
薬効分類と分類番号
××：警告

×：禁忌
　　　薬品名 　　成分名

外用
1123  抱水クロラール系製

剤
× エスクレ坐剤「２５０」 抱水クロラール

外用
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× セニラン坐剤3ｍｇ ブロマゼパム

外用
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× ダイアップ坐剤４ ジアゼパム

外用
1125  バルビツール酸系及

びチオバルビツール酸系製剤
× ワコビタール坐剤５０ フェノバルビタールナトリウム

外用 1147  フェニル酢酸系製剤 ×
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg｢

JG｣
ジクロフェナクナトリウム

外用 1147  フェニル酢酸系製剤 ×
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg｢

JG｣
ジクロフェナクナトリウム

外用 1147  フェニル酢酸系製剤 ×
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg｢

JG｣
ジクロフェナクナトリウム

外用
1149  その他の解熱鎮痛消

炎剤
× レペタン坐剤０．４ｍｇ 塩酸ブプレノルフィン

外用
1190  その他の中枢神経系

用薬
× イクセロンパッチ4.5ｍｇ リバスチグミン

外用
1190  その他の中枢神経系

用薬
× イクセロンパッチ9ｍｇ リバスチグミン

外用
1190  その他の中枢神経系

用薬
× イクセロンパッチ13.5ｍｇ リバスチグミン

外用
1190  その他の中枢神経系

用薬
× イクセロンパッチ18ｍｇ リバスチグミン

外用 1311  散瞳剤 × サイプレジン１％点眼液 塩酸シクロペントラート

外用 1311  散瞳剤 × ネオシネジンコーワ5%点眼液 塩酸フェニレフリン

外用 1311  散瞳剤 × ミドリンＭ点眼液0.4％ トロピカミド

外用 1312  縮瞳剤 × サンピロ点眼液2％ 塩酸ピロカルピン

外用 1319  その他の眼科用剤 × ミケランＬＡ点眼液２％ 塩酸カルテオロール

外用 1319  その他の眼科用剤 × ラタノプロスト点眼液0.005%｢TOA｣ ラタノプロスト

外用 1319  その他の眼科用剤 × タプロス点眼液0.0015％ タフルプロスト

外用 1319  その他の眼科用剤 × ミドリンＰ点眼液 トロピカミド・塩酸フェニレフリン

外用 1329  その他の耳鼻科用剤 × リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 トラニラスト

外用 2171  冠血管拡張剤 × ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン

外用 2171  冠血管拡張剤 × ニトログリセリンテープ27mg「ﾄｰﾜ」 ニトログリセリン

外用 8114  モルヒネ系製剤 × アンペック坐剤１０ｍｇ 塩酸モルヒネ

外用 8114  モルヒネ系製剤 × アンペック坐剤２０ｍｇ 塩酸モルヒネ

外用 8114  モルヒネ系製剤 × アンペック坐剤３０ｍｇ 塩酸モルヒネ

外用 8219  その他の合成麻薬 × デュロテップＭＴパッチ2.1mg フェンタニル

外用 8219  その他の合成麻薬 × デュロテップＭＴパッチ4.2mg フェンタニル

外用 8219  その他の合成麻薬 × デュロテップＭＴパッチ8.4mg フェンタニル

外用 8219  その他の合成麻薬 × デュロテップＭＴパッチ12.6mg フェンタニル

外用 8219  その他の合成麻薬 × デュロテップＭＴパッチ16.8mg フェンタニル

外用 8219  その他の合成麻薬 ×
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ1

ｍｇ「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩

外用 8219  その他の合成麻薬 ×
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ2

ｍｇ「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩

外用 8219  その他の合成麻薬 ×
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ4

ｍｇ「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩

外用 8219  その他の合成麻薬 ×
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ6

ｍｇ「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩

外用 8219  その他の合成麻薬 ×
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ8

ｍｇ「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩
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内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× ニトラゼパム錠5mg「JG」 ニトラゼパム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× ハルシオン０．２５ｍｇ錠 トリアゾラム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 フルニトラゼパム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× ブロチゾラムOD錠0.25mg「ｻﾜｲ」 ブロチゾラム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× セパゾン錠１ クロキサゾラム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× ２ｍｇセルシン錠 ジアゼパム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× ５ｍｇセルシン錠 ジアゼパム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× セニラン錠２mg ブロマゼパム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× ワイパックス錠0.5 ロラゼパム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× コンスタン0.4ｍｇ錠 アルプラゾラム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× メレックス錠０．５ｍｇ メキサゾラム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× グランダキシン錠５０ トフィソパム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× レスタス錠2mg フルトプラゼパム

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× メイラックス錠２ｍｇ ロフラゼプ酸エチル

内服
1124  ベンゾジアゼピン系

製剤
× ドラール錠20 クアゼパム

内服
1125  バルビツール酸系及

びチオバルビツール酸系製剤
× フェノバルビタール散10%「ﾏﾙｲｼ」 フェノバルビタール

内服
1125  バルビツール酸系及

びチオバルビツール酸系製剤
× フェノバール錠３０ｍｇ フェノバルビタール

内服
1129  その他の催眠鎮静

剤，抗不安剤
× トリクロリールシロップ10％ トリクロホスナトリウム

内服
1129  その他の催眠鎮静

剤，抗不安剤
× 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」 塩酸リルマザホン

内服
1129  その他の催眠鎮静

剤，抗不安剤
× アモバン錠７．５ ゾピクロン

内服
1129  その他の催眠鎮静

剤，抗不安剤
× アモバン錠10 ゾピクロン

内服
1129  その他の催眠鎮静

剤，抗不安剤
× セディール錠５mg タンドスピロンクエン酸塩

内服
1129  その他の催眠鎮静

剤，抗不安剤
× ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ゾルピデム酒石酸塩

内服 1132  ヒダントイン系製剤 × アレビアチン錠100mg フェニトイン

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× テグレトール細粒50% カルバマゼピン

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× ランドセン錠0.5ｍｇ クロナゼパム

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× バルプロ酸ナトリウム細粒20%｢EMEC｣ バルプロ酸ナトリウム

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× セレニカＲ顆粒40% バルプロ酸ナトリウム

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× デパケンＲ錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× デパケンＲ錠２００mg バルプロ酸ナトリウム

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
×

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%｢日医

工｣
バルプロ酸ナトリウム



内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× ガバペン錠200mg ガバペチン

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× トピナ錠50mg トピラマート

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× ラミクタール錠小児用2ｍｇ ラモトリギン

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× ラミクタール錠25ｍｇ ラモトリギン

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× ラミクタール錠100ｍｇ ラモトリギン

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× イーケプラ錠250ｍｇ レベチラセタム

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× イーケプラ錠500ｍｇ レベチラセタム

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× フィコンパ錠2ｍｇ ペランパネル水和物

内服
1139  その他の抗てんかん

剤
× ヒダントールＦ配合錠

フェニトイン・フェノバルビタール

配合剤

内服
1139　その他の抗てんかん

剤
× マイスタン細粒１％ クロバザム

内服 1147  フェニル酢酸系製剤 × ジクロフェナクＮａ錠25mg「ｻﾜｲ」 ジクロフェナクナトリウム

内服 1147  フェニル酢酸系製剤 ×
ジクロフェナクナトリウムSRカプセル

37.5mg「ｵｰﾊﾗ」
ジクロフェナクナトリウム

内服
1149  その他の解熱鎮痛消

炎剤
× ソセゴン錠25ｍｇ ペンタゾシン

内服
1149  その他の解熱鎮痛消

炎剤
× トラマールOD錠25mg トラマドール塩酸塩

内服
1149  その他の解熱鎮痛消

炎剤
× トアラセット配合錠「ｵｰﾊﾗ」 ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ37.5mg、ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ325mg

内服
1149  その他の解熱鎮痛消

炎剤
× リリカOD錠25mg プレガバリン

内服
1149  その他の解熱鎮痛消

炎剤
× リリカOD錠75mg プレガバリン

内服 1161  アマンタジン製剤 × アマンタジン塩酸塩錠50mg「ｻﾜｲ」 アマンタジン塩酸塩

内服 1162　ビペリデン製剤 × アキネトン錠1ｍｇ ビぺリデン塩酸塩

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
× アーテン錠（２ｍｇ） トリヘキシフェニジル塩酸塩

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
× ドプスＯＤ錠200ｍｇ ドロキシドパ

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
× エフピーＯＤ錠２．５ セレギリン塩酸塩

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
× カバサール錠０．２５ｍｇ カベルゴリン

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
× カバサール錠１．０ｍｇ カベルゴリン

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
× エンタカポン錠100mg「JG」 エンタカポン

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
× トレリーフＯＤ錠25ｍｇ ゾニサミド

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
× ノウリアスト錠20ｍｇ イストラデフィリン

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
× マドパー配合錠 レボドパ・塩酸ベンセラジド

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
× メネシット配合錠100 レボドパ・カルビドパ（１）

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
× ドパコール配合錠Ｌ100 レボドパ・カルビドパ（１）

内服
1172  フェノチアジン系製

剤
× ノバミン錠5ｍｇ プロクロルペラジンマレイン酸塩



内服
1172  フェノチアジン系製

剤
× ヒルナミン錠（５ｍｇ） レボメプロマジンマレイン酸塩

内服 1174  イミプラミン系製剤 × アナフラニール錠１０ｍｇ クロミプラミン塩酸塩

内服 1174  イミプラミン系製剤 × トフラニール錠１０ｍｇ イミプラミン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× トリプタノール錠１０ アミトリプチリン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× アタラックス錠１０ｍｇ ヒドロキシジン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× ルジオミール錠１０ｍｇ マプロチリン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× リーマス錠200ｍｇ 炭酸リチウム

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ヒドロキシジン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× セレネース細粒1% ハロペリドール

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× セレネース錠0.75mg ハロペリドール

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× エチゾラム錠0.5mg「アメル」 エチゾラム

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× プロチアデン錠２５ ドスレピン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× テトラミド錠１０ｍｇ ミアンセリン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× テシプール錠1ｍｇ セチプチリンマレイン酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× レスリン錠25 トラゾドン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× リスペリドンOD錠1mg「ｱﾒﾙ」 リスペリドン

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× ルボックス錠２５ フルボキサミンマレイン酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× トレドミン錠25mg ミルナシプラン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× パロキセチン錠10mg｢ｵｰﾊﾗ｣ パロキセチン

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× クエチアピン錠25mg｢DSEP｣ クエチアピンフマル酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× クエチアピン錠100mg「DSEP」 クエチアピンフマル酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× ルーラン錠4ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× エビリファイ錠3ｍｇ アリピプラゾール

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× ジェイゾロフト錠50mg セルトラリン

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× ストラテラカプセル５ｍｇ アトモキセチン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× ストラテラカプセル１０ｍｇ アトモキセチン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× ミルタザピンOD錠15ｍｇ「サワイ」 ミルタザビン

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× サインバルタカプセル20mg デュロキセチン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× レクサプロ錠１０ｍｇ ｴｽｼﾀﾛﾌﾟﾗﾑｼｭｳ酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× イフェクサーSRカプセル75ｍｇ ベンラファキシン塩酸塩

内服
1179  その他の精神神経用

剤
× オランザピンOD錠2.5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ オランザピン

内服 1180  総合感冒剤 × ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤



内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× グラマリール錠２５ｍｇ チアプリド塩酸塩

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× サノレックス錠0.5mg マジンドール

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× リルゾール錠50ｍｇ「AA」 リルゾール

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× ドネペジル塩酸塩OD錠3mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ドネペジル塩酸塩

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× ドネペジル塩酸塩OD錠5mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ドネペジル塩酸塩

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× タルチレリン錠5mg｢ｻﾜｲ｣ タルチレリン水和物

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× レミッチOD錠2.5μｇ ナルフラフィン塩酸塩

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× ロゼレム錠８ｍｇ ラメルテオン

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× メマリーＯＤ錠5ｍｇ メマンチン塩酸塩

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× メマリーＯＤ錠20ｍｇ メマンチン塩酸塩

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× レミニールＯＤ錠4ｍｇ ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× レミニールＯＤ錠8ｍｇ ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× レグナイト錠300ｍｇ ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝﾁﾝ　ｴﾅｶﾙﾋﾞﾙ

内服
1190  その他の中枢神経系

用薬
× ベルソムラ錠15ｍｇ スボレキサント

内服
1229  その他の骨格筋弛緩

剤
× ダントリウムカプセル２５mg ダントロレンナトリウム

内服 1242  アトロピン系製剤 × ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物

内服 1249  その他の鎮けい剤 × リオレサール錠5mg バクロフェン

内服 1249  その他の鎮けい剤 × エペリゾン塩酸塩錠50mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ エペリゾン塩酸塩

内服 1249  その他の鎮けい剤 × チザニジン錠1ｍｇ「JG」 チザニジン塩酸塩

内服 1339  その他の鎮暈剤 × トラベルミン配合錠
ジフェンヒドラミン・ジプロフィリ

ン

内服 2129  その他の不整脈用剤 × メキシチールカプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩

内服 2129  その他の不整脈用剤 × アスペノンカプセル１０ アプリンジン塩酸塩

内服 2129  その他の不整脈用剤 ×
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「ｻﾜ

ｲ」
シベンゾリンコハク酸塩

内服 2149  その他の血圧降下剤 × カルベジロール錠10mg｢ｻﾜｲ｣ カルベジロール

内服 2149  その他の血圧降下剤 × カルベジロール錠2.5mg｢ｻﾜｲ｣ カルベジロール

内服 2160  血管収縮剤 × スマトリプタン錠50mg「ｱｽﾍﾟﾝ」 スマトリプタンコハク酸塩

内服 2160　血管収縮剤 ×
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ﾌｧｲ

ｻﾞｰ」
ゾルミトリプタン

内服 2160　血管収縮剤 × レルパックス錠20mg エレトリプタン臭化水素酸塩

内服 2160　血管収縮剤 × リザトリプタンOD錠10mg「ｱﾒﾙ」 リザトリプタン

内服 2160　血管収縮剤 × アマージ錠２．５ｍｇ ナラトリプタン

内服 2171  冠血管拡張剤 × ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン

内服 2171  冠血管拡張剤 ×
一硝酸イソソルビド錠20ｍｇ「タイ

ヨー」
一硝酸イソソルビド



内服
2190  その他の循環器官用

薬
× ミグシス錠5mg 塩酸ロメリジン

内服
2223  デキストロメトル

ファン製剤
× メジコン錠１５ｍｇ

デキストロメトルファン臭化水素酸

塩水和物

内服
2229  ジヒドロコデインリ

ン酸塩・dl-メチルエフェド
× フスコデ配合錠

ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチ

ルエフェドリン塩酸塩・クロルフェ

内服
2242  コデイン系製剤（家

庭麻薬）
× リン酸コデイン散1％<ﾊﾁ> コデインリン酸塩水和物

内服
2242  コデイン系製剤（家

庭麻薬）
× コデインリン酸塩散1％「マルイシ」 コデインリン酸塩水和物

内服
2319  その他の止しゃ剤，

整腸剤
× ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ｻﾜｲ」 塩酸ロペラミド

内服
2329  その他の消化性潰瘍

用剤
× スルピリド錠50mg「CH」 スルピリド

内服
2399  他に分類されない消

化器官用薬
× プリンペラン錠5 メトクロプラミド

内服
2459  その他の副腎ホルモ

ン剤
× セレスタミン配合錠

ベタメタゾン・ｄ－マレイン酸クロ

ルフェニラミン

内服
2499  他に分類されないホ

ルモン剤（抗ホルモン剤を含
× クロミッド錠50ｍｇ クロミフェンクエン酸塩

内服
2590  その他の泌尿生殖器

官及び肛門用薬
× プロピベリン塩酸塩錠10mg「MED」 プロピベリン塩酸塩

内服
3939  その他の習慣性中毒

用剤
× ノックビン原末 ジスルフィラム

内服
399　他に分類されない代謝

性医薬品
× ピレスパ錠200ｍｇ ピルフェニドン

内服
4291  その他の抗悪性腫瘍

用剤
× アロマシン錠25mg エキセメスタン

内服
4411　ジフェンヒドラミン

系製剤
× レスタミンコーワ錠10mg ジフェンヒドラミン塩酸塩

内服
4413　フェノチアジン系製

剤
× ヒベルナ糖衣錠25ｍｇ プロメタジン塩酸塩

内服
4419  その他の抗ヒスタミ

ン剤
× ポララミン錠２ｍｇ ｄ－マレイン酸クロルフェニラミン

内服
4419  その他の抗ヒスタミ

ン剤
× ペリアクチン散1％ シプロヘプタジン塩酸塩水和物

内服
4419  その他の抗ヒスタミ

ン剤
× タベジールシロップ0.01％ クレマスチンフマル酸塩

内服
4490  その他のアレルギー

用薬
× リザベンカプセル100mg トラニラスト

内服
4490  その他のアレルギー

用薬
× ケトチフェンDS小児用0.1%｢ｻﾜｲ｣ ケトチフェンフマル酸塩

内服
4490  その他のアレルギー

用薬
× ケタスカプセル１０ｍｇ イブジラスト

内服
4490  その他のアレルギー

用薬
× エピナスチン塩酸塩錠20mg｢ｻﾜｲ｣ エピナスチン塩酸塩

内服
4490  その他のアレルギー

用薬
× アレジオンドライシロップ1% エピナスチン塩酸塩

内服
4490  その他のアレルギー

用薬
× アイピーディカプセル１００ スプラタストトシル酸塩

内服
4490  その他のアレルギー

用薬
× プランルカスト錠112.5｢EK｣ プランルカスト水和物

内服
4490  その他のアレルギー

用薬
× オノンドライシロップ10% プランルカスト水和物

内服
4490  その他のアレルギー

用薬
× タリオン錠１０ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩

内服
4490  その他のアレルギー

用薬
× オロパタジン塩酸塩OD錠5mg｢明治｣ オロパタジン塩酸塩

内服
4490  その他のアレルギー

用薬
× ザイザル錠5ｍｇ レボセチリジン塩酸塩

内服
6152  テトラサイクリン系

抗生物質製剤
× ミノマイシン顆粒2％ ミノサイクリン塩酸塩

内服
6152  テトラサイクリン系

抗生物質製剤
× ミノマイシン錠５０ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩



内服
6241  ピリドンカルボン酸

系製剤
× アベロックス錠400mg モキシフロキサシン塩酸塩

内服 6250  抗ウイルス剤 × バリキサ錠450mg バルガンシクロビル

内服
7990  他に分類されない治

療を主目的としない医薬品
× チャンピックス錠0.5mg バレニクリン酒石酸塩

内服
7990  他に分類されない治

療を主目的としない医薬品
× チャンピックス錠1mg バレニクリン酒石酸塩

内服
7990  他に分類されない治

療を主目的としない医薬品
× チャンピックス スタート用パック バレニクリン酒石酸塩

内服
8113　あへんチンキ及びエ

キス類製剤
× アヘンチンキ アヘンチンキ

内服 8114  モルヒネ系製剤 × モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 モルヒネ塩酸塩水和物

内服 8114  モルヒネ系製剤 × オプソ内服液5mg 塩酸モルヒネ

内服 8114  モルヒネ系製剤 × オプソ内服液10ｍｇ 塩酸モルヒネ

内服 8115  コデイン系製剤 × コデインリン酸塩錠20ｍｇ「タケダ」 コデインリン酸塩水和物

内服
8119 その他のあへんアルカ

ロイド系麻薬
× オキノーム散2.5mg オキシコドン塩酸塩

内服
8119 その他のあへんアルカ

ロイド系麻薬
× オキノーム散5mg オキシコドン塩酸塩

内服
8119 その他のあへんアルカ

ロイド系麻薬
× オキノーム散10mg オキシコドン塩酸塩

内服
8119 その他のあへんアルカ

ロイド系麻薬
× オキシコンチンＴＲ錠5mg オキシコドン塩酸塩

内服
8119 その他のあへんアルカ

ロイド系麻薬
× オキシコンチンＴＲ錠10mg オキシコドン塩酸塩

内服
8119 その他のあへんアルカ

ロイド系麻薬
× オキシコンチンＴＲ錠20mg オキシコドン塩酸塩

内服
8119 その他のあへんアルカ

ロイド系麻薬
× オキシコンチンＴＲ錠40mg オキシコドン塩酸塩

内服
8119 その他のあへんアルカ

ロイド系麻薬
× ナルラピド錠1ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩

内服
8119 その他のあへんアルカ

ロイド系麻薬
× ナルラピド錠2ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩

内服
8119 その他のあへんアルカ

ロイド系麻薬
× ナルサス錠2ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩

内服
8119 その他のあへんアルカ

ロイド系麻薬
× ナルサス錠6ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩

内服
8119 その他のあへんアルカ

ロイド系麻薬
× ナルサス錠12ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩

内服 8219　その他の合成麻薬 × アブストラル舌下錠100μg フェンタニルクエン酸塩

内服 8219　その他の合成麻薬 × アブストラル舌下錠200μg フェンタニルクエン酸塩

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
××

プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg

｢ﾄｰﾜ｣
プラミペキソール塩酸塩水和物

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
××

プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
プラミペキソール塩酸塩水和物

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
××

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠

0.375mgMI「ｵｰﾊﾗ」
プラミペキソール塩酸塩水和物

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
××

プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI

「ｵｰﾊﾗ」
プラミペキソール塩酸塩水和物

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
×× レキップＣＲ錠2mg ロピニロール

内服
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
×× レキップＣＲ錠8mg ロピニロール

外用
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
×× ニュープロパッチ2.25ｍｇ ロチゴチン

外用
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
×× ニュープロパッチ9ｍｇ ロチゴチン



外用
1169  その他の抗パーキン

ソン剤
×× ニュープロパッチ13.5ｍｇ ロチゴチン

内服
6179  その他の主としてカ

ビに作用するもの
×× ボリコナゾール錠50mg「DSEP」 ボリコナゾール
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