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採用医薬品一覧

アイオピジンＵＤ点眼液１％（０．１ｍＬ）

アイセントレス錠４００ｍｇ

アイファガン点眼液０．１％（５ｍＬ）

アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ（０．２７８ｍＬ）

亜鉛華軟膏「ニッコー」

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ

アキネトン錠１ｍｇ

アキネトン注射液５ｍｇ（１ｍＬ）

アキョウ　〔栃本〕

アキョウ〔栃本〕阿膠

アクアチム【クリーム】１％（１０ｇ）

アクチット輸液５００ｍＬ

アクトシン軟膏３％（３０ｇ）

アクトス錠１５ｍｇ

アクトヒブ（公費）

アクトヒブ（自費）

アクラシノン注射用２０ｍｇ

アザクタム注射用１ｇ

アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ

アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「ＰＰ」(ゾビラックス)

アシノン錠１５０ｍｇ

アジルバ錠２０ｍｇ

アストミン錠１０ｍｇ

アズノール【うがい液】４％（５ｍＬ）

アズノール【軟膏】０．０３３％（２０ｇ）

アスパラカリウム錠３００ｍｇ
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アスピリン「ホエイ」（１０００ｍｇ／ｇ）

アスプール液０．５％（５０ｍＬ）

アスベリン【散】１０％（１００ｍｇ／ｇ）

アスベリン【シロップ】０．５％（５ｍｇ／ｍＬ）

アセチルシステイン内用液１７．６％（176．2ｍｇ／ｍＬ）「ショーワ」20ｍＬ／本

アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「JG」（アルピニー、アンヒバ、カロナール）

アセリオ静注液１０００ｍｇ（１００ｍＬ）

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」(カルブロック)

アゾセミド錠６０ｍｇ「JG」（ダイアート）

アタラックス－Ｐ【カプセル】２５ｍｇ

アタラックス－Ｐ注射液２５ｍｇ（１ｍＬ）

アテノロール錠２５ｍｇ「NikP」（アルセノール）

アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ（２ｍＬ）

アデホスコーワ【顆粒】１０％（１００ｍｇ／ｇ）

アーテン【錠】２ｍｇ

アドエア【１００】【ディスカス】（２８吸入用）

アドエア【２５０】【ディスカス】（６０吸入用）

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（５００ｍL）

アドソルビン原末

アドナ【散】１０％（１００ｍｇ／ｇ）

アドナ【錠】【１０ｍｇ】

アドナ【錠】【３０ｍｇ】

アドナ注（静脈用）５０ｍｇ（１０ｍＬ）

アドフィードパップ４０ｍｇ（６枚入）

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」(リピトール)

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」（１ｍＬ）

アトロピン注０．０５％【シリンジ】「テルモ」（１ｍＬ）　
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日点アトロピン点眼液１％（５ｍＬ）

アトロピン硫酸塩【注】０．５ｍｇ「タナベ」（１ｍＬ）　

アトワゴリバース静注シリンジ（６ｍＬ）

アナペイン注【２ｍｇ／ｍＬ】（１００ｍＬ）

アナペイン注【７．５ｍｇ／ｍＬ】（２０ｍＬ）

アネトカインゼリー２％（５０ｍＬ）(キシロカイン)

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ（１００ｍＬ）

アバスチン【点滴静注用】【１００ｍｇ】（４ｍＬ）

アバスチン【点滴静注用】【４００ｍｇ】（１６ｍＬ）

アービタックス注射液１００ｍｇ（２０ｍＬ）

アピドラ注ソロスター（３００単位／３ｍＬ）

アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ

アプレピタントカプセル【125mg】「NK」

アプレピタントカプセル【80mg】「NK」

アボルブカプセル０．５ｍｇ

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」(シンメトレル)

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」（３ｍＬ）(ｱﾝｶﾛﾝ)

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」(アンカロン)

アミカシン硫酸塩注射用１００ｍｇ「日医工」

アミティーザカプセル２４μｇ

アミノレバンEN配合散５０ｇ【コーヒー味】 

アミノレバンEN配合散５０ｇ【フルーツ味】 

アミパレン輸液２００ｍＬ

アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」(アムロジン、ノルバスク)

アモキサンカプセル２５ｍｇ
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アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」(ｻﾜｼﾘﾝ、ﾊﾟｾﾄｼﾝ)

アリムタ注射用【１００ｍｇ】

アリムタ注射用【５００ｍｇ】

アルガトロバン注射液１０ｍｇ「ｻﾜｲ」（20mL）(ｽﾛﾝﾉﾝ、ﾉﾊﾞｽﾀﾝ)

アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」（３００ｍＬ）

アルケラン錠２ｍｇ

アルサルミン細粒９０％（９００ｍｇ／ｇ）

アルスロマチック関節手術用灌流液３Ｌ

アルダクトンＡ細粒１０％（１００ｍｇ／ｇ）

アルツディスポ関節注２５ｍｇ（２．５ｍＬ）

アルト原末（１ｇ）

アルドメット錠２５０ｍｇ

アルピニー坐剤【５０ｍｇ】

アルピニー坐剤【１００ｍｇ】

アルファロール内用液（０．５μｇ／ｍＬ）（１０ｍＬ）

献血アルブミネート４．４％静注４．４ｇ／１００ｍＬ　

赤十字アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ　

献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ＪＢ」　

アルプロスタジル注【５μｇ】「ｻﾜｲ」（１ｍＬ）(ﾊﾟﾙｸｽ、ﾘﾌﾟﾙ)

アルプロスタジル注【10μｇ】ｼﾘﾝｼﾞ「ｻﾜｲ」（2mL）(ﾊﾟﾙｸｽ、ﾘﾌﾟﾙ)

アルメタ軟膏（５ｇ）

アルロイドG内用液５％（５０ｍｇ／ｍＬ）

アレジオン【ドライシロップ】１％（１０ｍｇ／ｇ）

アレビアチン散１０％（１００ｍｇ／ｇ）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」（ﾌｫｻﾏｯｸ、ﾎﾞﾅﾛﾝ）

アロエ　〔栃本〕　　　　　芦カイ

アロエ末　〔栃本〕　ロカイ末
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アロキシ静注０．７５ｍｇ（５ｍＬ）

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」（ザイロリック）

アロンアルフアＡ「三共」（０．５ｇ）

アンギナール散１２．５％（１２５ｍｇ／ｇ）(ペルサンチン)

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」

コタロー安中散エキス細粒（Ｎ５）

アンチレクス静注１０ｍｇ（１ｍＬ）

アンテベート【軟膏】０．０５％（５ｇ）

アンテベート【ローション】０．０５％（１０ｇ）

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」(ムコソルバン)

アンペック坐剤【１０ｍｇ】

イーケプラ【錠】【５００ｍｇ】

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ（５ｍＬ）

イーケプラ【ドライシロップ】５０％（５００ｍｇ／ｇ）

イオパミロン【注】【３７０】【５０ｍＬ】

イオパミロン注【３００】【シリンジ】【１００ｍＬ】

イオパミロン注【３７０】【シリンジ】【８０ｍＬ】

イオパミロン注【３７０】【シリンジ】【１００ｍＬ】

ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ（１０ｍＬ）

イオメロン【３００】注【１００ｍＬ】

イオメロン【３５０】【注】【５０ｍＬ】

イオメロン【３５０】【注】【１００ｍＬ】

イオメロン【３５０】注【シリンジ】【５０ｍＬ】

イオメロン【３５０】注【シリンジ】【１３５ｍＬ】

イグザレルト錠【１０ｍｇ】

イグザレルト錠【１５ｍｇ】

イクセロンパッチ【９ｍｇ】
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イコサペント酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ「日医工」（900mg／包）(ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙ)

イスコチン錠１００ｍｇ

イソジンシュガーパスタ軟膏（１００ｇ）(ﾕｰﾊﾟｽﾀ、ｿｱﾅｰｽ)

イソゾール注射用０．５ｇ（溶解液２０ｍＬ付）

イソソルビド内用液７０％「CEO」(７００mg／ｍL)（イソバイド）

イダマイシン静注用５ｍｇ

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」（アイトロール）

イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」(10㎎/mL)(ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ)

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ

イノバン注０．３％シリンジ（５０ｍＬ）

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「あすか」（セロクラール）

イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ（１．１７ｍＬ）

注射用イホマイド１ｇ

イミグラン【点鼻液】２０ｍｇ（０．１ｍＬ）

イムノブラダー膀注用【４０ｍｇ】（溶解液１ｍＬ付）

イムノブラダー膀注用【８０ｍｇ】（溶解液２ｍＬ付）

イムラン錠５０ｍｇ

イモバックスポリオ皮下注（公費）

イモバックスポリオ皮下注（自費）

ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液【40mg/2mL】「ﾀｲﾎｳ」　(ｶﾝﾌﾟﾄ、ﾄﾎﾟﾃｼﾝ)

ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液【100mg/5mL】「ﾀｲﾎｳ」　(ｶﾝﾌﾟﾄ、ﾄﾎﾟﾃｼﾝ)

イレイセン　〔栃本〕　　　威霊仙

インクレミンシロップ５％（鉄として６ｍｇ／ｍＬ）

インジゴカルミン注２０ｍｇ「AFP」（５ｍＬ）

インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」（300単位／3mL）（ランタス）

インタール【吸入液】１％（２ｍＬ）

インダシン静注用１ｍｇ
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インチンコウ　〔栃本〕　　茵チン蒿

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（１３５）

インデラル錠１０ｍｇ

インデラル注射液２ｍｇ（２ｍＬ）

イントラリポス輸液２０％１００ｍＬ

インフルエンザHAワクチン（１ｍL／瓶）

ウイキョウ　〔栃本〕　　　茴香

ウインタミン細粒１０％（１００ｍｇ／ｇ）

ウコン　〔栃本〕　　　　　宇金

ウバイ　〔栃本〕　　　　　烏梅

ウブレチド錠５ｍｇ

ウヤク　〔栃本〕　　　　　烏薬

ウラリット配合錠

ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ

ウルソ顆粒５％（５０ｍｇ／ｇ）

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サワイ」(ウルソ)

ウレパール【クリーム】１０％（２０ｇ）

ウレパール【ローション】１０％（２０ｇ）

ウログラフイン注６０％（２０ｍＬ）

ウロナーゼ【静注用】【６万単位】

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％３Ｌ

ウロミテキサン注４００ｍｇ（４ｍＬ）

ツムラ温経湯エキス顆粒（１０６）

ツムラ温清飲エキス顆粒（５７）

エイゾプト懸濁性点眼液１％（５ｍＬ）

乾燥ＨＢグロブリン筋注用【２００単位】「ﾆﾁﾔｸ」(溶解液1mL付)

エキザルベ（５ｇ）
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液状フェノール「日医工」

エクア錠５０ｍｇ

エクザール注射用１０ｍｇ

ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ】【1.5L】

ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【ｼｽﾃﾑⅡｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ】（2L）

ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ機器専用】【1.5L】

ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ】【1.5L】

ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ】【2L】

エクセグラン【散】２０％（２００ｍｇ／ｇ）

エクセグラン【錠】１００ｍｇ

エクラー【プラスター】20μg／cm2

エコリシン眼軟膏

エスクレ【坐剤】【２５０ｍｇ】

エスクレ【坐剤】【５００ｍｇ】

エストリール【腟錠】０．５ｍｇ

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ【２０ｍｇ】(ﾃｨｰｴｽﾜﾝ)

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ【２５ｍｇ】(ﾃｨｰｴｽﾜﾝ)

エダラボン点滴静注液バッグ３０mg「日医工」（100mL）(ﾗｼﾞｶｯﾄ)

エチゾラム【細粒】１％「ＪＧ」（１０ｍｇ／ｇ）（デパス）

エチゾラム【錠】【０．５ｍｇ】「ＥＭＥＣ」(デパス)

エチゾラム【錠】【１ｍｇ】「ＥＭＥＣ」（デパス）

コタロー越婢加朮湯エキス細粒（Ｎ２８）

エトキシスクレロール１％注射液（３０ｍＬ）

エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」(ハイペン、オステラック)

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＳＮ」（５ｍＬ）（ベプシド、ラステット）

エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」（レニベース）
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エナルモンデポー筋注【１２５ｍｇ】（１ｍＬ）

エネーボ配合経腸用液（２５０ｍＬ）

エネマスター注腸散（１０ｇ）

エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」(キネダック)

エビスタ錠６０ｍｇ

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」(アレジオン)

エビリファイ【散】１％（１０ｍｇ／ｇ）

エビリファイ【錠】３ｍｇ

エビリファイ【錠】６ｍｇ

エビリファイ【錠】【１２ｍｇ】

エピルビシン塩酸塩注射用【１０ｍｇ】「ＮＫ」(ﾌｧﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝ)

エピルビシン塩酸塩注射用【５０ｍｇ】「ＮＫ」(ﾌｧﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝ)

エフィエント【OD錠】【20mg】

エフィエント錠【３．７５ｍｇ】

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ（１ｍＬ）

エプジコム配合錠

エブトール２５０ｍｇ錠

エフピーＯＤ錠２．５ｍｇ

エブランチルカプセル１５ｍｇ

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」(ミオナール)

エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」（０．５ｍＬ）

エポジン注シリンジ【３０００】（０．５ｍＬ）

エポジン皮下注シリンジ【２４０００】（０．５ｍＬ）

エホチール注１０ｍｇ（１ｍＬ）

ｴﾎﾟﾌﾟﾛｽﾃﾉｰﾙ静注用０．５ｍｇ｢ACT｣(溶解液50mL2本付)(ﾌﾛｰﾗﾝ)

エポプロステノール静注用「ＡＣＴ」専用溶解用液（５０ｍＬ）

ＭＳ温シップ「タイホウ」（５枚入）
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エムラクリーム（５ｇ）

エリキュース錠２．５ｍｇ

エリスロシン【錠】１００ｍｇ

エリル点滴静注液３０ｍｇ（２ｍＬ）

ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」（１ｍＬ）

エルカルチンＦＦ【錠】１００ｍｇ

エルカルチンＦＦ【内用液】１０％（100mg/mL）（100mL）

エルネオパＮＦ【１号】輸液１０００ｍＬ

エルネオパＮＦ【２号】輸液１０００ｍＬ

エレンタール【配合内用剤】（８０ｇ）

エレンタール【Ｐ乳幼児用配合内用剤】（８０ｇ）

塩化カリウム「日医工」（13．4mEq／ｇ）

塩化ナトリウム「ヤマゼン」Ｍ

エンゴサク　〔栃本〕　　　延胡索

エンシュア・【Ｈ】２５０ｍＬ【コーヒー味】

エンシュア・【Ｈ】２５０ｍＬ【バニラ味】

エンシュア・【リキッド】２５０ｍＬ【コーヒー味】

エンシュア・【リキッド】２５０ｍＬ【バニラ味】

注射用エンドキサン【１００ｍｇ】

注射用エンドキサン【５００ｍｇ】

エンドキサン錠５０ｍｇ

エンペシドクリーム１％（１０ｇ）

オイパロミン【３００】【注】【５０ｍＬ】　(イオパミロン)

オイパロミン【３００】【注】【１００ｍＬ】　(イオパミロン)

オイパロミン【３００】注【シリンジ】１００ｍＬ(イオパミロン)

オイパロミン【３７０】【注】【２０ｍＬ】(イオパミロン)

オイパロミン【３７０】【注】【５０ｍＬ】(イオパミロン)
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オイパロミン【３７０】【注】【１００ｍＬ】(イオパミロン)

オイパロミン【３７０】注【シリンジ】【５０ｍＬ】(ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ)

オイパロミン【３７０】注【シリンジ】【１００ｍＬ】(ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ)

オウギ　〔栃本〕　　　　　黄耆

オウギ末Ｍ　〔ウチダ〕　　黄耆末

オウゴン　〔栃本〕　　　　黄ゴン

オウバク　〔栃本〕　　　　黄柏

オウヒ　〔栃本〕　　　　　桜皮

オウレン　〔栃本〕　　　　黄連

コタロー黄連解毒湯エキス【細粒】（Ｎ１５）（２ｇ／包）

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ

オー消エタ消毒液（５００ｍＬ）(消毒用エタノール)

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」（エルプラット）

オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ（１０ｇ）

オキシコドン徐放カプセル【５ｍｇ】「テルモ」（ｵｷｼｺﾝﾁﾝ）

オキシコドン徐放カプセル【２０ｍｇ】「テルモ」（ｵｷｼｺﾝﾁﾝ）

オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「F」（オキナゾール）

オキシドール「ヤクハン」（５００ｍＬ）

オキシトシン注射液５単位「Ｆ」（１ｍＬ）

オキノーム散【２．５ｍｇ】

オキノーム散【１０ｍｇ】

オクトレオスキャン静注用セット

オクトレオチド皮下注１００μｇ「あすか」（1mL）（ｻﾝﾄﾞｽﾀﾁﾝ）

オザグレルNa静注液40mg「日医工」（４ｍＬ）(ｷｻﾝﾎﾞﾝ、ｶﾀｸﾛｯﾄ)

オセルタミビル【DS】3%「サワイ」

オセルタミビル【カプセル】75mg「サワイ」

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」（自費）
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オドメール点眼液０．１％（５ｍＬ）

オノアクト点滴静注用50mg

オノンドライシロップ１０％（１００ｍｇ／ｇ）

オビソート注射用０．１ｇ（溶解液２ｍＬ付）

オフサグリーン静注用２５ｍｇ（溶解液３ｍＬ付）

オフサロン点眼液（５ｍＬ）

オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ（２４ｍＬ）

オプソ内服液【５ｍｇ】（２．５ｍＬ／包）

オプソ内服液【１０ｍｇ】（５ｍＬ／包）

オペガードＭＡ眼灌流液（５００ｍＬ）

オペガンハイ０．７眼粘弾剤１％（０．７ｍＬ）

オペリード１．１眼粘弾剤１％（１．１ｍＬ）(オペガン)

オムニパーク【２４０】【注】【１０ｍＬ】

オムニパーク【３００】注【シリンジ】【１５０ｍＬ】

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」(オメプラール)

オリブ油（丸石）【５００ｍＬ】

オリブ油「ヨシダ」【２５ｍＬ】

オルケディア錠1mg

オルダミン注射用１ｇ

オルメサルタンＯＤ錠【１０ｍｇ】「日医工」（オルメテック）

オルメサルタンＯＤ錠【２０ｍｇ】「日医工」（オルメテック）

オレンシア【点滴静注用】【２５０ｍｇ】

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」（アレロック）

オンコビン注射用１ｍｇ

オンジ　〔栃本〕　　　　　遠志

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ（公費）
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ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ（自費）

ガイヨウ　〔栃本〕　　　　艾葉

カゴソウ　〔栃本〕　　　　夏枯草

カシ　〔栃本〕　　　　　　訶子

カシュウ　〔栃本〕　　　　何首鳥

ガジュツ　〔栃本〕　　　　莪朮

ガスコン錠４０ｍｇ

ガスター散１０％（１００ｍｇ／ｇ）

ガストログラフイン経口・注腸用（１００ｍＬ）

ガチフロ点眼液０．３％（５ｍＬ）

カッコウ　〔栃本〕　　　　カッ香

カッコン　〔栃本〕　　　　葛根

コタロー葛根湯エキス細粒（Ｎ１）（２．５ｇ／包）

カッセキ　〔栃本〕　　　　滑石

カデックス【外用散】０．９％（９ｍｇ／ｇ）（５０ｇ）

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ【５ｍＬ】

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ【７．５ｍＬ】

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ【１０ｍＬ】

カナグル錠100ｍｇ

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」

硫酸カナマイシン注射液１０００ｍｇ「明治」（４ｍＬ）

ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サワイ」(ｴﾌｵｰﾜｲ)

カペシタビン錠300ｍｇ「サワイ」

カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」(カバサール)

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒（２ｇ／包）

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ｢日医工｣(フオイパン)

カリーユニ点眼液０．００５％（５ｍＬ）(カタリン)



14 / 58 ページ

採用医薬品一覧

カリ石ケン「ニッコー」

カリメート散（５ｇ／包）

カルセド注射用【２０ｍｇ】

カルセド注射用【５０ｍｇ】

カルチコール注射液８．５％（５ｍＬ）

カルナクリン錠５０単位

カルフィーナ錠【０．２５μｇ】(ワンアルファ)

カルフィーナ錠【１．０μｇ】(ワンアルファ)

カルベジロール錠【１．２５ｍｇ】「サワイ」（アーチスト）

カルベジロール錠【１０ｍｇ】「サワイ」（アーチスト）

カルボカインアンプル注【１％】（１０ｍＬ）

カルボシステイン錠【２５０ｍｇ】「サワイ」(ムコダイン)

カルボシステイン錠【５００ｍｇ】「サワイ」(ムコダイン)

カルボシステイン【シロップ】５％（50mg／mL）「JG」（ﾑｺﾀﾞｲﾝ）

カルボシステイン【ＤＳ】５０％（500mg／g）「ﾄｰﾜ」（ﾑｺﾀﾞｲﾝ）

カルボプラチン注射液【５０ｍｇ】「日医工」（5mL）(ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ)

カルボプラチン注射液【１５０mg】「日医工」（15mL）(ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ)

カルボプラチン注射液【４５０mg】「日医工」（45mL）(ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ)

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」

カロコン　〔栃本〕　　　　カ楼根

カロナール【細粒】【２０％】（２００ｍｇ／ｇ）

カロナール【錠】【２００ｍｇ】

カロナール【錠】【５００ｍｇ】

カロニン　〔栃本〕　　　　カ楼仁

カンキョウ　〔栃本〕　　　乾姜

カンサイダス点滴静注用【５０ｍｇ】

カンサイダス点滴静注用【７０ｍｇ】
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ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」

カンゾウ　〔栃本〕　　　　甘草

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（７２）

カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」(ソルダクトン)

キイトルーダ点滴静注【１００ｍｇ】（４ｍL）

キキョウ　〔栃本〕　　　　桔梗

コタロー桔梗石膏エキス細粒（Ｎ３２４）

キクカ　〔栃本〕　　　　　菊花

キサラタン点眼液０．００５％（２．５ｍＬ）

キジツ　〔栃本〕　　　　　枳実

キシロカイン【液】４％

歯科用キシロカイン【カートリッジ】（１．８ｍＬ）

【静注用】キシロカイン２％（５ｍＬ）

キシロカイン注【シリンジ】【１％】（１０ｍＬ）

キシロカイン注【ポリアンプ】【０．５％】（１０ｍＬ）

キシロカイン注【ポリアンプ】【１％】（１０ｍＬ）

キシロカイン注【ポリアンプ】【２％】（１０ｍＬ）

キシロカイン【注射液】【０．５％Ｅ】（２０ｍＬ）

キシロカイン【注射液】【１％Ｅ】（２０ｍＬ）

キシロカイン【注射液】【２％Ｅ】（２０ｍＬ）

キシロカイン【点眼液】４％【２０ｍＬ】

キシロカイン【ビスカス】２％（１００ｍＬ）

キシロカイン【ポンプスプレー】８％（８０ｇ）

キッピ　〔栃本〕　　　　　橘皮

キドミン輸液２００ｍＬ

ツムラ帰脾湯エキス顆粒（６５）

キプレス錠１０ｍｇ
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ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（７７）

太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒（ＴＭ‐２３０）

球形吸着炭細粒「マイラン」（２ｇ／包）(クレメジン)

キュバール【５０】エアゾール

キュビシン静注用３５０ｍｇ

キョウカツ　〔栃本〕　　　キョウ活

キョウニン　〔栃本〕　　　杏仁

キロサイド注【２０ｍｇ】（１ｍＬ）

キロサイド注【２００ｍｇ】（１０ｍＬ）

キロサイドＮ注【１ｇ】（５０ｍＬ）

キンギンカ　〔栃本〕　　　金銀花

キンダベート軟膏０．０５％（５ｇ）

キンダリー透析剤【4Ｅ】

キンダリー透析剤【ＡＦ３号】（６Ｌ）

キンダリー透析剤【ＡＦ4号】

クアトロバック皮下注シリンジ（公費）

クアトロバック皮下注シリンジ（自費）

クエチアピン【細粒】５０％「アメル」（500mg/g）（ｾﾛｸｴﾙ）

クエチアピン【錠】【２５ｍｇ】「明治」(セロクエル)

クエチアピン【錠】【１００ｍｇ】「アメル」（セロクエル）

クエチアピン【錠】【２００ｍｇ】「アメル」（セロクエル）

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」(フェロミア)

クコシ　〔栃本〕　　　　　枸杞子

クジン　〔栃本〕　　　　　苦参

コタロー九味檳榔湯エキス細粒（Ｎ３１１）

グラニセトロン静注液【１ｍｇ】「アイロム」（１ｍＬ）(ｶｲﾄﾘﾙ)

グラニセトロン静注液【３ｍｇ】「アイロム」（３ｍＬ）(ｶｲﾄﾘﾙ)
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グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」

クラバモックス小児用配合ドライシロップ（０．５０５ｇ／包）

クラビット【点眼液】０．５％（５ｍＬ）

クラフォラン注射用【０．５ｇ】

クラフォラン注射用【１ｇ】

グラマリール【細粒】１０％（１００ｍｇ／ｇ）

グラマリール【錠】２５ｍｇ

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ【錠】【５０ｍｇ】小児用「EMEC」(ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ、ｸﾗﾘｽ)

クラリスロマイシン【錠】【２００mg】「EMEC」(ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ、ｸﾗﾘｽ)

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ【DS】10%小児用「EMEC」(100mg／ｇ)(ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ、ｸﾗﾘｽ)

グランシリンジＭ【３００μｇ】（０．７ｍＬ）

グランダキシン【錠】５０ｍｇ

グリセリン「マルイシ」（５００ｍＬ）

グリセリン浣腸「ムネ」【１２０ｍＬ】

グリセリン浣腸「ムネ」【３０ｍＬ】

グリセリン浣腸「ムネ」【６０ｍＬ】

グリセレブ配合点滴静注（2００ｍＬ）（グリセオール）

グリベック錠１００ｍｇ

グリミクロン錠４０ｍｇ

グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」(アマリール)

クリンダマイシンリン酸エステル注射液【６００ｍｇ】「NP」（４ｍＬ）(ダラシンＳ)

グルアセト３５注５００ｍＬ(フィジオ35)

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ（溶解液１ｍＬ付）

グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ

グルトパ注６００万国際単位（溶解液10ｍＬ付）

グルファスト錠５ｍｇ

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ（０．２ｍＬ）
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クロピドグレル錠75mg「SANIK」

献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ（溶解液５０ｍＬ付）

クロマイ腟錠１００ｍｇ

ケイガイ　〔栃本〕　　　　荊芥

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（５０）

コタロー桂枝加芍薬湯エキス細粒（Ｎ６０）

コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒（Ｎ１８）

クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒

コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒（Ｎ２５）

ケイセントラ静注用【５００国際単位】（溶解液２０ｍＬ付）

ケイセントラ静注用【１０００国際単位】（溶解液４０ｍＬ付）

ケイツーＮ静注１０ｍｇ（２ｍＬ）

ケイツーシロップ０．２％（２ｍｇ／1ｍＬ／包）

ケイヒ　〔栃本〕　　　　　桂皮

ツムラ啓脾湯エキス顆粒（１２８）

ケーサプライ錠６００ｍｇ(スローケー)

[要希釈]ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」（２０ｍＬ）

ケタスカプセル１０ｍｇ

ケタラール【静注用】２００ｍｇ（２０ｍＬ）

ケツメイシ　〔栃本〕　　　決明子

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」（７枚入）(ﾓｰﾗｽ)

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ

ケフレックス【シロップ用細粒】（２００ｍｇ／ｇ）

ケフレックスカプセル２５０ｍｇ

ゲーベンクリーム１％

ゲムシタビン点滴静注用【２００ｍｇ】「ヤクルト」(ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ)

ゲムシタビン点滴静注用【１ｇ】「ヤクルト」(ジェムザール)
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ケラチナミンコーワクリーム２０％（２５ｇ）

献血ヴェノグロブリンＩＨ【１０％】静注（５ｇ／５０ｍＬ）

ゲンジン　〔栃本〕　　　　玄参

ゲンタシン【軟膏】０．１％（１０ｇ）

ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩注射液60mg「日医工」（1.5mL）(ｹﾞﾝﾀｼﾝ)

コアテック注５ｍｇ（５ｍＬ）

コアベータ静注用１２．５ｍｇ

コウカ　〔栃本〕　　　　　紅花

コウジン　〔栃本〕　　　　紅参

コウジン末ＡＭ〔栃本〕　　紅参末

ツムラ香蘇散エキス顆粒（７０）

抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」（溶解液2mL付）

コウブシ　〔栃本〕　　　　香附子

コウベイ　〔栃本〕　　　　梗米

コウボク　〔栃本〕　　　　厚朴

コートリル錠１０ｍｇ

コートロシン【注射用】０．２５ｍｇ（溶解液２ｍＬ付）

ゴシツ　〔栃本〕　　　　　牛膝

コタロー五積散エキス細粒（Ｎ６３）

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（１０７）

ゴシュユ　〔栃本〕　　　　呉茱萸

コタロー呉茱萸湯エキス細粒（Ｎ３１）

コソプト配合点眼液（５ｍＬ）

ゴナックス皮下注用【８０ｍｇ】

ゴナックス皮下注用【１２０ｍｇ】

ゴボウシ　〔栃本〕　　　　牛蒡子

ゴミシ　〔栃本〕　　　　　五味子
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コムタン錠１００ｍｇ

コタロー五苓散料エキス細粒（Ｎ１７）

コントミン筋注２５ｍｇ（５ｍＬ）

コントミン糖衣錠【１２．５ｍｇ】

コントミン糖衣錠【２５ｍｇ】

コンドロイチン点眼液3％「日点」

コンプラビン配合錠

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット【ガーゼ型】(5.1cm×7.6cm)

ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ【ニューニット】（15.2cm×22.9ｃｍ）

ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ【綿型】（５．１ｃｍ×２．５ｃｍ）

サーバリックス（公費）

サーバリックス（自費）

サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ

ツムラ柴陥湯エキス顆粒（７３）

サイコ　〔栃本〕　　　　　柴胡

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（１２）

クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒

ザイザル【錠】５ｍｇ

サイシン　〔栃本〕　　　　細辛

サイプレジン１％点眼液（１０ｍＬ）

注射用サイメリン５０ｍｇ

クラシエ柴苓湯エキス細粒

サイレース錠【１ｍｇ】

サイレース錠【２ｍｇ】

サイレース静注２ｍｇ（１ｍＬ）

サインバルタカプセル２０ｍｇ

サヴィオゾール輸液５００ｍＬ(低分子デキストランL)
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酢酸「ニッコー」

ザジテン【ドライシロップ】０．１％（１ｍｇ／ｇ）

サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ2020ｍＬ(ｻﾌﾞﾗｯﾄﾞ、HF-ｿﾘﾀ)

サムスカ【顆粒】１％（１０ｍｇ／ｇ）

サムスカOD【錠】【７．５mg】

サムチレール内用懸濁液１５％（７５０ｍｇ／５ｍＬ）

サリチル酸ワセリン軟膏「東豊」【１０％】

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」(ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ)

酸化マグネシウム原末「マルイシ」

酸化マグネシウム錠【２５０ｍｇ】「ヨシダ」

酸化マグネシウム錠【３３０ｍｇ】「ヨシダ」

サンザシ　〔栃本〕　　　　山査子

サンシシ　〔栃本〕　　　　山梔子

サンシュユ　〔栃本〕　　　山茱萸

サンソウニン　〔栃本〕　　酸棗仁

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（１０３）（２．５ｇ／包）

サンドールＰ点眼液（５ｍＬ）(ミドリンＰ)

サンピロ点眼液【２％】（５ｍＬ）

サンヤク　〔栃本〕　　　　山薬

ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ（溶解液１０ｍＬ付）

シアノキット注射用5gセット(溶解液２００mＬ付)

ジーラスタ皮下注３．６mg(０．３６mL)

ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（９３）

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ

ジェービックV（日本脳炎）（公費）

ジェービックV（日本脳炎）（自費）

ジェニナック錠２００ｍｇ
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ジオウ　〔栃本〕　　　　　地黄

ジオトリフ錠【３０ｍｇ】

ジオトリフ錠【４０ｍｇ】

ツムラ四逆散エキス顆粒（３５）

ジギラノゲン注０．４ｍｇ（２ｍＬ）

ジクロフェナクNa【錠】２５ｍｇ「サワイ」（ボルタレン）

ジクロフェナクﾅﾄﾘｳﾑ坐剤【２５ｍｇ】「日医工」(ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ)

ジクロフェナクﾅﾄﾘｳﾑ坐剤【５０ｍｇ】「日医工」(ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ)

ツムラ四君子湯エキス顆粒（７５）

ジゴシン散０．１％（１ｍｇ／ｇ）

ジゴシン注０．２５ｍｇ（１ｍＬ）

ジコッピ　〔栃本〕　　　　地骨皮

シコン　〔栃本〕　　　　　紫根

シスプラチン注【１０ｍｇ】「日医工」（20mL）(ﾌﾞﾘﾌﾟﾗﾁﾝ、ﾗﾝﾀﾞ)

シスプラチン注【５０mg】「日医工」（100mL）(ﾌﾞﾘﾌﾟﾗﾁﾝ、ﾗﾝﾀﾞ)

ジスロマック【細粒】小児用１０％（１００ｍｇ／ｇ）

ジスロマック【錠】２５０ｍｇ

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ

シソシ　〔栃本〕　　　　　紫蘇子

ツムラ七物降下湯エキス顆粒（４６）

シツリシ　〔栃本〕　　　　シツ藜子

シテイ　〔栃本〕　　　　　柿蒂

シナール配合錠

シナジス筋注液【５０ｍｇ】（０．５ｍＬ）

シナジス筋注液【１００ｍｇ】（１ｍＬ）

ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」（１ｍＬ）

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」(セファドール)
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沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」（公費）

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」（自費）

ジプレキサ【ザイディス錠】【２．５ｍｇ】

ジプレキサ【ザイディス錠】【５ｍｇ】

ジプレキサ【ザイディス錠】【１０ｍｇ】

ジプレキサ【細粒】１％（１０ｍｇ／ｇ）

シプロキサン錠２００ｍｇ

シプロフロキサシン点滴静注液300mg「明治」(150mL)　(ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ)

シベノール静注７０ｍｇ（５ｍＬ）

シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」(シベノール)

コタロー四物湯エキス細粒（Ｎ７１）

ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（６４）

シャクヤク　〔栃本〕　　　芍薬

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒（２ｇ／包）

シャクヤク末　〔栃本〕　 　芍薬末

シャジン　〔栃本〕　　　　沙参

シャゼンシ　〔栃本〕　　　車前子

ジャディアンス錠１０ｍｇ

ジャヌビア錠５０ｍｇ

シュアポスト錠０．５ｍｇ

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（４８）（２．５ｇ／包）

重曹錠５００ｍｇ「マイラン」

ジュクジオウ　〔栃本〕　　熟地黄

シュクシャ　〔栃本〕　　　縮砂仁

ショウキョウ　〔栃本〕　　生姜

コタロー小建中湯エキス細粒（Ｎ９９）

コタロー小柴胡湯エキス細粒（Ｎ９）
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硝酸銀「ホエイ」

太虎堂の小青竜湯エキス顆粒（ＴＭ‐１９）

ショウバク　〔栃本〕　　　小麦

クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒

ツムラ消風散エキス顆粒（２２）

ショウマ　〔栃本〕　　　　升麻

[要希釈]大塚食塩注１０％（２０ｍＬ）

ジルチアゼム塩酸塩【Ｒカプセル】１００ｍｇ「ｻﾜｲ」(ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ)

ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」(ヘルベッサー)

シルニジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」（アテレック）

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」(プレタール)

シロドシンＯＤ錠4ｍｇ「ＥＥ」

シンイ　〔栃本〕　　　　　辛夷

シングレア【細粒】（４ｍｇ／包）

シングレア【チュアブル錠】５ｍｇ

人工涙液マイティア点眼液（５ｍＬ）

親水クリーム「ニッコー」

ツムラ参蘇飲エキス顆粒（６６）

シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」(リポバス)

シンビット静注用５０ｍｇ

コタロー神秘湯エキス細粒（Ｎ８５）

ツムラ真武湯エキス顆粒（３０）

シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター

新レシカルボン坐剤

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」（公費）

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」（自費）

スインプロイク錠０．２ｍｇ
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スープレン吸入麻酔液（２４０ｍＬ）

スキサメトニウム注１００ｍｇ「マルイシ」（５ｍＬ）

スコピゾル眼科用液（１５ｍＬ）

スタデルムクリーム５％（１０ｇ）

ステリクロンＷ液【０．０５％】（５００ｍＬ）(ヒビテン)

ステリクロンＷ液【０．５％】（５００ｍＬ）(ヒビテン)

硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」

スピオルトレスピマット（60吸入）

スピリーバ【吸入用カプセル】１８μｇ

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」(アルダクトンＡ)

ズファジラン筋注５ｍｇ（１ｍＬ）

ズファジラン錠１０ｍｇ

スポンゼル　

スルバシリン静注用【０．７５ｇ】(ユナシン－Ｓ)

スルバシリン静注用【１．５ｇ】(ユナシン－S)

スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」(ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ、ｱﾋﾞﾘｯﾄ、ﾐﾗﾄﾞｰﾙ)

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（１３６）

大塚生食注【２０ｍＬ】

生食溶解液【キット】Ｈ【５０ｍＬ】

生理食塩液ＰＬ「フソー」【５０ｍＬ】

大塚生食注【１００ｍＬ】

生食注【キット】「フソー」【１００ｍＬ】

大塚生食注【２５０ｍＬ】

テルモ生食【５００ｍＬ】

大塚生食注【５００ｍＬ】【細口開栓】

大塚生食注【１Ｌ】【細口開栓】

テルモ生食【１Ｌ】
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カーミパック生理食塩液Ｌ【１３００ｍＬ】

生理食塩液ＰＬ「フソー」【２Ｌ】

生食注【シリンジ】【50mL】「ニプロ」

生食注【シリンジ】「ＮＰ」【１０ｍL】

ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（１１１）

ツムラ清肺湯エキス顆粒（９０）

ゼチーア錠１０ｍｇ

セッコウ　〔栃本〕　　　　石膏

セパゾン【錠】【１ｍｇ】

セパゾン【錠】【２ｍｇ】

セパミットｰR細粒２％(０．５g/包)

セファゾリンナトリウム注射用【０．５ｇ】「日医工」(ｾﾌｧﾒｼﾞﾝ)

セファゾリンナトリウム注射用【１ｇ】「日医工」(ｾﾌｧﾒｼﾞﾝ)

セフォチアム塩酸塩静注用【0.5ｇ】「日医工」(ﾊﾛｽﾎﾟｱ、ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ)

セフォチアム塩酸塩静注用【１ｇ】「日医工」(ﾊﾛｽﾎﾟｱ、ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ)

セフカペンピボキシル塩酸塩【錠】１００ｍｇ「サワイ」(ﾌﾛﾓｯｸｽ)

セフジニル【カプセル】１００ｍｇ「日医工」(セフゾン)

セフジニル【細粒】１０％小児用「日医工」（100mg/g）(ｾﾌｿﾞﾝ)

セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」(モダシン)

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」(ロセフィン)

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」(セフメタゾン)

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(２５０ｍＬ)(セボフレン)

セララ錠２５ｍｇ

セルシン錠【２ｍｇ】

セルシン錠【５ｍｇ】

セルシン注射液１０ｍｇ（２ｍＬ）

セルタッチパップ７０
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セレキノン錠１００ｍｇ

セレクトール錠２００ｍｇ

セレコックス錠１００ｍｇ

セレスタミン配合錠

セレニカＲ顆粒４０％（４００ｍｇ／ｇ）

セレネース【細粒】１％（１０ｍｇ／ｇ）

セレネース【錠】【０．７５ｍｇ】

セロケン錠２０ｍｇ

センキュウ　〔栃本〕　　　川キュウ

ゼンコ　〔栃本〕　　　　　前胡

センタイ　〔栃本〕　　　　蝉退

センナ　〔栃本〕　　　　　番瀉葉

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」(プルゼニド)

ソウジュツ　〔栃本〕　　　蒼朮

ソウハクヒ　〔栃本〕　　　桑白皮

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（５３）

ソセゴン注射液【１５ｍｇ】（１ｍＬ）

ソナゾイド注射用１６μＬ（溶解液２ｍＬ付）

ゾピクロン錠7.5ｍｇ「サワイ」

ゾビラックス【眼軟膏】３％（５ｇ）

ソフティア点眼液０．０２％（５ｍＬ）(サンコバ)

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ

ソボク　〔栃本〕　　　　　蘇木

ソヨウ　〔栃本〕　　　　　蘇葉

ゾラデックス【３．６ｍｇ】デポ

ゾラデックスＬＡ【１０．８ｍｇ】デポ
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ソラナックス０．４ｍｇ錠

ソリタ－Ｔ配合顆粒【２号】（４ｇ／包）

ソリタ－Ｔ配合顆粒【３号】（４ｇ／包）

ソリューゲン【Ｆ】注５００ｍＬ(ヴィーンＦ)

ソリューゲン【Ｇ】注５００ｍＬ(ヴィーンＤ)

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ（溶解液２ｍＬ付）

ソルデム【１】輸液【２００ｍＬ】

ソルデム【１】輸液【５００ｍＬ】

ソルデム【２】輸液５００ｍＬ

ソルデム【３Ａ】輸液【２００ｍＬ】

ソルデム【３Ａ】輸液【５００ｍＬ】

ソルデム【３ＡＧ】輸液【２００ｍＬ】

ソルデム【３ＡＧ】輸液【５００ｍＬ】

ソルデム【６】輸液５００ｍＬ

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」(マイスリー)

注射用ソル・メルコート【４０mg】（溶解液1mL付）(ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ)

注射用ソル・メルコート【１２５mg】（溶解液2mL付）(ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ)

注射用ｿﾙ･メルコート【５００mg】（溶解液８ｍＬ付）(ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ)

ソルラクト輸液５００ｍＬ(ラクテック)

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ヤクルト」(ｿﾞﾒﾀ)

ダイアコート【クリーム】０．０５％（５ｇ）

ダイアコート【軟膏】０．０５％（５ｇ）

ダイアップ坐剤【４ｍｇ】

ダイアップ坐剤【６ｍｇ】

ダイアモックス錠２５０ｍｇ

ダイアモックス注射用５００ｍｇ

ダイオウ　〔栃本〕　　　　大黄
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ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（８４）

ダイオウ末　〔栃本〕　大黄末

ツムラ大建中湯エキス顆粒（１００）（２．５ｇ／包）

タイソウ　〔栃本〕　　　　大棗

ダイフクヒ　〔栃本〕　　　大腹皮

三和大防風湯エキス細粒

ダウノマイシン静注用２０ｍｇ

ダカルバジン注用１００ｍｇ

タクシャ　〔栃本〕　　　　沢瀉

タグリッソ錠80mg

タケキャブ錠【１０ｍｇ】

タコシール組織接着用シート（９．５ｃｍ×４．８ｃｍ）

タコシール組織接着用シート(ﾊｰﾌｻｲｽﾞ)

タゾピペ配合静注用【２．２５ｇ】「ファイザー」（ゾシン）

タゾピペ配合静注用【４．５ｇ】「ファイザー」（ゾシン）

タナドーパ顆粒７５％（７５０ｍｇ／ｇ）

タナトリル錠５ｍｇ

タフマックＥ配合カプセル

タプロス点眼液０．００１５％（２．５ｍＬ）

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」(ハルナール)

ダラシン【カプセル】150ｍｇ

ダラシンＴ【ゲル】１％（１０ｇ）

タリオン錠１０ｍｇ

タリビッド【眼軟膏】０．３％（３．５ｇ）

タリビッド【耳科用液】０．３％（５ｍＬ）

タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」(セレジスト)

ダルテパリンＮａ静注５千単位／５ｍＬ「ＨＫ」(フラグミン)
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ダルベポエチンアルファ注【30μg】シリンジ「KKF」

ダルベポエチンアルファ注【60μg】シリンジ「KKF」

炭酸水素Ｎａ静注１．２６％バッグ「フソー」（１０００ｍＬ）

炭酸水素ナトリウム「ヤマゼン」Ｍ

炭酸ランタンOD錠250mg「JG」

単シロップ（山善）

ダントリウムカプセル２５ｍｇ

ダントリウム静注用２０ｍｇ

タンニン酸アルブミン「シオエ」

タンボコール錠５０ｍｇ

ヂアミトール消毒用液【１０Ｗ／Ｖ％】（５００ｍＬ）

【０．０２５Ｗ／Ｖ％】ヂアミトール水（５００ｍＬ）

チクジョ　〔栃本〕　　　　竹ジョ

ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（９１）

チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」(パナルジン)

チザニジン錠１ｍｇ「日医工」(テルネリン)

チモ　〔栃本〕　　　　　　知母

チモプトール【ＸＥ点眼液】０．５％（２．５ｍＬ）

チャンピックス錠【０．５ｍｇ】

チャンピックス錠【１ｍｇ】

注射用水ＰＬ「フソー」【２０ｍＬ】

大塚蒸留水【１００ｍＬ】

大塚蒸留水【５００ｍＬ】

注射用水【５００ｍＬ】【広口開栓】

注射用水【１Ｌ】【広口開栓】

注射用水バッグ「フソー」【１Ｌ】

チョウジ　〔栃本〕　　　　丁子
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チョウトウコウ　〔栃本〕　釣藤鈎

ツムラ釣藤散エキス顆粒（４７）

チョレイ　〔栃本〕　　　　猪苓

コタロー猪苓湯エキス細粒（Ｎ４０）

チラーヂンＳ錠５０μｇ

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」(カルタン)

チンピ　〔栃本〕　　　　　陳皮

ツムラ通導散エキス顆粒（１０５）

一般診断用精製ツベルクリン(PPD)１人用0.25μg(溶解液0.5mL付)

ツルバダ配合錠

ティアバランス点眼液０．１％（５ｍＬ）(ヒアレイン)

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」(タゴシッド)

１％ディプリバン注－キット（５０ｍＬ）

低分子デキストランＬ注（２５０ｍＬ）

テオドール【錠】【１００ｍｇ】

テオドール【ドライシロップ】２０％（２００ｍｇ／ｇ）

デカドロン【エリキシル】０．０１％（０．１ｍｇ／ｍＬ）

デカドロン【錠】【０．５ｍｇ】

デカドロン【錠】【４ｍｇ】

デキサート注射液【１．６５ｍｇ】（０．５ｍＬ）(デカドロン)

デキサート注射液【６．６ｍｇ】（２ｍＬ）(デカドロン)

デキサメタゾン口腔用軟膏0.１%「ＮＫ」（５ｇ）(アフタゾロン)

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「NP」(ﾒｼﾞｺﾝ)

テグレトール【細粒】５０％（５００ｍｇ／ｇ）

テグレトール【錠】１００ｍｇ

テグレトール【錠】２００ｍｇ

デスモプレシン・【スプレー】【２．５】協和（５ｍＬ）
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テセントリク点滴静注【1200mg】

テタノブリン－ＩＨ静注２５０単位（３．４ｍＬ）

デタントール０．０１％【点眼液】（５ｍＬ）

デタントールＲ【錠】３ｍｇ

デトキソール静注液２ｇ（２０ｍＬ）

テトラミド錠【１０ｍｇ】

デノタスチュアブル配合錠

デパケン【Ｒ錠】【１００ｍｇ】

デパケン【Ｒ錠】【２００ｍｇ】

デパケン【細粒】４０％（４００ｍｇ／ｇ）

デパケン【錠】【２００ｍｇ】

テプレノン【カプセル】５０ｍｇ「日医工」(セルベックス)

テプレノン【細粒】１０％「日医工」（100mg/g）(ｾﾙﾍﾞｯｸｽ)

テモゾロミド錠【20mg】「NK」（テモダール）

テモゾロミド錠【100mg】「NK」（テモダール）

デュオトラバ配合点眼液（２．５ｍＬ）

テラ・コートリル軟膏（５ｇ）

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医工」（１０ｇ）(ﾗﾐｼｰﾙ)

テルフィス点滴静注（５００ｍＬ）(アミノレバン)

テルミサルタンＯＤ錠【２０ｍｇ】「サワイ」

テルミサルタンＯＤ錠【４０ｍｇ】「サワイ」

デルモベート【軟膏】０．０５％（５ｇ）

テンナンショウ　〔栃本〕　天南星

テンマ　〔栃本〕　　　　　天麻

テンモンドウ　〔栃本〕　　天門冬

トアラセット配合錠「日医工」（トラムセット）

大塚糖液【５％】【２０ｍＬ】
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大塚糖液【５％】【１００ｍＬ】

大塚糖液【５％】【２５０ｍＬ】

大塚糖液【５％】【５００ｍＬ】

大塚糖液【１０％】【２０ｍＬ】

大塚糖液【１０％】【５００ｍＬ】

大塚糖液【２０％】（２０ｍＬ）

ブドウ糖注５０％ＰＬ「フソー」（２０ｍＬ）

大塚糖液【５０％】【２００ｍＬ】

大塚糖液【５０％】【５００ｍＬ】

コタロー桃核承気湯エキス細粒（Ｎ６１）

トウガシ　〔栃本〕　　　　冬瓜子

トウキ　〔栃本〕　　　　　当帰

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（３８）

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒

トウニン　〔栃本〕　　　　桃仁

ドキサゾシン錠1mg「EMEC」(カルデナリン)

ドキソルビシン塩酸塩注射用【１０ｍｇ】「ＮＫ」(アドリアシン)

ドキソルビシン塩酸塩注射用【５０ｍｇ】「ＮＫ」(アドリアシン)

ドクカツ　〔栃本〕　　　　独活(唐)

トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注用【２０ｍｇ】「ﾔｸﾙﾄ」（１ｍＬ）（ﾀｷｿﾃｰﾙ）

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注用【８０ｍｇ】「ﾔｸﾙﾄ」（4ｍＬ）（ﾀｷｿﾃｰﾙ）

トチュウ　〔栃本〕　　　　杜仲

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠【３ｍｇ】「ＤＳＰ」(アリセプト)

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠【５ｍｇ】「ＤＳＰ」(アリセプト)

ドパコール配合錠Ｌ【５０ｍｇ】（ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ、ﾒﾈｼｯﾄ）

ドパコール配合錠Ｌ【１００ｍｇ】（ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ、ﾒﾈｼｯﾄ）
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ドパストン静注２５ｍｇ（１０ｍＬ）

ドパミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ｱｲﾛﾑ」（５ｍＬ）(ｲﾉﾊﾞﾝ)

トプシム【クリーム】０．０５％（５ｇ）

トプシム【軟膏】０．０５％（５ｇ）

トプシム【ローション】０．０５％（１０ｇ）

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ

ドブタミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「F」（５ｍＬ）(ﾄﾞﾌﾞﾄﾚｯｸｽ)

ドブポン注０．３％シリンジ（５０ｍＬ）(ﾄﾞﾌﾞﾄﾚｯｸｽ)

トブラシン注６０ｍｇ（１．５ｍＬ）

トフラニール錠【１０ｍｇ】

ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ（１０ｇ）

トライコア錠８０ｍｇ

トラクリア錠６２．５ｍｇ

トラスツズマブＢＳ点滴静注用【６０ｍｇ】「ＮＫ」（ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ）

トラスツズマブＢＳ点滴静注用【15０ｍｇ】「ＮＫ」（ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ）

トラゼンタ錠５ｍｇ

トラゾドン塩酸塩錠【５０ｍｇ】「アメル」（レスリン）

トラゾドン塩酸塩錠【２５ｍｇ】「アメル」（レスリン）

トラネキサム酸錠250mg「YD」(トランサミン)

トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」（１０ｍＬ）（トランサミン）

トラベルミン配合錠

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ

トラムセット配合錠

トランデート錠５０ｍｇ

トリクロリールシロップ１０％（１００ｍｇ／ｍＬ）

トリプタノール錠【１０ｍｇ】

トリプタノール錠【２５ｍｇ】
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トルリシティ皮下注0.75mgアテオス

トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ

トレーランＧ液【５０ｇ】

トレーランＧ液【７５ｇ】

トレシーバ注フレックスタッチ（３００単位／３ｍＬ）

トレドミン錠２５ｍｇ

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２

トレリーフOD錠２５ｍｇ

ドロレプタン注射液２５ｍｇ（１０ｍＬ）

トロンビン経口・局所用液５千単位「Ｆ」（５ｍＬ）

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」(ナウゼリン)

ナイキサン錠１００ｍｇ

ナイロジン注（１０ｍＬ）(ネオラミン・スリービー)

ナウゼリン【坐剤】【１０ｍｇ】

ナウゼリン【坐剤】【６０ｍｇ】

ナウゼリン【ドライシロップ】１％（１０ｍｇ／ｇ）

ナゾネックス点鼻液５０μｇ（５６噴霧用）

ナトリックス錠１ｍｇ

ナパゲルンローション３％（５０ｍＬ）

注射用ナファタット【１０ｍｇ】(フサン)

注射用ナファタット【５０ｍｇ】(フサン)

ナフトピジルＯＤ錠【２５ｍｇ】「フソー」（フリバス）

ナフトピジルＯＤ錠【７５ｍｇ】「フソー」（フリバス）

ナルサス錠【２ｍｇ】

ナルサス錠【６ｍｇ】

ナルラピド錠【１ｍｇ】

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」（１ｍＬ）
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ニカルジピン塩酸塩注射液【２ｍｇ】「ｻﾜｲ」（２mL）(ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ)

ニカルジピン塩酸塩注射液【１０mg】「ｻﾜｲ」（10mL）(ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ)

ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」(シグマート)

ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「日医工」(シグマート)

ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」(サアミオン)

ニゾラール【ローション】２％（１０ｇ）

ニトプロ持続静注液６ｍｇ（２ｍＬ）

ニトラゼパム錠【１０ｍｇ】「ＪＧ」(ベンザリン、ネルボン)

ニトラゼパム錠【５ｍｇ】「ＪＧ」（ベンザリン、ネルボン）

ニトロール【Ｒカプセル】２０ｍｇ

ニトロール【スプレー】１．２５ｍｇ（１０ｇ）

ニトロール注【５ｍｇ】シリンジ（１０ｍＬ）

ニトロール点滴静注【１００ｍｇ】バッグ（２００ｍＬ）

ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ／１００ｍＬ「TE」(ミオコール)

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」(アダラートＣＲ)

ニフェジピンカプセル【5mg】「サワイ」(アダラート)

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」（Ｇ）

乳糖「ホエイ」

ニュープロパッチ【４．５ｍｇ】

ニュープロパッチ【９ｍｇ】

ニュープロパッチ【１３．５ｍｇ】

ニューモバックスＮＰ（０．５ｍＬ）

ニューモバックスＮＰ（０．５ｍＬ）（公費）

ニューモバックスＮＰ（０．５ｍＬ）（自費）

ニンジン　〔栃本〕　　　　人参

コタロー人参湯エキス細粒（Ｎ３２）
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ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（１０８）

ニンドウ　〔栃本〕　　　　忍冬

ネオーラル【カプセル】【２５ｍｇ】

ネオーラル【カプセル】【５０ｍｇ】

ネオシネジンコーワ５％点眼液（１０ｍＬ）

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ（１ｍＬ）

ネオステリングリーンうがい液０．２％（４０ｍＬ）

ネオファーゲンＣ配合錠

ネオフィリン注２５０ｍｇ（１０ｍＬ）

ネオヨジン【スクラブ】７．５％（５００ｍＬ）(イソジン)

ネキシウムカプセル【２０ｍｇ】

ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％（５ｇ）

ネリプロクト【坐剤】

ノイキノン錠１０ｍｇ

ノイトロジン注【１００μｇ】（溶解液１ｍＬ付）

ノイトロジン注【２５０μｇ】（溶解液１ｍＬ付）

ノイロトロピン錠４単位

ノイロトロピン注射液３．６単位（３ｍＬ）

ノービア錠１００ｍｇ

ノーベルバール静注用２５０ｍｇ

ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ（２ｍＬ）

ノバミン錠５ｍｇ

ノバントロン注【２０ｍｇ】（１０ｍＬ）

ノボラピッド【注】フレックス【タッチ】（３００単位／３ｍＬ）

ノボリン【３０Ｒ注】フレックスペン（３００単位／３ｍＬ）

ノルアドリナリン注１ｍｇ（１ｍＬ）

献血ノンスロン５００単位注射用（溶解液１０ｍＬ付）
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パーサビブ静注透析用２．５ｍｇ（２ｍＬ）

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ｍｇ

バイアスピリン錠１００ｍｇ

ハイカリック【ＲＦ】輸液５００ｍＬ

ハイカリック液－【１号】７００ｍＬ

ハイカリック液－【２号】７００ｍＬ

ハイドレアカプセル５００ｍｇ

水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ（２ｍＬ）

コタロー排膿散及湯エキス細粒（Ｎ１２２）

ハイポエタノール液２％「ニッコー」（５００ｍＬ）

バイモ　〔栃本〕　　　　　貝母

パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ

バクガ　〔栃本〕　　　　　麦芽

バクタ配合【顆粒】

バクタ配合【錠】

バクトラミン注（５ｍＬ）

バクトロバン鼻腔用軟膏２％（３ｇ）

バクモンドウ　〔栃本〕　　麦門冬

コタロー麦門冬湯エキス細粒（Ｎ２９）

パクリタキセル注【３０ｍｇ／５ｍＬ】「ＮＫ」(ﾀｷｿｰﾙ)

パクリタキセル注【１００ｍｇ／１６．７ｍＬ】「ＮＫ」(ﾀｷｿｰﾙ)

パシーフカプセル【３０ｍｇ】

はしか生ワクチン「北里第一三共」(１人分)(溶解液０．７ｍＬ付)

はしか生ﾜｸﾁﾝ「北里第一三共」(１人分)(溶解液0.7mL付)(自費)

沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」（０．５ｍＬ）（公費）

沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」（０．５ｍＬ）（自費）

パタノール点眼液０．１％（５ｍＬ）
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コタロー八味丸料エキス細粒（Ｎ７）

ハッカ　〔栃本〕　　　　　薄荷

ハッカ【水】「ケンエー」（５００ｍＬ）

ハッカ【油】「日医工」（２5ｍＬ）

パッチテスト試薬金属セット

バファリン配合錠Ａ３３０ｍｇ

ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ｣（１００ｍＬ）

パム静注５００ｍｇ（２０ｍL)

バラシクロビル【顆粒】５０％(500mg/g)「日医工」(ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ)

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ファイザー」(バルトレックス)

バリキサ錠４５０ｍｇ

ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ（２４ｍＬ）(ファンギゾン)

バリトゲンＨＤ

バルギン消泡内用液２％（３００ｍＬ）(ガスコン)

バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」(ディオバン)

パルミコート【２００μｇ】【タービュヘイラー】（１１２吸入）

バレリンシロップ５％（５０ｍｇ／ｍＬ）（デパケン）

パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」（パキシル）

バロス発泡顆粒－Ｓ（３．５ｇ／包）

ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」

ハンゲ　〔栃本〕　　　　　半夏

コタロー半夏厚朴湯エキス細粒（Ｎ１６）

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（３７）

塩酸バンコマイシン【散】０．５ｇ「ＭＥＥＫ」

点滴静注用バンコマイシン０．５ｇ「ＭＥＥＫ」　

パントール注射液５００ｍｇ（２ｍＬ）
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パントシン【散】２０％（２００ｍｇ／ｇ）

調剤用パンビタン末

ハンプ注射用１０００μｇ

ピアーレシロップ６５％（６５０ｍｇ／ｍＬ）(モニラック)

ピーエイ配合錠(ＰＬ)

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液【２０ｍＬ】

ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％

乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）（公費）

乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）（自費）

ビーソフテン外用スプレー０．３％（１００ｇ）

ビーフリード輸液５００ｍＬ

ビームゲン注【０．５ｍＬ】

ビームゲン注【０．５ｍＬ】（自費）

ヒーロン０．６眼粘弾剤【１％】（０．６ｍＬ）

ヒーロン【Ｖ】０．６眼粘弾剤【２．３％】（０．６ｍＬ）

ビオチン散０．２％「ホエイ」（２ｍｇ／ｇ）

ビオフェルミン【Ｒ】【散】

ビオフェルミン【Ｒ】【錠】

ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」(カソデックス)

ビクシリン注射用【０．２５ｇ】

ビクシリン注射用【１ｇ】

ビクトーザ皮下注（１８ｍｇ／３ｍＬ）

ビクロックス錠２００ｍｇ(ゾビラックス)

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」（10mL）(ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ)

ビジパーク３２０注【５０ｍＬ】

ビジパーク３２０注【１００ｍＬ】

ピシバニール注射用【５ＫＥ】（溶解液２ｍＬ付）
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ヒシファーゲンＣ注（２０ｍＬ）(グルコリンＳ)

ビ・シフロール錠【０．５ｍｇ】

ビスコート０．５眼粘弾剤（０．５ｍＬ）

ビスダイン静注用１５ｍｇ

ビスラーゼ注射液１０ｍｇ（１ｍＬ）

ビソノテープ【2ｍｇ】

ビソノテープ【４ｍｇ】

ビソプロロールフマル酸塩錠【０．６２５ｍｇ】「ｻﾜｲ」(ﾒｲﾝﾃｰﾄ)

ビソプロロールフマル酸塩錠【２．５ｍｇ】「トーワ」(ﾒｲﾝﾃｰﾄ)

ビソルボン【錠】４ｍｇ

ビダーザ注射用１００ｍｇ

ビタジェクト注キット（Ａ液５ｍＬ　Ｂ液５ｍＬ）（１０ｍＬ）

ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「明治」（リバロ）

ビタファントＦ錠２５ｍｇ（アリナミン）

ビタファント注５０ｍｇ（２０ｍＬ）(アリナミンF)

ビタミンＣ注「フソー」－５００ｍｇ（２ｍＬ）

ビタメジン配合カプセルＢ２５

ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」（２ｇ）(アラセナ－Ａ)

ピドキサール錠１０ｍｇ

ピドキサール注１０ｍｇ（１ｍＬ）

ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」（溶解液１ｍＬ付）

ピトレシン注射液２０単位（１ｍＬ）

ピノルビン注射用１０ｍｇ

ビブラマイシン錠100ｍｇ

ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」(ペントシリン)

ビペリデン塩酸塩散１％「ヨシトミ」(アキネトン)

ヒベルナ散１０％（１００ｍｇ／ｇ）
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ビムパット錠50mg

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」(アカルディ)

ビャクシ　〔栃本〕　　　　白シ

ビャクジュツ　〔栃本〕　　白朮

コタロー白虎加人参湯エキス細粒（Ｎ３４）

ヒューマリン【Ｒ】注１００単位／ｍＬ（１０ｍＬ）

ヒューマリン【Ｎ】注１００単位／ｍＬ（１０ｍＬ）

ヒューマログ注ミリオペン（３００単位／３ｍＬ）

ビラノア錠20ｍｇ

ピラマイド原末

ビリスコピン点滴静注５０（１００ｍＬ）

ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「タナベ」(サンリズム)

ヒルドイドソフト【軟膏】０．３％（２５ｇ）

ヒルドイド【ローション】０．３％（５０ｇ）

ヒルナミン【細粒】１０％（１００ｍｇ／ｇ）

ヒルナミン【錠】【５ｍｇ】

ヒルナミン【錠】【２５ｍｇ】

ヒルナミン【錠】【５０ｍｇ】

ピレチア錠５ｍｇ

ビワヨウ　〔栃本〕　　　　枇杷葉

ビンロウジ　〔栃本〕　　　檳榔子

ファーストシン静注用１ｇ

５－ＦＵ注【２５０ｍｇ】（５ｍＬ）

５－ＦＵ注【１０００ｍｇ】（２０ｍＬ）

ファモチジンＤ錠【１０ｍｇ】「ＥＭＥＣ」(ガスター)

ファモチジンＤ錠【２０ｍｇ】「ＥＭＥＣ」(ガスター)

ファモチジン注射用【１０ｍｇ】「サワイ」(ガスター)
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ファモチジン注射用【２０ｍｇ】「サワイ」(ガスター)

ファンガード点滴用５０ｍｇ

フィジオ１４０輸液５００ｍＬ

フィニバックス点滴静注用０．５ｇ

ブイフェンド２００ｍｇ静注用

ブイフェンド錠【２００ｍｇ】

フィブラストスプレー５００μｇ（溶解液５ｍＬ付）

フィブリノゲンHT静注用１ｇ「ＪＢ」（溶解液５０ｍＬ付）

フィブロガミンＰ静注用（溶解液４ｍＬ付）

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「Ｆ」（０．２５ｍＬ）（グラン）

注射用フィルデシン１ｍｇ

乾燥弱毒生風しんワクチン（溶解液０．７ｍＬ付）（公費）

乾燥弱毒生風しんワクチン（溶解液０．７ｍＬ付）（自費）

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」(アレグラ)

フェジン静注４０ｍｇ（２ｍＬ）

フェソロデックス筋注２５０ｍｇ（５ｍＬ）

フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」

フェノバール【散】１０％（１００ｍｇ／ｇ）

フェノバール【錠】３０ｍｇ

フェブリク錠【１０ｍｇ】

フェブリク錠【２０ｍｇ】

フェロミア顆粒８．３％（１００ｍｇ／１．２ｇ）

フェンタニルクエン酸塩1日用テープ【1mg】「第一三共」

フェンタニルクエン酸塩1日用テープ【2mg】「第一三共」

フェンタニルクエン酸塩1日用テープ【8mg】「第一三共」

フェンタニル注射液【０．２５ｍｇ】「ﾃﾙﾓ」（5mL）(ﾌｪﾝﾀﾆﾙ)

フェントステープ0.5mg
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フォシーガ錠５ｍｇ

フォリアミン錠５ｍｇ

複方ヨード・グリセリン「マルイシ」（５００ｍＬ）

ブクリョウ　〔栃本〕　　　茯苓

ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（１１６）

ブシラミン錠５０ｍｇ「トーワ」(リマチル)

ブスコパン錠１０ｍｇ

ブスコパン注２０ｍｇ（１ｍＬ）

ブデソニド吸入液0．25mg「武田テバ」

ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」

プラザキサカプセル【７５ｍｇ】

プラザキサカプセル【１１０ｍｇ】

フラジール【腟錠】２５０ｍｇ

フラジール【内服錠】２５０ｍｇ

プラノバール配合錠

プラバスタチンナトリウム塩錠【５ｍｇ】「ファイザー」(ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ)

フラビタン【錠】５ｍｇ

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ（１ｍＬ）

フランドルテープ４０ｍｇ

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」(オノン)

プリジスタナイーブ錠８００ｍｇ

プリズバインド静注液２．５ｇ（５０ｍL）

ブリディオン静注２００ｍｇ（２ｍＬ）

プリビナ液０．０５％

プリンペラン注射液１０ｍｇ（２ｍＬ）

フルイトラン錠２ｍｇ

フルオレサイト静注５００ｍｇ（５ｍＬ）
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フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」(ジフルカン)

フルタイド【１００】【ディスカス】（６０吸入）

フルタイド【２００】【ディスカス】（６０吸入）

フルダラ静注用５０ｍｇ

フルボキサミンﾏﾚｲﾝ酸塩錠２５ｍｇ「EMEC」(ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ、ﾙﾎﾞｯｸｽ)

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」（５ｍＬ）(アネキセート)

フルマリン静注用１ｇ

プレアミン－Ｐ注射液２００ｍＬ

ブレオ注射用１５ｍｇ

プレグランディン腟坐剤１ｍｇ

プレセデックス静注液２００μｇシリンジ「ﾌｧｲｻﾞｰ」（５０ｍＬ）

ブレディニン錠５０ｍｇ

プレドニゾロン【錠】【１ｍｇ】（旭化成）

水溶性プレドニン【１０ｍｇ】

水溶性プレドニン【２０ｍｇ】

プレドニン【錠】【５ｍｇ】

ブレビブロック注１００ｍｇ（１０ｍＬ）

プレベナー１３水性懸濁注（公費）

プレベナー１３水性懸濁注（自費）

プレミネント配合錠【ＬＤ】

プログラフ【カプセル】【０．５ｍｇ】

プログラフ【カプセル】【１ｍｇ】

プロジフ静注液２００ｍｇ（２．５ｍＬ）

プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」

プロスタンディン注射用２０μｇ

プロスタンディン軟膏０．００３％（１０ｇ）

フロセミド【細粒】４％（４０ｍｇ／ｇ）「EMEC」（ラシックス）
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フロセミド【錠】【２０ｍｇ】「NP」（ラシックス）

フロセミド【錠】【４０ｍｇ】「NP」（ラシックス）

フロセミド注２０ｍｇ「トーワ」（２ｍＬ）(ラシックス)

プロタノールＬ注０．２ｍｇ（１ｍＬ）

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」（１０ｍＬ）

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」(レンドルミン)

プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ「ｻﾜｲ」（１ｍＬ）(ﾋﾙﾄﾆﾝ)

プロテカジン錠５ｍｇ

プロナーゼＭＳ（０．５ｇ／包）

ブロナック点眼液０．１％（５ｍＬ）

プロパジール錠５０ｍｇ

プロペト

フロベン顆粒８％（８０ｍｇ／ｇ）

プロポフォール静注1%【２００ｍｇ】「FK」（20mL）(ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ)

プロポフォール静注1%【５００ｍｇ】「FK」（50mL）(ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ)

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「ﾀｲﾖｰ」(45mL)(ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ)

ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「ﾀｲﾖｰ」(2mL)(ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ)

ブロメライン軟膏５万単位／ｇ（２０ｇ）

フロリードゲル経口用２％（５ｇ）

フロリネフ錠０．１ｍｇ

コタロー平胃散エキス細粒（Ｎ７９）

ベオーバ錠50mg

ベガモックス点眼液０．５％（５ｍＬ）

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ（５ｍＬ）

ベサコリン散５％（５０ｍｇ／ｇ）

ベシケア錠【５ｍｇ】

ベストロン【耳鼻科用】１％（溶解液５ｍＬ付）
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ベストロン【点眼用】０．５％（溶解液５ｍＬ付）

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(メリスロン)

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」(リンデロン)

ペチロルファン注射液（１ｍＬ）

ベッコウ　〔栃本〕　　　　別甲

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」(コニール)

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位

献血ベニロン－Ｉ静注用【５００ｍｇ】（溶解液１０ｍＬ付）

献血ベニロン－Ｉ静注用【２５００ｍｇ】（溶解液５０ｍＬ付）

ベノキシール点眼液０．４％（５ｍＬ）

ヘパフィルド透析用２５０単位／ｍＬシリンジ（２０ｍＬ）

ヘパフラッシュ【10単位/mL】シリンジ10mL

ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サワイ」

ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」

ヘパリンNaロック用【100単位/mL】シリンジ「ｵｰﾂｶ」10mL

ベプシドカプセル２５ｍｇ

ヘブスブリンⅠＨ静注１０００単位（５ｍＬ）

ベムリディ錠２５ｍｇ

ヘモレックス軟膏（２ｇ）(プロクトセディル)

ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「JG」（ワソラン）

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」(ドルナー、プロサイリン)

ペリアクチン【散】１％（１０ｍｇ／ｇ）

ペリアクチン【シロップ】０．０４％（０．４ｍｇ／ｍＬ）

ベリチーム配合顆粒

ベリプラストＰコンビセット組織接着用【１ｍＬ】

ベリプラストＰコンビセット組織接着用【３ｍＬ】

ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワイ」(コバシル)
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ベルケイド注射用３ｍｇ

ベルソムラ錠１５ｍｇ

ペロスピロン塩酸塩錠【４ｍｇ】「アメル」（ルーラン）

ペロスピロン塩酸塩錠【８ｍｇ】「アメル」（ルーラン）

ベンザリン細粒１％（１０ｍｇ／ｇ）

ペンタサ顆粒９４％（１．０６ｇ／包）

ボアラ軟膏０．１２％（５ｇ）

ボウイ　〔栃本〕　　　　　防已

コタロー防已黄耆湯エキス細粒（Ｎ２０）

ボウコン　〔栃本〕　　　　茅根

ボウショウ(硫酸Ｍｇ)　　　芒硝

ボウショウ(硫酸Mg)末　　芒硝末

ボウフウ　〔栃本〕　　　　防風

コタロー防風通聖散エキス細粒（Ｎ６２）

ホウブシ　〔栃本〕　　　　附子(炮)

小太郎漢方の炮附子末（ＡＰ６１）

ボースデル内用液１０ｍｇ（２５０ｍＬ）

ホクナリン【テープ】【０．５ｍｇ】

ホクナリン【テープ】【１ｍｇ】

ホクナリン【テープ】【２ｍｇ】

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「日医工」（ベイスン）

ホストイン静注７５０ｍｇ（１０ｍＬ）

ホスミシン【ドライシロップ】（４００ｍｇ／ｇ）

ボスミン外用液０．１％（１００ｍＬ）

ボスミン注１ｍｇ（１ｍＬ）

ボタンピ　〔栃本〕　　　　牡丹皮

コタロー補中益気湯エキス細粒（Ｎ４１）（４ｇ／包）
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ボトックス注用【５０単位】

ポビドンヨードガーグル７％「日医工」（３０ｍＬ）(イソジン)

ポビドンヨード【外用液】10%「明治」（２５０ｍＬ）（イソジン

ポビドンヨード【ゲル】１０％「明治」【４ｇ】（イソジン）

ポビドンヨード【ゲル】１０％「明治」【９０ｇ】（イソジン）

ホメピゾール点滴静注1.5ｇ「タケダ」（1.5ｍＬ）

ポラプレジンクＯＤ【錠】７５ｍｇ「サワイ」(プロマック)

ポララミン錠２ｍｇ

ポララミン注５ｍｇ（１ｍＬ）

ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙCa細粒83.3%「日医工」（0.6g/包）(ｺﾛﾈﾙ、ﾎﾟﾘﾌﾙ)

ホリゾン散１％（１０ｍｇ／ｇ）

硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファイザー」

ボルタレンゲル１％（２５ｇ）

ボルベン輸液６％（５００ｍＬ）

ボレイ　〔栃本〕　　　　　牡蛎

マーカイン【注脊麻用】０．５％【高比重】（４ｍＬ）

マーカイン【注脊麻用】０．５％【等比重】（４ｍＬ）

マーズレンＳ配合顆粒

マイザー軟膏０．０５％（５ｇ）

マイスタン【細粒】１％（１０ｍｇ／ｇ）

マイスタン【錠】５ｍｇ

マイトマイシン注用【２ｍｇ】

マイトマイシン注用【１０ｍｇ】

マオウ　〔栃本〕　　　　　麻黄

コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル（ＮＣ１２７）

注射用マキシピーム１ｇ

マキュエイド眼注用４０ｍｇ
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ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（５５）

コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒（Ｎ７８）

マグコロールＰ（５０ｇ／包）

マグセント注（１００ｍＬ）

マグネスコープ静注３８％シリンジ【１０ｍＬ】

マグネスコープ静注３８％シリンジ【１５ｍＬ】

マグネスコープ静注３８％シリンジ【２０ｍＬ】

静注用マグネゾール（２０ｍＬ）

マシニン　〔栃本〕　　　　麻子仁

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（１２６）（２．５ｇ／包）

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」（公費）

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」（自費）

マスキン【Ｒ】・エタノール液（0.5w/v%）（５００ｍＬ）(ﾋﾋﾞﾃﾝ)

マスキン【Ｗ】・エタノール液（0.5w/v%）（５００ｍＬ）(ﾋﾋﾞﾃﾝ)

マスブロン注１ｍｇ（１ｍＬ）

マドパー配合錠

乾燥まむし抗毒素“化血研”

マルトス輸液１０％５００ｍＬ

マルファ配合内服液

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」３００ｍＬ

ミオコールスプレー０．３ｍｇ（７．２ｇ）

ミグリトールOD錠５０ｍｇ「サワイ」（セイブル）

ミケラン【ＬＡ】【点眼液】２％（２．５ｍＬ）

小児用ミケラン【細粒】０．２％（２ｍｇ／ｇ）

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」（２ｍＬ）(ドルミカム)

ミドリンＭ点眼液０．４％（５ｍＬ）

ミニヘパ透析用１００単位／ｍＬシリンジ（２０ｍＬ）(ローヘパ)
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ミネラミック注（２ｍＬ）(エレメンミック、ミネラリン)

ミノサイクリン塩酸塩錠【５０ｍｇ】「サワイ」(ミノマイシン)

ミノサイクリン塩酸塩錠【１００ｍｇ】「サワイ」(ミノマイシン)

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」(ﾐﾉﾏｲｼﾝ)

ミノマイシン顆粒２％（２０ｍｇ／ｇ）

ミヤBM細粒

ミラクリッド注射液５万単位（１ｍＬ）

ミリステープ５ｍｇ

ミルセラ注シリンジ【５０μｇ】（０．３ｍＬ）

ミルセラ注シリンジ【１００μｇ】（０．３ｍＬ）

ミルセラ注シリンジ【１５０μｇ】（０．３ｍＬ）

ミルタザピン錠15mg「ケミファ」（レメロン）

ミルリーラ注射液１０ｍｇ（１０ｍＬ）

ミレーナ５２ｍｇ

ムコサールドライシロップ１．５％（15mg／g）（ムコソルバン）

無水エタノール「シオエ」（５００ｍＬ）

無水エタノール注「ファイザー」（５ｍＬ）

メイアクトＭＳ【小児用細粒】１０％（１００ｍｇ／ｇ）

メイラックス錠１ｍｇ

メイロン静注８．４％【２０ｍＬ】

メイロン静注８．４％【２５０ｍＬ】

メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ｢ＪＧ｣(メキシチール)

メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」（１ｍＬ）(メチコバール)

メサデルムクリーム０．１％（５ｇ）

メジコン配合【シロップ】

メスチノン錠６０ｍｇ

メソトレキセート錠２．５ｍｇ



52 / 58 ページ

採用医薬品一覧

注射用メソトレキセート【５ｍｇ】

注射用メソトレキセート【５０ｍｇ】

メソトレキセート点滴静注液【２００ｍｇ】（８ｍＬ）

メチコバール【細粒】０．１％（０．５ｇ／包）

メチコバール【錠】５００μｇ

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｆ」（メテルギン）

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注０．２ｍｇ「Ｆ」（１ｍＬ）

滅菌精製水「ケンエー」（５００ｍＬ）

メトグルコ錠２５０ｍｇ

メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」（プリンペラン）

メトリジンＤ錠２ｍｇ

メトレート錠２ｍｇ(リウマトレックス)

メプチン【エアー】【１０μｇ】吸入（１００回）

メプチン【顆粒】０．０１％（０．１ｍｇ／ｇ）

メプチン【吸入液ユニット】（０．３ｍＬ）　

メマリーＯＤ錠【５ｍｇ】

メマリーＯＤ錠【２０ｍｇ】 

メルカゾール錠５ｍｇ

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」　(メロペン)

モクツウ　〔栃本〕　　　　木通

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」(ガスモチン)

モッカ　〔栃本〕　　　　　木瓜

モッコウ　〔栃本〕　　　　木香

モビコール配合内用剤

モビプレップ配合内用剤

モルヒネ塩酸塩【錠】１０ｍｇ「ＤＳＰ」

モルヒネ塩酸塩水和物【原末】「タケダ」
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モルヒネ塩酸塩注射液【１０ｍｇ】「タケダ」（１ｍL）

モルヒネ塩酸塩注射液【５０ｍｇ】「タケダ」（５ｍL）

ヤクチ　〔栃本〕　　　　　益智仁

ヤクモソウ　〔栃本〕　　　益母草

薬用炭「日医工」

ユービット錠１００ｍｇ

ユーロジン２ｍｇ錠

ユベラ【Ｎカプセル】１００ｍｇ

ユベラ【錠】５０ｍｇ

ユリノーム錠５０ｍｇ

ヨウ化カリウム「ホエイ」

ヨウ化カリウム【丸】５０ｍｇ「日医工」

ヨウ素「コザカイ・Ｍ」

ヨクイニン　〔栃本〕　　　ヨク苡仁

ヨクイニンエキス【散】「コタロー」（Ｐ７２）

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（５２）

ツムラ抑肝散エキス顆粒（５４）（２．５ｇ／包）

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（８３）

ライゾデグ配合注フレックスタッチ

ラクトリンゲルＭ注「フソー」５００ｍＬ(ポタコールR)

ラコールＮＦ配合経腸用液（ミルクフレーバー）（２００ｍL）

ラスリテック点滴静注用【１．５ｍｇ】（溶解液２ｍＬ付）

ラスリテック点滴静注用【７．５ｍｇ】（溶解液５ｍＬ付）

ラックビー微粒Ｎ

ラニラピッド錠０．０５ｍｇ

ラピアクタ点滴静注液バイアル【１５０ｍｇ】（１５ｍＬ）

ラピアクタ点滴静注液バッグ【３００ｍｇ】（６０ｍＬ）
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ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」(パリエット)

ラボナール注射用０．３ｇ（溶解液１２ｍＬ付）

ラミクタール錠【２５ｍｇ】

ラミクタール錠【１００ｍｇ】

ランソプラゾールＯＤ錠【１５ｍｇ】「日医工」(タケプロン)

ランソプラゾールＯＤ錠【３０ｍｇ】「日医工」(タケプロン)

ランタス【ＸＲ注】ソロスター（４５０単位／１．５ｍＬ）

ランドセン【細粒】０．１％（１ｍｇ／ｇ）

ランドセン【錠】【０．５ｍｇ】

ランマーク皮下注１２０ｍｇ（１．７ｍＬ）

リアメット配合錠

リーゼ錠５ｍｇ

リーバクト配合顆粒（４．１５ｇ／包）

リーマス錠【１００ｍｇ】

リオレサール錠５ｍｇ

リキスミア皮下注（３００μｇ／３ｍＬ）

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ

リクラスト点滴静注液5mg

リコモジュリン点滴静注用１２８００単位

リザベン【カプセル】１００ｍｇ

リスペリドン【ＯＤ錠】【０．５ｍｇ】「アメル」（ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ）

リスペリドン【ＯＤ錠】【１ｍｇ】「サワイ」(リスパダール)

リスペリドン【ＯＤ錠】【２ｍｇ】「アメル」（リスパダール）

リスペリドン【細粒】１％「アメル」（１０ｍｇ／ｇ）(ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ)

リスペリドン【内用液】【０．５ｍｇ】分包「ﾌｧｲｻﾞｰ」(ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ)

リスペリドン【内用液】【１ｍｇ】分包「アメル」(ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ)

リスミー錠２ｍｇ
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リズミック錠１０ｍｇ

リスモダンＲ【錠】１５０ｍｇ

リツキシマブＢＳ点滴静注【１００ｍｇ】「ＫＨＫ」（ﾘﾂｷｻﾝ）

リツキシマブＢＳ点滴静注【5００ｍｇ】「ＫＨＫ」（ﾘﾂｷｻﾝ）

コタロー六君子湯エキス細粒（Ｎ４３）

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」（５ｍＬ）

リドカインテープ１８ｍｇ「YP」

リドカイン点滴静注液1％「タカタ」（200ｍL）

リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「日医工」（５ｍＬ）

リトドリン錠５ｍｇ「ＰＰ」(ウテメリン)

リドメックスコーワ【軟膏】０．３％（５ｇ）

リドメックスコーワ【ローション】０．３％（１０ｇ）

リノロサール注射液２ｍｇ（０．４％）（０．５ｍＬ）（ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ）

リパクレオンカプセル１５０ｍｇ

リピオドール４８０ｍｇ注１０ｍＬ

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」(リファジン)

リマプロストアルファデクス錠５μｇ｢ｻﾜｲ｣(ｵﾊﾟﾙﾓﾝ,ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ)

リュウガンニク　〔栃本〕　竜眼肉

リユウコツ　〔栃本〕　　　竜骨

硫酸マグネシウム水和物

[要希釈]硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ（２０ｍＬ）

リュウタン　〔栃本〕　　　竜胆

竜胆瀉肝湯エキス細粒（N76）

リュープリン【ＰＲＯ】注射用キット【２２．５ｍｇ】

リュープリンＳＲ注射用キット【１１．２５ｍｇ】

リュープロレリン酢酸塩注射用ｷｯﾄ【１．８８ｍｇ】「あすか」(リュープリン)

リュープロレリン酢酸塩注射用ｷｯﾄ【３．７５ｍｇ】「あすか」(リュープリン)
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リョウキョウ　〔栃本〕　　良姜

コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒（Ｎ３９）

リリカOD錠【２５ｍｇ】

リリカOD錠【７５ｍｇ】

リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」（リルテック）

リン酸コデイン散１％「ホエイ」（１０ｍｇ／ｇ）

リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」

[要希釈]リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ（２０ｍＬ）

リンゼス錠０．２５mg

眼・耳科用リンデロン【Ａ】【軟膏】（５ｇ）

リンデロン懸濁注２．５ｍｇ（０．５ｍＬ）

リンデロン【点眼・点耳・点鼻液】０．１％（５ｍＬ）

リンデロン－【ＶＧ】【軟膏】０．１２％（５ｇ）

リンデロン－ＶＧ【ローション】（１０ｍＬ）

ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ(0.165mL)

ルトラール錠２ｍｇ

ルネスタ錠【１ｍｇ】

ルパフィン錠10mg

ルプラック錠８ｍｇ

ルリコン【液】１％（１０ｍＬ）

ルリコン【クリーム】１％（１０ｇ）

ルリコン【軟膏】１％（１０ｇ）

レキソタン【錠】【２ｍｇ】

レキップ【ＣＲ】錠【２ｍｇ】

レキップ【ＣＲ】錠【８ｍｇ】

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ【LCa】【1.5】腹膜透析液【UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ】【1.5L】

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ【LCa】【1.5】腹膜透析液【UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ】【2L】
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ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ【LCa】【1.5】腹膜透析液【ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ機器専用】【5L】

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ【LCa】【1.5】腹膜透析液【ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ】【1.5L】

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ【LCa】【1.5】腹膜透析液【ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ】【2L】

レスタミンコーワ【クリーム】１％

レスタミンコーワ【錠】１０ｍｇ

レスピア静注・経口液６０ｍｇ（３ｍＬ）

レトロゾール錠２．５ｍｇ

レナデックス錠４ｍｇ

レバチオ錠２０ｍｇ

レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」(ムコスタ)

レブラミドカプセル５ｍｇ

レペタン注０．２ｍｇ（１ｍＬ）

レベミル注フレックスペン（３００単位／３ｍＬ）

レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」（５mL）(ﾘﾎﾞｽﾁﾝ)

レボノルゲストレル錠１．５ｍｇ「Ｆ」

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」（クラビット）

レボフロキサシン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ500㎎｢日医工P｣(100mL)(ｸﾗﾋﾞｯﾄ)

レボホリナート点滴静注用【１００ｍｇ】「ﾔｸﾙﾄ」（ｱｲｿﾎﾞﾘﾝ)

レボホリナート点滴静注用【２５ｍｇ】「ﾔｸﾙﾄ」（ｱｲｿﾎﾞﾘﾝ)

レミケード点滴静注用１００ｍｇ

レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」（アルチバ）

レメロン錠１５ｍｇ

レンギョウ　〔栃本〕　　　連翹

レンニク　〔栃本〕　　　　蓮肉

ロイケリン散１０％（１００ｍｇ／ｇ）

ロイコボリン注３ｍｇ（１ｍＬ）
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ロイナーゼ注用５０００単位

ロキソプロフェンﾅﾄﾘｳﾑ【細粒】10%「日医工」（100mg/g）(ﾛｷｿﾆﾝ)

ロキソプロフェンナトリウム【錠】６０ｍｇ「クニヒロ」(ﾛｷｿﾆﾝ)

クラシエ六味丸料エキス細粒

ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ「F」（５ｍＬ）(ｴｽﾗｯｸｽ)

ロコイド【クリーム】０．１％（５ｇ）

ロコイド【軟膏】０．１％（５ｇ）

ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」(ニューロタン)

ロスバスタチンOD錠２．５ｍｇ「サワイ」（クレストール）

ロゼウス静注液【１０ｍｇ】（１ｍＬ）（ナベルビン）

ロゼウス静注液【４０ｍｇ】（４ｍＬ）（ナベルビン）

ロゼレム錠８ｍｇ

ロピオン静注５０ｍｇ（５ｍＬ）

ロペミン小児用細粒０．０５％（０．５ｍｇ／ｇ）

ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」(ロペミン)

ロラピタ静注２ｍｇ

ワーファリン【顆粒】０．２％（２ｍｇ／ｇ）

ワーファリン【錠】【０．５ｍｇ】

ワーファリン【錠】【１ｍｇ】

ワイスタール配合静注用１ｇ(スルペラゾン)

ワイドシリン細粒20％（２００ｍｇ／ｇ）(ｻﾜｼﾘﾝ、ﾊﾟｾﾄｼﾝ)

ワイパックス錠【０．５ｍｇ】

ワイパックス錠【１．０ｍｇ】

ワコビタール坐剤１５ｍｇ　

ワソラン静注５ｍｇ（２ｍＬ）

ワントラム錠１００ｍｇ
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