタジジン（６）

塩酸ベニジピン（４５） 塩酸ベラパミル（４） ジピリダモール（２９） 硫酸イソソルビド（１２）

トラピジル（１９） ニコランジル（１２） ニソルジピン（１１） ニトレンジピン（２８）

ニトログリセリン（２） ニフェジピン（７６） ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ（8）

〔２〕末梢血管拡張剤（４）／３
ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ（２） 塩酸イソクスプリン（１） ヘプロニカート（１）

218．高脂血症用剤（１７７）／２０

〔３〕クロフィブラート系製剤（３４）／４
クリノフィブラート（５） クロフィブラート（４） フェノフィブラート（４） ベザフィブラート（２１）

〔９ⅰ〕その他（１４３）／１６



ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ Ca 水和物（２）エゼチミブ（１） エラスターゼ（７） コレスチミド（２）

コレスチラミン（１） シンバスタチン（２７） ソイステロール（２） ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ（２）

ニコモール（４） ニセリトロール（２） ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ（２） ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ（５３）

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ（３） プロブコール（２８） ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ（４） ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ（２）

２１９．その他の循環器官用剤（１００）／１５

〔0ⅰ〕その他（１００）／１５
塩酸セベラマー（２） 塩酸メクロフェノキサート（２） 塩酸ロメリジン（２）

γ‐アミノ酪酸（１） 酒石酸イフェンプロジル（１７） チトクローム（１）

沈降炭酸カルシウム４（） ニコチン酸トコフェロール（１５） ニセルゴリン（１６）

ベラプロストナトリウム（２） ボセンタン水和物（１） ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ（９）

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ（２） ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼﾝ（１３） メチル硫酸アメジニウム（１４）

２２２．鎮咳剤（７８）／１８

〔１〕エフェドリン及びマオウ製剤（１６）／２
塩酸エフェドリン（７） dl‐塩酸メチルエフェドリン（９）

〔２〕ノスカピン製剤（３）／ノスカピンのみ：１

〔３〕デキストロメトルファン製剤（１０）／臭化水素酸デキストロメトルファンのみ：１

〔４〕カルベタペンタン製剤（１０）／クエン酸ペントキシベリンのみ：１

〔９ⅰ〕その他（１４）／５
塩酸クロフェダノール（２） 塩酸クロペラスチン（１） フェンジゾ酸クロペラスチン（３）

リン酸ジメモルファン（７） リン酸ベンプロペリン（１）

〔９ J〕エフェドリン・ノスカピン・クロルフェニラミン剤（１７）／２
鎮咳配合剤１（１６） 鎮咳配合剤２（１）

〔９ K〕鎮咳・抗ヒスタミン・カフェイン剤（１）／ジプロフィリン・メトキシフェナミン配合剤のみ：１

〔９ L〕鎮咳・抗ヒスタミン複合剤（１）／dl‐塩酸ｴﾁﾙｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ･ﾏｲﾚﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝのみ：１

〔９ T〕その他の配合剤（６）／４
ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤（１） ジプロフィリン･ノスカピン配合剤（１）

プロキシフィリン・エフェドリン配合剤（２） マオウエキス配合剤（２）

２２３．去たん剤（１８７）／８

〔１〕植物性製剤（８）／セネガシロップのみ：１

〔２〕アンモニウム塩製剤（４）／アンモニアウイキョウ精のみ：１

〔３〕システイン系製剤（４２）／４
L‐塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ（４） L‐塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ（６） カルボシステイン（２８） フドステイン（４）



〔４〕ブロムヘキシン製剤（２０）／塩酸ブロムヘキシンのみ：１

〔９ⅰ〕その他（１１３）／アンブロキソールのみ／１

２２４．鎮咳去たん剤（６６）／１３

〔１〕植物性製剤（１０）／３
桜皮エキス（３） キョウニン水（５） シャゼンソウエキス（２）

〔２〕コデイン系製剤（家庭麻薬）（３１）／２
リン酸コデイン（１８） リン酸ジヒドロコデイン（１３）

〔９ⅰ〕その他（１６）／３
塩酸エプラジノン（５） グアイフェネシン（２） ヒベンズ酸チペピジン（９）

〔９ J〕生薬複合製剤（コデイン配合を含む）（６）／３
桜皮エキスリン酸コデイン（２） 鎮咳去たん配合剤１（２） 鎮咳去たん配合剤２の（２）

〔９ T〕その他の配合剤（３）／２
ジヒドロコデイン・エフェドリン配合剤（１） 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ･ｸﾚｿﾞｰﾙｽﾙﾎﾝ酸ｶﾘｳﾑ（２）

２２５．気管支拡張剤（１２７）／１３

〔１〕キサンチン系製剤）（４５）／テオフィリンのみ：１

〔２〕イソプレナリン系製剤（１６）／３
臭化水素酸フェノテノール（１１） 硫酸オルシプレナリン（１） 硫酸テルブタリン（４）

〔４〕サルブタモール製剤（７）／硫酸サルブタモールのみ：１

〔９ⅰ〕その他（５８）／７
塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ（４） 塩酸ツロブテロール（９） 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ（１０） 塩 酸 プ ロ カ テ ロ ー ル

（30）
塩酸マブテロール（２） 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ（１） ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ（２）

〔９ J〕配合剤（１）／塩酸イロプレテノール・プロナーゼのみ：１

２３１．止しゃ剤、整腸剤（１１３）／１９

〔２〕タンニン酸系製剤（１１）／タンニン酸アルブミンのみ：１

〔４〕ベルベリン系製剤（２）／塩化ベルベリンのみ：１

〔５〕ビスマス塩製剤（１５）／２
次硝酸ビスマス（１４） 次炭酸ビスマス（１）

〔６〕活性生菌製剤（３５）／１０
カゼイ菌製剤（１） 耐性乳酸菌製剤（７） 耐性乳酸菌配合剤１（２） 耐性乳酸菌配合剤２（１）

ビフィズス菌製剤（７） ビフィズス菌配合剤（３） 有胞子性乳酸菌製剤（２） 酪酸菌製剤（２）

酪酸菌配合剤（２） ラクトミン（８）



〔８〕ジメチコン製剤（１４）／ジメチコンのみ：１

〔9 ｉ〕その他（３３）／３
塩酸ロペラミド（２８） 乳酸（４） 薬用炭（１）

〔９Ｊ〕配合剤（３）／塩化ベルベリン・ゲンノショウコエキスのみ：１

２３２．消化性潰瘍用剤（５００）／３９

〔１〕メチルメチオニン製剤（３）／メチルメチオニンスルホニウムクロライドのみ：１

〔２〕グルタミン製剤（３）／Ｌ‐グルタミンのみ：１

〔３〕アズレン製剤（１４）／２
アズレンスルホン酸ナトリウム（１３） エグアレンナトリウム（１）

〔５〕Ｈ２遮断剤（１７９）／６
塩酸ラニチジン（２０） 塩酸ロキサチジンアセタート

（10）
シメチジン（４３）

ニザチジン（１８） ファモチジン（８４） ラフチジン（４）

〔９ⅰ〕その他（２６１）／２２
アセグルタミドアルミニウム（２） アルジオキサ（２５） エカベトナトリウム（１）

塩酸セトラキサート（１０） 塩酸ピレンゼピン（２０） 塩酸ﾍﾞﾈｷｻｰﾄﾍﾞｰﾀﾃﾞｽｸ（２）

オメプラゾール腸溶（２２） ゲファルナート（１３） スクラルファート（１７）

スルピリド（３４） ソファルコン（２２） テプレノン（２８）

トロキシピド（７） プラウノトール（２） プログルミド（２）

ポラプレジンク（２） マイレン酸イルソグラジン（１４） ミソプロストール（２）

ラベプラゾールナトリウム（１６） ランソプラゾール（１２） リンゴ酸クレボプリド（２）

レバミピド（２）

〔９Ｊ〕臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤（２）／２
臭化プロパンテリン・クロロフィル配合剤 2（１） 臭化プロパンテリン・クロロフィル配合剤 4（１）

〔9 Ｋ〕塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤（クロロフィルを含む）（６）／２
塩酸ピペタナート含有配合剤１（５） 塩酸ピペタナート含有配合剤２（１）

〔９Ｌ〕鎮痙・被覆剤（ムチン配合を含む）（４）／ジサイクロミン・水酸化アルミニム配合剤のみ：１

〔９Ｔ〕その他の配合剤（２８）／４
ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ・Ｌ‐ｸﾞﾙﾀﾐﾝ（２０） アルギン酸ナトリウム（５）

ｶﾝｿﾞｳ抽出物･ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ（２） ﾒﾁｵﾆﾝ･ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ配合剤（１）

２３３．健胃消化剤（１６４）／６３

〔１〕消化酵素製剤（３２）／４
ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ属菌由来消化酵素（1） 含 糖 ペ プ シ ン

（3）
ジアスターゼ（１７） パンクレアチン（１１）

〔２〕酵母製剤（４）／乾燥酵母のみ：１

〔３〕苦味製剤（２５）／７



苦味チンキ（１１） ｶﾝｽﾞﾗﾝｺﾞ流ｴｷｽ（１） センブリ（３） トウヒシロップ（１）

トウヒチンキ（２） ホミカエキス（６）

〔４〕芳香製剤（１）／ケイヒ油のみ：１

〔５〕酸類製剤（８）／希塩酸のみ：１

〔9ⅰ〕その他（８）／２
ガラクトシダーゼ（６） チラクターゼ（２）

〔９Ｋ〕炭酸水素ナトリウム・苦味質剤（酵素配合を含む）（１６）／４
センブリ・重曹（１２） 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ・ｹﾞﾝﾁｱﾅ末配合剤１（１）

炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ・ｹﾞﾝﾁｱﾅ末配合剤 2（１） 炭酸水素ナトリウム・ニガキ（２）

〔９Ｌ〕消化酵素複合剤（４７）／２７
サナクターゼ配合剤（３） サンプローゼ配合剤２（１） サンプローゼ配合剤６（１）

ジアスターゼ配合剤１（２） ジアスターゼ配合剤２（１） 膵臓性消化酵素配合剤１（２）

タカジアスターゼ配合剤１（２） ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 1000 配合剤１（１） ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 1000 配合剤５（２）

ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 1000 配合剤８（２） ﾋﾞｵｱﾁﾞｽﾀｰｾﾞ 1000 配合剤９（２） ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 1000 配合剤 11（２）

ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 1000 配合剤 12（１） ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 2000 配合剤３(１) ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 2000 配合剤４（２）

ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 2000 配合剤６（２） ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 2000 配合剤 10（２） ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 2000 配合剤 11（１）

ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 2000 配合剤 12（２） ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 2000 配合剤 13（４） ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 2000 配合剤 16（２）

ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 2000 配合剤 17（２） ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 2000 配合剤 18（２） ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ 2000 配合剤 19（２）

ヒロダーゼ配合剤（２） モルシン配合剤１（２） 配合剤（）

〔９Ｎ〕消化酵素・制酸・生薬・被覆剤（１９）／１３
カンゾウ末配合剤（２） ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･生薬配合剤２（１） ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･生薬配合剤５（１）

ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･生薬配合剤６（１） ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･生薬配合剤７（４） ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･生薬配合剤８（１）

ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･生薬配合剤９（１） ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･生薬配合剤 10（３） ﾀｶｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･生薬配合剤（１）

ﾋﾞｵｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･生薬配合剤１（１） ﾋﾞｵｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･生薬配合剤２（１） ﾋﾞｵｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･生薬配合剤３（１）

ﾋﾞｵｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･生薬配合剤４（１）

〔９Ｐ〕消化酵素生菌剤（２）／納豆菌配合消化酵素製剤のみ：１

〔９Ｔ〕その他の配合剤（２）／２
胃粘膜抽出製剤･シアニコバラミン（１） ロートエキス・ゲンチアナ末配合剤（１）

２３４．制酸剤（１２７）／１２

〔３〕アルミニウム化合物製剤（２２）／５
合成ケイ酸アルミニウム（６） 天然ケイ酸アルミニウム（１） 合成ヒドロタウルサイト（１）

乾燥水酸化アルミニウムゲル

（12）
ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ（２）

〔４〕無機塩製剤（８４）／６
ケイ酸マグネシウム（１） 酸化マグネシウム（３３） 水酸化マグネシウム（２）

炭酸水素ナトリウム（２１） 炭酸マグネシウム（９） 沈降炭酸カルシウム（１８）

〔９Ｊ〕配合剤（２１）／水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウムのみ：１



２３５．下痢、浣腸剤（９９）／１４

〔４〕植物性製剤（２３）／３
カスカラサグラダ流エキス（１） センナエキス（３） センノシド（１９）

〔５〕無機塩製剤（７）／２
硫酸カリウム（１） 硫酸マグネシウム（６）

〔６〕油脂製剤（２６）／２
ヒマシ油（１４） 加香ヒマシ油（１２）

〔９ⅰ〕その他（３３）／２
カルメロースナトリウム（３） ピコスルファートナトリウム（３０）

〔９Ｔ〕その他の配合剤（１０）／５
人工カルルス塩（２） 複方カンゾウ（２） ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ･ｶｻﾝｽﾗﾉｰﾙ（２）

センナ・センナ実（３） ﾀﾞｲｵｳ･ｾﾝﾅ配合剤（１）

２３６．利胆剤（２６）／５

〔２〕胆汁酸製剤（１９）／２
ウルソデオキシコール酸（１８） ケノデオキシコール酸（１）

〔９ⅰ〕その他（７）／３
アネトールトリチオン（３） トレピブトン（２） ヒメクロモン（２）

２３９．その他の消化器官用剤（１０６）／１９

〔１〕鎮吐剤（１２）／７
塩酸アザセトロン（１） 塩酸インジセトロン（１） 塩酸ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝ（３） 塩酸グラニセトロン（３）

塩酸トロピセトロン（１） 塩酸ラモセトロン（１） オンダンセトロン（１）

〔２〕催吐剤（１）／トコンのみ：１

〔９ⅰ〕その他（９２）／１０
アカメガシワエキス（１） 塩酸イトプリド（１） 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物（２） 塩酸ピロカルピン（１）

クエン酸モサプリド（３） ドンペリドン（２５） ﾌﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ（４） ﾏｲﾚﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ（３３）

メサラジン（１） メトクロプラミド（２１）

〔９Ｊ〕配合剤（１）／塩酸ピペタナート・アカメガシワエキスのみ：１

２４２．唾液腺ホルモン剤（１）／１

〔０〕その他（１）／唾液腺ホルモンのみ：１



２４３．甲状腺、副甲状腺ホルモン剤（１３）／５

〔１〕甲状腺ホルモン製剤（１０）／３
乾燥甲状腺（２） リオチロニンナトリウム（２） レボチロキシンナトリウム（６）

〔２〕抗甲状腺ホルモン剤（３）／２
チアマゾール（１） プロチルチオウラシル（２）

２４４．たん白同化ステロイド剤（２）／２

〔９ⅰ〕その他（２）／２
酢酸メテノロン（１） メスタノロン（１）

２４５．副腎ホルモン剤（４８）／９

〔２〕コルチゾン系製剤（３）／３
酢酸コルチゾン（１） 酢酸フルドロコルチゾン（１） ヒドロコルチゾン（１）

〔４〕フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤（１５）／３
デキサメタゾン（５） トリアムシノロン（１） ベタメタゾン（９）

〔６〕プレドニゾロン系製剤（２０）／２
プレドニゾロン（１８） メチルプレドニゾロン（２）

〔９Ｊ〕配合剤（１０）／ベタメタゾン･ｄ‐マイレン酸クロルフェニラミンのみ：１

２４６．男性ホルモン剤（３）／１

〔２〕メチルテストステロン製剤（３）／メチルテストステロンのみ：１

２４７．卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤（５６）／８

〔１〕スチルベン系製剤（１）／ホスフェストロールのみ：１

〔４〕エチニルエストラジオール系製剤（１）／エチニルエストラジオールのみ：１

〔５〕エストリオール系製剤（７）／エストリオールのみ：１

〔８〕合成黄体ホルモン製剤（３５）／３
酢酸クロルマジノン（２６） 酢酸ﾒﾄﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ（８） ジドロゲステロン（１）

〔９ⅰ〕その他（１２）／４
ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ（８） 結合型エストロゲン（１） ノルエチステロン（２） プレグナンジオール（１）

２４８．混合ホルモン剤（７）／６

〔２〕卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤（７）／６
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ･酢酸ｴﾁﾉｼﾞｵｰﾙ（１） 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ･ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ（１） ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ･ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ１（１）

ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ･ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ２（２） ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ･ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ３（１） ﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ･ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ（１）



２４９．その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）（５４）／１０

〔１〕循環ホルモン剤（３２）／カリジノケナーゼのみ：１

〔９ⅰ〕その他（２２）／９
クエン酸クロミフェン（７） ジエノゲスト（１） シクロフェニル（１）

ジノプロストン（２） ジノプロストンベータデスク（１） ダナゾール（７）

トリロスタン（１） ミトタン（１） メピチオスタン（１）

２５１．泌尿器官用剤（３）／１

〔９Ｊ〕配合剤（３）／グルタミン酸･アラニンアミノ酢酸配合剤のみ：１

２５３．子宮収縮剤（８）／１

〔１〕バッカク類製剤（８）／マイレン酸エルゴメトリンのみ：１

２５５．痔疾用剤（１１）／６

〔９ⅰ〕その他（８）／３
静脈血管叢エキス（１） トリベノシド（６） メリロートエキス（１）

〔９Ｊ〕配合剤（３）／３
ﾊﾟﾗﾌﾚﾎﾞﾝ･ｾﾝﾅ末配合剤（１） ﾌﾟﾛﾒﾗｲﾝ･酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ（１） メリエートエキス・ルチン（１）

２５９．その他の泌尿生殖器官及び肛門用剤（１４６）／１５

〔0ⅰ〕その他（１３６）／１２
イミダフェナシン（２） ウラジロガシエキス（１） 塩 酸 オ キ シ ブ チ ニ ン

（19）
塩酸タムスロシン（２７）

塩 酸 フ ラ ボ キ サ ー ト

（17）
塩酸プロピベリン（３９） 塩酸リトドリン（１６） ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅﾐﾝ（２）

酒石酸トルテロジン（２） シロドシン（２） ｾﾙﾆﾁﾝﾎﾟｰﾚﾝｴｷｽ（１） ナフトピジル（８）

〔0 Ｊ〕配合剤（１０）／３
ｵｵｳﾒｶﾞｻｿｳｴｷｽ･ﾊｺﾔﾅｷﾞｴｷｽ配合剤１（７） ｵｵｳﾒｶﾞｻｿｳｴｷｽ･ﾊｺﾔﾅｷﾞｴｷｽ配合剤２（２）

ピネン・カンフェン配合剤（１）

２６９．その他の外皮用剤（２）／２

〔９ⅰ〕その他（２）／２



ジアフェニルスルホン（１） メトキサレン（１）

２９０．その他の個々の器官系用医薬品（１４）／３

〔0ⅰ〕その他（１３）／２
ガンマーオリザノール（１１） セファランチン（２）

〔0Ｂ〕植物製剤（１）／セイヨウトチノキ種子エキスのみ：１

３１１．ビタミンＡ及びＤ剤（９５）／７

〔１〕合成ビタミンＡ製剤（３）／２
パルミチン酸レチノール（１） ビタミンＡ（２）

〔２〕合成ビタミンＤ製剤（８９）／３
アルファカルシドール（５６） カルシトリオール（２９） フェレカルシトリオール（４）

〔3〕肝油製剤（ビタミンＡ油製剤を含む）（１）／肝油のみ：１

〔９ⅰ〕その他（２）／エトレチナートのみ：１

３１２．ビタミンＢ 1 剤（２４）／８

〔１〕ビタミンＢ 1 剤（１０）／２
塩酸チアミン（９） 硫酸チアミン（１）

〔２〕ビタミンＢ 1誘導体製剤（１４）／６
塩酸ジセチアミン（１） オクトチアミン（１） チアミンジスルフィド（１）

ビスベンチアミン（１） フルスルチアミン（７） ベンフォチアミン（２）

３１３．ビタミンＢ剤（ビタミンＢ 1 剤を除く）（１１３）／１４

〔１〕ビタミンＢ 2 剤（３４）／３
ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ（２１） 酢酸リボフラミン（１０） リボフラビン（３）

〔２〕ニコチン酸系製剤（３）／２
ニコチン酸（２） ニコチン酸アミド（１）

〔３〕パントテン酸系製剤（２４）／２
パンテチン（１９） パントテン酸カルシウム（５）

〔４〕ビタミンＢ 6 剤（１７）／３
塩酸ピリドキシン（４） リン酸ピリドキサール（１２） ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙｶﾙｼｳﾑ（１）

〔５〕葉酸製剤（２）／葉酸のみ：１

〔６〕ビタミンＢ 12 製剤（３３）／３
コバマミド（１２） 酢酸ヒドロキソコバラミン（１） メコバラミン（２０）



３１４．ビタミンＣ剤（２１）／１

〔0ⅰ〕ビタミンＣ製剤（２１）／アスコルビン酸のみ：１

３１５．ビタミンＥ剤（１２）／２

〔０〕ビタミンＥ製剤（１２）／２
コハク酸トコフェロールカルシウム（１） 酢酸トコフェロール（１１）

３１６．ビタミンＫ剤（２０）／２

〔０〕ビタミンＫ製剤（２０）／２
フィトナジオン（８） メナテトレノン（１２）

３１７．混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合剤を除く）（２６）／１２

〔９Ｊ〕ＶＢ 1・ＶＢ 6複合剤（１）／リボフラビン・塩酸ピリドキシンのみ：１

〔９Ｋ〕ＶＢ 1・ＶＢ 6・ＶＢ 12複合剤（１６）／７
オクトチアミン・Ｂ 2･Ｂ６･Ｂ 12 配合剤（１） チアミンジスルフィド・Ｂ６･Ｂ 12 配合剤１（１）

チアミンジスルフィド･Ｂ６･Ｂ 12 配合剤２（２） Ｂ 1･Ｂ６･Ｂ 12 配合剤（１）

フルスルチアミン・Ｂ 2･Ｂ 6･Ｂ 12 配合剤１（４） ベンフォチアミン・Ｂ 6･Ｂ 12 配合剤１（４）

ベンフォチアミン・Ｂ 6･Ｂ 12 配合剤３（３）

〔９Ｌ〕ＶＣ／パントテン酸カルシウム複合剤（５）／ｱﾝｺﾙﾋﾞﾝ酸･ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑのみ：１

〔９Ｍ〕ＶＢ２･ＶＢ 6 ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ･ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ複合剤（２）／ﾊﾟﾝｺｰﾙ･Ｂ 2･Ｂ 6･ﾆｺｱﾐ配合剤１のみ：１

〔９Ｎ〕総合ビタミン剤（１）／レチノール・カルシフェロール配合剤のみ：１

〔９Ｔ〕その他の配合剤（１）／パンコール･Ｂ 2･Ｂ 6･ニコアミ配合剤２のみ：１

３１９．その他のビタミン剤（５）／１

〔0ⅰ〕その他（５）／ビオチンのみ：１

３２１．カルシウム剤（３３）／６

〔１〕乳酸カルシウム製剤（１８）／乳酸カルシウムのみ：１

〔２〕グリセロリン酸カルシウム製剤（１）／グリセロリン酸カルシウムのみ：１

〔３〕グルコン酸カルシウム製剤（２）／グルコン酸カルシウムのみ：１

〔４〕有機酸ｶﾙｼｳﾑ製剤（乳酸･ｸﾞﾘｾﾛﾘﾝ酸･ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ製剤を除く）（4）／L‐ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸 Ca のみ：１

〔５〕ハロゲン化カルシウム製剤（２）／塩化カルシウムのみ：１

〔９ⅰ〕その他（６）／リン酸水素カルシウムのみ：１

３２２．無機質製剤（４７）／１４

〔１〕ヨウ素化合物製剤（１２）／２



ヨウ化カリウム（９） ヨウ素レシチン（３）

〔２〕鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）（１８）／６
クエン酸第一鉄ナトリウム（１１） フマル酸第一鉄（１） 溶性ピロリン酸第二鉄（２）

硫酸鉄１（２） 硫酸鉄２（１） 硫酸鉄３（１）

〔９ⅰ〕その他（１４）／４
L‐アスパラギン酸カリウム（３） 塩化カリウム（７）

グルコン酸カリウム（３） 酢酸カリウム（１）

〔９ J〕アスパラギン酸製剤（１）／アスパラギン酸カリウム・マグネシウムのみ：１

〔９ T〕その他の配合剤（２）／ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤１のみ：１

３２３．糖類剤（１１）／２

〔１〕ブドウ糖製剤（１０）／ブドウ糖のみ：１

〔２〕果糖製剤（１）／果糖のみ：１

３２５．たん白アミノ酸製剤（２２）／１４

〔３〕混合アミノ酸製剤（１１）／３
ｲｿﾛｲｼﾝ･ﾛｲｼﾝ･ﾊﾞﾘﾝ（９） 総合アミノ酸配合剤１（１） 総合アミノ酸配合剤２（１）

〔９ T〕その他の配合剤（１１）／１１
肝不全用成分栄養剤１（１） 肝不全用成分栄養剤２（１） 経腸成分栄養剤 1－1（1）
経腸成分栄養剤 1－2（１） 経腸成分栄養剤 2－1（１） 経腸成分栄養剤 2－2（１）

経腸成分栄養剤３（１） 経腸成分栄養剤６（１） 経腸成分栄養剤 7－1（１）

経腸成分栄養剤 7－2（１） 経腸成分栄養剤９（１）

３２７．乳幼児用剤（６）／５

〔２〕マルツエキス製剤（２）／マルツエキスのみ：１

〔９ J〕配合剤（４）／４
糖原病用ミルク１（１） 糖原病用ミルク２（１）

フェニルアラニン除去ミルク２（１） ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク（１）

３２９．その他の滋養強壮剤（２）／１

〔１〕アルコール性内用製剤（２）／ブドウ酒のみ：１

３３２．止血剤（４３）／７



〔１〕カルバゾクロム系製剤（１７）／２
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム（１５） ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑﾓﾉｱﾐﾉｸﾞｱﾆｼﾞﾝ（３）

〔２〕ゼラチン製剤（２）／２
ゼラチン（１） 精製ゼラチン（１）

〔３〕臓器性止血製剤（５）／トロンビンのみ：１

〔７〕抗プラスミン剤（１８）／トラネキサム酸のみ：１

〔９ J〕配合剤（１）／カルバゾクロム・アスコルビン酸配合剤のみ：１

３３３．血液凝固阻止剤（１０）／１

〔２〕ジクマロール系製剤（１０）／アルファリンカリウムのみ：１

３３９．その他の血液･体液用剤（１２７）／９

〔９ⅰ〕その他（１２２）／８
アスピリン腸溶（６） イコサペント酸エチル（２５） 塩酸サルポグレラート（３）

塩酸チクロピジン（２０） シロスタゾール（４０） ベラプロストナトリウム（１８）

リマプロストアルファデスク（８） 硫酸クロピドグレル（２）

〔９ J〕配合剤（５）／アスピリン・ダイアルミネートのみ：１

３９１．肝臓疾患用剤（２４）／１１

〔６〕グルクロン酸製剤（１）／グルクロノラクトンのみ：１

〔９ⅰ〕その他（１２）／６
アミノエチルスルホン酸（１） ｼﾞｸﾛﾛ酢酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ（２） チオプロニン（１）

ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝニﾅﾄﾘｳﾑ（６） プロパゲルマニウム（１） マロチラート（１）

〔９ A〕動物製剤（５）／肝臓加水分解物のみ：１

〔９ K〕グリチルリチン・メチオニン・グリシン複合剤（４）／ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ･DL‐ﾒﾁｵﾆﾝ配合剤のみ：１

〔９ T〕その他の配合剤（２）／２
肝臓加水分解物配合剤（１） グリチルリチン酸 DL‐メチオニン（１）

３９２．解毒剤（２１）／７

〔１〕EDTA 製剤（１）／エデト酸カルシウムニナトリウムのみ：１

〔２〕グルタチオン製剤（６）／グルタチオンのみ：１

〔９ⅰ〕その他（１４）／５
アセチルシステイン（１） 塩酸トリエンチン（１） 球形吸着炭（６）

D‐ペニシラミン（３） ホリナートカルシウム（３）



３９３．習慣性中毒用剤（２）／２

〔２〕シアナミド製剤（１）／シアナミドのみ：１

〔９ⅰ〕その他（１）／ジスルフィラムのみ：１

３９４．痛風治療剤（５８）／５

〔１〕コルヒチン製剤（２）／コルヒチンのみ：１

〔２〕プロベネシド製剤（２）／プロベネシドのみ：１

〔３〕アロピリノール製剤（２８）／アロプリノールのみ：１

〔９ⅰ〕その他（１２）／ベンズブロマロンのみ：１

〔９ T〕配合剤（１４）／クエン酸カリウム･クエン酸ナトリウムのみ：１

３９５．酵素製剤（９９）／６

〔９ⅰ〕その他（９８）／５
塩化リゾチーム（７３） セミアルカリプロティナーゼ（３） セラペプターゼ（１７）

プロナーゼ（４） プロメライン（１）

〔９ J〕配合剤（１）／プロメライン・結晶トリプシンのみ：１

３９６．糖尿病用剤（１２４）／１６

〔１〕スルフォニル尿素系製剤（４５）／７
アセトヘキサミド（２） グリクラジド（１３） グリクロピラミド（２） グリベンクラミド（１７）

グリメピリド（２） クロルプロパミド（１） トルブタミド（８）

〔２〕ビグアナイド系製剤（１０）／２
塩酸ブホルミン（４） 塩酸メトホルミン（６）

〔９ⅰ〕その他（６９）／７
アカルボース（４） 塩酸ピオグリタゾン（２） グリブゾール（２） ナテクリニド（４）

ボグリボース（５２） ミグリトール（３） ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物

（2）

３９９．他に分類されない代謝性医薬品（１４７）／２５

〔２〕アデノシン製剤（１４）／アデノシン三リン酸ニナトリウム腸溶のみ：１

〔９ｉ〕その他（１３２）／２３
アザチオプリン（３） ｱﾚﾝﾄﾞ ﾛﾝ酸Ｎａ水和物

（4）
ｲﾉｼﾝﾌﾟﾗﾉﾍﾞｸｽ（１） イプリフラボン（１５）

ｴﾁﾄﾞﾛﾝ酸ニＮａ（１） エパルレスタット（２２） エベロリムス（３） Ｌ‐システイン（４）



塩酸レボカルニチン（２） 塩酸サプロプリテン（１） 塩酸シナカルセト（２） 塩酸ラロキシフェン（１）

シクロスポリン（１９） タクロリムス水和物（５） チオクト酸アミド（１） ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸ﾓﾌｪﾁﾙ（１）

ミゾリビン（２） ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ（１９） メトトレキサート（８） ラクチトール水和物（２）

ラクツロース（９） ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸Ｎａ水和物（４） レフルノミド（３）

〔９Ｊ〕配合剤（１）／Ｌ‐アルギニン・塩酸Ｌ‐アルギニンのみ：１

４１９．その他の細胞賦活用剤（２）／２

〔１〕アデニン製剤（１）／アデニンのみ：１

〔９ｉ〕その他（１）／イノシンのみ：１

４２１．アルキル化剤（１１）／５

〔１〕クロルエチルアミン系製剤（３）／シクロホスフェミドのみ：１

〔３〕スルホン酸エステル系製剤（１）／ブスルファンのみ：１

〔９ｉ〕その他（７）／３
テモゾロミド（２） メルファラン（２） ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ（３）

４２２．代謝拮抗剤（３２）／１２

〔１〕メルカプトプリン系製剤（１）／メルカプトプリンのみ：１

〔２〕メトトレキサート製剤（１）／メトトレキサートのみ：１

〔３〕フルオロウラシル系製剤（２２）／５
カペンタビン（１） カルモフール（１） テガフール（１２）

ドキシフルリジン（２） フルオロウラシル（６）

〔４〕シトシン系製剤（２）／シタラビン・オクホスファートのみ：１

〔９ｉ〕その他（２）／２
ヒドロキシカルバミド（１） リン酸フルダラビン（１）

〔９Ｊ〕配合剤（４）／２
テガフール・ウラシル（２） テガフール・ギメラシル・オテラシルＫ配合剤（２）

４２４．抗腫瘍性植物成分製剤（６）／１

〔０〕その他（６）／エトポシドのみ：１

４２９．その他の腫瘍用剤（４０）／１８

〔１〕その他の抗悪性腫瘍用剤（３３）／１６
アセグラトン（１） アナストロゾール（１） エキセメスタン（１） 塩酸エルロチニブ（３）

塩酸ﾌｧﾄﾞﾛｿﾞｰﾙ水和物

（1）
塩酸プロカルバジン（１） ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ（１１） ｸｴﾝ酸ﾄﾚﾐﾌｪﾝ（３）



ゲフィチニブ（１） ソブゾキサン（２） タミバテロン（１） トレチノイン（１）

ビカルタミド（１） フルタミド（３） メシル酸イマチニブ（１） レトロゾール（１）

〔９ｉ〕その他（７）／２
ウベニメクス（２） かわらたけ多糖体製剤（５）

４３０．放射性医薬品（１０）／１

〔０〕その他（１０）／ヨウ化ナトリウムのみ：１

４４１．抗ヒスタミン剤（１０９）／１５

〔１〕ジフェンヒドラミン系製剤（３）／２
塩酸ジフェンヒドラミン（２） タンニン酸ジフェンヒドラミン（１）

〔２〕トリペレナミン系製剤（２）／塩酸トリプロリジンのみ：１

〔３〕フェノチアジン系製剤（３３）／５
塩酸プロメタジン（５） 酒石酸アリメマジン（３） ヒベンズ酸プロメタジン（１）

メキタジン（２３） ﾒﾁﾚﾝｼﾞｻﾙﾁﾙ酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ（１）

〔５〕ジフェニルプラリン系製剤（１）／テオクル酸ジフェニルプラリンのみ：１

〔９ｉ〕その他（７０）／６
塩酸ジプロヘプタジン（７） 塩酸ホモクロルシクリジン（９） dl‐ﾏｲﾚﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ（４）

d‐ﾏｲﾚﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ（９） フマル酸クレマスチン（２５） ﾏｲﾚﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ（１６）

４４２．刺激療法剤（１４）／２

〔０〕その他（１４）／２
オーラノフィン（４） ブシラミン（１０）

４４９．その他のアレルギー用薬（３２５）／２５

〔０〕その他（３２５）／２５
アンレキサノクス（２） イブジラスト（２） エバスチン（４） 塩酸アゼラスチン（１５）

塩酸エピナスチン（３３） 塩酸オザクレル（５） 塩酸オロパタジン（２） 塩酸セチリジン（６３）

塩酸ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ（２） オキサトミド（４５） ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸ﾅﾄﾘｳﾑ（３） ザフィルルカスト（２）

セラトロダスト（３） タザノラスト（２） ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ（８） トラニラスト（２８）

ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ（６） ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ（４６） ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物（２１） ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ（４）

ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ（１６） ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ（６） ラマトロバン（２） レピリラスト（２）

ロラタジン（３）



５１０．生薬（１７９９）／１８８

〔０〕生薬（１７９９）／１８８
アキョウ（６） アセンヤク（７） アマチャ（１５） アメ（１） アロエ（１１）

アンソッコウ（３） イレイセン（６） インチンコウ（８） ウイキョウ（１１） ウコン（２）

ウズ（２） ウバイ（３） ウヤク（３） ウワウルシ（９） エイジツ（１５）

エンメイソウ（１） オウギ（１４） オウゴン（２２） オウバク（２６） オウヒ（３）

オウレン（２４） オンジ（１９） カイカ（２） ガイヨウ（４） カゴソウ（８）

カシ（２） カシュウ（４） ガジュツ（１２） カッコウ（４） カッコン（１３）

カッセキ（５） カノコソウ（１６） カマラ（１） カロコン（１２） カロニン（４）

乾姜（５） カンゾウ（２６） カンタリス（１） カンテン（３） キキョウ（２４）

キクカ（４） キササゲ（８） キジツ（１３） キッピ（３） キナ（７）

キョウカツ（５） キョウニン（１３） キンギンカ（２） グアヤク油（１） クコシ（３）

クコヨウ（２） クジン（１９） ケイガイ（１２） ケイヒ（２７） ケツメイシ（８）

ケンゴシ（７） ゲンジン（３） ゲンチアナ（２７） ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ（１９） コウカ（１１）

コウジン（３２） コウブシ（２２） コウベイ（２） コウボク（２４） コウホン（３）

ゴシツ（１１） ゴシュユ（１２） ゴボウシ（４） ゴマ（１） ゴミシ（１３）

コロンボ（１２） コンズランゴ（４） サイコ（１３） サイシン（１３） ザクロヒ（１）

サフラン（１２） サンキライ（１８） サンザシ（２） サンシシ（２３） サンシュユ（１３）

サンショウ（１８） サンズコン（２） サンソウニン（５） サンヤク（１３） ジオウ（１３）

シオン（２） ジコッピ（５） シコン（１０） シソシ（２） シツリシ（５）

シテイ（２） シャクヤク（２３） ジャショウシ（３） シャジン（２） シャゼンジ（１２）

シャゼンソウ（７） 修治ブシ（１） ジュウヤク（８） シュクシャ（２０） シ ョ ウ キ ョ ウ

（23）
ショウズク（６） ショウバク（２） ショウマ（１２） シンイ（５） セキショウシ（１）

セッコウ（１１） ケネガ（１３） センキュウ（２３） ゼンコ（２） センコツ（１１）

センタイ（５） センナ（２１） センブリ（２１） ソウジュツ（２３） ソウハクヒ（１０）

ソボウ（３） ソヨウ（１２） ダイオウ（２９） タイソウ（１３） ダイフクヒ（）

タクシャ（２２） チクジョ（４） ﾁｸｾﾂﾆﾝｼﾞﾝ（２１） チモ（１２） チャヨウ（２）

チョウジ（２０） チ ョ ウ ト ウ コ ウ

（7）
チョレイ１３（） チンピ（１２） テ ン ナ ン シ ョ ウ

（3）
テンマ（１１） テンモンドウ（３） トウガシ（３） トウガラシ（１１） トウキ（２３）

トウドクカツ（３） トウニン（１３） トウヒ（１０） ドクカツ（４） トコン（９）

トチュウ（３） ドベッコウ（２） トラガント（７） ナンテンジツ（２） ニガキ（１３）

ニクヅク（１） ニンジン（１４） ニンドウ（３） バイモ（３） バクガ（２）

バ ク モ ン ド ウ

（13）
ハッカ（１２） ハ マ ボ ウ フ ウ

（12）
ハンゲ（１３） ヒシノミ（１）

ビャクゴウ（３） ビャクシ（１１） ビ ャ ク ジ ュ ツ

（23）
ビワヨウ（３） ビンロウジ（１１）

ブクリョウ（２３） ブシ（１） ボウイ（１２） ボウコン（１０） ボウフウ（７）

ホウブシ（２） ボクソウ（３） ボタンピ（２２） ボレイ（２１） マオウ（１３）

マシニン（４） マンケイシ（２） モクツウ（１２） モッカ（３） モッコウ（１２）

ヤクチ（８） ヤクモソウ（２） ヨウバイヒ（２） ヨクイニン（２１） リ ュ ウ ガ ン ニ ク

（5）
リュウコツ（１２） リュウタン（１９） リョウキョウ（５） レンギョウ（１２） レンニク（４）

ロートコン（４） ワキョウカツ（２） ワコウホン（１）



５２０．漢方製剤（７１１）／１５０

〔０〕漢方製剤（７１１）／１５０
安中散エキス（１２） 胃苓湯エキス（２） 因陳高エキス（６）

因陳五苓散エキス（２） 温経湯エキス（３） 温清飲エキス（９）

越卑加　湯エキス（４） 黄　建中湯エキス（２） 黄苓湯エキス（１）

黄連解毒湯エキス（１６） 黄連湯エキス（４） 乙字湯エキス（１３）

葛根加　附湯エキス（１） 葛根湯エキス（１７） 葛根湯加川弓辛夷エキス（１１）

加味帰脾湯エキス（７） 加味逍遥散エキス（１６） 甘草湯エキス（１）

甘麦大棗湯エキス（３） 桔梗石膏エキス（１） 桔梗湯エキス（１）

帰脾湯エキス（４） 弓帰膠　湯エキス（１） 九味　　湯エキス（１）

荊介連　湯エキス（５） 桂枝加黄　湯エキス（１） 桂枝加葛根湯エキス（１）

桂枝厚朴杏仁湯エキス（１） 桂枝加芍薬大黄湯エキス（１） 桂枝加芍薬湯エキス（９）

桂枝加　附湯エキス（７） 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス（５） 桂枝加苓　附湯エキス（３）

桂枝湯エキス（７） 桂枝人参湯エキス（２） 桂枝伏苓丸エキス（１５）

桂枝伏苓丸加意以仁エキス（２） 桂芍知母湯エキス（１） 啓脾湯エキス（２）

桂麻各半湯エキス（１） 香蘇散エキス（３） 五虎湯エキス（４）

五積散エキス（４） 牛車腎気丸エキス（１） 呉朱　湯エキス（５）

五淋散エキス（２） 五苓散（１） 五苓散エキス（１２）

柴陥湯エキス（３） 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（１４） 柴紫胡桂枝乾姜湯エキス（５）

柴胡桂枝湯エキス（１４） 柴胡清肝湯エキス（３） 柴朴湯エキス（３）

柴苓湯エキス（２） 三黄　心湯エキス（１２） 酸棗仁湯エキス（３）

三物黄苓湯エキス（１） 滋陰降火湯エキス（２） 滋陰至宝湯エキス（１）

四逆散エキス（１） 四君子湯エキス（３） 梔子柏皮湯エキス（１）

七物降下湯エキス（５） 四物湯エキス（８） 炙甘草湯エキス（３）

芍薬甘草湯エキス（９） 芍薬甘附子湯エキス（１） 十全大補湯エキス（１１）

十味敗毒湯エキス（１５） 潤腸湯エキス（２） 小建中湯エキス（５）

小柴胡湯エキス（１７） 小柴胡湯加桔梗石膏エキス（１） 小青竜湯エキス（１３）

小半夏加伏苓湯エキス（７） 消風散エキス（３） 升麻葛根湯エキス（１）

四苓湯（１） 辛夷清肺湯エキス（４） 参蘇飲エキス（２）

神秘湯エキス（７） 真武湯エキス（４） 清上防風湯エキス（２）

清暑益気湯エキス（１） 清心蓮子飲エキス（１） 清肺湯エキス（１）

川弓茶調酸エキス（２） 疎経活血湯エキス（３） 大黄甘草湯エキス（３）

大黄牡丹皮湯エキス（３） 大建中湯エキス（２） 大柴胡湯エキス（１７）

大柴胡湯去大黄エキス（２） 大承気湯エキス（２） 大防風湯エキス（２）

竹茹温胆湯エキス（１） 治打撲一方エキス（１） 治頭瘡一方エキス（１）

調胃承気湯エキス（１） 釣藤散エキス（３） 腸　湯エキス（１）

猪苓湯エキス（１５） 猪苓湯合四物湯エキス（１） 通導散エキス（３）

桃核承気湯エキス（１０） 当帰飲子エキス（１） 当帰建中湯エキス（１）

当帰四逆加呉朱棗生姜湯ｴｷｽ（５） 当帰芍薬散エキス（１７） 当帰芍薬散加附子エキス（１）

当帰湯エキス（１） ニ　湯エキス（１） ニ陳湯エキス（３）

女神散エキス（１） 人参湯エキス（１１） 人参養栄湯エキス（４）

排膿散及湯エキス（２） 麦門冬湯エキス（７） 八味丸（１）

八味丸エキス（３） 八味地黄丸エキス（８） 半夏厚朴湯エキス（１４）

半夏　心湯エキス（１６） 半夏白　天麻湯エキス（４） 白虎加人参湯エキス（６）

伏苓散エキス（２） 伏苓飲合半夏厚朴湯エキス（１） 附子人参湯エキス（１）

平胃散エキス（７） 防已黄　湯エキス（１２） 防風通聖散エキス（１３）

補中益気湯エキス（１５） 麻黄湯エキス（８） 麻黄附子細辛湯エキス（３）



麻杏甘石湯エキス（９） 麻杏意甘湯エキス（７） 麻子仁丸エキス（３）

木防已湯エキス（３） 意以仁湯エキス（１０） 抑肝散エキス（２）

抑肝散加陳皮半夏エキス（３） 六君子湯エキス（９） 立効散エキス（１）

竜胆　肝湯エキス（１０） 苓甘姜味辛夏仁湯エキス（２） 苓姜　甘湯エキス（４）

苓桂　甘湯エキス（１２） 六味丸エキス（２） 六味地黄丸エキス（３）

５９０．その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品（１０）／４

〔０〕生薬製剤（１０）／４
加工ブシ（５） 修治ブシ（２） ホウブシ（１） ヨクイニンエキス（２）

６１１．主としてグラム陽性菌に作用するもの（１１）／４

〔１〕ペニシリン系抗生物質製剤（１）／ベンジルペニシリンベンザチンのみ：１

〔２〕リンコマイシン系抗生物質製剤（６）／２
塩酸クリンダマイシン（４） 塩酸リンコマイシン（２）

〔３〕バンコマイシン製剤（４）／塩酸バンコマイシンのみ：１

６１２．主としてグラム陰性菌に作用するもの（１１）／５

〔１〕ペニシリン系抗生物質製剤（１）／塩酸ピブメシリナムのみ：１

〔３〕アミノ糖系抗生物質製剤（３）／一硫酸カナマイシンのみ：１

〔５〕コリスチン製剤（３）／コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムのみ：１

〔６〕ポリミキシン B 製剤（２）／硫酸ポリミキシン B のみ：１

〔９ⅰ〕その他（２）／セフチブテンのみ：１

６１３．主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの（１７９）／２３

〔１〕ペニシリン系抗生物質製剤（３５）／７
アモキシシリン（２０） アンピシリン（６） 塩酸タランピシリン（１） 塩酸バカンピシリン（２）

塩酸レナンピシリン（１） シクラシリン（３） ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ（２）

〔２〕セフェム系抗生物質製剤（１２５）／１３
塩酸セフォチアムヘキセチル（２） 塩酸セフカペンピボキシル（３） セファクロル（２６）

セﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾋﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ（６） セファドロキシル（６） セファレキシン（２８）

セフィキシム（１１） セフジトレンピボキシル（１２） セフジニル（３）

セプテラムピボキシル（１０） セフボドキシムプロキセチル
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セフロキサジン（６）

セフロキシムアキセチル（１）

〔５〕ホスホマイシン製剤（１２）／ホスホマイシンカルシウムのみ：１

〔９ⅰ〕その他（３）／フェロペネムナトリウムのみ：１

〔９ J〕配合剤（４）／アモキシシリン・クラブラン酸カリウムのみ：１



６１４．主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの（８２）／１３

〔１〕エリスロマイシン製剤（６）／３
ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ（３） エリスロマイシン（１） ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ（２）

〔２〕スピラマイシン系抗生物質製剤（２）／アセチルスピラマイシンのみ：１

〔５〕ジョサマイシン製剤（４）／２
ジョサマイシン（２） プロピオン酸ジョサマイシン（２）

〔６〕ミデカマイシン製剤（４）／２
酢酸ミデカマイシン（３） ミデカマイシン（１）

〔９ⅰ〕その他（６６）／５
アジスロマイシン水和物（４） クラリスロマイシン（４９） デリスロマイシン（１）

ロキシスロマイシン（１０） ロキタマイシン（２）

６１５．主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの（２９）／６

〔１〕クロラムフェニコール製剤（３）／２
クロラムフェニコール（２） パルミチン酸クロラムフェニコール（１）

〔２〕テトラサイクリン系抗生物質製剤（２６）／４
塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ（２） 塩酸ﾃﾞﾒﾁﾙｸﾛﾙ（1） 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ（８） 塩 酸 ミ ノ サ イ ク リ ン
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６１６．主として抗酸菌に作用するもの（８）／２

〔２〕サイクロセリン製剤（１）／サイクロセリンのみ：１

〔４〕リファンピシン製剤（７）／リファンピシンのみ：１

６１７．主としてカビに作用するもの（１０）／４

〔１〕ナイスタチオン製剤（１）／ナイスタチンのみ：１

〔２〕グリセオフルビン製剤（３）／グリセオフルビンのみ：１

〔３〕アムホテリシン B 製剤（４）／アムホテリシン B のみ：１

〔９ⅰ〕その他（２）／ボリコナゾールのみ：１

６１９．その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）（４）／２

〔１〕ペニシリン系抗生物質製剤（２）／アンピシリン・クロキサシリン・ナトリウムのみ：１

〔９ⅰ〕その他（２）／ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシンのみ：１

６２１．サルファ剤（１４）／５



〔２〕イソキサゾール核を有するサルファ剤（１）／スルファメトキサゾールのみ：１

〔３〕ピリミジン核を有するサルファ剤（３）／２
スルファジメトキシン（２） スルファモノメトキシン（１）

〔９ｉ〕その他（１０）／２
サラゾスルファピリジン（９） スルファメチゾール（１）

６２２．抗結核剤（１７）／７

〔１〕パラアミノサリチル系製剤（３）／２
アルミノパラアミノサリチル酸Ｃａ（１） パラアミノサリチル酸Ｃａ（２）

〔２〕イソニアジド系製剤（８）／２
イソニアジド（６） イソニアジドメタンスルホン酸Ｎａ（２）

〔３〕ピラジナミド製剤（１）／ピラジナミドのみ：１

〔４〕エチオナミド製剤（１）／エチオナミドのみ：１

〔５〕エタンブトール製剤（４）／塩酸エタンブトールのみ：１

６２３．抗ハンセン病剤（１）／１

〔９ⅰ〕その他（１）／クロファミジンのみ：１

６２４．合成抗菌剤（９３）／１８

〔１〕ピリドンカルボン酸系製剤（９２）／１７
エノキサシン（２） 塩酸シプロフロキサシン（１４） 塩酸モキシフロキサシン（１）

塩酸ロメフロキサシン（３） オフロキサシン（１０） ガチフロキサシン水和物（１）

シノキサシン（１） スパルフロキサシン（１） トシル酸トスフロキサシン（４）

ナリジクス（８） ノルフロキサシン（３３） ピペミド酸三水和物（５）

ピロミド酸（１） プルリフロキサシン（１） フレロキサシン（４）

ﾒｼﾙ酸ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝ水和物（１） レボフロキサシン（２）

〔９ⅰ〕その他（１）／リネゾリドのみ：１

６２５．抗ウイルス剤（９１）／２８

〔0ⅰ〕その他（８６）／２４
アシクロビル（５０） アデホビルピボキシル（１） エファビレンツ（１）

エムトリシタビン（１） 塩酸バラシクロビル（２） サニルブジン（２）

ザルシタビン（１） ジダノシン（５） ジドブジン（１）

ﾀﾙﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ付加物（１） エビラピン（１） バルガンシクロビル塩酸塩（１）

ﾌﾏﾙ酸ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙ（１） ﾎｽｱﾝﾌﾟﾚﾅﾋﾞﾙＣａ水和物（１） メシル酸サキナビル（２）

メシル酸デラビルジン（１） メシル酸ネルフィナビン（１） ラミブジン（３）



リトナビル（２） リバビリン（２） 硫酸アタナザビル（２）

硫酸アバカビル（１） 硫酸ｲﾝｼﾞﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ付加物（１） リン酸オセルタミビル（２）

〔0 Ｊ〕配合剤（５）／４
ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ･ﾌﾏﾙ酸ﾃﾉﾎﾋﾞﾘｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙ（１） ジドビジン・ラミブジン（１）

ラミブジン・硫酸アバカビル（１） ロピナビル・リトナビル（２）

６２９．その他の化学療法剤（６３）／６

〔0ⅰ〕その他（５７）／５
イトラコナゾール（１４） 塩酸テルビナフィン（２３） フルコナゾール（１８）

フルシトシン（１） ミコナゾール（１）

〔0 Ｊ〕配合剤（６）／スルファメトキサゾール・トリメトプリムのみ：１

６４１．抗原虫剤（１１）／７

〔５〕キニーネ製剤（５）／３
エチル炭酸キニーネ（１） 塩酸キニーネ（３） 硫酸キニーネ（１）

〔９ⅰ〕その他（５）／３
塩酸メフロキン（１） チニダゾール（２） メトロニダゾール（２）

〔９Ｊ〕配合剤（１）／スルファドキシン・ピリメタミンのみ：１

６４２．駆虫剤（１１）／８

〔２〕チモール系製剤（１）／チモールのみ：１

〔４〕サントニン系製剤（２）／サントニンのみ：１

〔８〕ピペラジン製剤（１）／クエン酸ジエチルマルバマジンのみ：１

〔９ⅰ〕その他（７）／５
アルベンダゾール（２） イベルメクチン（１） パモ酸ピランテル（２）

プラジカンテル（１） メベンダゾール（１）

７１１．賦形剤（４２）／６

〔１〕乳糖類（１９）／乳糖のみ：１

〔２〕デンプン類（２２）／４
コムギデンプン（１） コメデンプン（１） ﾄｳﾓﾛｺｼﾃﾞﾝﾌﾟﾝ（５） ダ レ イ シ ョデ ン プ ン
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〔９ⅰ〕その他（１）／亜硫酸水素ナトリウムのみ：１



７１３．溶解剤（３０）／１

〔１〕精製水類（３０）／精製水のみ：１

７１４．矯味、矯臭、着色剤（１０９）／１３

〔２〕シロップ製剤（１３）／単シロップのみ：１

〔３〕生薬製剤（４）／３
ウイキョウ油（１） カンゾウエキス（１） ｹｲﾋ末・ｻﾝｼｮｳ末配合剤（２）

〔９ⅰ〕その他（９２）／９
クエン酸（１５） 無水クエン酸（１） サッカリンＮａ（５） 酒石酸（１０）

白糖（５） ハチミツ（１４） ハッカ水（１０） ハッカ油（１７）

ｌ‐メントール（１４）

７２１．Ｘ線造影剤（４３）／６

〔１〕ヨウ素化合物製剤（１）／アミドトリン酸Ｎａメグルミンのみ：１

〔２〕バリウム塩製剤（３５）／２
炭酸ガス配合硫酸バリウム（２） 硫酸バリウム（３３）

〔３〕造影補助剤（７）／３
クエン酸マグネシウム（３） 炭酸水素Ｎａ酒石酸５（１） 炭酸水素Ｎａ酒石酸６（３）

７２２．機能検査用試薬（２）／２

〔３１〕下垂体機能検査用試薬（１）／メチラポンのみ：１

〔９ⅰ〕その他（１）／ベンチロミドのみ：１

７２９．その他の診断試薬（体外診断用医薬品を除く）（７）／４

〔0ⅰ〕その他（７）／４
塩酸マンガン四水和物（１） クエン酸鉄アンモニウム（１）

デンプン部分加水分解物（２） 尿素（13Ｃ）（３）

７３１．防腐剤（３）／１

〔0ⅰ〕その他（３）／１
安息香酸（１） 安息香酸ナトリウム（２）

７９９．他に分類されない治療を主目的としない医薬品（１１）／４

〔0ⅰ〕その他（５）／２



Ｄ‐ソルビトール（４） プロナーゼ（１）

〔0 Ｊ〕配合剤（６）／２
ナトリウム・カリウム配合剤（５） ﾘﾝ酸ニ水素Ｎａ一水和物･無水ﾘﾝ酸水素ニＮａ（１）

８１１．あへんアルカロイド系麻薬（７１）／１２

〔２〕あへん末製剤（３）／あへんのみ：１

〔３〕あへんチンキ及びエキス類製剤（２）／アヘンチンキのみ：１

〔４〕モルヒネ系製剤（３１）／４
塩酸ｱﾍﾝｱﾙｶﾛｲﾄﾞ（１） 塩酸エチルモルヒネ（２） 塩酸モルヒネ（１０） 硫酸モルヒネ（１８）

〔５〕コデイン系製剤（２７）／２
リン酸コデイン（１８） リン酸ジヒドロコデイン（９）

〔９ⅰ〕配合剤（６）／３
塩酸オキシコドン（４） 塩酸オキシコドン水和物（１） オキシメテバノール（１）

〔９Ｊ〕配合剤（２）／アヘン・トコンのみ：１

８２１．合成麻薬（１）／１

〔１〕フェニルピペリジン系製剤（１）／塩酸ペチジンのみ：１


