
薬品名 規格 メーカー名

０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 ０．０５％１０ｍＬ 日興製薬

０．１％アクリノール液「ヤクハン」 ０．１％１０ｍＬ ヤクハン

０．５％ヘキザックアルコール液 ０．５％１０ｍＬ 吉田製薬

２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 ２５ｍｇ１錠 武田

２ｍｇセルシン錠 ２ｍｇ１錠 武田

５－ＦＵ錠５０協和 ５０ｍｇ１錠 協和発酵キリン

５－ＦＵ軟膏５％協和 ５％１ｇ 協和発酵キリン

５ｍｃｇチロナミン錠 ５μｇ１錠 武田

ＡＺ点眼液０．０２％ ０．０２％５ｍＬ１瓶 ゼリア

Ｋ．Ｃ．Ｌ．エリキシル（１０Ｗ／Ｖ％） １０％１０ｍＬ 丸石

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 塩野義

ＭＳコンチン錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 塩野義

ＭＳコンチン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 塩野義

ＭＳ温シップ「タイホウ」 １０ｇ 岡山大鵬

ＰＬ配合顆粒 １ｇ 塩野義

Ｓ・Ｍ配合散 １ｇ 第一三共エスファ

ＳＧ配合顆粒 １ｇ 塩野義

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 ０．２５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ ２０％２５ｇ１個 三和化学

アーチスト錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 第一三共

アーチスト錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 第一三共

アーチスト錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 第一三共

アーテン錠（２ｍｇ） ２ｍｇ１錠 ファイザー

アイオピジンＵＤ点眼液１％ １％０．１ｍＬ１個 アルコン

アイトロール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 トーアエイヨー

アイファガン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 千寿

アイミクス配合錠ＨＤ １錠 大日本住友

アイミクス配合錠ＬＤ １錠 大日本住友

アカルディカプセル１．２５ １．２５ｍｇ１カプセル 日本ベーリンガー

アクアチムクリーム１％ １％１ｇ 大塚製薬

アクアチムローション１％ １％１ｍＬ 大塚製薬

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター １６２ｍｇ０．９ｍＬ１キット 中外

アクトシン軟膏３％ ３％１ｇ ニプロパッチ

アクトス錠１５ １５ｍｇ１錠 武田

アクトス錠３０ ３０ｍｇ１錠 武田

アクトネル錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 味の素製薬

アクロマイシン軟膏３％ ３０ｍｇ１ｇ ポーラファルマ

アサコール錠４００ｍｇ ４００ｍｇ１錠 ゼリア

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 ファイザー

アシノン錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 ゼリア

アジルバ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 武田

アジルバ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 武田

アジルバ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 武田

アスタット外用液１％ １％１ｍＬ マルホ

アスタット軟膏１％ １％１ｇ マルホ

アストミンシロップ０．２５％ ０．２５％１ｍＬ アステラス

アストリックドライシロップ８０％ ８０％１ｇ 日本化薬

アスパラ－ＣＡ錠２００ １錠 田辺三菱

アスパラカリウム散５０％ ５０％１ｇ 田辺三菱

アスパラカリウム錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠 田辺三菱

アスピリン「ケンエー」 １０ｇ 健栄

アスペノンカプセル１０ １０ｍｇ１カプセル バイエル

アスペノンカプセル２０ ２０ｍｇ１カプセル バイエル

アスベリン散１０％ １０％１ｇ 田辺三菱

アセタノールカプセル１００ １００ｍｇ１カプセル サノフィ

アセチルスピラマイシン錠２００ ２００ｍｇ１錠 協和発酵キリン

アダプチノール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 バイエル

アダラートＣＲ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 バイエル

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 バイエル



アダラートＣＲ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 バイエル

アダラートＬ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 バイエル

アダラートカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル バイエル

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル ファイザー

アデカット１５ｍｇ錠 １５ｍｇ１錠 武田

アデスタン腟錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１個 バイエル

アテノロール錠２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１錠 日医工

アデホスコーワ腸溶錠２０ ２０ｍｇ１錠 興和

アデホスコーワ顆粒１０％ １０％１ｇ 興和

アテレック錠１０ １０ｍｇ１錠 味の素製薬

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 ６０ブリスター１キット ＧＳＫ

アドエア５００ディスカス６０吸入用 ６０ブリスター１キット ＧＳＫ

アドシルカ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 リリー

アドソルビン原末 １０ｇ 第一三共

アドナ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 田辺三菱

アドフィードパップ４０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 リードケミカル

アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 東和薬品

アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 東和薬品

アナフラニール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ

アピドラ注ソロスター ３００単位１キット サノフィ

アブストラル舌下錠１００μｇ １００μｇ１錠 協和発酵キリン

アブストラル舌下錠２００μｇ ２００μｇ１錠 協和発酵キリン

アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ ２５μｇ１錠 帝人ファーマ

アプレース錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 杏林

アボビスカプセル５０ ５０ｍｇ１カプセル 富山化学

アボルブカプセル０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１カプセル ＧＳＫ

アマリール１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 サノフィ

アマリール３ｍｇ錠 ３ｍｇ１錠 サノフィ

アミサリン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 第一三共

アミノレバンＥＮ配合散 １０ｇ 大塚製薬

アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 １０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 ２．５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 ５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

アムロジン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 大日本住友

アモバン錠７．５ ７．５ｍｇ１錠 サノフィ

アラセナ－Ａ軟膏３％ ３％１ｇ 持田

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 ３ｍｇ６ｇ１キット ＧＳＫ

アリセプトＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 エーザイ

アリセプト細粒０．５％ ０．５％１ｇ エーザイ

アリセプト錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 エーザイ

アリセプト錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 エーザイ

アルクレイン内用液５％ １０ｍＬ 鶴原

アルケラン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ＧＳＫ

アルサルミン細粒９０％ ９０％１ｇ 中外

アルサルミン内用液１０％ １０％１ｍＬ 中外

アルダクトンＡ細粒１０％ １０％１ｇ ファイザー

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ファイザー

アルタットカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル あすか製薬

アルドメット錠２５０ ２５０ｍｇ１錠 ミノファーゲン

アルト原末 ５００ｍｇ１管 カイゲンファーマ

アルファロールカプセル０．２５μｇ ０．２５μｇ１カプセル 中外

アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ ０．５μｇ１ｍＬ 中外

アルメタ軟膏 ０．１％１ｇ 塩野義

アルロイドＧ内用液５％ １０ｍＬ カイゲンファーマ

アレグラ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 サノフィ

アレジオン錠１０ １０ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

アレジオン錠２０ ２０ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

アレジオン点眼液０．０５％ ０．０５％１ｍＬ 参天

アレビアチン散１０％ １０％１ｇ 大日本住友

アレベール吸入用溶解液０．１２５％ ０．１２５％１ｍＬ アルフレッサファーマ



アレロックＯＤ錠５ ５ｍｇ１錠 協和発酵キリン

アレロック錠５ ５ｍｇ１錠 協和発酵キリン

アローゼン顆粒 １ｇ ポーラファルマ

アロシトール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 田辺三菱

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 １０ｍｇ１錠 大日本住友

アロフト錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 田辺三菱

アンカロン錠１００ １００ｍｇ１錠 サノフィ

アンギナール散１２．５％ １２．５％１ｇ 長生堂

アンジュ２８錠 （２８日分）１組 あすか製薬

アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ １００ｍｇ１個 アボット

アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ ２００ｍｇ１個 アボット

アンヒバ坐剤小児用５０ｍｇ ５０ｍｇ１個 アボット

アンプラーグ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 田辺三菱

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「トーワ」 ０．３％１ｍＬ 東和薬品

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 １５ｍｇ１錠 日医工

アンペック坐剤１０ｍｇ １０ｍｇ１個 大日本住友

アンペック坐剤３０ｍｇ ３０ｍｇ１個 大日本住友

イーケプラ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 ＵＣＢ

イーシー・ドパール配合錠 １錠 協和発酵キリン

イグザレルト錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 バイエル

イグザレルト錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 バイエル

イクセロンパッチ１３．５ｍｇ １３．５ｍｇ１枚 ノバルティス

イクセロンパッチ１８ｍｇ １８ｍｇ１枚 ノバルティス

イクセロンパッチ４．５ｍｇ ４．５ｍｇ１枚 ノバルティス

イクセロンパッチ９ｍｇ ９ｍｇ１枚 ノバルティス

イスコチン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 第一三共

イソジンガーグル液７％ ７％１ｍＬ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

イソジンゲル１０％ １０％１０ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

イソジン液１０％ １０％１０ｍＬ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

イソバイドシロップ７０％ ７０％１ｍＬ 興和

イドメシンコーワクリーム１％ １％１ｇ 興和

イドメシンコーワゾル１％ １％１ｇ 興和

イドメシンコーワパップ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 興和

イトリゾールカプセル５０ ５０ｍｇ１カプセル ヤンセン

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ２０ｍｇ１キット 第一三共

イノレット３０Ｒ注 ３００単位１キット ノボ

イミグラン錠５０ ５０ｍｇ１錠 ＧＳＫ

イムラン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ＧＳＫ

イメンドカプセル１２５ｍｇ １２５ｍｇ１カプセル 小野

イメンドカプセル８０ｍｇ ８０ｍｇ１カプセル 小野

イリボー錠５μｇ ５μｇ１錠 アステラス

イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」 ２ｍｇ１錠 日医工

イレッサ錠２５０ ２５０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

インクレミンシロップ５％ １ｍＬ アルフレッサファーマ

インタール吸入液１％ １％２ｍＬ１管 サノフィ

インタール細粒１０％ １０％１ｇ サノフィ

インタール点眼液２％ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 サノフィ

インテバンＳＰ２５ ２５ｍｇ１カプセル 帝國製薬

インテバン外用液１％ １％１ｍＬ 帝國製薬

インデラル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

ヴォトリエント錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 ＧＳＫ

ヴォリブリス錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ＧＳＫ

ウテメリン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 キッセイ

ウブレチド錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 鳥居

ウラリット－Ｕ配合散 １ｇ ケミファ

ウルグートカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル 塩野義

ウルソ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 田辺三菱

ウルソ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 田辺三菱

ウレパールローション１０％ １０％１ｇ 大塚工場

ウロカルン錠２２５ｍｇ ２２５ｍｇ１錠 日本新薬



エイゾプト懸濁性点眼液１％ １％１ｍＬ アルコン

エースコール錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 第一三共

エカード配合錠ＨＤ １錠 武田

エキザルベ １ｇ マルホ

エクア錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ノバルティス

エクジェイド懸濁用錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 ノバルティス

エクストラニール腹膜透析液
袋（排液用 グ

付） バクスター

エクストラニール腹膜透析液 ２Ｌ１袋 バクスター

エクストラニール腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ付） バクスター

エクセグラン散２０％ ２０％１ｇ 大日本住友

エクセグラン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 大日本住友

エクセラーゼ配合カプセル １カプセル ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

エコリシン眼軟膏 １ｇ 参天

エスクレ坐剤「２５０」 ２５０ｍｇ１個 久光

エスクレ坐剤「５００」 ５００ｍｇ１個 久光

エストラーナテープ０．７２ｍｇ （０．７２ｍｇ）９ｃｍ２　１枚 久光

エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ １５６．７ｍｇ１カプセル 日本新薬

エストリール錠１ｍｇ＊（持田） １ｍｇ１錠 持田

エストリール腟錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 持田

エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 ０．５ｍｇ１錠 東和薬品

エックスフォージ配合錠 １錠 ノバルティス

エディロールカプセル０．７５μｇ ０．７５μｇ１カプセル 中外

エトドラク錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 東和薬品

エバステル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 大日本住友

エパデールＳ６００ ６００ｍｇ１包 持田

エパデールカプセル３００ ３００ｍｇ１カプセル 持田

エビスタ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 リリー

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 東和薬品

エピビル錠１５０ １５０ｍｇ１錠 ヴィーブヘルスケア

エビプロスタット配合錠ＤＢ １錠 日本新薬

エピペン注射液０．３ｍｇ ０．３ｍｇ１筒 ファイザー

エブトール２５０ｍｇ錠 ２５０ｍｇ１錠 科研

エブランチルカプセル１５ｍｇ １５ｍｇ１カプセル 科研

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 東和薬品

エホチール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

エリキュース錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ブリストル・マイヤーズ

エリスパン錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 大日本住友

エルエイジー１０液 １０％１０ｍＬ 吉田製薬

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 大塚製薬

エレンタール配合内用剤 １０ｇ 味の素製薬

エンシュア・Ｈ １０ｍＬ 明治

エンシュア・リキッド １０ｍＬ 明治

エンテロノン－Ｒ散 １ｇ 味の素製薬

エンドキサン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 塩野義

エンピナース・Ｐ錠１８０００ １８，０００単位１錠 科研

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ ２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒 ファイザー

エンペシドクリーム１％ １％１ｇ バイエル

オイグルコン錠１．２５ｍｇ １．２５ｍｇ１錠 中外

オイグルコン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 中外

オイラックスクリーム１０％ １０％１０ｇ ノバルティス

オーグメンチン配合錠１２５ＳＳ （１８７．５ｍｇ）１錠 ＧＳＫ

オーソＭ－２１錠 （２１日分）１組 ヤンセン

オキサロールローション２５μｇ／ｇ ０．００２５％１ｇ 中外

オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ ０．００２５％１ｇ 中外

オキシコンチン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 塩野義

オキシコンチン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 塩野義

オキシコンチン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 塩野義

オキナゾール腟錠６００ｍｇ ６００ｍｇ１錠 田辺三菱

オキノーム散１０ｍｇ １０ｍｇ１包 塩野義

オキノーム散５ｍｇ ５ｍｇ１包 塩野義



オクソラレンローション０．３％ ０．３％１ｍＬ 大正製薬

オステン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 武田

オスポロット錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 共和薬品

オゼックス細粒小児用１５％ １５０ｍｇ１ｇ 富山化学

オゼックス錠１５０ １５０ｍｇ１錠 富山化学

オダイン錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 日本化薬

オドメール点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 千寿

オノンカプセル１１２．５ｍｇ １１２．５ｍｇ１カプセル 小野

オノンドライシロップ１０％ １０％１ｇ 小野

オパルモン錠５μｇ ５μｇ１錠 小野

オプソ内服液５ｍｇ ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 大日本住友

オフミック点眼液 １ｍＬ わかもと

オペガードＭＡ眼灌流液 ２０ｍＬ１管 千寿

オメプラール錠１０ １０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

オメプラール錠２０ ２０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

オリブ油「ヨシダ」 １０ｍＬ 吉田製薬

オルセノン軟膏０．２５％ ０．２５％１ｇ ポーラファルマ

オルメテック錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 第一三共

オルメテック錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 第一三共

オルメテック錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 第一三共

オルメテック錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 第一三共

ガスコンドロップ内用液２％ ２％１ｍＬ キッセイ

ガスコン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 キッセイ

ガスターＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 アステラス

ガスター錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 アステラス

ガストローム顆粒６６．７％ ６６．７％１ｇ 田辺三菱

ガストログラフイン経口・注腸用 １ｍＬ バイエル

ガストロゼピン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

ガスモチン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 大日本住友

ガスロンＮ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 日本新薬

カソデックス錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

カチリ「ヨシダ」 １０ｇ 吉田製薬

カデュエット配合錠３番 １錠 ファイザー

ガナトン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アボット

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 ２５０ｍｇ１カプセル ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

カバサール錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 ファイザー

カバサール錠１．０ｍｇ １ｍｇ１錠 ファイザー

カプトプリルＲカプセル１８．７５「ＳＷ」 １８．７５ｍｇ１カプセル 沢井

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 東和薬品

カリーユニ点眼液０．００５％ ０．００５％５ｍＬ１瓶 参天

カリクレイン錠１０単位 １０単位１錠 バイエル

カリメート散 １ｇ 興和

カルグート錠１０ １０ｍｇ１錠 田辺三菱

カルスロット錠２０ ２０ｍｇ１錠 武田

カルデナリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ファイザー

カルデナリン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ファイザー

カルブロック錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 第一三共

カルボシステインシロップ小児用５％「テバ」 ５％１ｍＬ テバ製薬

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１錠 東和薬品

カレトラ配合錠 １錠 アッヴィ

カロナールシロップ２％ ２％１ｍＬ 昭和薬化

カロナール錠２００ ２００ｍｇ１錠 昭和薬化

キサラタン点眼液０．００５％ ０．００５％１ｍＬ ファイザー

キシロカインゼリー２％ ２％１ｍＬ アストラゼネカ

キシロカインビスカス２％ ２％１ｍＬ アストラゼネカ

キシロカイン点眼液４％ ４％１ｍＬ アストラゼネカ

キシロカイン点眼液４％ ４％１ｍＬ アストラゼネカ

キネダック錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 小野

キプレス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 杏林

キョウニン水「ケンエー」 １０ｍＬ 健栄



クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ「ツルハラ」 鉄５０ｍｇ１錠 鶴原

グラケーカプセル１５ｍｇ １５ｍｇ１カプセル エーザイ

クラバモックス小児用配合ドライシロップ （６３６．５ｍｇ）１ｇ ＧＳＫ

クラビット錠２５０ｍｇ
ｇ 錠（

シンとして） 第一三共

クラビット点眼液１．５％ １．５％１ｍＬ 参天

グラマリール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 アステラス

クラリスドライシロップ１０％小児用 １００ｍｇ１ｇ 大正製薬

クラリス錠２００ ２００ｍｇ１錠 大正製薬

クラリス錠５０小児用 ５０ｍｇ１錠 大正製薬

クラリチンドライシロップ１％ １％１ｇ ＭＳＤ

クラリチン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ＭＳＤ

グランダキシン錠５０ ５０ｍｇ１錠 持田

クリアナール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 田辺三菱

グリセリン「ヨシダ」 １０ｍＬ 吉田製薬

グリセリン浣腸「ムネ」１２０ ５０％１２０ｍＬ１個 ムネ

グリセリン浣腸「ムネ」６０ ５０％６０ｍＬ１個 ムネ

グリチロン配合錠 １錠 ミノファーゲン

グリベック錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ノバルティス

グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 大日本住友

グリミクロン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 大日本住友

グリメサゾン軟膏 １ｇ 藤永

グリメピリド錠０．５ｍｇ「日医工」 ０．５ｍｇ１錠 日医工

グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」 １ｍｇ１錠 日医工

グルコバイ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 バイエル

グルコバイ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 バイエル

グルファスト錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 キッセイ

グルファスト錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 キッセイ

グレースビット錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 第一三共

クレスチン細粒 １ｇ クレハ

クレストール錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 アストラゼネカ

クレストール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アストラゼネカ

クレナフィン爪外用液１０％ １０％１ｇ 科研

クレメジンカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル クレハ

クレメジン細粒分包２ｇ １ｇ クレハ

クロマイ腟錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 第一三共

クロミッド錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 塩野義

ケアロードＬＡ錠６０μｇ ６０μｇ１錠 東レ

ケイツーシロップ０．２％ ０．２％１ｍＬ サンノーバ

ゲーベンクリーム１％ １％１ｇ 田辺三菱

ケタスカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル 杏林

ケタス点眼液０．０１％ ０．５ｍｇ５ｍＬ１瓶 杏林

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 帝國製薬

ケナログ口腔用軟膏０．１％ ０．１％１ｇ ブリストル・マイヤーズ

ケフラールカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル 塩野義

ケフラール細粒小児用１００ｍｇ １００ｍｇ１ｇ 塩野義

ケラチナミンコーワクリーム２０％ ２０％１ｇ 興和

ケルロング錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 サノフィ

ケルロング錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 サノフィ

ゲンタシン軟膏０．１％ １ｍｇ１ｇ ＭＳＤ

コートリル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ファイザー

コートン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 日医工

コスパノンカプセル４０ｍｇ ４０ｍｇ１カプセル エーザイ

コソプト配合点眼液 １ｍＬ 参天

コタロー大柴胡湯エキス細粒 １ｇ 小太郎

コデインリン酸塩散１％「タケダ」 １％１ｇ 武田

コデインリン酸塩散１０％「シオノギ」 １０％１ｇ 塩野義

コナン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 田辺三菱

コニール錠４ ４ｍｇ１錠 協和発酵キリン

コバシル錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 協和発酵キリン

コバシル錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 協和発酵キリン



コペガス錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 中外

コムタン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ノバルティス

コメリアンコーワ錠１００ １００ｍｇ１錠 興和

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 ０．５ｍｇ１錠 高田

コルベット錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 富山化学

コレバインミニ８３％ ８３％１ｇ 田辺三菱

コレバイン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 田辺三菱

コレポリーＲ散１０％ １ｇ 東和薬品

コロネル細粒８３．３％ ８３．３％１ｇ アステラス

コンサータ錠１８ｍｇ １８ｍｇ１錠 ヤンセン

コンサータ錠２７ｍｇ ２７ｍｇ１錠 ヤンセン

コントミン糖衣錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 田辺三菱

コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ １０％１ｇ 佐藤製薬

コンバントリン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 佐藤製薬

サアミオン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 田辺三菱

ザイザルシロップ０．０５％ ０．０５％１ｍＬ ＧＳＫ

ザイザル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ＧＳＫ

サイトテック錠２００ ２００μｇ１錠 ファイザー

サイプレジン１％点眼液 １％１ｍＬ 参天

ザイボックス錠６００ｍｇ ６００ｍｇ１錠 ファイザー

サイレース錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 エーザイ

ザイロリック錠１００ １００ｍｇ１錠 ＧＳＫ

ザイロリック錠５０ ５０ｍｇ１錠 ＧＳＫ

サインバルタカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル 塩野義

ザジテンカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル ノバルティス

ザジテンシロップ０．０２％ ０．０２％１ｍＬ ノバルティス

ザジテンドライシロップ０．１％ ０．１％１ｇ ノバルティス

ザジテン点眼液０．０５％ ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 アルコン

ザジテン点鼻液０．０５％ ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ノバルティス

サノレックス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 富士フイルムファーマ

サムスカ錠７．５ｍｇ ７．５ｍｇ１錠 大塚製薬

サラゾピリン坐剤５００ｍｇ ５００ｍｇ１個 ファイザー

サラゾピリン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 ファイザー

サリグレンカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル 日本化薬

サリベートエアゾール ５０ｇ１個 帝人ファーマ

サワシリンカプセル２５０ ２５０ｍｇ１カプセル アステラス

サンコバ点眼液０．０２％ ０．０２％５ｍＬ１瓶 参天

ザンタック錠１５０ １５０ｍｇ１錠 ＧＳＫ

サンディミュンカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル ノバルティス

サンピロ点眼液２％ ２％５ｍＬ１瓶 参天

サンリズムカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル 第一三共

シアリス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 リリー

ジェニナック錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 富山化学

ジオトリフ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

ジクアス点眼液３％ ３％５ｍＬ１瓶 参天

ジクロード点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ わかもと

ジゴシン錠０．１２５ｍｇ ０．１２５ｍｇ１錠 中外

ジゴシン錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 中外

ジスロマック細粒小児用１０％ １００ｍｇ１ｇ ファイザー

ジスロマック錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 ファイザー

ジソペイン錠７５ ７５ｍｇ１錠 田辺三菱

ジヒデルゴット錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ノバルティス

ジフルカンカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル ファイザー

ジプレキサ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 リリー

シプロキサン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 バイエル

ジベトス錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 日医工

シベノール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アステラス

シベノール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アステラス

シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ ２００ｍｇ１ｍＬ１筒 ＵＣＢ

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ６０吸入１キット アストラゼネカ



ジャヌビア錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ＭＳＤ

ジャヌビア錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ＭＳＤ

シュアポスト錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 大日本住友

シュアポスト錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 大日本住友

ジルテック錠５ ５ｍｇ１錠 ＵＣＢ

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 沢井

シングレアチュアブル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ＭＳＤ

シングレア細粒４ｍｇ ４ｍｇ１包 ＭＳＤ

シンメトレル細粒１０％ １０％１ｇ ノバルティス

シンメトレル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ノバルティス

シンレスタール錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 第一三共エスファ

スーグラ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アステラス

スーテントカプセル１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１カプセル ファイザー

スオード錠１００
ｇ 錠（活性本体

て） ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

スクラルファート内用液１０％「日医工」 １０％１ｍＬ 日医工

スクラルファート顆粒９０％「日医工」 ９０％１ｇ 日医工

スターシス錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 アステラス

スターシス錠９０ｍｇ ９０ｍｇ１錠 アステラス

スタデルムクリーム５％ ５％１ｇ 鳥居

スチバーガ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 バイエル

ステーブラ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 小野

ステロネマ注腸１．５ｍｇ １．９７５ｍｇ１個 日医工

ストミンＡ配合錠 １錠 ゾンネボード

ストロカイン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 サンノーバ

ストロメクトール錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 ＭＳＤ

スピール膏Ｍ ２５ｃｍ２　１枚 ニチバン

スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ １８μｇ１カプセル 日本ベーリンガー

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 東和薬品

スピロペント錠１０μｇ １０μｇ１錠 帝人ファーマ

ズファジラン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 第一三共

スポンゼル １０ｃｍ×７ｃｍ１枚 アステラス

スミスリンローション５％ ５％１ｇ クラシエ

スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ ３００万国際単位１筒 大日本住友

スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ ６００万国際単位１筒 大日本住友

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 沢井

スローケー錠６００ｍｇ ６００ｍｇ１錠 ノバルティス

セイブル錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 三和化学

セイブル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 三和化学

セイブル錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 三和化学

セキコデ配合シロップ １０ｍＬ 日医工

ゼスラン錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 旭化成ファーマ

ゼチーア錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ＭＳＤ

セディール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 大日本住友

セパゾン錠１ １ｍｇ１錠 第一三共

セパミット－Ｒ細粒２％ ２％１ｇ ＭＳＤ

セファドール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 日本新薬

セファランチン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 化研生薬

セファランチン末１％ １％１ｇ 化研生薬

ゼフィックス錠１００ １００ｍｇ１錠 ＧＳＫ

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 日医工

セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１カプセル 日医工

セフゾンカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル アステラス

セフゾン細粒小児用１０％ １００ｍｇ１ｇ アステラス

セフテムカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル 塩野義

セララ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ファイザー

セララ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ファイザー

セルシンシロップ０．１％ ０．１％１ｍＬ 武田

セルタッチパップ７０ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 帝國製薬

セルテクトドライシロップ２％ ２％１ｇ 協和発酵キリン

セルテクト錠３０ ３０ｍｇ１錠 協和発酵キリン



セルニルトン錠 １錠 東菱

ゼルフォーム 枚 ファイザー

セルベックスカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル エーザイ

セルベックス細粒１０％ １０％１ｇ エーザイ

セレキノン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 田辺三菱

セレコックス錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アステラス

セレコックス錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 アステラス

セレジスト錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 田辺三菱

セレスタミン配合錠 １錠 高田

セレナール錠１０ １０ｍｇ１錠 第一三共

セレニカＲ顆粒４０％ ４０％１ｇ 興和

セレネース細粒１％ １％１ｇ 大日本住友

セレネース錠０．７５ｍｇ ０．７５ｍｇ１錠 大日本住友

セレベント５０ディスカス
μｇ リ

ト ＧＳＫ

セレベント５０ロタディスク ５０μｇ１ブリスター ＧＳＫ

ゼローダ錠３００ ３００ｍｇ１錠 中外

セロクエル２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 アステラス

セロクラール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 サノフィ

セロクラール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 サノフィ

セロケンＬ錠１２０ｍｇ １２０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

セロケン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

センナリド錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 サンド

ソセゴン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 丸石

ソタコール錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 ブリストル・マイヤーズ

ゾビラックス眼軟膏３％ ３％１ｇ ＧＳＫ

ゾビラックス錠２００ ２００ｍｇ１錠 ＧＳＫ

ゾビラックス顆粒４０％ ４０％１ｇ ＧＳＫ

ソフィアＡ配合錠 １錠 あすか製薬

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ
（ ｇ）
ｍ１枚 サノフィ

ソブリアードカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル ヤンセン

ソラナックス０．４ｍｇ錠 ０．４ｍｇ１錠 ファイザー

ソランタール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アステラス

ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 ４ｇ１包 エイワイファーマ

ソルコセリル膣坐薬 １個 東菱

ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｍｇ１錠 ニプロ

ソルファ点鼻液０．２５％ ０．２５％８ｍＬ１瓶 武田

ソレトン錠８０ ８０ｍｇ１錠 ケミファ

ダイアート錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 三和化学

ダイアップ坐剤４ ４ｍｇ１個 高田

ダイアップ坐剤６ ６ｍｇ１個 高田

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液
袋（排液用 グ

付） バクスター

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ付） バクスター

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 バクスター

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ付） バクスター

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ付） バクスター

ダイアモックス錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 三和化学

ダイドロネル錠２００ ２００ｍｇ１錠 大日本住友

ダイメジンスリービー配合カプセル２５ １カプセル 日医工

タガメット錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 大日本住友

タケプロンＯＤ錠１５ １５ｍｇ１錠 武田

タケプロンカプセル１５ １５ｍｇ１カプセル 武田

タケプロンカプセル３０ ３０ｍｇ１カプセル 武田

タチオン点眼用２％ ２％１ｍＬ 長生堂

タナトリル錠５ ５ｍｇ１錠 田辺三菱

タプロス点眼液０．００１５％ ０．００１５％１ｍＬ 参天

タミフルカプセル７５ ７５ｍｇ１カプセル 中外

タミフルドライシロップ３％ ３％１ｇ 中外

タリオンＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 田辺三菱

タリビッド眼軟膏０．３％ ０．３％１ｇ 参天

タリビッド耳科用液０．３％ ３ｍｇ１ｍＬ 第一三共



ダントリウムカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル アステラス

タンナルビン「ヨシダ」 １ｇ 吉田製薬

タンボコール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エーザイ

チアトンカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル アボット

チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠 沢井

チウラジール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 田辺三菱

チガソンカプセル１０ １０ｍｇ１カプセル 中外

チモプトール点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ 参天

チャンピックス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ファイザー

チャンピックス錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ファイザー

チラーヂンＳ錠２５μｇ ２５μｇ１錠 あすか製薬

チラーヂンＳ錠５０μｇ ５０μｇ１錠 あすか製薬

チンク油「ヨシダ」 １０ｇ 吉田製薬

ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ安中散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ紫雲膏 １ｇ ツムラ

ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ消風散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ



ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ

ツルバダ配合錠 １錠 日本たばこ

デアメリンＳ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 杏林

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０
ｇ 錠（ 相

当量） 大鵬薬品

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５
ｇ 錠（ 相

当量） 大鵬薬品

ティーエスワン配合カプセルＴ２０
ｇ （

ル相当量） 大鵬薬品

ティーエスワン配合カプセルＴ２５
ｇ （

ル相当量） 大鵬薬品

ディオバン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ノバルティス

ディオバン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 ノバルティス

ディオバン錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 ノバルティス

ディナゲスト錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 持田

ディフェリンゲル０．１％ ０．１％１ｇ ガルデルマ

テオドールドライシロップ２０％ ２０％１ｇ 田辺三菱

テオドール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 田辺三菱

テオドール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 田辺三菱

デカドロン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 日医工

デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ ０．１％１ｇ 日本化薬

テグレトール細粒５０％ ５０％１ｇ ノバルティス

テグレトール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ノバルティス

テグレトール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 ノバルティス

デスモプレシン点鼻液０．０１％協和 ２５０μｇ１瓶 協和発酵キリン

デタントール０．０１％点眼液 ０．０１％１ｍＬ 参天

テトラミド錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ＭＳＤ

テネリア錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 田辺三菱

テノーミン錠２５ ２５ｍｇ１錠 アストラゼネカ

テノーミン錠５０ ５０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

デパケンＲ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 協和発酵キリン

デパケンＲ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 協和発酵キリン

デパケンシロップ５％ ５％１ｍＬ 協和発酵キリン

デパケン細粒４０％ ４０％１ｇ 協和発酵キリン

デパス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 田辺三菱

テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１カプセル 日医工

テモダールカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル ＭＳＤ



テモダールカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル ＭＳＤ

デュオトラバ配合点眼液 １ｍＬ アルコン

デュファストン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アボット

デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍｇ １６．８ｍｇ１枚 ヤンセン

デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ ２．１ｍｇ１枚 ヤンセン

デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ ４．２ｍｇ１枚 ヤンセン

デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ ８．４ｍｇ１枚 ヤンセン

テラビック錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 田辺三菱

テルシガンエロゾル１００μｇ ０．１７８％９．５ｇ１瓶 日本ベーリンガー

テルネリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ノバルティス

デルモベートスカルプローション０．０５％ ０．０５％１ｇ ＧＳＫ

デルモベート軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ ＧＳＫ

テレミンソフト坐薬２ｍｇ ２ｍｇ１個 味の素製薬

ドグマチール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アステラス

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「ＮＰ」 １００ｍｇ１カプセル ニプロ

ドパストン散９８．５％ ９８．５％１ｇ 大原

トピナ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 協和発酵キリン

トフラニール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ

ドボベット軟膏 １ｇ レオファーマ

ドラール錠１５ １５ｍｇ１錠 久光

トラクリア錠６２．５ｍｇ ６２．５ｍｇ１錠 アクテリオン

トラゼンタ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

トラバタンズ点眼液０．００４％ ０．００４％１ｍＬ アルコン

トラベルミン配合錠 １錠 サンノーバ

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 日本新薬

トラマールカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル 日本新薬

トラムセット配合錠 １錠 ヤンセン

トランコロンＰ配合錠 １錠 アステラス

トランサミンカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル 第一三共

トランサミンシロップ５％ ５％１ｍＬ ニプロパッチ

トランデート錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ＧＳＫ

トリクロリールシロップ１０％ １０％１ｍＬ アルフレッサファーマ

トリプタノール錠１０ １０ｍｇ１錠 日医工

トルソプト点眼液１％ １％１ｍＬ 参天

ドルナー錠２０μｇ ２０μｇ１錠 東レ

トレーランＧ液７５ｇ ２２５ｍＬ１瓶 エイワイファーマ

トレシーバ注フレックスタッチ ３００単位１キット ノボ

トレドミン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 旭化成ファーマ

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２
（ ｇ）
ｍ 大日本住友

トレリーフ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 大日本住友

トロンビン液モチダソフトボトル５千 ５，０００単位５ｍＬ１キット 持田

ナイキサン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 田辺三菱

ナウゼリンドライシロップ１％ １％１ｇ 協和発酵キリン

ナウゼリン坐剤１０ １０ｍｇ１個 協和発酵キリン

ナウゼリン坐剤３０ ３０ｍｇ１個 協和発酵キリン

ナウゼリン坐剤６０ ６０ｍｇ１個 協和発酵キリン

ナウゼリン錠１０ １０ｍｇ１錠 協和発酵キリン

ナサニール点鼻液０．２％ １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ファイザー

ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 アステラス

ニコチネルＴＴＳ１０ （１７．５ｍｇ）１０ｃｍ２　１枚 ノバルティス

ニコチネルＴＴＳ２０ （３５ｍｇ）２０ｃｍ２　１枚 ノバルティス

ニコチネルＴＴＳ３０ （５２．５ｍｇ）３０ｃｍ２　１枚 ノバルティス

ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 日医工

ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 東和薬品

ニゾラールクリーム２％ ２％１ｇ ヤンセン

ニゾラールローション２％ ２％１ｇ ヤンセン

ニトロールＲカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル エーザイ

ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ （２５ｍｇ）１０ｃｍ２　１枚 ノバルティス

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ０．３ｍｇ１錠 日本化薬

ニバジール錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 アステラス



ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 日医工

ニフラン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 千寿

ニフレック配合内用剤 １袋 味の素製薬

ニュープロパッチ１３．５ｍｇ １３．５ｍｇ１枚 大塚製薬

ニュープロパッチ２．２５ｍｇ ２．２５ｍｇ１枚 大塚製薬

ニュープロパッチ４．５ｍｇ ４．５ｍｇ１枚 大塚製薬

ニューロタン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ＭＳＤ

ニューロタン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ＭＳＤ

ネオーラル２５ｍｇカプセル ２５ｍｇ１カプセル ノバルティス

ネオシネジンコーワ５％点眼液 ５％１ｍＬ 興和

ネオメドロールＥＥ軟膏 １ｇ ファイザー

ネキシウムカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル アストラゼネカ

ネクサバール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 バイエル

ネシーナ錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠 武田

ネシーナ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 武田

ネドリール錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 高田

ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ ０．１％１ｇ バイエル

ネリプロクト坐剤 １個 バイエル

ネリプロクト軟膏 １ｇ バイエル

ノイエルカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル 第一三共エスファ

ノイキノン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 エーザイ

ノイロトロピン錠４単位 ４単位１錠 日本臓器

ノバミン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 塩野義

ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン ３００単位１キット ノボ

ノボラピッド５０ミックス注フレックスペン ３００単位１キット ノボ

ノボラピッド７０ミックス注フレックスペン ３００単位１キット ノボ

ノボラピッド注フレックスタッチ ３００単位１キット ノボ

ノボラピッド注フレックスペン ３００単位１キット ノボ

ノボリン３０Ｒ注フレックスペン ３００単位１キット ノボ

ノボリンＮ注フレックスペン ３００単位１キット ノボ

ノボリンＲ注フレックスペン ３００単位１キット ノボ

ノルバスク錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ファイザー

ノルバスク錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ファイザー

ノルバデックス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

パーセリン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ＭＳＤ

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ０．１２５ｍｇ１錠 京都

パーロデル錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ノバルティス

バイアグラ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ファイザー

バイアグラ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ファイザー

バイアスピリン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 バイエル

ハイシー顆粒２５％ ２５％１ｇ 武田

ハイゼット錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 大塚製薬

ハイドレアカプセル５００ｍｇ ５００ｍｇ１カプセル ブリストル・マイヤーズ

ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ０．２５％１ｍＬ 興和

ハイペン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 日本新薬

ハイボン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 田辺三菱

バイミカード錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 バイエル

バイロテンシン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 田辺三菱

パキシル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ＧＳＫ

バクタ配合錠 １錠 塩野義

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ２％１ｇ ＧＳＫ

パタノール点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ アルコン

ハップスターＩＤ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 大石

バップフォー錠１０ １０ｍｇ１錠 大鵬薬品

バップフォー錠２０ ２０ｍｇ１錠 大鵬薬品

パナルジン細粒１０％ １０％１ｇ サノフィ

パナルジン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 サノフィ

パニマイシン点眼液０．３％ ３ｍｇ１ｍＬ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

パピロックミニ点眼液０．１％ ０．１％０．４ｍＬ１個 参天

バファリン配合錠Ａ８１ ８１ｍｇ１錠 ライオン



バラクルード錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ブリストル・マイヤーズ

パラプロスト配合カプセル １カプセル 陽進堂

パラミヂンカプセル３００ｍｇ ３００ｍｇ１カプセル あすか製薬

パリエット錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 エーザイ

バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 ４０ｍｇ１錠 東和薬品

バルトレックス錠５００ ５００ｍｇ１錠 ＧＳＫ

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１錠 アステラス

パルミコート吸入液０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ２ｍＬ１管 アストラゼネカ

バレイショデンプン「ヨシダ」 １０ｇ 吉田製薬

バレリンシロップ５％ ５％１ｍＬ 大日本住友

パンクレアチン「ケンエー」 １ｇ 健栄

パンスポリンＴ錠２００ ２００ｍｇ１錠 武田

パントシン錠２００ ２００ｍｇ１錠 第一三共エスファ

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

ヒアレインミニ点眼液０．３％ ０．３％０．４ｍＬ１個 参天

ヒアレイン点眼液０．１％ ０．１％５ｍＬ１瓶 参天

ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１錠 東和薬品

ビオチン散０．２％「フソー」 ０．２％１ｇ 扶桑

ビクシリンＳ配合錠 （２５０ｍｇ）１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ １８ｍｇ３ｍＬ１キット ノボ

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」 ０．７５％１ｍＬ 日医工

ビジクリア配合錠 １錠 ゼリア

ヒスロンＨ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 協和発酵キリン

ビソノテープ４ｍｇ ４ｍｇ１枚 トーアエイヨー

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 日医工

ビソルボンシロップ０．０８％ ０．０８％１ｍＬ 日本ベーリンガー

ビソルボン吸入液０．２％ ０．２％１ｍＬ 日本ベーリンガー

ビソルボン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

ビタメジン配合カプセルＢ２５ １カプセル 第一三共

ヒダントールＦ配合錠 １錠 藤永

ヒダントール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 藤永

ヒデルギン舌下錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ノバルティス

ピドキサール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 中外

ピバレフリン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 参天

ビビアント錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ファイザー

ヒポカ１５ｍｇカプセル １５ｍｇ１カプセル アステラス

ピマリシン点眼液５％「センジュ」 ５０ｍｇ１ｍＬ 千寿

ピメノールカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル ファイザー

ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ １２ｍｇ１筒（溶解液付） リリー

ヒューマリン３／７注１００単位／ｍＬ １００単位１ｍＬバイアル リリー

ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ １００単位１ｍＬバイアル リリー

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ １００単位１ｍＬバイアル リリー

ヒューマログミックス２５注カート ３００単位１筒 リリー

ヒューマログミックス２５注ミリオペン ３００単位１キット リリー

ヒューマログミックス５０注カート ３００単位１筒 リリー

ヒューマログミックス５０注ミリオペン ３００単位１キット リリー

ヒューマログ注カート ３００単位１筒 リリー

ヒューマログ注ミリオペン ３００単位１キット リリー

ピラマイド原末 １ｇ 第一三共

ピリナジン末 １ｇ 長生堂

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ １ｇ マルホ

ヒルドイドローション０．３％ １ｇ マルホ

ヒルナミン錠（２５ｍｇ） ２５ｍｇ１錠 塩野義

ファムビル錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 旭化成ファーマ

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 沢井

ファロム錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 マルホ

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ １００ｍｇ１ｍＬ ブリストル・マイヤーズ

ブイフェンド錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ファイザー

フィブラストスプレー２５０ ２５０μｇ１瓶（溶解液付） 科研

フェノバール散１０％ １０％１ｇ 藤永



フェノバール錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 藤永

フェブリク錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 帝人ファーマ

フェマーラ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ノバルティス

フェリセルツ散２０％ ６００ｍｇ１包 大塚製薬

フェルムカプセル１００ｍｇ 鉄１００ｍｇ１カプセル 日医工

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ １錠 アボット

フェロベリン配合錠 １錠 ＭＳＤ

フェロミア錠５０ｍｇ 鉄５０ｍｇ１錠 サンノーバ

フェントステープ１ｍｇ １ｍｇ１枚 久光

フェントステープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚 久光

フェントステープ４ｍｇ ４ｍｇ１枚 久光

フェントステープ８ｍｇ ８ｍｇ１枚 久光

フオイパン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 小野

フォサマック錠３５ｍｇ ３５ｍｇ１錠 ＭＳＤ

フォリアミン錠 ５ｍｇ１錠 日本製薬

フォルテオ皮下注キット６００μｇ ６００μｇ１キット リリー

フシジンレオ軟膏２％ ２０ｍｇ１ｇ 第一三共

フスコデ配合シロップ １ｍＬ アボット

フスコデ配合錠 １錠 アボット

ブスコパン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

プラザキサカプセル１１０ｍｇ １１０ｍｇ１カプセル 日本ベーリンガー

プラザキサカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル 日本ベーリンガー

フラジール内服錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 塩野義

フラジール腟錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 富士製薬

ブラダロン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 日本新薬

プラノバール配合錠 １錠 あすか製薬

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 東和薬品

プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 東和薬品

フラビタン眼軟膏０．１％ ０．１％１ｇ トーアエイヨー

フラビタン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 トーアエイヨー

フラビタン点眼液０．０５％ ０．０５％５ｍＬ１瓶 トーアエイヨー

プラビックス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 サノフィ

プラビックス錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 サノフィ

フラベリック錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ファイザー

フランセチン・Ｔ・パウダー １ｇ 持田

フランドルテープ４０ｍｇ ４０ｍｇ１枚 トーアエイヨー

ブリカニール錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 アストラゼネカ

フリバスＯＤ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 旭化成ファーマ

フリバスＯＤ錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 旭化成ファーマ

プリビナ液０．０５％ ０．０５％１ｍＬ ノバルティス

プリミドン細粒９９．５％「日医工」 ９９．５％１ｇ 日医工

プリモボラン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 バイエル

プリンペラン錠５ ５ｍｇ１錠 アステラス

フルイトラン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 塩野義

フルイトラン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 塩野義

フルカムカプセル２７ｍｇ ２７ｍｇ１カプセル ファイザー

プルゼニド錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 ノバルティス

フルタイド１００ディスカス １００μｇ６０ブリスター１個 ＧＳＫ

フルタイド１００ロタディスク １００μｇ１ブリスター ＧＳＫ

フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 ９．７２ｍｇ１０．６ｇ１瓶 ＧＳＫ

フルタイド５０ロタディスク ５０μｇ１ブリスター ＧＳＫ

フルツロンカプセル２００ ２００ｍｇ１カプセル 中外

フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 ＧＳＫ

ブルフェン錠１００ １００ｍｇ１錠 科研

フルメタクリーム ０．１％１ｇ 塩野義

フルメタ軟膏 ０．１％１ｇ 塩野義

フルメトロン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 参天

プレグランディン腟坐剤１ｍｇ １ｍｇ１個 小野

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 大塚製薬

ブレディニン錠５０ ５０ｍｇ１錠 旭化成ファーマ



プレドニゾロン散「タケダ」１％ １％１ｇ 武田

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） １ｍｇ１錠 旭化成ファーマ

プレドニゾロン錠５ｍｇ（旭化成） ５ｍｇ１錠 旭化成ファーマ

プレドニン眼軟膏 ０．２５％１ｇ 塩野義

プレドネマ注腸２０ｍｇ ２０ｍｇ１個 杏林

プレマリン錠０．６２５ｍｇ ０．６２５ｍｇ１錠 ファイザー

プレミネント配合錠ＬＤ １錠 ＭＳＤ

プレラン１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 サノフィ

プロ・バンサイン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 ファイザー

プロクトセディル坐薬 １個 味の素製薬

プロクトセディル軟膏 １ｇ 味の素製薬

プログラフカプセル０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１カプセル アステラス

プログラフカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル アステラス

ブロクリン－Ｌカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル 高田

フロジン外用液５％ ５％１ｍＬ ニプロパッチ

プロスタールＬ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 あすか製薬

プロスタール錠２５ ２５ｍｇ１錠 あすか製薬

プロスタンディン軟膏０．００３％ ０．００３％１ｇ 小野

プロセキソール錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 あすか製薬

フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｍｇ１錠 ニプロ

フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ２０ｍｇ１錠 ニプロ

フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ４０ｍｇ１錠 ニプロ

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ０．２５ｍｇ１錠 メディサ

プロトピック軟膏０．０３％小児用 ０．０３％１ｇ アステラス

プロトピック軟膏０．１％ ０．１％１ｇ アステラス

プロナーゼＭＳ ２０，０００単位 科研

ブロナック点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ 千寿

プロノン錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 トーアエイヨー

プロパジール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 中外

プロパデルム軟膏０．０２５％ ０．０２５％１ｇ ＧＳＫ

ブロプレス錠１２ １２ｍｇ１錠 武田

ブロプレス錠４ ４ｍｇ１錠 武田

プロペシア錠０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１錠 ＭＳＤ

プロヘパール配合錠 １錠 科研

プロベラ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ファイザー

フロベン顆粒８％ ８％１ｇ 科研

プロマックＤ錠７５ ７５ｍｇ１錠 ゼリア

プロマック顆粒１５％ １５％１ｇ ゼリア

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 ０．２％１ｍＬ テバ製薬

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 ４ｍｇ１錠 日医工

ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ） ５０，０００単位１ｇ ジェイドルフ

フロモックス小児用細粒１００ｍｇ １００ｍｇ１ｇ 塩野義

フロモックス錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 塩野義

フロリードゲル経口用２％ ２％１ｇ 持田

フロリード腟坐剤１００ｍｇ １００ｍｇ１個 持田

フロリネフ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 ブリストル・マイヤーズ

プロレナール錠５μｇ ５μｇ１錠 大日本住友

ベイスン錠０．２ ０．２ｍｇ１錠 武田

ベイスン錠０．３ ０．３ｍｇ１錠 武田

ベガモックス点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ アルコン

ペキロンクリーム０．５％ ０．５％１ｇ ガルデルマ

ベゲタミン－Ａ配合錠 １錠 塩野義

ベサコリン散５％ ５％１ｇ サンノーバ

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 キッセイ

ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 東和薬品

ベシカムクリーム５％ ５％１ｇ 久光

ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 アステラス

ベシケアＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アステラス

ベシケア錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 アステラス

ベシケア錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アステラス



ベストロン耳鼻科用１％
ｇ （溶解後 液

として） 千寿

ベストロン点眼用０．５％
ｇ （溶解後 液

して） 千寿

ベセルナクリーム５％ ５％２５０ｍｇ１包 持田

ベタニス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 アステラス

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 ６ｍｇ１錠 東和薬品

ベトプティック点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ アルコン

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 ４ｍｇ１錠 東和薬品

ベネシッド錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 科研

ベネット錠１７．５ｍｇ １７．５ｍｇ１錠 武田

ベネット錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 武田

ベネトリン吸入液０．５％ ０．５％１ｍＬ ＧＳＫ

ベネフィクス静注用１０００
， 国際単位 瓶（溶

解液付） ファイザー

ヘプセラ錠１０ １０ｍｇ１錠 ＧＳＫ

ベプリコール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ＭＳＤ

ヘモクロンカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル 天藤

ベラチンドライシロップ小児用０．１％ ０．１％１ｇ 田辺三菱

ペリアクチンシロップ０．０４％ ０．０４％１０ｍＬ 日医工

ペリアクチン散１％ １％１ｇ 日医工

ペリアクチン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 日医工

ペリシット錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 三和化学

ベリチーム配合顆粒 １ｇ 塩野義

ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル 日本ベーリンガー

ペルサンチン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル アステラス

ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ ４０ｍｇ１カプセル アステラス

ペルジピン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 アステラス

ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル 田辺三菱

ヘルベッサー錠３０ ３０ｍｇ１錠 田辺三菱

ペルマックス錠２５０μｇ ２５０μｇ１錠 協和発酵キリン

ベロテックシロップ０．０５％ ０．０５％１ｍＬ 日本ベーリンガー

ベロテック錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

ペロリック錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 東和薬品

ベンザリン錠５ ５ｍｇ１錠 塩野義

ペンタサ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 杏林

ペンタサ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 杏林

ペンタサ注腸１ｇ １ｇ１個 杏林

ペンレステープ１８ｍｇ
（ ｇ）
０．０ｍｍ１枚 日東電工

ボースデル内用液１０ １０ｍｇ２５０ｍＬ１袋 明治

ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 あすか製薬

ホクナリンテープ０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１枚 アボット

ホクナリンテープ１ｍｇ １ｍｇ１枚 アボット

ホクナリンテープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚 アボット

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 ０．２ｍｇ１錠 東和薬品

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ０．３ｍｇ１錠 小林化工

ホスミシンＳ耳科用３％
ｇ （溶解後 液

として） ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

ホスミシンドライシロップ４００ ４００ｍｇ１ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

ホスミシン錠５００ ５００ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

ボスミン外用液０．１％ ０．１％１ｍＬ 第一三共

ホスレノールチュアブル錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 バイエル

ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１包 バイエル

ボチシート２０％ ５ｇ 帝國製薬

ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ ３５ｍｇ１包 帝人ファーマ

ボナロン錠３５ｍｇ ３５ｍｇ１錠 帝人ファーマ

ボナロン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 帝人ファーマ

ボノテオ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 アステラス

ポピヨドン液１０％ １０％１０ｍＬ 吉田製薬

ポピヨドン液１０％ １０％１０ｍＬ 吉田製薬

ポラキス錠２ ２ｍｇ１錠 サノフィ

ポラキス錠３ ３ｍｇ１錠 サノフィ

ポララミンシロップ０．０４％ ０．０４％１０ｍＬ 高田



ポララミン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 高田

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ ３７．５ｍｇ１カプセル 同仁

ボルタレンゲル１％ １％１ｇ 同仁

ボルタレンサポ１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１個 ノバルティス

ボルタレンサポ２５ｍｇ ２５ｍｇ１個 ノバルティス

ボルタレンサポ５０ｍｇ ５０ｍｇ１個 ノバルティス

ボルタレンテープ１５ｍｇ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 同仁

ボルタレン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ノバルティス

ポルトラック原末 １ｇ 日本新薬

ホルマリン「ニッコー」 １０ｍＬ 日興製薬

ボンアルファクリーム２μｇ／ｇ ０．０００２％１ｇ 帝人ファーマ

ボンアルファローション２μｇ／ｇ ０．０００２％１ｇ 帝人ファーマ

ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ ０．０００２％１ｇ 帝人ファーマ

ボンゾール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 田辺三菱

ポンタールカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル 第一三共

ポンタールシロップ３．２５％ ３．２５％１ｍＬ 第一三共

マーズレンＳ配合顆粒 １ｇ 寿

マーベロン２１ （２１日分）１組 ＭＳＤ

マイコスポールクリーム１％ １％１ｇ バイエル

マイスタン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 大日本住友

マイスリー錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アステラス

マイテラーゼ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ

マグコロールＰ １ｇ 堀井

マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 杏林

マグミット錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 協和化学

マグミット錠３３０ｍｇ ３３０ｍｇ１錠 協和化学

マグラックス錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 吉田製薬

マグラックス錠３３０ｍｇ ３３０ｍｇ１錠 吉田製薬

マルファ配合内服液 １０ｍＬ 東洋製化

ミオコールスプレー０．３ｍｇ ０．６５％７．２ｇ１缶 トーアエイヨー

ミオナール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エーザイ

ミカルディス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

ミカルディス錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

ミケラン点眼液１％ １％１ｍＬ 大塚製薬

ミケラン点眼液２％ ２％１ｍＬ 大塚製薬

ミッドペリック１３５腹膜透析液
袋（排液用 グ

付） テルモ

ミッドペリック１３５腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ付） テルモ

ミッドペリック１３５腹膜透析液 ２Ｌ１袋 テルモ

ミッドペリック２５０腹膜透析液
袋（排液用 グ

付） テルモ

ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ付） テルモ

ミドリンＭ点眼液０．４％ ０．４％１ｍＬ 参天

ミドリンＰ点眼液 １ｍＬ 参天

ミニプレス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ファイザー

ミノマイシンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル ファイザー

ミノマイシン顆粒２％ ２０ｍｇ１ｇ ファイザー

ミルラクト細粒５０％ ５０％１ｇ 高田

ミロル点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ 杏林

ミンクリア内用散布液０．８％ ２０ｍＬ１筒 日本製薬

ムコサールドライシロップ１．５％ １．５％１ｇ 日本ベーリンガー

ムコスタ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 大塚製薬

ムコスタ点眼液ＵＤ２％ ２％０．３５ｍＬ１本 大塚製薬

ムコスタ顆粒２０％ ２０％１ｇ 大塚製薬

ムコソルバン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 帝人ファーマ

ムコダインＤＳ５０％ ５０％１ｇ 杏林

ムコダインシロップ５％ ５％１ｍＬ 杏林

ムコダイン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 杏林

ムスカルム錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 日本化薬

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ １００ｍｇ１ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

メイラックス錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ



メインテート錠０．６２５ｍｇ ０．６２５ｍｇ１錠 田辺三菱

メインテート錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 田辺三菱

メキシチールカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル 日本ベーリンガー

メキシチールカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル 日本ベーリンガー

メサデルムクリーム０．１％ ０．１％１ｇ 岡山大鵬

メサデルムローション０．１％ ０．１％１ｇ 岡山大鵬

メサデルム軟膏０．１％ ０．１％１ｇ 岡山大鵬

メジコン散１０％ １０％１ｇ 塩野義

メジコン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 塩野義

メジコン配合シロップ １０ｍＬ 塩野義

メシル酸ドキサゾシン錠１「ＭＥＥＫ」 １ｍｇ１錠 小林化工

メスチノン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 共和薬品

メソトレキセート錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ファイザー

メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル 大正製薬

メチエフ散１０％ １０％１ｇ 田辺三菱

メチコバール錠５００μｇ ０．５ｍｇ１錠 エーザイ

メテルギン錠０．１２５ｍｇ ０．１２５ｍｇ１錠 ノバルティス

メトグルコ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 大日本住友

メトグルコ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 大日本住友

メトリジン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 大正製薬

メネシット配合錠１００ １錠 ＭＳＤ

メバロチン錠１０ １０ｍｇ１錠 第一三共

メバロチン錠５ ５ｍｇ１錠 第一三共

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 ０．０１４３％５ｍＬ１キット 大塚製薬

メプチンドライシロップ０．００５％ ０．００５％１ｇ 大塚製薬

メプチンミニ錠２５μｇ ０．０２５ｍｇ１錠 大塚製薬

メプチン吸入液０．０１％ ０．０１％１ｍＬ 大塚製薬

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ ０．０１％０．３ｍＬ１個 大塚製薬

メマリーＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 第一三共

メマリー錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 第一三共

メリスロン錠６ｍｇ ６ｍｇ１錠 エーザイ

メルカゾール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 中外

メンドンカプセル７．５ｍｇ ７．５ｍｇ１カプセル アボット

モーバー錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 田辺三菱

モービック錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

モーラステープ２０ｍｇ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 久光

モーラステープＬ４０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 久光

モーラスパップ３０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 久光

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 ５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

モニラック・シロップ６５％ ６５％１ｍＬ 中外

モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 １０ｍｇ１錠 大日本住友

ヤーズ配合錠 １シート バイエル

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０
ｇ （

相当量） 大鵬薬品

ユーエフティ配合カプセルＴ１００
ｇ （

フール相当量） 大鵬薬品

ユーゼル錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 大鵬薬品

ユーパスタコーワ軟膏 １ｇ 興和

ユーパッチテープ１８ｍｇ
（ ｇ）
０．０ｍｍ１枚 祐徳

ユービット錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 大塚製薬

ユーロジン２ｍｇ錠 ２ｍｇ１錠 武田

ユナシン錠３７５ｍｇ ３７５ｍｇ１錠 ファイザー

ユニシア配合錠ＨＤ １錠 武田

ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 大塚製薬

ユベラＮカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル エーザイ

ユベラ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 サンノーバ

ユベラ軟膏 １ｇ サンノーバ

ユリーフ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 キッセイ

ユリノーム錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 鳥居

ユリノーム錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 鳥居

ヨウ化カリウム「ニッコー」 １ｇ 日興製薬

ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１丸 日医工



ヨードコート軟膏０．９％ ０．９％１ｇ メドレックス

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 １錠 小太郎

ラキソベロン内用液０．７５％ ０．７５％１ｍＬ 帝人ファーマ

ラコールＮＦ配合経腸用液 １０ｍＬ ＥＮ大塚

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 １０ｇ ＥＮ大塚

ラシックス細粒４％ ４％１ｇ サノフィ

ラシックス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 サノフィ

ラシックス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 サノフィ

ラシックス錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 サノフィ

ラジレス錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 ノバルティス

ラステットＳカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル 日本化薬

ラックビー微粒Ｎ １％１ｇ 興和

ラニラピッド錠０．０５ｍｇ ０．０５ｍｇ１錠 中外

ラニラピッド錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 中外

ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」 １０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

ラボナ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 田辺三菱

ラミクタール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ＧＳＫ

ラミクタール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ＧＳＫ

ラミシールクリーム１％ １％１ｇ ノバルティス

ラミシール外用液１％ １％１ｇ ノバルティス

ラミシール錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 ノバルティス

ランサップ４００ １シート 武田

ランサップ８００ １シート 武田

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１錠 東和薬品

ランタス注１００単位／ｍＬ １００単位１ｍＬバイアル サノフィ

ランタス注ソロスター ３００単位１キット サノフィ

ランツジールコーワ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 興和

ランドセン細粒０．１％ ０．１％１ｇ 大日本住友

ランドセン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 大日本住友

ランピオンパック １シート 武田

リーゼ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 田辺三菱

リーバクト配合顆粒 ４．１５ｇ１包 味の素製薬

リーマス錠２００ ２００ｍｇ１錠 大正製薬

リウマトレックスカプセル２ｍｇ ２ｍｇ１カプセル ファイザー

リオベル配合錠ＨＤ １錠 武田

リオベル配合錠ＬＤ １錠 武田

リオレサール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ノバルティス

リカルボン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 小野

リキスミア皮下注３００μｇ ３００μｇ３ｍＬ１キット サノフィ

リクシアナ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 第一三共

リザベンカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル キッセイ

リザベンドライシロップ５％ ５％１ｇ キッセイ

リザベン点眼液０．５％ ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 キッセイ

リスパダール錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ヤンセン

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ ０．１％１ｍＬ ヤンセン

リスミー錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 塩野義

リズミック錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 大日本住友

リスモダンＲ錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 サノフィ

リスモダンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル サノフィ

リズモンＴＧ点眼液０．２５％ ０．２５％１ｍＬ わかもと

リズモンＴＧ点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ わかもと

リタリン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ノバルティス

リドーラ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 ＧＳＫ

リドカインテープ１８ｍｇ「ニプロ」
（ ｇ）
０．０ｍｍ１枚 ニプロパッチ

リドメックスコーワクリーム０．３％ ０．３％１ｇ 興和

リドメックスコーワローション０．３％ ０．３％１ｇ 興和

リドメックスコーワ軟膏０．３％ ０．３％１ｇ 興和

リバロ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 興和

リバロ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 興和

リピディル錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 あすか製薬



リピトール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アステラス

リピトール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アステラス

リファジンカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル 第一三共

リフォロースシロップ６５％ ６５％１ｍＬ 大正薬品

リフレックス錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

リボスチン点眼液０．０２５％ ０．０２５％１ｍＬ ヤンセン

リポバス錠５ ５ｍｇ１錠 ＭＳＤ

リマチル錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 参天

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医工」 ５μｇ１錠 日医工

リュウアト１％眼軟膏 １％１ｇ 参天

リリカカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル ファイザー

リリカカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル ファイザー

リルテック錠５０ ５０ｍｇ１錠 サノフィ

リレンザ ５ｍｇ１ブリスター ＧＳＫ

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ １ｇ 塩野義

リンデロン坐剤１．０ｍｇ １ｍｇ１個 塩野義

リンデロン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 塩野義

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ０．１％１ｍＬ 塩野義

リンラキサー錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 大正製薬

ルーラン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 大日本住友

ルーラン錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 大日本住友

ルジオミール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ノバルティス

ルナベル配合錠ＬＤ １錠 ノーベル

ルナベル配合錠ＵＬＤ １錠 ノーベル

ルネスタ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 エーザイ

ルネスタ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 エーザイ

ルプラック錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 田辺三菱

ルプラック錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 田辺三菱

ルボックス錠２５ ２５ｍｇ１錠 アッヴィ

ルミガン点眼液０．０３％ ０．０３％１ｍＬ 千寿

ルリコンクリーム１％ １％１ｇ ポーラファルマ

レキソタン錠１ １ｍｇ１錠 中外

レキソタン錠５ ５ｍｇ１錠 中外

レクサプロ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 持田

レクチゾール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 田辺三菱

レグパラ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 協和発酵キリン

レスキュラ点眼液０．１２％ ０．１２％１ｍＬ アールテック

レスタミンコーワクリーム１％ １％１０ｇ 興和

レスタミンコーワ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 興和

レスリン錠２５ ２５ｍｇ１錠 ＭＳＤ

レナジェル錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 中外

レナデックス錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 セルジーン

レニベース錠５ ５ｍｇ１錠 ＭＳＤ

レバチオ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ファイザー

レバミピド錠１００ｍｇ「明治」 １００ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

レビトラ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 バイエル

レフトーゼシロップ０．５％ ０．５％１ｍＬ シオエ

レフトーゼ錠（３０ｍｇ） ３０ｍｇ１錠 日本新薬

レフトーゼ顆粒１０％ １０％１ｇ 日本新薬

レブラミドカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル セルジーン

レペタン坐剤０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１個 大塚製薬

レペタン坐剤０．４ｍｇ ０．４ｍｇ１個 大塚製薬

レベトールカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル ＭＳＤ

レベミル注フレックスペン ３００単位１キット ノボ

レボフロキサシン点眼液１．５％「キッセイ」 １．５％１ｍＬ キッセイ

レボレード錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠 ＧＳＫ

レボレード錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ＧＳＫ

レミッチカプセル２．５μｇ ２．５μｇ１カプセル 東レ

レミニール錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ヤンセン

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー



レンドルミン錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー

ロイケリン散１０％ １０％１ｇ 大原

ロイコボリン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ファイザー

ローガン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アステラス

ローコール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ノバルティス

ローコール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ノバルティス

ローコール錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 ノバルティス

ロートエキス散「ケンエー」 １ｇ 健栄

ロカルトロールカプセル０．２５ ０．２５μｇ１カプセル 中外

ロキソニンゲル１％ １％１ｇ 第一三共

ロキソニンテープ１００ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 リードケミカル

ロキソニンパップ１００ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 リードケミカル

ロキソニン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 第一三共

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 帝國製薬

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＮＰ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ニプロパッチ

ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「ケミファ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケミファ

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 ６０ｍｇ１錠 日医工

ロコイドクリーム０．１％ ０．１％１ｇ 鳥居

ロコルナール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 持田

ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 東和薬品

ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 東和薬品

ロゼレム錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 武田

ロタテック内用液 ２ｍＬ１本 ＭＳＤ

ロヒプノール錠１ １ｍｇ１錠 中外

ロペミンカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル ヤンセン

ロペミン細粒０．１％ ０．１％１ｇ ヤンセン

ロペミン小児用細粒０．０５％ ０．０５％１ｇ ヤンセン

ロルカム錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 大正製薬

ロンゲス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 塩野義

ワーファリン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 エーザイ

ワーファリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 エーザイ

ワーファリン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 エーザイ

ワイテンス錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ

ワイドシリン細粒２００ ２００ｍｇ１ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

ワイパックス錠０．５ ０．５ｍｇ１錠 ファイザー

ワコビタール坐剤５０ ５０ｍｇ１個 高田

ワソラン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 エーザイ

ワンアルファ錠０．５μｇ ０．５μｇ１錠 帝人ファーマ

亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 １０ｇ 吉田製薬

塩化ナトリウム「日医工」 １０ｇ 日医工

塩酸バンコマイシン散０．５ｇ＊（シオノギ） ５００ｍｇ１瓶 塩野義

含嗽用ハチアズレ顆粒 ０．１％１ｇ 東洋製化

逆性石ケン液０．０２５「ヨシダ」 ０．０２５％１０ｍＬ 吉田製薬

強力ポステリザン（軟膏） １ｇ マルホ

強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 １ｇ 興和

産婦人科用イソジンクリーム５％ ５％１０ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

酸化マグネシウム「ニッコー」 １０ｇ 日興製薬

小児用バクシダール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 杏林

小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用 ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 ＧＳＫ

小児用ムコソルバンシロップ０．３％ ０．３％１ｍＬ 帝人ファーマ

消毒用エタノール「マルイシ」 １０ｍＬ 丸石

新レシカルボン坐剤 １個 京都

大塚生食注 ５００ｍＬ１瓶 大塚工場

単シロップ「ケンエー」 １０ｍＬ 健栄

炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 ５００ｍｇ１錠 旭化成ファーマ

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 １０ｇ 日興製薬

沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」 １０ｇ 吉田製薬

日点アトロピン点眼液１％ １％５ｍＬ１瓶 日本点眼薬

乳酸カルシウム「ＮｉｋＰ」 １０ｇ 日医工

乳糖＊（日興製薬） １０ｇ 日興製薬



白色ワセリン「ヨシダ」 １０ｇ 吉田製薬

複方ヨード・グリセリン「ニッコー」 １０ｍＬ 日興製薬

無水エタノール「アマカス」 １０ｍＬ 甘糟

薬用炭「日医工」 １ｇ 日医工

流動パラフィン「ニッコー」 １０ｍＬ 日興製薬

硫酸アトロピン「ホエイ」 １ｇ マイラン

硫酸アトロピン「ホエイ」 １ｇ マイラン

硫酸ポリミキシンＢ散５０万単位「ファイザー」 ５０万単位１瓶 ファイザー

硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファイザー」 １００万単位１錠 ファイザー


