【肝】・・・添付文書の「警告」「禁忌」の項目に「肝機能障害」または「肝障害」の記載のある薬品
【腎】・・・添付文書の「警告」「禁忌」の項目に「腎機能障害」または「腎障害」の記載のある薬品
・・・添付文書の「用法用量」に「ｸﾚｱﾁﾆﾝ」「ｸﾚｱﾁﾆﾝｸﾘｱﾗﾝｽ」「Ccr」の記載のある薬品
・・・診療ＣＫＤガイド2012を参照。腎機能に応じて用量調節が必要な薬品（「慎重投与」、「少量から開始」等は省い
た。）
備考・・・院内・院外処方箋で発行できる薬品1646品目（内服、外用、自己注、一般名処方）を対象とする
※2017.11.08現在の一覧

【肝】【腎】表記薬品一覧

【腎】
【般】L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸K錠300mg【腎】
【般】ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠25mg【腎】
【般】ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩細粒10%【腎】
【般】ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠50mg【腎】
【般】ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg【腎】
【般】ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg【腎】
【般】ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg【腎】
【般】ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg【腎】
【般】ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg【腎】
【般】ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ錠0.5㎎【腎】
【般】ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ口腔内崩壊錠20mg【腎】
【般】ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠5mg【腎】
【般】ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩顆粒0.5%【腎】
【般】ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠4mg【腎】
【般】ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝｼﾛｯﾌﾟ用10%【腎】
【般】ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg【腎】
【般】ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ錠40mg【腎】
【般】ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠0.5mg【腎】
【般】ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg【腎】
【般】ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg:NE【腎】
【般】ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg【腎】
【般】ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ錠200mg【腎】
【般】ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠100mg【腎】
【般】ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg【腎】
【般】ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg【腎】
【般】ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ･ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ配合錠【腎】
【般】ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg【腎】
【般】ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg【腎】
【般】ｾﾌｼﾞﾆﾙ細粒10%【腎】
【般】ﾀｸﾛﾘﾑｽｶﾌﾟｾﾙ0.5mg【腎】
【般】ﾀｸﾛﾘﾑｽ軟膏0.1% 5g【腎】
【般】ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg【腎】
【般】ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg【腎】
【般】ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩細粒15%【腎】
【般】ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ錠50mg【腎】
【般】ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250㎎【腎】
【般】ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ錠90mg【腎】
【般】ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ錠150mg【腎】
【般】ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg【腎】
【般】ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ顆粒50%【腎】
【般】ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ･ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ配合錠【腎】
【般】ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ･ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ6.25㎎配合錠【腎】
【般】ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ錠10mg【腎】
【般】ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠0.625mg【腎】
【般】ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠2.5mg【腎】
【般】ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠5mg【腎】
【般】ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25mg【腎】
【般】ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg【腎】
【般】ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg【腎】
【般】ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg【腎】
【般】ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg【腎】
【般】ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg【腎】
【般】ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩徐放錠1.5mg【腎】
【般】ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩錠0.125mg【腎】
【般】ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩錠0.5mg【腎】
【般】ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg【腎】
【般】ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ徐放錠200mg【腎】

2017.11.29作成
【肝】
【般】ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg【肝】
【般】ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg【肝】
【般】ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg【肝】
【般】ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠50mg【肝】
【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg･ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ10mg配合錠:4【肝】
【般】ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｴｽﾃﾙ錠250mg【肝】
【般】ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠25mg【肝】
【般】ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝ錠50mg【肝】
【般】ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠10mg【肝】
【般】ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg【肝】
【般】ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠1mg【肝】
【般】ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg【肝】
【般】ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ･ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.035配合錠【肝】
【般】ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Naｼﾛｯﾌﾟ5%【肝】
【般】ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放錠200mg【肝】
【般】ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa口腔内崩壊錠1mg【肝】
【般】ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa口腔内崩壊錠2mg【肝】
【般】ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ錠125mg【肝】
【般】ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg【肝】
【般】ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ1.35%等配合非ﾋﾟﾘﾝ系感冒剤【肝】
【般】ﾎﾞｾﾝﾀﾝ錠62.5㎎【肝】
【般】ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ錠50mg【肝】
【般】ﾎﾘﾅｰﾄ錠25mg【肝】
【般】ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠2.5㎎【肝】
【般】ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg【肝】
【般】ﾘﾙｿﾞｰﾙ錠50mg【肝】
PL配合顆粒【肝】
SG配合顆粒*【肝】
ｱｽﾋﾟﾘﾝ「ﾖｼﾀﾞ」（外用）*【肝】
ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg「EE」【肝】
ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5㎎「日医工」(ﾘﾋﾟﾄｰﾙ)【肝】
ｱﾎﾞﾙﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5㎎【肝】
ｱﾏﾙｴｯﾄ配合錠4番「KN」【肝】
ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠50mg「TE」【肝】
ｱﾝｶﾛﾝ錠100㎎【肝】
ｱﾝｼﾞｭ28錠【肝】
ｲｽｺﾁﾝ原末【肝】
ｲﾐｸﾞﾗﾝｷｯﾄｽﾀｰﾀｰﾊﾟｯｸ【肝】
ｲﾐｸﾞﾗﾝｷｯﾄ皮下注3㎎ 0.5mL【肝】
ｲﾐｸﾞﾗﾝ錠50【肝】
ｲﾐｸﾞﾗﾝ点鼻液20mg/0.1ｍＬ【肝】
ｳﾞｨｷﾗｯｸｽ配合錠*【肝】
ｳﾞｫﾄﾘｴﾝﾄ錠200mg*【肝】
ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7㎎【肝】
ｴｽﾄﾘｰﾙ錠1㎎【肝】
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS*【肝】
ｵﾀﾞｲﾝ錠125mg*【肝】
ｵﾌﾟｽﾐｯﾄ錠10mg【肝】
ｸﾞﾗｼﾞﾅ錠50mg*【肝】
ｸﾗﾊﾞﾓｯｸｽ小児用配合ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ 1.01g/包【肝】
ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50㎎【肝】
ｻﾞｲﾃｨｶﾞ錠250mg*【肝】
ｼｱﾘｽ錠 20㎎*【肝】
ｼﾞﾒﾝｼｰ配合錠*【肝】
ｼﾝﾌｪｰｽﾞT28錠【肝】
ｽﾁﾊﾞｰｶﾞ錠40ｍｇ*【肝】
ｾﾞﾁｰｱ錠10mg【肝】

【般】ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠2mg【腎】
【般】ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg【腎】
【般】ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg【腎】
【般】ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞｼﾛｯﾌﾟ0.1%【腎】
【般】ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ錠5mg【腎】
【般】ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg【腎】
【般】ﾗﾌﾁｼﾞﾝ錠10mg【腎】
【般】ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ経口液0.1% 0.5mL【腎】
【般】ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg【腎】
【般】ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸Na錠17.5mg【腎】
【般】ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg【腎】
【般】ﾛｷｻﾁｼﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ75mg【腎】
【般】ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg【腎】
【般】塩化ｶﾘｳﾑ徐放錠600mg【腎】
ｱｲﾐｸｽ配合錠HD【腎】
ｱｲﾐｸｽ配合錠ＬＤ【腎】
ｱｸﾄﾈﾙ錠17.5㎎【腎】
ｱｼﾉﾝ錠150mg【腎】
ｱｼﾞﾙﾊﾞ錠20mg【腎】
ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑ錠300mg*【腎】
ｱﾃﾃﾞｨｵ配合錠【腎】
ｱﾊﾞﾌﾟﾛ錠100mg【腎】
アマリール錠０．５㎎【腎】
ｱﾑﾊﾞﾛ配合錠「ｻﾝﾄﾞ」【腎】
ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250㎎【腎】
ｱﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg*【腎】
ｱﾚﾛｯｸOD錠5㎎【腎】
ｱﾚﾛｯｸ顆粒0.5% 0.5g/包【腎】
ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg*【腎】
ｲﾑﾗﾝ錠50㎎【腎】
ｴｲｿﾞﾌﾟﾄ懸濁性点眼液1% 5mL【腎】
ｴｰｽｺｰﾙ錠2㎎【腎】
ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250㎎*【腎】
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK(ﾚﾆﾍﾞｰｽ)【腎】
ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg*【腎】
ｴﾘｷｭｰｽ錠２．５mg【腎】
ｴﾘｷｭｰｽ錠５mg【腎】
ｴﾙｶﾙﾁﾝFF錠250mg*【腎】
ｴﾙｶﾙﾁﾝFF内用液10% 100mL/瓶【腎】
ｴﾝｼｭｱ･H【腎】
ｴﾝｼｭｱ･ﾘｷｯﾄﾞ【腎】
ｵｾﾞｯｸｽ細粒小児用15%【腎】
ｵﾃｽﾞﾗ錠10mg*【腎】
ｵﾃｽﾞﾗ錠20mg*【腎】
ｵﾃｽﾞﾗ錠30mg*【腎】
ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠20mg「DSEP」【腎】
オルメテックOD錠20mg【腎】
ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩OD錠5㎎「MEEK」(ｱﾚﾛｯｸ)【腎】
ｵﾝｸﾞﾘｻﾞ錠２．５㎎【腎】
ｵﾝｸﾞﾘｻﾞ錠5㎎【腎】
ｶﾞｽﾀｰ錠２０mg【腎】
ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠300mg*【腎】
ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠4mg「あすか」【腎】
ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠50mg【腎】
グラマリール錠50㎎*【腎】
ｸﾗﾘｽﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10%小児用【腎】
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200㎎「MEEK」【腎】
ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠40㎎【腎】
ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠０．５㎎「三和」(ｱﾏﾘｰﾙ)【腎】
ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1㎎「ﾄｰﾜ」【腎】
ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50㎎【腎】
ｹﾌﾗｰﾙ細粒小児用10%【腎】
ｺｿﾌﾟﾄ配合点眼液 5mL【腎】
ｺﾊﾞｼﾙ錠2㎎【腎】
ｻﾞｲｻﾞﾙｼﾛｯﾌﾟ0.05%【腎】
ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5㎎【腎】
ｻﾞｸﾗｽ配合錠HD【腎】

ｾﾚﾆｶR錠200mg*【肝】
ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠10mg「EE」(ﾏｲｽﾘｰ)【肝】
ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg【肝】
ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100㎎「NP」*【肝】
ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠1㎎「ﾄｰﾜ」【肝】
ﾄﾗｸﾘｱ錠62.5㎎*【肝】
ﾉｳﾘｱｽﾄ錠20mg【肝】
ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ30㎎*【肝】
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑｼﾛｯﾌﾟ5%「日医工」【肝】
ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa・OD錠１㎎「ﾄｰﾜ」(ﾘﾊﾞﾛ)【肝】
ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa・OD錠２㎎「ﾄｰﾜ」【肝】
ﾌｨｺﾝﾊﾟ錠２mg【肝】
ﾌｨｺﾝﾊﾟ錠４mg【肝】
ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg【肝】
ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠【肝】
ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625㎎*【肝】
ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠2.5㎎【肝】
ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ錠25㎎【肝】
ﾍﾞﾀﾆｽ錠25mg*【肝】
ﾎﾘﾅｰﾄ錠25mg「ﾀｲﾎｳ」*【肝】
ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠100mg*【肝】
ﾏｲｽﾘｰ錠10mg【肝】
ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T150(0.75g/包）*【肝】
ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T200(1g/包）*【肝】
ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100*【肝】
ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg【肝】
ﾘﾊﾞﾛOD錠 １㎎【肝】
ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠5㎎【肝】
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg「ｻﾝﾄﾞ」【肝】
ﾘﾙﾃｯｸ錠50*【肝】
ﾘﾝﾗｷｻｰ錠250mg【肝】
ﾙ･ｴｽﾄﾛｼﾞｪﾙ0.06% 80g【肝】
ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD*【肝】
ﾚﾊﾞﾁｵ錠20mg【肝】
ﾛｰｺｰﾙ錠30mg【肝】
ﾛｾﾞﾚﾑ錠8mg【肝】
幼児用PL配合顆粒【肝】
【肝腎】
【般】ｱｽﾋﾟﾘﾝ330mg･ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ配合錠【肝腎】
【般】ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝｼﾛｯﾌﾟ2%【肝腎】
【般】ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ細粒20%【肝腎】
【般】ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg【肝腎】
【般】ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg【肝腎】
【般】ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠200mg【肝腎】
【般】ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ徐放ｶﾌﾟｾﾙ25㎎【肝腎】
【般】ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg【肝腎】
【般】ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg【肝腎】
【般】ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠2.5mg【肝腎】
【般】ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤12.5mg【肝腎】
【般】ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤25mg【肝腎】
【般】ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤50mg【肝腎】
【般】ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa錠25mg【肝腎】
【般】ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞﾘﾝ酸塩徐放錠150mg【肝腎】
【般】ﾃｶﾞﾌｰﾙ20mg･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙ配合口腔内崩壊錠[肝腎
【般】ﾃｶﾞﾌｰﾙ20mg･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙ配合顆粒【肝腎】
【般】ﾃｶﾞﾌｰﾙ25mg･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙ配合口腔内崩壊錠[肝腎
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40㎎・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ配合錠【肝腎】
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40㎎･ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠【肝腎】
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ80㎎・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ配合錠【肝腎】
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ80㎎･ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠【肝腎】
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠20mg【肝腎】
【般】ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠40mg【肝腎】
【般】ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ錠15mg【肝腎】
【般】ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ錠50mg【肝腎】
【般】ﾒｻﾗｼﾞﾝ注腸剤1g【肝腎】
【般】ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸溶錠400mg【肝腎】
【般】ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠500mg:MT【肝腎】

ｻﾞﾌｧﾃｯｸ錠100mg*【腎】
ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠100㎎【腎】
ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ 50mg【腎】
ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg【腎】
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg【腎】
ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.25㎎【腎】
ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25㎎「ﾀｲﾖｰ」【腎】
ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg*【腎】
ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠200㎎【腎】
ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100㎎【腎】
ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠100㎎「ｻﾜｲ」(ｼﾍﾞﾉｰﾙ)【腎】
ｼﾝﾒﾄﾚﾙ細粒10%【腎】
ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠50㎎*【腎】
ｽｲﾆｰ錠100mg【腎】
ｽｵｰﾄﾞ錠100㎎【腎】
ｽﾀｰｼｽ錠90㎎【腎】
ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg「ﾄｰﾜ」【腎】
ｽﾛｰｹｰ錠600㎎*【腎】
ｾﾁﾛ配合錠*【腎】
ｾﾞﾌｨｯｸｽ錠100㎎*【腎】
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100㎎「日医工」【腎】
ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg【腎】
ｾﾌｿﾞﾝ細粒小児用10％【腎】
ｾﾞﾛｰﾀﾞ錠300*【腎】
ｿﾀｺｰﾙ錠40㎎【腎】
ｿﾊﾞﾙﾃﾞｨ錠400㎎*【腎】
ｿﾘﾀ-T配合顆粒３号 4g/包【腎】
ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠200㎎【腎】
ﾀﾅﾄﾘﾙ錠5㎎*【腎】
ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75mg【腎】
ﾀﾐﾌﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ3%【腎】
ﾀﾘｵﾝ錠10mg*【腎】
ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠50mg【腎】
ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠 0.5㎎【腎】
ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠 1.0㎎【腎】
ﾂｲﾝﾗｲﾝNF配合経腸用液(400mL/袋)【腎】
ﾃﾉｰﾐﾝ錠25㎎【腎】
ﾃﾉｾﾞｯﾄ錠300㎎【腎】
ﾄﾋﾟﾅ錠50mg【腎】
ﾄﾗﾏｰﾙOD錠25mg【腎】
ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg【腎】
ﾄﾙｿﾌﾟﾄ点眼液1% 5mL【腎】
ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25㎎【腎】
ﾈｵｰﾗﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg【腎】
ﾈｵｰﾗﾙ内用液10% 50mL/瓶【腎】
ﾈｼｰﾅ錠25mg【腎】
ﾊｰﾎﾞﾆｰ配合錠*【腎】
ﾊﾞｲｴｯﾀ皮下注１０μ gﾍﾟﾝ300【腎】
ﾊﾞｲｴｯﾀ皮下注５μ gﾍﾟﾝ300【腎】
ﾊﾟｷｼﾙCR錠12.5mg*【腎】
ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg【腎】
ﾊﾞｸﾀ配合錠【腎】
ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ錠0.5㎎【腎】
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500㎎「MEEK」*【腎】
ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ顆粒50%*【腎】
ﾊﾞﾙﾋﾃﾞｨｵ配合錠MD「ｻﾝﾄﾞ」【腎】
ﾋﾞ･ｼﾌﾛｰﾙ錠０．１２５㎎【腎】
ﾋﾞ･ｼﾌﾛｰﾙ錠０．５㎎【腎】
ﾋﾟｺﾌﾟﾚｯﾌﾟ配合内用剤【腎】
ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ配合錠【腎】
ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠0.625mg「ｻﾜｲ」(ﾒｲﾝﾃｰﾄ)【腎】
ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠２．５mg「ﾄｰﾜ」(ﾒｲﾝﾃｰﾄ)【腎】
ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠５mg「ｻﾜｲ」【腎】
ﾋﾞﾃﾞｭﾘｵﾝ皮下注用2㎎ﾍﾟﾝ【腎】
ﾌｧﾑﾋﾞﾙ錠250㎎*【腎】
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠１０mg「ﾄｰﾜ」*【腎】
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠２０mg「ﾄｰﾜ」*(ｶﾞｽﾀｰ)【腎】

【般】ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg【肝腎】
【般】ﾘｻﾞﾄﾘﾌﾟﾀﾝ口腔内崩壊錠10mg【肝腎】
【般】ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg:RE【肝腎】
【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg【肝腎】
【般】ﾛｻﾙﾀﾝ50mg･ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠【肝腎】
【般】ﾛｻﾙﾀﾝK錠25mg【肝腎】
【般】ﾛｻﾙﾀﾝK錠50mg【肝腎】
【般】ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ口腔内崩壊錠2.5㎎【肝腎】
MSｺﾝﾁﾝ錠10mg*【肝腎】
MSｺﾝﾁﾝ錠30㎎*【肝腎】
ｱｸﾄｽ錠15mg【肝腎】
ｱｻｺｰﾙ錠400㎎*【肝腎】
ｱｽﾋﾟﾘﾝ「ﾖｼﾀﾞ」【肝腎】
ｱﾃﾞﾑﾊﾟｽ錠1.0㎎【肝腎】
ｱﾏｰｼﾞ錠2.5mg【肝腎】
ｱﾙﾋﾟﾆｰ坐剤100mg【肝腎】
ｱﾝﾍﾟｯｸ坐剤10mg【肝腎】
ｱﾝﾍﾟｯｸ坐剤20mg【肝腎】
ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠１０mg【肝腎】
ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠１５mg【肝腎】
ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg*【肝腎】
ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ内用液1%【肝腎】
ｲﾆｼﾝｸ配合錠【肝腎】
ｲﾌｪｸｻｰSRｶﾌﾟｾﾙ37.5㎎*【肝腎】
ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP25【肝腎】
ｴｸｱ錠50mg【肝腎】
ｴｸﾒｯﾄ配合錠HD*【肝腎】
ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠T２０【肝腎】
ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠T２５【肝腎】
ｴﾈｰﾎﾞ配合経腸用液【肝腎】
ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠１．２５㎎【肝腎】
ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠２．５㎎【肝腎】
ｵｽﾃﾗｯｸ錠200㎎【肝腎】
ｵﾌﾟｿ内服液１０mg/5mL【肝腎】
ｵﾌﾟｿ内服液５mg/2.5mL【肝腎】
ｶﾛﾅｰﾙｼﾛｯﾌﾟ2%【肝腎】
ｶﾛﾅｰﾙ細粒20%【肝腎】
ｶﾛﾅｰﾙ錠200mg【肝腎】
ｸﾚｽﾄｰﾙOD錠2.5㎎【肝腎】
ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩散1%「ﾏﾙｲｼ」【肝腎】
ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg*【肝腎】
ｻﾑｽｶ錠15mg*【肝腎】
ｻﾑｽｶ錠７．５mg*【肝腎】
ｻﾞﾙﾃｨｱ錠5mg*【肝腎】
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤12.5mg「日新」(ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ)【肝腎】
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤25mg「日新」(ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ)【肝腎】
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤50mg「日新」(ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ)【肝腎】
ｾﾗﾗ錠２５mg【肝腎】
ｾﾗﾗ錠50mg【肝腎】
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg*【肝腎】
ｾﾚｺｯｸｽ錠２００mg*【肝腎】
ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg*【肝腎】
ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠250㎎【肝腎】
ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg【肝腎】
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合OD錠T２０*【肝腎】
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合OD錠T２５*【肝腎】
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合顆粒T20*【肝腎】
ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠20mg「DSEP」【肝腎】
ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠40mg「DSEP」【肝腎】
ﾄﾋﾞｴｰｽ錠4mg*【肝腎】
ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠*【肝腎】
ﾅｲｷｻﾝ錠100㎎【肝腎】
ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50㎎*【肝腎】
ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠50㎎*【肝腎】
ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A 330㎎【肝腎】
ﾊﾟﾗﾐﾁﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ300mg*【肝腎】
ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙＦ配合錠【肝腎】

ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg「SANIK」【腎】
ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙｴﾘｷｼﾙ 0.4%【腎】
ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30㎎【腎】
ﾌｫｻﾏｯｸ錠5㎎【腎】
ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ１１０㎎*【腎】
ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ７５mg*【腎】
ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250㎎*【腎】
ﾌﾟﾗﾐｰﾙｼﾛｯﾌﾟ0.1%(ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ)【腎】
ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝｼﾛｯﾌﾟ0.1%【腎】
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ0.5mg【腎】
ﾌﾟﾛﾄﾋﾟｯｸ軟膏0.03%小児用 5g【腎】
ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200㎎「ｻﾜｲ」*【腎】
ﾍﾌﾟｾﾗ錠10mg*【腎】
ﾎｽﾐｼﾝ錠500mg【腎】
ﾎﾞﾅﾛﾝ経口ｾﾞﾘｰ35mg*【腎】
ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400【腎】
ﾎﾞﾉﾃｵ錠50mg【腎】
ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ【腎】
ﾏｸﾞｺﾛｰﾙ 250mL【腎】
ﾏｸﾞｺﾛｰﾙP【腎】
ﾏﾘｾﾞﾌﾞ錠25ｍｇ*【腎】
ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠60μ g【腎】
ﾐﾗﾍﾟｯｸｽLA錠1.5mg*【腎】
ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠０．６２５mg*【腎】
ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠２．５mg*【腎】
ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100㎎「日医工」【腎】
ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ100mg【腎】
ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ錠5mg「ﾃﾊﾞ」*【腎】
ﾒﾏﾘｰOD錠２０mg【腎】
ﾒﾏﾘｰOD錠５mg【腎】
ユリーフOD錠4㎎【腎】
ﾗｺｰﾙNF配合経腸用液(400mL/袋)【腎】
ﾗｺｰﾙNF配合経腸用半固形剤300g【腎】
ﾗｼﾞﾚｽ錠150㎎*【腎】
ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.05㎎【腎】
ﾗﾌﾁｼﾞﾝ錠10mg「ｻﾜｲ」【腎】
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠100㎎【腎】
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg【腎】
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg【腎】
ﾘｸｼｱﾅ錠15mg【腎】
ﾘｸｼｱﾅ錠６０mg【腎】
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg【腎】
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液1㎎/mL 0.5mL【腎】
ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1㎎「ﾌｧｲｻﾞｰ」(ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ)【腎】
ﾘﾏﾁﾙ錠100mg*【腎】
ﾘﾘｶOD錠 75mg【腎】
ﾘﾘｶOD錠２５mg【腎】
ﾙﾘｯﾄﾞ錠150㎎【腎】
ﾚｸﾞﾅｲﾄ錠300mg*【腎】
ﾚｻﾞﾙﾀｽ配合錠HD*【腎】
ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠5mg【腎】
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250㎎「DSEP」*【腎】
ﾚﾐﾆｰﾙOD錠４mg【腎】
ﾚﾐﾆｰﾙOD錠８mg【腎】
ﾛﾝｻｰﾌ配合錠T１５*【腎】
ﾛﾝｻｰﾌ配合錠T２０*【腎】
塩化ｶﾘｳﾑ「ﾔﾏｾﾞﾝ」【腎】

ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ錠50㎎【肝腎】
ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末【肝腎】
ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠 200mg【肝腎】
ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ配合錠LD*【肝腎】
ﾍﾞｼｹｱOD錠2.5mg*【肝腎】
ﾍﾟﾝﾀｻ坐剤1g【肝腎】
ﾍﾟﾝﾀｻ注腸1g【肝腎】
ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94% １０００㎎/包*【肝腎】
ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94% ２０００㎎/包*【肝腎】
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ12.5mg【肝腎】
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg【肝腎】
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg【肝腎】
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg*【肝腎】
ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg*【肝腎】
ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ3.25%【肝腎】
ﾏｸｻﾙﾄRPD錠 10mg【肝腎】
ﾐｶﾄﾘｵ配合錠*【肝腎】
ﾐｶﾑﾛ配合錠ＡＰ*【肝腎】
ﾐｶﾑﾛ配合錠BP*【肝腎】
ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠20mg【肝腎】
ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠40mg【肝腎】
ﾐｺﾝﾋﾞ配合錠ＡＰ*【肝腎】
ﾐｺﾝﾋﾞ配合錠ＢＰ*【肝腎】
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠 ５００mgMT「TE」*【肝腎】
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠250㎎MT「TE」*【肝腎】
ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10mg【肝腎】
ユリノーム錠50mg【肝腎】
ﾘｱﾙﾀﾞ錠1200㎎*【肝腎】
ﾘｵﾍﾞﾙ配合錠LD【肝腎】
ﾘｽﾓﾀﾞﾝR錠150mg*【肝腎】
ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ錠53.3㎎【肝腎】
ﾚﾋﾞﾄﾗ錠20mg*【肝腎】
ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg*【肝腎】
ﾚﾙﾊﾟｯｸｽ錠20mg【肝腎】
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg「日医工」*【肝腎】
ﾛｻﾙﾀﾝK錠２５mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」*【肝腎】
ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ錠50㎎「ｻﾜｲ」*(ﾆｭｰﾛﾀﾝ)【肝腎】
ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5㎎「DSEP」【肝腎】
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠 0.5㎎【肝腎】
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠 1.0㎎【肝腎】
ﾜﾝﾄﾗﾑ錠100mg*【肝腎】

