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は じ め に

「医薬品市場へのアクセス」は 2005 年に初版を発刊して以降、毎年 1 回の定期刊行資料となり、本年
で 18 回目の発刊を迎えることとなりました。2005 年の初版では調査対象領域が高血圧、糖尿病、感染症、
抗癌剤など主要 18 領域にとどまっておりましたが、新たな治療剤上市による新市場の構築や、スペシャ
リティ領域への注目の高まりなど、市場の動向を反映しながら調査対象領域も増加し、2020 年の市場をま
とめた 2021 年度版の調査対象領域は 55 領域となっております。

2020 年の国内医療用医薬品総販売高（弊社推計によるメーカー出荷ベースの金額：以下同）は 8 兆 7,400
億円となっており、2019 年から 1.8％マイナスとなりました。一方、ジェネリック医薬品の 2020 年総販
売高は 1 兆 3,400 億円となり、
2019 年から 5.5％のプラス成長を示し、
シェアも 2019 年の 14.3％から 2020
年は 15.3％まで拡大しました。
領域別市場でトップとなったのは抗癌剤で、2019 年から 5.5％のプラス成長となっており、トップブラ
ンドの｢キイトルーダ｣は度重なる薬価改定を受けつつも、約 1,000 億円の販売高を維持して、2019 年から
引き続きトップブランドとなっております。また、2019 年はマイナス成長となっていた｢オプジーボ｣も
2020 年は適応拡大、併用療法の承認によって再びプラス成長を記録しております。
2020 年はリウマチ治療剤市場ではＪＡＫ阻害剤の新薬が 2 剤上市され、リウマチ治療剤市場の中でも免
疫抑制剤は 2019 年から 22.9％ものプラス成長がみられました。また、2021 年 2 月には｢ヒュミラ｣のバイ
オシミラー製剤が発売され、注目されています。腎不全関連用剤では、2020 年に経口の腎性貧血治療剤が
3 剤上市され、今後の各社のシェア争いが予測されます。
なによりも 2020 年は新型コロナウイルス感染症によってもたらされた社会への影響は大きく、季節性
インフルエンザワクチンの需要が高まり、厚生労働省による過去 5 年で最大量のワクチン供給が行われる
など、インフルエンザワクチンの需要が伸びたことや、季節性インフルエンザの流行が抑えられたことに
伴い、抗インフルエンザウイルス剤は需要が低迷しました。

こうした医療用医薬品を取り巻く環境が激変する中で、皆様のご支持により、継続して本資料を発刊で
きることを大変喜ばしく思っております。刻々と変化する医療情勢・市場動向の中で本資料が貴社の戦略
立案の一助となるよう、スタッフ一同心より願っております。
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※ 本書における｢販売高｣は全てメーカー出荷ベースとなっております。
※ 本調査の実績は全て 1～12 月の年次ベースでの実績となっています。
※ 製薬企業各社のＭＲ数、専門ＭＲ数の状況は原則、2020 年 7 月時点での状況です。
※ 市場動向の項目において 1 物 1 名称並行販売を行っているブランドについては合算した販売
高を掲載しております。(1 物 2 名称についてはブランド毎の販売高を掲載)
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アラセナ(ウイルス感染症治療剤) ······ (240)

イフェクサー(うつ病治療剤) ·········· (267)

アラミスト(抗アレルギー剤) ·········· (449)

イブランス(抗癌剤) ·················· (175)

アリセプト(認知症治療剤) ············ (323)

イベニティ(骨粗鬆症治療剤) ·········· (390)

アリナミンＦ(輸液･栄養剤･ビタミン剤)

(577)

イミグラン(片頭痛治療剤) ············ (316)

アリムタ(抗癌剤) ···················· (175)

イミフィンジ(抗癌剤) ················ (175)

アルチバ(麻酔剤) ···················· (542)

イムセラ(多発性硬化症治療剤) ········ (346)

アルツ(変形性関節症治療剤) ·········· (384)

イムノブラダー(抗癌剤) ·············· (175)

アルファロール(骨粗鬆症治療剤) ······ (390)

イムブルビカ(抗癌剤) ················ (175)

アルブミナー(血液製剤･止血剤) ······· (500)

イムラン(免疫抑制剤) ················ (557)

アレギサール(抗アレルギー剤) ········ (449)

イメンド(癌治療補助剤) ·············· (217)

アレジオン(眼科用剤) ················ (567)

イリノテカン塩酸塩「ＳＵＮ」(抗癌剤)

アレセンサ(抗癌剤) ·················· (175)

イリボー(消化器･腸疾患関連治療剤) ··· (408)

アレロック(抗アレルギー剤) ·········· (449)

イルアミクス「ＤＳＰＢ」

アロキシ(癌治療補助剤) ·············· (217)

(高血圧症治療剤) ····················· (69)

アロフト(筋弛緩剤) ·················· (550)

イロクテイト(血液製剤･止血剤) ······· (500)

アロプリノール「サワイ」

インヴェガ(統合失調症治療剤) ········ (289)

(痛風･高尿酸血症治療剤) ············· (151)

インタール(抗アレルギー剤) ·········· (449)

アンカロン(不整脈治療剤) ············· (80)

インチュニブ(ＡＤＨＤ治療剤) ········ (331)

アンテベート(アトピー性皮膚炎治療剤)

インフルエンザＨＡワクチン「ＫＭＢ」

(460)

(175)

アンブロキソール塩酸塩Ｌ「サワイ」

(ワクチン製剤) ······················ (601)

(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··············· (427)

インフルエンザＨＡワクチン「生研」

イーケプラ(てんかん治療剤) ··········· (307)

(ワクチン製剤) ······················ (601)

イオパミドール「Ｆ」(造影剤) ········ (585)

インフルエンザＨＡワクチン「第一三共」

イオパミロン(造影剤) ················ (585)

(ワクチン製剤) ······················ (601)

イオメロン(造影剤) ·················· (585)

インプロメン(統合失調症治療剤) ······· (289)

イグザレルト(血栓･塞栓治療剤) ······· (104)

ＥＯＢ・プリモビスト(造影剤) ········ (585)

イクスタンジ(抗癌剤) ················ (175)

ＥＰＬ(肝炎治療剤) ·················· (250)

イクセロン(認知症治療剤) ············· (323)

ヴォリブリス(肺高血圧症治療剤) ······ (115)
ウテメリン(産科･婦人科関連疾患治療剤) (533)

ウプトラビ(肺高血圧症治療剤) ········· (115)

エパルレスタット「サワイ」

ウラリット(痛風･高尿酸血症治療剤) ··· (151)

(糖尿病治療剤) ······················· (135)

ウリアデック(痛風･高尿酸血症治療剤) · (151)

エパルレスタット「日医工」

ウリトス(頻尿･尿失禁治療剤) ········· (518)

(糖尿病治療剤) ······················· (135)

ウリンメット(痛風･高尿酸血症治療剤) · (151)

エパルレスタット「武田テバ」

ウルソ(消化器･腸疾患関連治療剤) ····· (408)

(糖尿病治療剤) ······················· (135)

ウルソデオキシコール酸「サワイ」

エビスタ(骨粗鬆症治療剤) ············ (390)

(消化器･腸疾患関連治療剤) ··········· (408)

エピデュオゲル(皮膚関連疾患治療剤) ·· (479)

ウルソデオキシコール酸「テバ」

エビプロスタット(前立腺肥大症治療剤)

(消化器･腸疾患関連治療剤) ··········· (408)

エビリファイ(統合失調症治療剤) ······ (289)

ウルティブロ(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··· (427)

エピルビシン塩酸塩「ＮＫ」(抗癌剤) ·· (175)

ウロナーゼ(血栓･塞栓治療剤) ········· (104)

エフィエント(血栓･塞栓治療剤) ······· (104)

ウロミテキサン(頻尿･尿失禁治療剤) ··· (518)

エプクルーサ(肝炎治療剤) ············ (250)

エースコール(高血圧症治療剤) ········· (69)

エフピー(パーキンソン病治療剤) ······ (298)

エクア(糖尿病治療剤) ················ (135)

エブランチル(高血圧症治療剤) ········· (69)

エクセラーゼ(消化器･腸疾患関連治療剤) (408)

エポエチンアルファＢＳ「ＪＣＲ」

エクメット

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

(糖尿病治療剤) ·········· (135)

(511)

エクリラ(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ······· (427)

エポプロステノール「ヤンセン」

エクロック(皮膚関連疾患治療剤) ······ (479)

(肺高血圧症治療剤) ·················· (115)

エストラーナ

エムラ(麻酔剤) ······················ (542)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

エラプレース(ライソゾーム病治療剤) ·· (167)

エスラックス(筋弛緩剤) ·············· (550)

エリキュース(血栓･塞栓治療剤) ······· (104)

エスワンタイホウ(抗癌剤) ············ (175)

エリザス(抗アレルギー剤) ············ (449)

エゼチミブ「ＤＳＥＰ」

エリル(脳血管障害治療剤) ············ (338)

(脂質異常症治療剤) ·················· (124)

エルカルチン(輸液･栄養剤･ビタミン剤)

エゼチミブ「トーワ」

エルシトニン(骨粗鬆症治療剤) ········ (390)

(脂質異常症治療剤) ·················· (124)

エルデカルシトール「サワイ」

エダラボン「ＮＰ」(脳血管障害治療剤)

(338)

(骨粗鬆症治療剤) ···················· (390)

エダラボン「杏林」(脳血管障害治療剤)

(338)

エルデカルシトール「日医工」

(577)

エダラボン「日医工」

(骨粗鬆症治療剤) ···················· (390)

(脳血管障害治療剤) ·················· (338)

エルネオパＮＦ

エダラボン「明治」(脳血管障害治療剤)

(338)

(輸液･栄養剤･ビタミン剤) ············ (577)

エディロール(骨粗鬆症治療剤) ········ (390)

エルプラット(抗癌剤) ················· (175)

エナジア(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ······· (427)

エレルサ(肝炎治療剤) ················ (250)

エナルモンデポー

エレンタール(輸液･栄養剤･ビタミン剤)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ·········· (533)

エンクラッセ(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··· (427)

エパデール(脂質異常症治療剤) ········ (124)

エンシュア(輸液･栄養剤･ビタミン剤) ·· (577)

エパルレスタット「ＪＧ」

エンスプリング(神経変性疾患治療剤) ·· (353)

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

エンタイビオ(消化器･腸疾患関連治療剤) (408)

(577)

エンブレル(リウマチ治療剤) ·········· (372)

オパルモン(血栓･塞栓治療剤) ········· (104)

エンレスト(心不全治療剤) ············· (94)

オプジーボ(抗癌剤) ·················· (175)

ＨＣＧ「Ｆ」

オプスミット(肺高血圧症治療剤) ······ (115)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

オプチレイ(造影剤) ·················· (585)

ＨＭＧ「フェリング」

オフロキサシン「日医工」(眼科用剤) ·· (565)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

オムニパーク(造影剤) ················ (585)

ＳＧ(感冒関連治療剤) ················ (443)

オラペネム(細菌感染症治療剤) ········ (227)

オークル(リウマチ治療剤) ············ (372)

オルケディア(腎不全関連用剤) ········ (487)

オキサリプラチン「ＮＫ」(抗癌剤) ···· (175)

オルベスコ(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

オキサリプラチン「ホスピーラ」

オルミエント(リウマチ治療剤) ········ (372)

(抗癌剤) ···························· (175)

オルメサルタン「ＤＥＳＰ」

オキサロール(乾癬･角化症治療剤) ····· (469)

(高血圧症治療剤) ····················· (69)

オキサロール(腎不全関連用剤) ········ (487)

オルメテック(高血圧症治療剤) ········· (69)

オキシコンチン(癌治療補助剤) ········ (217)

オレンシア(リウマチ治療剤) ·········· (372)

オキシブチニン塩酸塩「トーワ」

オンブレス(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

(頻尿･尿失禁治療剤) ················· (518)

大塚生食注(輸液･栄養剤･ビタミン剤) ·· (577)

オキリコン(脳血管障害治療剤) ········ (338)

ガスコン(消化器･腸疾患関連治療剤) ··· (408)

オザグレルＮａ「ＦＹ」

ガスター(潰瘍治療剤) ················ (400)

(脳血管障害治療剤) ·················· (338)

ガスモチン(消化器･腸疾患関連治療剤) · (408)

オザグレルＮａ「ＭＥＥＫ」

カタクロット(脳血管障害治療剤) ······ (338)

(脳血管障害治療剤) ·················· (338)

ガチフロ(眼科用剤) ·················· (565)

オザグレルＮａ「ケミファ」

カデックス(皮膚関連疾患治療剤) ······· (479)

(脳血管障害治療剤) ·················· (338)

カドサイラ(抗癌剤) ·················· (175)

オザグレルＮａ「サワイ」

ガドビスト(造影剤) ·················· (585)

(脳血管障害治療剤) ·················· (338)

カナグル(糖尿病治療剤) ·············· (135)

オザグレルＮａ「タカタ」

カナリア(糖尿病治療剤) ·············· (135)

(脳血管障害治療剤) ·················· (338)

ガニレスト

オザグレルＮａ「日医工」

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

(脳血管障害治療剤) ·················· (338)

カバサール(パーキンソン病治療剤) ···· (298)

オゼックス(眼科用剤) ················· (565)

カモスタットメシル塩酸「テバ」

オセルタミビル「サワイ」

(膵疾患治療剤) ······················ (421)

(ウイルス感染症治療剤) ·············· (240)

カモスタットメシル酸塩「ＪＧ」

オゼンピック(糖尿病治療剤) ·········· (135)

(膵疾患治療剤) ······················· (421)

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」

カモスタットメシル酸塩「サワイ」

(ワクチン製剤) ······················ (601)

(膵疾患治療剤) ······················ (421)

オテズラ(乾癬･角化症治療剤) ········· (469)

カモスタットメシル酸塩「日医工」

オニバイド(抗癌剤) ·················· (175)

(膵疾患治療剤) ······················ (421)

オノアクト(不整脈治療剤) ·············· (80)

ガラフォルド(ライソゾーム病治療剤) ·· (167)

オノン(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ·········· (427)

カリセラム(腎不全関連用剤) ··········· (487)

カリメート(腎不全関連用剤) ·········· (487)

グラナテック(眼科用剤) ·············· (565)

カルグート(心不全治療剤) ············· (94)

クラバモックス(細菌感染症治療剤) ···· (227)

カルシトリオール注「Ｆ」

クラビット(細菌感染症治療剤) ········ (227)

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

クラビット(眼科用剤) ················ (565)

カルセド(抗癌剤) ···················· (175)

グラマリール(認知症治療剤) ·········· (323)

カルデナリン(高血圧症治療剤) ········· (69)

クラリス(細菌感染症治療剤) ·········· (227)

カルベジロール「サワイ」

クラリスロマイシン「サワイ」

(高血圧症治療剤) ····················· (69)

(細菌感染症治療剤) ·················· (227)

カルボシステイン「サワイ」

クラリスロマイシン「タカタ」

(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··············· (427)

(細菌感染症治療剤) ·················· (227)

カルボシステイン「トーワ」

グラン(癌治療補助剤) ················ (217)

(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··············· (427)

クリアクター(血栓･塞栓治療剤) ······· (104)

カルボプラチン「ＮＫ」(抗癌剤) ······ (175)

クリアミン(片頭痛治療剤) ············ (316)

カロナール(感冒関連治療剤) ·········· (443)

クリースビータ(骨粗鬆症治療剤) ······ (390)

カンサイダス(真菌感染症治療剤) ······ (259)

グリチロン(肝炎治療剤) ·············· (250)

カンデサルタン「あすか」

グリベック(抗癌剤) ·················· (175)

(高血圧症治療剤) ····················· (69)

グリミクロン(糖尿病治療剤) ·········· (135)

カンプト(抗癌剤) ···················· (175)

グリメピリド「ＥＭＥＣ」

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

(ワクチン製剤) ······················ (601)

グリメピリド「ＮＰ」(糖尿病治療剤) ·· (135)

キイトルーダ(抗癌剤) ················ (175)

グリメピリド「三和」(糖尿病治療剤) ·· (135)

キサラタン(眼科用剤) ················ (565)

グリメピリド「日医工」(糖尿病治療剤)

キサンボン(脳血管障害治療剤) ········ (338)

グルトパ(血栓･塞栓治療剤) ··········· (104)

キシロカイン(麻酔剤) ················ (542)

グルファスト(糖尿病治療剤) ·········· (135)

キネダック(糖尿病治療剤) ············ (135)

グレースビット(細菌感染症治療剤) ···· (227)

キプレス(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ······· (427)

クレストール(脂質異常症治療剤) ······ (124)

キムリア(抗癌剤) ···················· (175)

クレナフィン(真菌感染症治療剤) ······ (259)

キャブプリン(血栓･塞栓治療剤) ······· (104)

クレメジン(腎不全関連用剤) ··········· (487)

キュバール(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

グロウジェクト(低身長症治療剤) ······ (159)

キュビシン(細菌感染症治療剤) ········ (227)

クロピドグレル「ＳＡＮＩＫ」

キンダリー(輸液･栄養剤･ビタミン剤) ·· (577)

(血栓･塞栓治療剤) ··················· (104)

球形吸着炭「マイラン」

クロピドグレル「トーワ」

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

(血栓･塞栓治療剤) ··················· (104)

球形吸着炭「日医工」(腎不全関連用剤) · (487)

クロモグリク酸ナトリウム「ＴＣＫ」

グーフィス(消化器･腸疾患関連治療剤) · (408)

(抗アレルギー剤) ···················· (449)

クエストラン(脂質異常症治療剤) ······ (124)

クロモグリク酸ナトリウム「サワイ」

グラクティブ(糖尿病治療剤) ·········· (135)

(抗アレルギー剤) ····················· (449)

グラケー(骨粗鬆症治療剤) ············ (390)

ケアラム(リウマチ治療剤) ············ (372)

グラセプター(免疫抑制剤) ············· (557)

ケアロード(肺高血圧症治療剤) ········· (115)

(135)

ケイキサレート(腎不全関連用剤) ······ (487)

コレバイン(脂質異常症治療剤) ········ (124)

ケイセントラ(血栓･塞栓治療剤) ······· (104)

コロネル(消化器･腸疾患関連治療剤) ··· (408)

ゲーベン(皮膚関連疾患治療剤) ········ (479)

コンサータ(ＡＤＨＤ治療剤) ·········· (331)

ケタス(認知症治療剤) ················ (323)

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

ケトプロフェンテープ「パテル」

(血液製剤･止血剤) ··················· (500)

(消炎鎮痛剤) ························ (362)

サーティカン(免疫抑制剤) ············ (557)

ケナコルト－Ａ(消炎鎮痛剤) ·········· (362)

サアミオン(認知症治療剤) ············ (323)

ケフラール(細菌感染症治療剤) ········ (227)

ザイザル(抗アレルギー剤) ············ (449)

ゲンタシン(皮膚関連疾患治療剤) ······ (479)

ザイティガ(抗癌剤) ·················· (175)

ゲンボイヤ(ウイルス感染症治療剤) ···· (240)

ザイボックス(細菌感染症治療剤) ······ (227)

献血アルブミネート(血液製剤･止血剤) · (500)

サイモグロブリン(免疫抑制剤) ········ (557)

献血アルブミン「ＫＭＢ」

サイラムザ(抗癌剤) ·················· (175)

(血液製剤･止血剤) ··················· (500)

サイレース(睡眠障害･不安症治療剤) ··· (278)

献血アルブミン「ニチヤク」

ザイロリック(痛風･高尿酸血症治療剤) · (151)

(血液製剤･止血剤) ··················· (500)

サインバルタ(うつ病治療剤) ·········· (267)

献血アルブミン「ベネシス」

ザガーロ(生活改善剤) ················ (592)

(血液製剤･止血剤) ··················· (500)

ザクラス(高血圧症治療剤) ············· (69)

献血ヴェノグロブリン－ＩＨ

ザジテン(眼科用剤) ·················· (565)

(血液製剤･止血剤) ··················· (500)

サデルガ(ライソゾーム病治療剤) ······ (167)

献血グロベニン－Ⅰ(血液製剤･止血剤) · (500)

サノレックス(生活改善剤) ············ (592)

献血ベニロン－Ⅰ(血液製剤･止血剤) ··· (500)

サムスカ(心不全治療剤) ··············· (94)

献血ポリグロビン(血液製剤･止血剤) ··· (500)

ザルティア(前立腺肥大症治療剤) ······ (511)

コアテック(心不全治療剤) ············· (94)

サワシリン(細菌感染症治療剤) ········ (227)

コスパノン(消化器･腸疾患関連治療剤) · (408)

ザンタック(潰瘍治療剤) ·············· (400)

コセンティクス(乾癬･角化症治療剤) ··· (469)

サンリズム（クラスⅠｃ群）

コソプト(眼科用剤) ·················· (565)

(不整脈治療剤) ······················· (80)

ゴナールエフ

酸化マグネシウム「ヨシダ」

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

(消化器･腸疾患関連治療剤) ··········· (408)

コバールトリイ(血液製剤･止血剤) ····· (500)

シアリス(生活改善剤) ················· (592)

コパキソン(多発性硬化症治療剤) ······ (346)

シーブリ(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ······· (427)

コバシル(高血圧症治療剤) ············· (69)

ジーラスタ(癌治療補助剤) ············ (217)

コメリアン(狭心症治療剤) ············· (87)

ジェイゾロフト(うつ病治療剤) ········ (267)

コララン(心不全治療剤) ··············· (94)

ジェービック(ワクチン製剤) ·········· (601)

コルヒチン「タカタ」

ジェニナック(細菌感染症治療剤) ······ (227)

(痛風･高尿酸血症治療剤) ············· (151)

ジエノゲスト「モチダ」

コルベット(リウマチ治療剤) ··········· (372)

(子宮内膜症･子宮筋腫治療剤) ········· (526)

コレキサミン(脂質異常症治療剤) ······ (124)

ジェノトロピン(低身長症治療剤) ······ (159)

コレクチム(アトピー性皮膚炎治療剤) ··· (460)

ジェブタナ(抗癌剤) ··················· (175)

ジェミーナ

スピオルト(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

スピリーバ(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

ジクアス(眼科用剤) ·················· (565)

スピンラザ(神経変性疾患治療剤) ······ (353)

シグマート(狭心症治療剤) ············· (87)

スプラタストトシル酸塩「ＪＧ」

ジゴキシン「ＫＹＯ」(心不全治療剤) ··· (94)

(抗アレルギー剤) ···················· (449)

ジゴシン(心不全治療剤) ··············· (94)

スプラタストトシル酸塩「サワイ」

ジスロマック(細菌感染症治療剤) ······ (227)

(抗アレルギー剤) ···················· (449)

シダキュア(抗アレルギー剤) ·········· (449)

スプラタストトシル酸塩「トーワ」

シダトレン(抗アレルギー剤) ·········· (449)

(抗アレルギー剤) ···················· (449)

シナール(輸液･栄養剤･ビタミン剤) ···· (577)

スプリセル(抗癌剤) ·················· (175)

シナジス(ウイルス感染症治療剤) ······ (240)

スベニール(変形性関節症治療剤) ······ (384)

ジフルカン(真菌感染症治療剤) ········ (259)

スミスリン(皮膚関連疾患治療剤) ······ (479)

ジプレキサ(統合失調症治療剤) ········ (289)

スミフェロン(肝炎治療剤) ············ (250)

シベノール（クラスⅠａ群）

スルバシリン(細菌感染症治療剤) ······ (227)

(不整脈治療剤) ······················· (80)

セイブル(糖尿病治療剤) ·············· (135)

シムビコート(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··· (427)

ゼチーア(脂質異常症治療剤) ·········· (124)

シムレクト(免疫抑制剤) ·············· (557)

セディール(睡眠障害･不安症治療剤) ··· (278)

ジャカビ(抗癌剤) ···················· (175)

ゼビアックス(皮膚関連疾患治療剤) ···· (479)

ジャクスタピッド(脂質異常症治療剤) ·· (124)

セファゾリンＮａ「オーツカ」

ジャディアンス

(糖尿病治療剤) ······ (135)

(細菌感染症治療剤) ·················· (227)

ジャヌビア(糖尿病治療剤) ············ (135)

ゼフィックス(肝炎治療剤) ············ (250)

シュアポスト(糖尿病治療剤) ·········· (135)

セフゾン(細菌感染症治療剤) ·········· (227)

シルデナフィルⅣ「キッセイ」

セフトリアキソンＮａ「日医工」

(生活改善剤) ························ (592)

(細菌感染症治療剤) ·················· (227)

ジレニア(多発性硬化症治療剤) ········ (346)

セフメタゾールナトリウム「ＮＰ」

シロドシン「ＤＳＥＰ」

(細菌感染症治療剤) ·················· (227)

(前立腺肥大症治療剤) ················ (511)

ゼプリオン(統合失調症治療剤) ········ (289)

シングレア(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

セララ(高血圧症治療剤) ··············· (69)

シンポニー(リウマチ治療剤) ·········· (372)

セルシン(睡眠障害･不安症治療剤) ····· (278)

シンメトレル(認知症治療剤) ·········· (323)

セルセプト(免疫抑制剤) ·············· (557)

スーグラ(糖尿病治療剤) ·············· (135)

セルトラリン「アメル」(うつ病治療剤) · (267)

スージャヌ(糖尿病治療剤) ············ (135)

セルニルトン(前立腺肥大症治療剤) ···· (511)

スープレン(麻酔剤) ·················· (542)

ゼルヤンツ(リウマチ治療剤) ·········· (372)

スキリージ(乾癬･角化症治療剤) ······· (469)

セレキノン(消化器･腸疾患関連治療剤) · (408)

スターシス(糖尿病治療剤) ············ (135)

セレコキシブ「トーワ」(消炎鎮痛剤) ·· (362)

スタレボ(パーキンソン病治療剤) ······ (298)

セレコキシブ「ファイザー」

ステラーラ(乾癬･角化症治療剤) ········ (469)

(消炎鎮痛剤) ························· (362)

ストラテラ(ＡＤＨＤ治療剤) ·········· (331)

セレコックス(消炎鎮痛剤) ············ (362)

スパカール(消化器･腸疾患関連治療剤) ·· (408)

セレザイム(ライソゾーム病治療剤) ····· (167)

セレジスト(神経変性疾患治療剤) ······ (353)

タクロリムス「ファイザー」

セレニカＲ(てんかん治療剤) ·········· (307)

(免疫抑制剤) ························ (557)

セレネース(統合失調症治療剤) ········ (289)

タケキャブ(潰瘍治療剤) ·············· (400)

セレベント(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

タケプロン(潰瘍治療剤) ·············· (400)

セロクラール(認知症治療剤) ·········· (323)

タシグナ(抗癌剤) ···················· (175)

ゾーミッグ(片頭痛治療剤) ············ (316)

タゾピペ「ＤＳＥＰ」

ゾシン(細菌感染症治療剤) ············ (227)

(細菌感染症治療剤) ·················· (227)

ソタコール(不整脈治療剤) ············· (80)

タゾピペ「ニプロ」

ソナゾイド(造影剤) ·················· (585)

(細菌感染症治療剤) ·················· (227)

ソマゾン(低身長症治療剤) ············ (159)

タゾピペ「明治」(細菌感染症治療剤) ·· (227)

ソマトロピンＢＳ注「サンド」

タダラフィルＣＩ「サワイ」

(低身長症治療剤) ···················· (159)

(生活改善剤) ························ (592)

ゾメタ(癌治療補助剤) ················ (217)

タナトリル(高血圧症治療剤) ··········· (69)

ゾラデックス(抗癌剤) ················ (175)

ダニアレルゲンエキス「トリイ」

ソラナックス(睡眠障害･不安症治療剤) · (278)

(抗アレルギー剤) ···················· (449)

ソル・メドロール(消炎鎮痛剤) ········ (362)

タフマックＥ(消化器･腸疾患関連治療剤) (408)

ゾルゲンスマ(神経変性疾患治療剤) ···· (353)

タプロス(眼科用剤) ·················· (565)

ソルコセリル(脳血管障害治療剤) ······ (338)

タミフル(ウイルス感染症治療剤) ······ (240)

ゾルピデム酒石酸塩「ファイザー」

タムスロシン「サワイ」

(睡眠障害･不安症治療剤) ············· (278)

(前立腺肥大症治療剤) ················ (511)

ゾルピデム酒石酸塩「明治」

ダラザレックス(抗癌剤) ·············· (175)

(睡眠障害･不安症治療剤) ············· (278)

タリージェ(消炎鎮痛剤) ·············· (362)

ソルミラン(脂質異常症治療剤) ········ (124)

タルチレリン「ＪＧ」

ゾレア(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ········· (427)

(神経変性疾患治療剤) ················ (353)

ゾレドロン酸「ＮＫ」(癌治療補助剤) ·· (217)

タルチレリン「サワイ」

ゾレドロン酸「ヤクルト」

(神経変性疾患治療剤) ················ (353)

(癌治療補助剤) ······················ (217)

タルチレリン「日医工」

ゾレドロン酸「日医工」

(神経変性疾患治療剤) ················ (353)

(癌治療補助剤) ······················ (217)

ダルベポエチンアルファ「ＫＫＦ」

タイサブリ(多発性硬化症治療剤) ······· (346)

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

タキソテール(抗癌剤) ················ (175)

ダルベポエチンアルファＢＳ「ＪＣＲ」

タグリッソ(抗癌剤) ·················· (175)

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

ダクルインザ(肝炎治療剤) ············ (250)

ダントリウム(筋弛緩剤) ·············· (550)

タクロリムス「ＰＰ」

タンボコール（クラスⅠｃ群）

(アトピー性皮膚炎治療剤) ············· (460)

(不整脈治療剤) ······················· (80)

タクロリムス「イワキ」

炭酸ランタン「イセイ」

(アトピー性皮膚炎治療剤) ············ (460)

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

タクロリムス「タカタ」

炭酸ランタン「フソー」

(アトピー性皮膚炎治療剤) ············· (460)

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

チガソン(乾癬･角化症治療剤) ········· (469)

テリパラチドＢＳ(骨粗鬆症治療剤) ···· (390)

チャンピックス(生活改善剤) ·········· (592)

テリボン(骨粗鬆症治療剤) ············ (390)

注射用ペニシリンＧカリウム

テリルジー(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

(細菌感染症治療剤) ·················· (227)

テルシガン(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ······ (427)

ツロブテロール「ＨＭＴ」

テルネリン(筋弛緩剤) ················ (550)

(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··············· (427)

デルモベート(アトピー性皮膚炎治療剤)

ティーエスワン(抗癌剤) ·············· (175)

テルロン(産科･婦人科関連疾患治療剤) · (533)

ディフェリン(皮膚関連疾患治療剤) ···· (479)

ドキサゾシン「サワイ」

ディプリバン(麻酔剤) ················ (542)

(高血圧症治療剤) ····················· (69)

デエビゴ(睡眠障害･不安症治療剤) ····· (278)

ドキシル(抗癌剤) ···················· (175)

テオドール(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

ドグマチール(うつ病治療剤) ·········· (267)

テオロング(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

トコフェロールニコチン酸エステル「ＮＰ」

デカドロン(消炎鎮痛剤) ·············· (362)

(脂質異常症治療剤) ·················· (124)

テクフィデラ(多発性硬化症治療剤) ····· (346)

トコフェロールニコチン酸エステル「ＴＣ」

デシコビ(ウイルス感染症治療剤) ······ (240)

(脂質異常症治療剤) ·················· (124)

デジレル(うつ病治療剤) ·············· (267)

トコフェロールニコチン酸エステル「トーワ」

デスモプレシン(頻尿･尿失禁治療剤) ··· (518)

(脂質異常症治療剤) ·················· (124)

テセントリク(抗癌剤) ················ (175)

トコフェロールニコチン酸エステル「日医工」

デタントール(高血圧症治療剤) ········· (69)

(脂質異常症治療剤) ·················· (124)

テトラビック(ワクチン製剤) ·········· (601)

ドパミン「武田テバ」(心不全治療剤) ··· (94)

テトラミド(うつ病治療剤) ············ (267)

トビエース(頻尿･尿失禁治療剤) ······· (518)

テネリア(糖尿病治療剤) ·············· (135)

トピロリック(痛風･高尿酸血症治療剤) · (151)

デノシン(ウイルス感染症治療剤) ······ (240)

ドプス(パーキンソン病治療剤) ········ (298)

テノゼット(肝炎治療剤) ·············· (250)

ドブタミン「ＡＦＰ」(心不全治療剤) ··· (94)

デパケン(てんかん治療剤) ············ (307)

ドブトレックス(心不全治療剤) ·········· (94)

デパス(睡眠障害･不安症治療剤) ······· (278)

トフラニール(うつ病治療剤) ·········· (267)

テビケイ(ウイルス感染症治療剤) ······ (240)

トポテシン(抗癌剤) ·················· (175)

デプロメール(うつ病治療剤) ·········· (267)

ドボベット(乾癬･角化症治療剤) ······· (469)

テモゾロミド「ＮＫ」(抗癌剤) ········ (175)

ドラール(睡眠障害･不安症治療剤) ····· (278)

テモダール(抗癌剤) ·················· (175)

トラクリア(肺高血圧症治療剤) ········ (115)

デュアック(皮膚関連疾患治療剤) ······ (479)

トラゼンタ(糖尿病治療剤) ············ (135)

デュオドーパ(パーキンソン病治療剤) ·· (298)

トラディアンス(糖尿病治療剤) ········ (135)

デュタステリド「武田テバ」

トラネキサム酸「ＹＤ」

(前立腺肥大症治療剤) ················ (511)

(血液製剤･止血剤) ··················· (500)

デュピクセント(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) · (427)

トラネキサム酸「日医工」

デュファストン

(血液製剤･止血剤) ···················· (500)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

トラマール(癌治療補助剤) ············ (217)

テラルビシン(抗癌剤) ················ (175)

トラムセット(消炎鎮痛剤) ············· (362)

(460)

トランコロン

ニュープロ(パーキンソン病治療剤) ···· (298)

(消化器･腸疾患関連治療剤) ··········· (408)

ニューモバックスＮＰ(ワクチン製剤) ·· (601)

トランサミン(血液製剤･止血剤) ······· (500)

ニューレプチル(統合失調症治療剤) ···· (289)

トリーメク(ウイルス感染症治療剤) ···· (240)

ヌーカラ(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ······· (427)

トリキュラー

ネイリン(真菌感染症治療剤) ·········· (259)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

ネオーラル(免疫抑制剤) ·············· (557)

トリプタノール(うつ病治療剤) ········ (267)

ネオドパストン(パーキンソン病治療剤)

トリンテリックス(うつ病治療剤) ······ (267)

ネオビタカイン(麻酔剤) ·············· (542)

トルツ(乾癬･角化症治療剤) ··········· (469)

ネオファーゲン(肝炎治療剤) ·········· (250)

トルリシティ

(糖尿病治療剤) ········ (135)

ネオフィリン(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··· (427)

トレアキシン(抗癌剤) ················ (175)

ネオミノファーゲンシー(肝炎治療剤) ·· (250)

トレシーバ(糖尿病治療剤) ············ (135)

ネキシウム(潰瘍治療剤) ·············· (400)

トレドミン(うつ病治療剤) ············ (267)

ネシーナ(糖尿病治療剤) ·············· (135)

トレプロスト(肺高血圧症治療剤) ······ (115)

ネスプ(腎不全関連用剤) ·············· (487)

トレムフィア(乾癬･角化症治療剤) ····· (469)

ネリプロクト

トレリーフ(パーキンソン病治療剤) ···· (298)

(消化器･腸疾患関連治療剤) ··········· (408)

ナーカリシン(痛風･高尿酸血症治療剤) · (151)

ノイアップ(癌治療補助剤) ············ (217)

ナウゼリン(消化器･腸疾患関連治療剤) · (408)

ノイキノン(心不全治療剤) ············· (94)

ナオタミン(膵疾患治療剤) ············ (421)

ノイトロジン(癌治療補助剤) ·········· (217)

ナグラザイム(ライソゾーム病治療剤) ·· (167)

ノイロトロピン(消炎鎮痛剤) ·········· (362)

ナゾネックス(抗アレルギー剤) ········ (449)

ノウリアスト(パーキンソン病治療剤) ·· (298)

ナファモスタット「ＭＥＥＫ」
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(膵疾患治療剤) ······················ (421)
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(膵疾患治療剤) ······················· (421)

ノルバスク(高血圧症治療剤) ··········· (69)

ナルフラフィン塩酸塩「キッセイ」
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(腎不全関連用剤) ···················· (487)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

ナルフラフィン塩酸塩「サワイ」

パーサビブ(腎不全関連用剤) ·········· (487)

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

パージェタ(抗癌剤) ·················· (175)

ナルフラフィン塩酸塩「ニプロ」

ハーセプチン(抗癌剤) ················ (175)

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

ハーボニー(肝炎治療剤) ·············· (250)

ナルフラフィン塩酸塩「フソー」

バイアグラ(生活改善剤) ·············· (592)

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

バイアスピリン(血栓･塞栓治療剤) ····· (104)

ニコチネルＴＴＳ(生活改善剤) ········ (592)

ハイゼントラ(血液製剤･止血剤) ······· (500)

ニコランジル「トーワ」(狭心症治療剤) · (87)

ハイドレア(抗癌剤) ··················· (175)

ニコランジル「日医工」(狭心症治療剤) · (87)

バイナス(抗アレルギー剤) ············ (449)

ニコリン(脳血管障害治療剤) ·········· (338)

パキシル(うつ病治療剤) ·············· (267)

ニトロール(狭心症治療剤) ·············· (87)

バクタ(細菌感染症治療剤) ············· (227)

ニトロダームＴＴＳ(狭心症治療剤) ······ (87)

パクリタキセル「ＮＫ」(抗癌剤) ······· (175)

(298)

バゼドキシフェン「サワイ」

ビーソフテン／ヘパリン類似物質外用「日医工」

(骨粗鬆症治療剤) ···················· (390)

(アトピー性皮膚炎治療剤) ············· (460)

パセトシン(細菌感染症治療剤) ········ (227)

ピートル(腎不全関連用剤) ············ (487)

パタノール(眼科用剤) ················ (565)

ビーフリード(輸液･栄養剤･ビタミン剤)

バベンチオ(抗癌剤) ·················· (175)

ピオグリタゾン「ＤＳＥＰ」

ハラヴェン(抗癌剤) ·················· (175)

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

バラクルード(肝炎治療剤) ············ (250)

ピオグリタゾン「ＭＥＥＫ」

バラシクロビル「アスペン」

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

(ウイルス感染症治療剤) ·············· (240)

ピオグリタゾン「サワイ」

パラミヂン(痛風･高尿酸血症治療剤) ··· (151)

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

パリエット(潰瘍治療剤) ·············· (400)

ピオグリタゾン「サンド」

バリキサ(ウイルス感染症治療剤) ······ (240)

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

パルクス(血栓･塞栓治療剤) ··········· (104)

ピオグリタゾン「トーワ」

ハルシオン(睡眠障害･不安症治療剤) ··· (278)

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

バルトレックス(ウイルス感染症治療剤)

ピオグリタゾン「ファイザー」

(240)

(577)

ハルナール(前立腺肥大症治療剤) ······ (511)

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

バルプロ酸ナトリウム「ＤＳＰ」

ピオグリタゾン「日医工」

(てんかん治療剤) ···················· (307)

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

バルプロ酸ナトリウム「アメル」

ピオグリタゾン「武田テバ」

(てんかん治療剤) ···················· (307)

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

バルプロ酸ナトリウム「トーワ」

ビクシリン(細菌感染症治療剤) ········ (227)

(てんかん治療剤) ···················· (307)

ビクタルビ(ウイルス感染症治療剤) ···· (240)

パルミコート(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··· (427)

ビクトーザ(糖尿病治療剤) ············ (135)

パルモディア(脂質異常症治療剤) ······ (124)

ビケンＨＡ(ワクチン製剤) ············ (601)

ハロマンス(統合失調症治療剤) ········ (289)

ビスダイン(眼科用剤) ················ (565)

バンコマイシン「ＭＥＥＫ」

ビソノテープ(高血圧症治療剤) ········· (69)

(細菌感染症治療剤) ·················· (227)

ビソプロロールフマル酸塩「日医工」

パントシン(輸液･栄養剤･ビタミン剤) ·· (577)

(高血圧症治療剤) ····················· (69)

ハンプ(心不全治療剤) ················· (94)

ビダーザ(抗癌剤) ···················· (175)

ビ・シフロール(パーキンソン病治療剤)

ビデュリオン(糖尿病治療剤) ·········· (135)

(298)

ヒアルロン酸Ｎａ「センジュ」

ピトレシン(頻尿･尿失禁治療剤) ······· (518)

(眼科用剤) ·························· (565)

ビバンセ(ＡＤＨＤ治療剤) ············ (331)

ヒアルロン酸Ｎａ「生化学」(眼科用剤)

ビビアント(骨粗鬆症治療剤) ··········· (390)

(565)

ヒアルロン酸ナトリウム「日医工」

ビプリブ(ライソゾーム病治療剤) ······ (167)

(変形性関節症治療剤) ················· (384)

ビプレッソ(うつ病治療剤) ············ (267)

ヒアレイン(眼科用剤) ················ (565)

ビベスピ(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ······· (427)

ヒアロス(変形性関節症治療剤) ········ (384)

ピペラシリンＮａ「サワイ」

ピーエイ(感冒関連治療剤) ············· (443)

(細菌感染症治療剤) ··················· (227)

ビミジム(ライソゾーム病治療剤) ······ (167)

フェソロデックス(抗癌剤) ············· (175)

ビムパット(てんかん治療剤) ·········· (307)

フェノバール(睡眠障害･不安症治療剤) · (278)

ピモベンダン「ＴＥ」(心不全治療剤) ··· (94)

フェノフィブラート「武田テバ」

ヒューマトロープ(低身長症治療剤) ···· (159)

(脂質異常症治療剤) ·················· (124)

ヒューマログ(糖尿病治療剤) ·········· (135)

フェブリク(痛風･高尿酸血症治療剤) ··· (151)

ヒュミラ(リウマチ治療剤) ············ (372)

フェロン(肝炎治療剤) ················ (250)

ビラノア(抗アレルギー剤) ············ (449)

フェンタニル「テルモ」

ビルテプソ(神経変性疾患治療剤) ······ (353)

(癌治療補助剤) ······················ (217)

ヒルドイド(アトピー性皮膚炎治療剤) ·· (460)

フェントステープ(癌治療補助剤) ······ (217)

ヒルトニン(神経変性疾患治療剤) ······ (353)

フオイパン(膵疾患治療剤) ············ (421)

ヒルナミン(統合失調症治療剤) ········ (289)

フォシーガ(糖尿病治療剤) ············ (135)

ビレーズトリ(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··· (427)

フォルテオ(骨粗鬆症治療剤) ·········· (390)

ＰＬ(感冒関連治療剤) ················ (443)

フサン(膵疾患治療剤) ················ (421)

ファスジル塩酸塩「ＫＣＣ」

フスコデ(感冒関連治療剤) ············ (443)

(脳血管障害治療剤) ·················· (338)

ブスコパン(消化器･腸疾患関連治療剤) · (408)

ファスティック(糖尿病治療剤) ········ (135)

フスタゾール(感冒関連治療剤) ········ (443)

ファセンラ(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

ブスルフェクス(抗癌剤) ·············· (175)

ファブラザイム(ライソゾーム病治療剤)

ブデソニド「武田テバ」

(167)

ファボワール

(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··············· (427)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

ブデホル「ＪＧ」

ファムビル(ウイルス感染症治療剤) ···· (240)

(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··············· (427)

ファモチジン「サワイ」(潰瘍治療剤) ··· (400)

プラザキサ(血栓･塞栓治療剤) ········· (104)

ファルモルビシン(抗癌剤) ············ (175)

ブラダロン(頻尿･尿失禁治療剤) ······· (518)

ファロム(細菌感染症治療剤) ·········· (227)

プラビックス(血栓･塞栓治療剤) ······· (104)

ファンガード(真菌感染症治療剤) ······ (259)

プラリア(骨粗鬆症治療剤) ············ (390)

フィコンパ(てんかん治療剤) ·········· (307)

プラルエント(脂質異常症治療剤) ······ (124)

フィナステリド「サワイ」(生活改善剤)

(592)

フランドル(狭心症治療剤) ············· (87)

フィナステリド「トーワ」(生活改善剤)

(592)

プランルカスト「日医工」

フィナステリド「ファイザー」

(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ················ (427)

(生活改善剤) ························ (592)

フリウェル「あすか」

フィニバックス(細菌感染症治療剤) ···· (227)

(子宮内膜症･子宮筋腫治療剤) ········· (526)

ブイフェンド(真菌感染症治療剤) ······ (259)

フリウェル「モチダ」

フィブラスト(皮膚関連疾患治療剤) ····· (479)

(子宮内膜症･子宮筋腫治療剤) ········· (526)

フィルグラスチムＢＳ「ＮＫ」

プリズバインド(血栓･塞栓治療剤) ····· (104)

(癌治療補助剤) ······················ (217)

フリバス(前立腺肥大症治療剤) ········· (511)

フィルグラスチムＢＳ「モチダ」

フルービックＨＡ(ワクチン製剤) ······ (601)

(癌治療補助剤) ······················ (217)

フルタイド(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

フェキソフェナジン「ＳＡＮＩＫ」

フルティフォーム

(抗アレルギー剤) ···················· (449)

(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ················ (427)

フルナーゼ(抗アレルギー剤) ·········· (449)

ベザトールＳＲ(脂質異常症治療剤) ···· (124)

フルマリン(細菌感染症治療剤) ········ (227)

ベザフィブラート「サワイ」

ブレーザベス(ライソゾーム病治療剤) ·· (167)

(脂質異常症治療剤) ·················· (124)

プレセデックス(麻酔剤) ·············· (542)

ベシケア(頻尿･尿失禁治療剤) ········· (518)

ブレディニン(リウマチ治療剤) ········ (372)

ベセルナ(皮膚関連疾患治療剤) ········ (479)

プレドニゾロン(消炎鎮痛剤) ·········· (362)

ベタナミン(睡眠障害･不安症治療剤) ··· (278)

プレドニン(消炎鎮痛剤) ·············· (362)

ベタニス(頻尿･尿失禁治療剤) ········· (518)

プレバイミス(ウイルス感染症治療剤) ·· (240)

ベタフェロン(多発性硬化症治療剤) ···· (346)

プレベナー１３(ワクチン製剤) ········ (601)

ベネット(骨粗鬆症治療剤) ············ (390)

プロイメンド(癌治療補助剤) ·········· (217)

ヘパリン類似物質「ＰＰ」

フローラン(肺高血圧症治療剤) ········ (115)

(アトピー性皮膚炎治療剤) ············ (460)

プロクトセディル

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー「日本臓器」

(消化器･腸疾患関連治療剤) ··········· (408)

(アトピー性皮膚炎治療剤) ············ (460)

プログラフ(免疫抑制剤) ·············· (557)

ベピオゲル(皮膚関連疾患治療剤) ······ (479)

プロジフ(真菌感染症治療剤) ·········· (259)

ヘプセラ(肝炎治療剤) ················ (250)

プロスタール(前立腺肥大症治療剤) ···· (511)

ベプリコール(不整脈治療剤) ··········· (80)

プロスタット(前立腺肥大症治療剤) ···· (511)

ペミラストン(抗アレルギー剤) ········ (449)

プロスタルモン・Ｆ

ヘムライブラ(血液製剤･止血剤) ······· (500)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

ベムリディ(肝炎治療剤) ·············· (250)

プロタノール(心不全治療剤) ··········· (94)

ヘモレックス

ブロチゾラム「サワイ」

(消化器･腸疾患関連治療剤) ··········· (408)

(睡眠障害･不安症治療剤) ············· (278)

ペリシット(脂質異常症治療剤) ········ (124)

プロテカジン(潰瘍治療剤) ············ (400)

ベリチーム

プロトピック(アトピー性皮膚炎治療剤)

(460)

(消化器･腸疾患関連治療剤) ··········· (408)

ブロニカ(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ······· (427)

ベルケイド(抗癌剤) ·················· (175)

プロハンス(造影剤) ·················· (585)

ペルサンチン(狭心症治療剤) ··········· (87)

プロペシア(生活改善剤) ·············· (592)

ベルソムラ(睡眠障害･不安症治療剤) ··· (278)

プロポフォール「マルイシ」(麻酔剤) ·· (542)

ペンタサ(消化器･腸疾患関連治療剤) ··· (408)

フロモックス(細菌感染症治療剤) ······ (227)

ペントシリン(細菌感染症治療剤) ······· (227)

フロリード(真菌感染症治療剤) ········ (259)

ベンリスタ(免疫抑制剤) ·············· (557)

プロレナール(血栓･塞栓治療剤) ······· (104)

ペンレス(麻酔剤) ···················· (542)

ベイスン(糖尿病治療剤) ·············· (135)

ホクナリン(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

ベージニオ(抗癌剤) ·················· (175)

ボグリボース「サワイ」(糖尿病治療剤)

ベオーバ(頻尿･尿失禁治療剤) ········· (518)

ホスカビル(ウイルス感染症治療剤) ···· (240)

ベオビュ(眼科用剤) ··················· (565)

ポステリザン

ペガシス(肝炎治療剤) ················ (250)

(消化器･腸疾患関連治療剤) ··········· (408)

ベガモックス(眼科用剤) ·············· (565)

ホスミシン(細菌感染症治療剤) ········· (227)

ペグイントロン(肝炎治療剤) ·········· (250)

ホスリボン(腎不全関連用剤) ·········· (487)

ベクティビックス(抗癌剤) ············· (175)

ホスレノール(腎不全関連用剤) ········· (487)

(135)

ボセンタン「サワイ」

ミカムロ(高血圧症治療剤) ············· (69)

(肺高血圧症治療剤) ·················· (115)

ミカルディス(高血圧症治療剤) ········· (69)

ボトックス(筋弛緩剤) ················ (550)

ミグシス(片頭痛治療剤) ·············· (316)

ボナロン(骨粗鬆症治療剤) ············ (390)

ミグリトール「サワイ」(糖尿病治療剤)

(135)

ボノテオ(骨粗鬆症治療剤) ············ (390)

ミグリトール「トーワ」(糖尿病治療剤)

(135)

ポマリスト(抗癌剤) ·················· (175)

ミチグリニド「三和」(糖尿病治療剤) ·· (135)

ポラキス(頻尿･尿失禁治療剤) ········· (518)

ミティキュアダニ(抗アレルギー剤) ···· (449)

ボラザＧ(消化器･腸疾患関連治療剤) ··· (408)

ミニトロテープ(狭心症治療剤) ········· (87)

ポリスチレンスルホン酸Ｃａ散＜ハチ＞

ミニリンメルト(頻尿･尿失禁治療剤) ··· (518)

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

ミネブロ(高血圧症治療剤) ············· (69)

ホリナート「タイホウ」(抗癌剤) ······ (175)

ミノフィット(肝炎治療剤) ············ (250)

ポリフル(消化器･腸疾患関連治療剤) ··· (408)

ミヤＢＭ(消化器･腸疾患関連治療剤) ··· (408)

ボルタレン(消炎鎮痛剤) ·············· (362)

ミラクリッド(膵疾患治療剤) ·········· (421)

ボンビバ(骨粗鬆症治療剤) ············ (390)

ミラペックス

マーズレン(潰瘍治療剤) ·············· (400)

(パーキンソン病治療剤) ·············· (298)

マーデュオックス(乾癬･角化症治療剤) · (469)

ミルセラ(腎不全関連用剤) ············ (487)

マーベロン

ミルタザピン「トーワ」

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

(うつ病治療剤) ······················ (267)

マイオザイム(ライソゾーム病治療剤) ·· (167)

ミルタザピン「ニプロ」

マイザー(アトピー性皮膚炎治療剤) ···· (460)

(うつ病治療剤) ······················ (267)

マイスリー(睡眠障害･不安症治療剤) ··· (278)

ミルタザピン「明治」(うつ病治療剤) ·· (267)

マヴィレット(肝炎治療剤) ············ (250)

ミルナシプラン塩酸塩「アメル」

マキサカルシトール「テバ」

(うつ病治療剤) ······················ (267)

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

ミルナシプラン塩酸塩「サワイ」

マキサカルシトール「ニプロ」

(うつ病治療剤) ······················ (267)

(腎不全関連用剤) ···················· (487)

ミルリーラ(心不全治療剤) ············· (94)

マキシピーム(細菌感染症治療剤) ······ (227)

ミルリノン「ＫＮ」

マクサルト(片頭痛治療剤) ············ (316)

(心不全治療剤) ······················· (94)

マグセント

ムコスタ(潰瘍治療剤) ················ (400)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ·········· (533)

ムコスタＵＤ(眼科用剤) ··············· (565)

マグネスコープ(造影剤) ·············· (585)

ムコソルバン(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··· (427)

マグネビスト(造影剤) ················ (585)

ムコダイン(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ····· (427)

マグミット(消化器･腸疾患関連治療剤) · (408)

メイアクトＭＳ(細菌感染症治療剤) ···· (227)

マドパー(パーキンソン病治療剤) ······ (298)

メイラックス

マプロチリン塩酸塩「アメル」

(睡眠障害･不安症治療剤) ············· (278)

(うつ病治療剤) ······················· (267)

メインテート(高血圧症治療剤) ·········· (69)

ミオナール(筋弛緩剤) ················ (550)

メーゼント(多発性硬化症治療剤) ······ (346)

ミカファンギンＮＡ「サワイ」

メコバラミン「ＳＷ」

(真菌感染症治療剤) ··················· (259)

(輸液･栄養剤･ビタミン剤) ············· (577)

メサラジン「サワイ」

ユーパスタ(皮膚関連疾患治療剤) ······ (479)

(消化器･腸疾患関連治療剤) ··········· (408)

ユナシン(細菌感染症治療剤) ·········· (227)

メジコン(感冒関連治療剤) ············ (443)

ユナシンＳ(細菌感染症治療剤) ········ (227)

メチコバール

ユニフィルＬＡ

(輸液･栄養剤･ビタミン剤) ············ (577)

(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··············· (427)

メトグルコ(糖尿病治療剤) ············ (135)

ユベラＮ(脂質異常症治療剤) ·········· (124)

メトトレキサート「あゆみ」

ユリーフ(前立腺肥大症治療剤) ········ (511)

(リウマチ治療剤) ···················· (372)

ユリス(痛風･高尿酸血症治療剤) ······· (151)

メトホルミン塩酸塩ＭＴ「ＤＳＥＰ」

ユリノーム(痛風･高尿酸血症治療剤) ··· (151)

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

ヨンデリス(抗癌剤) ·················· (175)

メトホルミン塩酸塩ＭＴ「ＴＥ」

ライゾデグ(糖尿病治療剤) ············ (135)

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

ラエンネック(肝炎治療剤) ············ (250)

メトホルミン塩酸塩ＭＴ「トーワ」

ラコール(輸液･栄養剤･ビタミン剤) ···· (577)

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

ラジカット(脳血管障害治療剤) ········ (338)

メトホルミン塩酸塩ＭＴ「ニプロ」

ラシックス(高血圧症治療剤) ··········· (69)

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

ラジレス(高血圧症治療剤) ············· (69)

メネシット(パーキンソン病治療剤) ···· (298)

ラステット(抗癌剤) ·················· (175)

メノエイド

ラスビック(細菌感染症治療剤) ········ (227)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

ラニラピッド(心不全治療剤) ··········· (94)

メプチン(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ······· (427)

ラピアクタ(ウイルス感染症治療剤) ···· (240)

メマリー(認知症治療剤) ·············· (323)

ラビピュール(ワクチン製剤) ·········· (601)

メラトベル(睡眠障害･不安症治療剤) ··· (278)

ラベルフィーユ

メロペネム「ＮＰ」

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

(細菌感染症治療剤) ·················· (227)

ラマトロバン「ＫＯ」

メロペネム「明治」

(抗アレルギー剤) ···················· (449)

(細菌感染症治療剤) ·················· (227)

ラミクタール(てんかん治療剤) ········ (307)

メロペン(細菌感染症治療剤) ·········· (227)

ラミシール(真菌感染症治療剤) ········ (259)

モーバー(リウマチ治療剤) ············ (372)

ラロキシフェン塩酸塩「ＫＮ」

モーラス(消炎鎮痛剤) ················ (362)

(骨粗鬆症治療剤) ···················· (390)

モサプリドクエン酸塩「日医工」

ラロキシフェン塩酸塩「サワイ」

(消化器･腸疾患関連治療剤) ··········· (408)

(骨粗鬆症治療剤) ···················· (390)

モゾビル(癌治療補助剤) ·············· (217)

ランソプラゾール「トーワ」

モディオダール

(潰瘍治療剤) ························ (400)

(睡眠障害･不安症治療剤) ············· (278)

ランタス(糖尿病治療剤) ·············· (135)

モメタゾン「杏林」(抗アレルギー剤) ·· (449)

ランマーク(癌治療補助剤) ············ (217)

モンテルカスト「ＫＭ」

リアルダ(消化器･腸疾患関連治療剤) ··· (408)

(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ··············· (427)

リーゼ(睡眠障害･不安症治療剤) ······· (278)

ヤーズ(産科･婦人科関連疾患治療剤) ··· (533)

リーバクト(輸液･栄養剤･ビタミン剤) ·· (577)

ヤーボイ(抗癌剤) ···················· (175)

リーマス(うつ病治療剤) ··············· (267)

リウマトレックス(リウマチ治療剤) ···· (372)

リンゼス(消化器･腸疾患関連治療剤) ··· (408)

リオナ(腎不全関連用剤) ·············· (487)

リンデロン(アトピー性皮膚炎治療剤) ·· (460)

リオレサール(筋弛緩剤) ·············· (550)

リンラキサー(筋弛緩剤) ··············· (550)

リカルボン(血栓･塞栓治療剤) ········· (390)

ルコナック(真菌感染症治療剤) ········ (259)

リキスミア(糖尿病治療剤) ············ (135)

ルジオミール(うつ病治療剤) ·········· (267)

リクシアナ(血栓･塞栓治療剤) ········· (104)

ルセフィ(糖尿病治療剤) ·············· (135)

リコモジュリン(血栓･塞栓治療剤) ····· (104)

ルセンティス(眼科用剤) ·············· (565)

リザベン(抗アレルギー剤) ············ (449)

ルティナス

リザベン(眼科用剤) ·················· (565)

(産科･婦人科関連疾患治療剤) ········· (533)

リスモダン（クラスⅠａ群）

ルネスタ(睡眠障害･不安症治療剤) ····· (278)

(不整脈治療剤) ······················· (80)

ルパフィン(抗アレルギー剤) ·········· (449)

リタリン(睡眠障害･不安症治療剤) ····· (278)

ルリコン(真菌感染症治療剤) ·········· (259)

リツキシマブＢＳ「ＫＨＫ」

ルリッド(細菌感染症治療剤) ·········· (227)

(抗癌剤) ···························· (175)

レキサルティ(統合失調症治療剤) ······ (289)

リパクレオン(膵疾患治療剤) ·········· (421)

レキップ(パーキンソン病治療剤) ······ (298)

リバスタッチ(認知症治療剤) ·········· (323)

レギュニール

リバロ(脂質異常症治療剤) ············ (124)

(輸液･栄養剤･ビタミン剤) ············ (577)

リピディル(脂質異常症治療剤) ········ (124)

レクサプロ(うつ病治療剤) ············ (267)

リピトール(脂質異常症治療剤) ········ (124)

レグパラ(腎不全関連用剤) ············ (487)

リプレガル(ライソゾーム病治療剤) ···· (167)

レザルタス(高血圧症治療剤) ··········· (69)

リフレックス(うつ病治療剤) ·········· (267)

レスリン(うつ病治療剤) ·············· (267)

リボスチン(眼科用剤) ················ (565)

レニベース(高血圧症治療剤) ··········· (69)

リボトリール(てんかん治療剤) ········ (307)

レパーサ(脂質異常症治療剤) ·········· (124)

リマチル(リウマチ治療剤) ············· (372)

レパグリニド「サワイ」

リマプロストアルファデスク「サワイ」

(糖尿病治療剤) ······················ (135)

(血栓･塞栓治療剤) ··················· (104)

レバチオ(肺高血圧症治療剤) ··········· (115)

リマプロストアルファデスク「日医工」

レバミピド「ＥＭＥＣ」(潰瘍治療剤) ·· (400)

(血栓･塞栓治療剤) ··················· (104)

レバミピド「オーツカ」(潰瘍治療剤) ·· (400)

リムパーザ(抗癌剤) ·················· (175)

レビトラ(生活改善剤) ················ (592)

リュープリン(抗癌剤) ················ (175)

レブラミド(抗癌剤) ·················· (175)

リュープリン

レボビスト(造影剤) ··················· (585)

(子宮内膜症･子宮筋腫治療剤) ········· (526)

レボフロキサシン「ＤＳＥＰ」

リリカ(消炎鎮痛剤) ·················· (362)

(細菌感染症治療剤) ·················· (227)

リルゾール「ＡＡ」

レミケード(リウマチ治療剤) ·········· (372)

(神経変性疾患治療剤) ················ (353)

レミッチ(腎不全関連用剤) ············ (487)

リルゾール「タナベ」

レミニール(認知症治療剤) ············ (323)

(神経変性疾患治療剤) ················ (353)

レメロン(うつ病治療剤) ··············· (267)

リルテック(神経変性疾患治療剤) ······ (353)

レルパックス(片頭痛治療剤) ·········· (316)

リレンザ(ウイルス感染症治療剤) ······ (240)

レルベア(喘息･ＣＯＰＤ治療剤) ········ (427)

レルミナ(子宮内膜症･子宮筋腫治療剤) · (526)
レンドルミン(睡眠障害･不安症治療剤) · (278)
レンビマ(抗癌剤) ···················· (175)
ロカルトロール注(腎不全関連用剤) ···· (487)
ロキソニン(消炎鎮痛剤) ·············· (362)
ロキソニン(消炎鎮痛剤) ·············· (362)
ロキソプロフェンＮＡ「サワイ」
(消炎鎮痛剤) ························ (362)
ロキソプロフェンＮａテープ「日医工」
(消炎鎮痛剤) ························ (362)
ロクロニウム臭化物静注液「Ｆ」
(筋弛緩剤) ·························· (550)
ロクロニウム臭化物静注液「マルイシ」
(筋弛緩剤) ·························· (550)
ロケルマ(腎不全関連用剤) ············ (487)
ロコアテープ(消炎鎮痛剤) ············ (362)
ロコイド(アトピー性皮膚炎治療剤) ···· (460)
ロコルナール(狭心症治療剤) ··········· (84)
ロスーゼット(脂質異常症治療剤) ······ (124)
ロスバスタチンカルシウム「ＤＳＥＰ」
(脂質異常症治療剤) ·················· (124)
ロゼックス(癌治療補助剤) ············ (217)
ロセフィン(細菌感染症治療剤) ········ (227)
ロゼレム(睡眠障害･不安症治療剤) ····· (278)
ロタテック(ワクチン製剤) ············ (601)
ロタリックス(ワクチン製剤) ·········· (601)
ロトリガ(脂質異常症治療剤) ·········· (124)
ロンゲス(高血圧症治療剤) ············· (69)
ロンサーフ(抗癌剤) ··················· (175)
ワーファリン(血栓･塞栓治療剤) ······· (104)
ワソラン(狭心症治療剤) ··············· (87)
ワンアルファ(骨粗鬆症治療剤) ········ (390)
ワントラム(癌治療補助剤) ············· (217)

「医薬品市場へのアクセス ２０２１」＜ＣＤ-Ｒ付＞
定価：330,000 円（本体 300,000 円＋税）

発行日：2021 年 4 月 26 日
発行人：金塚 進
発行所：テスタ マーケティング株式会社
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 2-14
パールビル
TEL03-5642-3768
FAX03-5642-3778

日本語・外国語を問わず、いかなる形式でも本書の一部
または全部の複製無断転載をお断り致します。

