
品　目　名 規　格 販売元名 分　類 採用区分
２５mgアリナミンＦ糖衣錠 25MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
ＡＴＰ腸溶錠２０mg「日医工」 20MG PTP 100T 日医工 内服薬
Ｄ－ソルビトール原末「マルイシ」 500G 丸石製薬 内服薬
ＥＰＬカプセル２５０mg　臨 250mg PTP 400CAP アルフレッサ 内服薬 臨時
Ｌ－メントール . 25G 健栄製薬 内服薬
ＭＳコンチン錠　３０mg 30MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
ＭＳコンチン錠１０mg 10MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
ＰＬ配合顆粒 １ g . 1GX100ﾎｳ 塩野義製薬 内服薬
アーチスト錠　２．５mg 臨 2.5MG PTP 100T 第一三共 内服薬 臨時
アーテン錠　２mg 2MG PTP 1000T ファイザー 内服薬
アイクルシグ錠１５mg 臨 15MG PTP 20T 大塚製薬 内服薬 臨時
アキネトン細粒１％ 1% ﾊﾞﾗ 100G 大日本住友 内服薬
アキネトン錠１mg 1MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
アグリリンカプセル０．５mg 0.5MG PTP 100CAP 武田薬品工業 内服薬
アコファイド錠１００mg 100MG PTP 100T アステラス 内服薬
アサコール錠４００mg 臨 400MG PTP 100T 協和キリン 内服薬 臨時
アザルフィジンＥＮ錠５００mg 臨 500MG PTP 100T あゆみ製薬 内服薬 臨時
アシクロビル錠２００mg「サワイ」 200MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
アジスロマイシン細粒小児用１０％ＪＧ 10% ﾊﾞﾗ 100G 日本ジェネリ 内服薬
アジスロマイシン錠２５０mg「ＪＧ」 250MG PTP 60T 日本ジェネリ 内服薬
アジルバ錠２０mg 20MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
アジルバ錠２０mg 20MG ﾊﾞﾗ 500T 武田薬品工業 内服薬
アジレクト錠１mg 臨 1MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬 臨時
アストミン錠１０mg 10MG PTP 100T オーファンパ 内服薬
アズノール錠２mg 臨 2MG PTP 100T 日本新薬 内服薬 臨時
アスパラ－ＣＡ錠　２００mg 200MG PTP 100T 田辺製薬販売 内服薬
アスパラカリウム散５０％ 臨 50% ﾊﾞﾗ 500G 田辺製薬販売 内服薬 臨時
アスパラカリウム錠３００mg 300MG PTP 100T 田辺製薬販売 内服薬
アスピリン原末「マルイシ」 500G 丸石製薬 内服薬
アスベリンドライシロップ２％ 2% ﾊﾞﾗ 500G 田辺製薬販売 内服薬
アセチルシステイン内用液１７．６％あ ２０ＭＬ 臨 17.6% 20MLX10 あゆみ製薬 内服薬 臨時
アセチルスピラマイシン錠１００㎎ 臨 100MG PTP 100T 協和キリン 内服薬 臨時
アセトアミノフェンＤＳ４０％「三和」 40% 100G 三和化学 内服薬
アゼルニジピン錠１６mg「日医工」 16MG PTP 100T 日医工 内服薬
アゾセミド錠３０mg「ＪＧ」 30MG PTP 100T 日本ジェネリ 内服薬
アゾセミド錠６０mg「ＪＧ」 60MG PTP 100T 日本ジェネリ 内服薬
アダプチノール錠５㎎ 5MG PTP 100T バイエル薬品 内服薬
アタラックス－Ｐカプセル２５㎎ 25MG PTP 100CAP ファイザー 内服薬
アテディオ配合錠 PTP 100T 持田製薬 内服薬
アテノロール錠２５mg「ＮｉｋＰ」 25MG PTP 100T 日医工 内服薬
アテノロール錠５０mg「ＮｉｋＰ」 50MG PTP 100T 日医工 内服薬
アデホスコーワ腸溶錠２０ 20MG PTP 100T 興和創薬 内服薬
アデムパス錠０．５mg 臨 0.5MG PTP 100T ＭＳＤ 内服薬 臨時
アデムパス錠２．５mg 臨 2.5MG PTP 100T ＭＳＤ 内服薬 臨時
アトーゼット配合錠ＨＤ 臨 PTP 100T バイエル薬品 内服薬 臨時
アドシルカ錠２０mg 20MG PTP 60T 日本新薬 内服薬
アドソルビン原末 ﾊﾞﾗ 500G アルフレッサ 内服薬
アドナ散１０％ 10% ﾊﾞﾗ 100G 田辺製薬販売 内服薬
アトルバスタチン錠１０mg「日医工」 10MG ﾊﾞﾗ 500T 日医工 内服薬
アトルバスタチン錠１０mg「日医工」 10MG PTP 100T 日医工 内服薬
アナストロゾール錠１mg「ＮＫ」 1MG PTP 30T 日本化薬 内服薬
アナフラニール錠１０㎎ 10MG PTP 300T アルフレッサ 内服薬
アナフラニール錠２５㎎　臨 25MG PTP 200T アルフレッサ 内服薬 臨時
アフィニトール錠２．５mg 臨 2.5MG PTP 30T ノバルティス 内服薬 臨時
アフィニトール錠５mg 臨 5MG PTP 30T ノバルティス 内服薬 臨時
アフィニトール分散錠２mg 臨 2MG PTP 30T ノバルティス 内服薬 臨時
アフィニトール分散錠３mg 臨 3MG PTP 30T ノバルティス 内服薬 臨時
アブストラル舌下錠１００ug 100UG SP 40T 協和キリン 内服薬
アプリンジン塩酸塩カプセル１０mgＮＰ　臨 10MG PTP 100CAP ニプロファマ 内服薬 臨時
アプリンジン塩酸塩カプセル２０mgＮＰ 20MG PTP 100CAP ニプロファマ 内服薬
アプレゾリン錠　１０㎎　臨 10MG PTP 1000T ノバルティス 内服薬 臨時
アプレピタントカプセル１２５mg　ＮＫ 125MG PTP 6CAP 日本化薬 内服薬
アプレピタントカプセル８０mg「ＮＫ」 80MG PTP 6CAP 日本化薬 内服薬
アヘンチンキ　１％ 1% 25ML 武田薬品工業 内服薬
アマリール１mg錠 臨 1MG PTP 100T サノフィ 内服薬 臨時
アマルエット配合錠４番「ニプロ」 PTP 100T ニプロファマ 内服薬
アマンタジン塩酸塩細粒１０％　サワイ 10% ﾊﾞﾗ 100G 沢井製薬 内服薬
アマンタジン塩酸塩錠５０mg「日医工」 50MG PTP 100T 日医工 内服薬
アミオダロン塩酸塩速崩錠５０mg　ＴＥ ｢TE｣50mg PTP  100T アステラス 内服薬
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品　目　名 規　格 販売元名 分　類 採用区分
アミティーザカプセル２４ug 24UG PTP 100CAP マイランＥＰ 内服薬
アミノバクト配合顆粒　４．７４ g 4.74GX84ﾎｳ 日医工 内服薬
アミノレバンＥＮ配合散（コーヒー味） 50GX21ﾎｳ 大塚製薬 内服薬
アミノレバンＥＮ配合散（フルーツ味） 50GX21ﾎｳ 大塚製薬 内服薬
アムノレイク錠２mg　臨 2MG PTP 10T 日本新薬 内服薬 臨時
アムバロ配合錠「サンド」 PTP 140T サンド 内服薬
アムロジピンＯＤ錠２．５mg「サワイ」 2.5mg ﾊﾞﾗ  500T 沢井製薬 内服薬
アムロジピンＯＤ錠２．５mg「サワイ」 2.5mg PTP  100T 沢井製薬 内服薬
アムロジピンＯＤ錠５mg「サワイ」 5MG PTP 140T 沢井製薬 内服薬
アムロジピンＯＤ錠５mg「サワイ」 5MG ﾊﾞﾗ 500T 沢井製薬 内服薬
アメジニウムメチル硫酸塩錠１０mg日医 10MG PTP 100T 日医工 内服薬
アメナリーフ錠２００mg 200MG PTP 14T マルホ 内服薬
アメパロモカプセル２５０mg 「臨」 250MG ﾊﾞﾗ 12CAP ファイザー 内服薬 臨時
アモキサン　カプセル　２５mg 25MG PTP 100CAP ファイザー 内服薬
アモキシシリンカプセル２５０mg日医工 250MG PTP 100CAP 日医工 内服薬
アルギＵ配合顆粒　臨 ﾊﾞﾗ 500G 味の素製薬 内服薬 臨時
アルケラン錠２mg 臨 2MG ﾊﾞﾗ 25T アスペン 内服薬 臨時
アルダクトンＡ細粒１０％ 10% ﾊﾞﾗ 100G ファイザー 内服薬
アルタットカプセル７５mg　臨 75mg PTP  100CAP 武田薬品工業 内服薬 臨時
アルドメット錠　２５０㎎ 250MG PTP 500T ミノファーゲ 内服薬
アルファカルシドールカプセル０．２５ 0.25UG PTP 100CAP 沢井製薬 内服薬
アルファカルシドールカプセル１ugサワ 1UG PTP 100CAP 沢井製薬 内服薬
アルファロール散１ug／ｇ 臨 1UG ﾊﾞﾗ 100G 中外製薬 内服薬 臨時
アルファロール内用液０．５ug／ＭＬ 0.5UG/ML 10ML 中外製薬 内服薬
アルプラゾラム錠０．４mg「サワイ」 0.4MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
アルロイドＧ内用液５％ ６００ＭＬ 5% 600MLX5 カイゲンファ 内服薬
アレセンサカプセル１５０mg 150MG PTP 28CAP 中外製薬 内服薬
アレビアチン散　１０％ 10% ﾊﾞﾗ 500G 大日本住友 内服薬
アレビアチン錠　１００mg 100MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
アレロックＯＤ錠５ 5MG PTP 100T 協和キリン 内服薬
アレンドロン酸錠３５mg「日医工」 35MG PTP 20T 日医工 内服薬
アロチノロール塩酸塩錠５mg「日医工」 5MG PTP 100T 日医工 内服薬
アロプリノール錠１００mg「日医工」 100MG PTP 100T 日医工 内服薬
アロマシン錠　２５mg 臨 25MG PTP 28T ファイザー 内服薬 臨時
アンコチル錠５００mg 臨 500MG PTP 100T 共和薬品工業 内服薬 臨時
アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ 45MG PTP 100CAP 沢井製薬 内服薬
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 ５００ＭＬ ｼﾖｳﾆﾖｳ0.3% 500ML 武田薬品工業 内服薬
アンブロキソール塩酸塩錠１５mgサワイ 15MG ﾊﾞﾗ 1000T 沢井製薬 内服薬
アンブロキソール塩酸塩錠１５mgサワイ 15MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
イーケプラドライシロップ５０％ 50% ﾊﾞﾗ 100G ユーシービー 内服薬
イーケプラ錠２５０mg 250MG PTP 100T ユーシービー 内服薬
イーケプラ錠５００mg 500MG PTP 100T ユーシービー 内服薬
イグザレルト錠１０mg 10MG PTP 100T バイエル薬品 内服薬
イグザレルト錠１５mg 15MG PTP 100T バイエル薬品 内服薬
イクスタンジ錠４０mg 臨 40MG PTP 56T アステラス 内服薬 臨時
イクスタンジ錠８０mg 80MG PTP 28T アステラス 内服薬
イコサペント酸エチル粒状カプ９００mg 900MG 84ﾎｳ 日医工 内服薬
イスコチン原末 臨 100 g アルフレッサ 内服薬 臨時
イスコチン錠　１００㎎ 100MG PTP 100T アルフレッサ 内服薬
イソバイドシロップ７０％ ５００ＭＬ 70% 500ML 日本新薬 内服薬
イソバイドシロップ７０％分包３０ＭＬ 70% 30MLX21ﾎｳ 日本新薬 内服薬
イトラコナゾール内用液１％ファイザー 1% 140ML ファイザー 内服薬
イトリゾールカプセル５０mg 50mg PTP 100CAP ヤンセンファ 内服薬
イニシンク配合錠 臨 PTP 100T 武田薬品工業 内服薬 臨時
イノベロン錠１００mg 臨 100MG PTP 100T エーザイ 内服薬 臨時
イノベロン錠２００mg 臨 200MG PTP 100T エーザイ 内服薬 臨時
イノラス配合経腸用液ヨーグルトフレー 臨 ﾖ-ｸﾞﾙﾄ 187.5MLX24 大塚製薬 内服薬 臨時
イフェクサーＳＲ　カプセル　７５mg 臨 75MG PTP 100CAP ファイザー 内服薬 臨時
イフェクサーＳＲ　カプセル３７．５mg 臨 37.5MG PTP 100CAP ファイザー 内服薬 臨時
イフェンプロジル酒石酸塩錠２０mg 20MG PTP 100T 日医工 内服薬
イブプロフェン錠１００mg「タイヨー」 100MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
イブランスカプセル１２５mg　臨 125MG PTP 21CAP ファイザー 内服薬 臨時
イブランスカプセル２５mg 臨 25MG PTP 50CAP ファイザー 内服薬 臨時
イマチニブ錠１００mg「ＮＫ」 100MG PTP 20T 日本化薬 内服薬
イミグラン錠　５０mg 50MG PTP 12T グラクソスミ 内服薬
イミダフェナシンＯＤ錠０．１mg　杏林 0.1MG PTP 100T 杏林製薬 内服薬
イミダプリル塩酸塩錠５mg　ファイザー 5MG PTP 100T ファイザー 内服薬
イムブルビカカプセル１４０mg 臨 140MG PTP 14CAP ヤンセンファ 内服薬 臨時
イムラン錠５０mg 50MG PTP 100T アスペン 内服薬
イリボーＯＤ錠２．５ug 2.5UG PTP 100T アステラス 内服薬
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品　目　名 規　格 販売元名 分　類 採用区分
イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」 臨 PTP 100T 大日本住友 内服薬 臨時
イルソグラジンマレイン酸塩錠４mg日医 4MG PTP 100T 日医工 内服薬
イルベサルタン錠１００mg「ＤＳＰＢ」 100MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
イルベサルタン錠５０mg「ＤＳＰＢ」 50MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
インヴェガ錠３mg 臨 3MG PTP 100T ヤンセンファ 内服薬 臨時
インヴェガ錠６mg 臨 6MG PTP 100T ヤンセンファ 内服薬 臨時
インクレミンシロップ５％ 5% 250ML アルフレッサ 内服薬
インチュニブ錠１mg 臨 1MG PTP 140T 塩野義製薬 内服薬 臨時
インチュニブ錠３mg 臨 3MG PTP 140T 塩野義製薬 内服薬 臨時
インデラル錠１０mg 10MG PTP 100T アストラゼネ 内服薬
インライタ錠１mg 臨 1MG PTP 50T ファイザー 内服薬 臨時
インライタ錠５mg 臨 5MG PTP 10T ファイザー 内服薬 臨時
ウインタミン細粒　１０％ 10% 500G 共和薬品工業 内服薬
ヴォトリエント錠２００mg 臨 200MG PTP 20T ノバルティス 内服薬 臨時
ヴォリブリス錠２．５mg 2.5MG PTP 60T グラクソスミ 内服薬
ウプトラビ錠０．２mg 臨 0.2MG PTP 100T 日本新薬 内服薬 臨時
ウプトラビ錠０．４mg 臨 0.4MG PTP 100T 日本新薬 内服薬 臨時
ウブレチド錠５mg 5MG PTP 100T 鳥居薬品 内服薬
ウラリット－Ｕ配合散 １ｇ　臨 1GX90ﾎｳ 日本ケミファ 内服薬 臨時
ウリアデック錠２０mg 臨 20MG PTP 100T 三和化学 内服薬 臨時
ウルソデオキシコール酸錠１００mgＺＥ (ZE) ﾊﾞﾗ 1000T 日医工 内服薬
ウルソデオキシコール酸錠１００mgＺＥ (ZE) PTP 1000T 日医工 内服薬
ウルソ顆粒５％ 5% ﾊﾞﾗ 500G 田辺三菱製薬 内服薬
ウロカルン錠２２５㎎ 225MG PTP 100T 日本新薬 内服薬
エキセメスタン錠２５mg「ＮＫ」 25MG PTP 100T 日本化薬 内服薬
エクア錠５０mg 50MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
エクア錠５０mg 50MG ﾊﾞﾗ 500T 大日本住友 内服薬
エクセグラン散２０％ 20% ﾊﾞﾗ 100G 大日本住友 内服薬
エクセグラン錠１００mg 100MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
エクメット配合錠ＨＤ PTP 100T 大日本住友 内服薬
エサンブトール錠　１２５mg 125MG PTP 100T サンド 内服薬
エサンブトール錠　２５０㎎ 250MG PTP 100T サンド 内服薬
エスカゾール錠２００mg 臨 200MG ﾊﾞﾗ 100T グラクソスミ 内服薬 臨時
エスタゾラム「アメル」　２mg 2MG PTP 100T 日医工 内服薬
エスタゾラム錠　１mg「アメル」 1MG PTP 100T 共和薬品工業 内服薬
エストラサイトカプセル１５６．７㎎　臨 156.7MGPTP 100CAP 日本新薬 内服薬 臨時
エストリール錠１mg 1MG PTP 100T 持田製薬 内服薬
エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ PTP 56T 大鵬薬品工業 内服薬
エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ PTP 56T 大鵬薬品工業 内服薬
エゼチミブ錠１０mg「ＤＳＥＰ」 10MG PTP 100T 第一三共 内服薬
エチゾラム錠０．５mg「日医工」 0.5MG PTP 100T 日医工 内服薬
エチゾラム錠１mg「日医工」 1MG PTP 100T 日医工 内服薬
エトドラク錠１００mg「日医工」 100MG PTP 100T 日医工 内服薬
エトドラク錠２００mg「日医工」 200MG PTP 100T 日医工 内服薬
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５mgフ 2.5MG PTP 100T ファイザー 内服薬
エナラプリルマレイン酸塩錠５mgファイ 5MG PTP 100T ファイザー 内服薬
エネーボ配合経腸用液 ２５０ＭＬ 250MLX24ｶﾝ アボットジャ 内服薬
エパデールＳ９００（スティック） 臨 900MG 420ﾎｳ 持田製薬 内服薬 臨時
エバミール錠１．０ 1MG PTP 100T バイエル薬品 内服薬
エパルレスタット錠５０mg　ファイザー 50MG PTP 100T ファイザー 内服薬
エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用日医 1% ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
エピナスチン塩酸塩錠２０mg「日医工」 20MG PTP 100T 日医工 内服薬
エビプロスタット配合錠ＤＢ PTP 100T 日本新薬 内服薬
エビリファイ錠１mg 臨 1MG PTP 100T 大塚製薬 内服薬 臨時
エビリファイ錠６㎎ 6MG PTP 100T 大塚製薬 内服薬
エビリファイ内用液０．１％ ３ＭＬ臨 3MLX28ﾎｳ 大塚製薬 内服薬 臨時
エピレオプチマル散５０％ 50% ﾊﾞﾗ 500G エーザイ 内服薬
エフィエントＯＤ錠２０mg 20MG 5T 第一三共 内服薬
エフィエント錠３．７５mg 3.75MG PTP 100T 第一三共 内服薬
エフィエント錠３．７５mg 3.75MG ﾊﾞﾗ 100T 第一三共 内服薬
エフピーＯＤ錠２．５ 2.5MG PTP 100T エフピー 内服薬
エブランチルカプセル１５mg 15MG PTP 100CAP 科研製薬 内服薬
エブランチルカプセル３０mg　臨 30MG PTP 100CAP 科研製薬 内服薬 臨時
エベレンゾ錠２０mg 20MG PTP 30T アステラス 内服薬
エベレンゾ錠５０mg 50MG PTP 30T アステラス 内服薬
エボザック　カプセル　３０mg 30MG PTP 100CAP 第一三共 内服薬
エリキュース錠２．５mg 2.5MG ﾊﾞﾗ 500T ファイザー 内服薬
エリキュース錠２．５mg 2.5MG PTP 100T ファイザー 内服薬
エリキュース錠５mg 5MG PTP 100T ファイザー 内服薬
エリキュース錠５mg 5MG ﾊﾞﾗ 500T ファイザー 内服薬
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品　目　名 規　格 販売元名 分　類 採用区分
エリスパン錠０．２５mg 0.25MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
エリスロシンドライシロップ１０％ 100MG 100G マイランＥＰ 内服薬
エリスロシン錠　１００mg 100MG PTP 100T マイランＥＰ 内服薬
エリスロシン錠２００mg 200MG PTP 100T マイランＥＰ 内服薬
エルカルチンＦＦ錠１００mg 100MG SP 100T 大塚製薬 内服薬
エルカルチンＦＦ錠２５０mg 臨 250MG SP 100T 大塚製薬 内服薬 臨時
エルカルチンＦＦ内用液１０％ １００ＭＬ 10% 100MLX1 大塚製薬 内服薬
エルデカルシトールカプセル０．７５ug 0.75UG PTP 100CAP 日医工 内服薬
エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 ４０ｇ . 40GX10ﾌｸﾛ 味の素製薬 内服薬
エレンタール配合内用剤 ８０ｇ . 80GX14 味の素製薬 内服薬
エンシュア・Ｈ　コーヒー味 ２５０ＭＬ 250MLX24ｶﾝ アボットジャ 内服薬
エンシュア・Ｈ　ストロベリー味 ２５０ＭＬ 250MLX24ｶﾝ アボットジャ 内服薬
エンシュア・Ｈ　バニラ味 ２５０ml . 250MLX24 アボットジャ 内服薬
エンシュア・リキッド　ストロベリー ２５０ml 臨 . 250MLX24 アボットジャ 内服薬 臨時
エンタカポン錠１００mg「ＪＧ」 100MG PTP 100T 日本ジェネリ 内服薬
エンタカポン錠１００mg「ＪＧ」 100MG ﾊﾞﾗ 100T 日本ジェネリ 内服薬
エンテカビルＯＤ錠０．５mg「サワイ」 0.5MG PTP 70T 沢井製薬 内服薬
エンドキサン錠５０mg 50MG PTP 100T 塩野義製薬 内服薬
エンレスト錠１００mg 100MG PTP 100T ノバルティス 内服薬 臨時
エンレスト錠５０mg 臨 50MG PTP 100T ノバルティス 内服薬 臨時
オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ (375MG)PTP 30T グラクソスミ 内服薬
オーラップ錠　１mg 臨 1MG PTP 100T アステラス 内服薬 臨時
オキサトミドドライシロップ小児用２％ 臨 2% ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬 臨時
オキシコンチンＴＲ錠　１０mg 10MG PTP 100T 塩野義製薬 内服薬
オキシコンチンＴＲ錠　２０mg 20MG PTP 100T 塩野義製薬 内服薬
オキシコンチンＴＲ錠　４０mg 40MG PTP 100T 塩野義製薬 内服薬
オキシコンチンＴＲ錠　５mg 5MG PTP 100T 塩野義製薬 内服薬
オキシブチニン塩酸塩錠２mg「日医工」 2MG PTP 100T 日医工 内服薬
オキシブチニン塩酸塩錠３mg「日医工」　臨 3MG PTP 100T 日医工 内服薬 臨時
オキノーム散１０mg　１ g 10MG 1GX30ﾎｳ 塩野義製薬 内服薬
オキノーム散２．５mg　０．５ g 2.5MG 0.5GX30ﾎｳ 塩野義製薬 内服薬
オキノーム散５mg　１ g 5MG 1GX30ﾎｳ 塩野義製薬 内服薬
オスポロット錠５０㎎　臨 50MG ﾊﾞﾗ 50T 共和薬品工業 内服薬 臨時
オゼックス錠７５ 75MG PTP 100T 富士ＲＩ 内服薬
オダイン錠１２５mg 125MG PTP 100T 日本化薬 内服薬
オテズラ錠３０mg 30MG PTP 56T アムジェン 内服薬
オテズラ錠スターターパック (27Tｾﾂﾄ) 1ﾊﾟﾂｸ アムジェン 内服薬
オフェブカプセル１００mg 臨 100MG PTP 28CAP 日本ベーリン 内服薬 臨時
オフェブカプセル１５０mg 臨 150MG PTP 28CAP 日本ベーリン 内服薬 臨時
オプスミット錠１０mg 10MG PTP 30T アクテリオン 内服薬
オプソ内服液　５㎎　２．５ＭＬ 5MG 2.5MLX20ﾎｳ 大日本住友 内服薬
オペプリム 臨 ﾊﾞﾗ 100CAP ヤクルト本社 内服薬 臨時
オラビ錠口腔用５０mg 臨 50MG 14T 富士ＲＩ 内服薬 臨時
オランザピンＯＤ錠５mg「トーワ」 5MG PTP 100T 東和薬品 内服薬
オルケディア錠１mg 臨 1MG PTP 100T 協和キリン 内服薬 臨時
オルミエント錠２mg 2MG PTP 30T イーライリリ 内服薬
オルメサルタンＯＤ錠２０mg　ＤＳＥＰ 20MG PTP 100T 第一三共 内服薬
オルメサルタンＯＤ錠２０mg　ＤＳＥＰ 20MG ﾌﾟﾗ 500T 第一三共 内服薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５mg　日医工 5MG PTP 500T 日医工 内服薬
オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％トーワ ０．５ g 0.5% 0.5GX200ﾎｳ 東和薬品 内服薬
オングリザ錠２．５mg 臨 2.5MG PTP 100T 協和キリン 内服薬 臨時
オングリザ錠５mg 臨 5MG PTP 100T 協和キリン 内服薬 臨時
カイトリル錠２mg 臨 2MG PTP 10T 太陽ファルマ 内服薬 臨時
ガスコンドロップ内用液２％ 2% 300ML キッセイ薬品 内服薬
ガスコン錠４０㎎ 40MG PTP 100T キッセイ薬品 内服薬
ガストログラフィン経口・注腸用 . 100ML バイエル薬品 内服薬
カタプレス錠１５０ug 0.15MG PTP 100T 日本ベーリン 内服薬
カタプレス錠７５ug 0.075mg PTP  100T 日本ベーリン 内服薬
カデチア配合錠ＨＤ「あすか」 PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
カナグル錠１００mg 100MG PTP 100T 田辺三菱製薬 内服薬
カナマイシンカプセル２５０㎎「明治」 250MG PTP 100CAP ＭｅｉｊｉＳ 内服薬
カナリア配合錠 臨 PTP 100T 第一三共 内服薬 臨時
ガバペンシロップ５％ ４７０ＭＬ　臨 5% 470ML 富士製薬 内服薬 臨時
ガバペン錠２００㎎ 200MG PTP 100T 富士製薬 内服薬
カプトプリル細粒５％「日医工」 5% ﾊﾞﾗ 500G 日医工 内服薬
カペシタビン錠３００mg「サワイ」 300MG PTP 140T 沢井製薬 内服薬
カベルゴリン錠０．２５mg「サワイ」 0.25MG PTP 10T 沢井製薬 内服薬
カベルゴリン錠１．０mg「サワイ」 1MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
カムシア配合錠ＨＤ「あすか」 PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
カモスタットメシル酸塩錠１００mgサワ 100MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
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ガランタミンＯＤ錠１２mg「ニプロ」 12MG PTP 56T ニプロファマ 内服薬
ガランタミンＯＤ錠４mg「ニプロ」 4MG PTP 56T ニプロファマ 内服薬
ガランタミンＯＤ錠８mg「ニプロ」 8MG PTP 56T ニプロファマ 内服薬
カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 ｢日医工｣ ﾊﾞﾗ 1000T 日医工 内服薬
カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 25E PTP 100T 日医工 内服薬
カルグート錠１０　臨 10mg PTP  100T 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
カルタン錠　５００mg 500MG PTP 100T ファイザー 内服薬
カルバゾクロムスルホン酸ナトリ１０mg 10MG PTP 100T 日医工 内服薬
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30MG PTP 100T 日医工 内服薬
カルベジロール錠１．２５mg「サワイ」 1.25MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
カルベジロール錠１０mg「サワイ」 10MG ﾊﾞﾗ 500T 沢井製薬 内服薬
カルベジロール錠１０mg「サワイ」 10MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
カルベジロール錠２．５mg「サワイ」 2.5MG ﾊﾞﾗ 200T 沢井製薬 内服薬
カルベジロール錠２．５mg「サワイ」 2.5MG PTP 140T 沢井製薬 内服薬
カルボシステインＤＳ５０％「トーワ」 50% 100G 東和薬品 内服薬
カルボシステイン錠５００mg「サワイ」 500MG ﾊﾞﾗ 200T 沢井製薬 内服薬
カルボシステイン錠５００mg「サワイ」 500MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
カルメロースナトリウム原末　マルイシ . 500G 丸石製薬 内服薬
カロナール　シロップ　２％ ５００ＭＬ 2% 500ML あゆみ製薬 内服薬
カロナール錠２００ 200MG PTP 1000T あゆみ製薬 内服薬
カロナール錠２００ 200MG ﾊﾞﾗ 500T あゆみ製薬 内服薬
カロナール錠５００ 500MG PTP 100T あゆみ製薬 内服薬
カロナール錠５００ 500MG PTP 500T あゆみ製薬 内服薬
カンデサルタン錠４mg「あすか」 4MG ﾊﾞﾗ 500T 武田薬品工業 内服薬
カンデサルタン錠４mg「あすか」 4MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
カンデサルタン錠８mg「あすか」 8MG ﾊﾞﾗ 500T 武田薬品工業 内服薬
カンデサルタン錠８mg「あすか」 8MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
キシロカインビスカス２％ １００ＭＬ 0.02 100ML アスペン 内服薬
キニジン硫酸塩錠１００mg　ファイザー 臨 100MG PTP 100T ファイザー 内服薬 臨時
キャブピリン配合錠 臨 PTP 100T 武田薬品工業 内服薬 臨時
クアゼパム錠２０mg「サワイ」 20MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
グーフィス錠５mg 臨 5MG PTP 100T 味の素製薬 内服薬 臨時
クエチアピン錠１００mg「三和」 100MG PTP 100T 三和化学 内服薬
クエチアピン錠２５mg「三和」 25MG PTP 100T 三和化学 内服薬
クエンメット配合散 1GX90ﾎｳ 日本薬品工業 内服薬
クエンメット配合錠 PTP 100T 日本薬品工業 内服薬
クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０mg「サワイ」 50MG ﾊﾞﾗ 1000T 沢井製薬 内服薬
クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０mg「サワイ」 50MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠ＥＫＴ１６ 臨 EKT-16 SP 168T クラシエ薬品 内服薬 臨時
グラセプターカプセル０．５mg 臨 0.5MG PTP 100CAP アステラス 内服薬 臨時
グラセプターカプセル１mg 臨 1MG PTP 100CAP アステラス 内服薬 臨時
グラセプターカプセル５mg 臨 5MG PTP 20CAP アステラス 内服薬 臨時
クラバモックス小児用ドライシロップ ０．５０５ . 0.505GX12 グラクソスミ 内服薬
グラマリール細粒　１０％ 10% 100G アステラス 内服薬
グラマリール錠２５mg 25MG PTP 100T 日医工 内服薬
グラマリール錠５０mg 50MG PTP 100T 日医工 内服薬
クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用 100MG ﾊﾞﾗ 100G 沢井製薬 内服薬
クラリスロマイシン錠２００mg　日医工 200MG PTP 100T 日医工 内服薬
クラリスロマイシン錠５０mg小児用 50MG PTP 100T 日医工 内服薬
グランダキシン錠５０ 50MG PTP 100T 持田製薬 内服薬
クリアナール錠　２００mg 200MG PTP 100T 田辺三菱製薬 内服薬
クリアナール錠　２００mg 200MG ﾊﾞﾗ 1000T 田辺三菱製薬 内服薬
グリクラジド錠２０mg「サワイ」 20MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
グリクラジド錠４０mg「サワイ」 40MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
グリチロン配合錠 PTP 100T 味の素製薬 内服薬
グリベック錠１００㎎　臨 100MG PTP 120T ノバルティス 内服薬 臨時
グリメピリド錠１mg「日医工」 1MG PTP 100T 日医工 内服薬
グリメピリド錠１mg「日医工」 1MG ﾊﾞﾗ 500T 日医工 内服薬
グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ g １ g 4MEQ 1GX120ﾎｳ ポーラファル 内服薬
グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／Ｇ ﾊﾞﾗ 600G 科研製薬 内服薬
グルコンサンＫ錠５ｍＥｑ 5MEQ PTP 100T ポーラファル 内服薬
グルベス配合錠 PTP 100T キッセイ薬品 内服薬
クレメジン速崩錠５００mg 臨 500MG SP 336T 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
クロチアゼパム錠５mg「日医工」 5MG PTP 100T 日医工 内服薬
クロピドグレル錠２５mg「ＳＡＮＩＫ」 臨 25MG PTP 100T 日医工 内服薬 臨時
クロピドグレル錠７５mg「ＳＡＮＩＫ」 75MG ﾊﾞﾗ 500T 日医工 内服薬
クロピドグレル錠７５mg「ＳＡＮＩＫ」 75MG PTP 140T 日医工 内服薬
クロミッド錠５０mg 50MG PTP 30T 富士製薬 内服薬
クロルフェネシンカルバミン酸エステル　臨 250MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬 臨時
クロルマジノン酢酸エステル錠２５mg日 25MG PTP 100T 日医工 内服薬
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ケアラム錠２５mg 25MG PTP 100T エーザイ 内服薬
ケイキサレートドライシロップ７６％ ３．２７ g　「臨」 3.27GX84ﾎｳ 鳥居薬品 内服薬 臨時
ケイツーシロップ０．２％ １ＭＬ 0.2% 1MLX50ﾎｳ エーザイ 内服薬
ケタス　カプセル　１０mg 10MG PTP 100CAP 杏林製薬 内服薬
ケトチフェンドライシロップ小児用 0.1% ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
ゲフィチニブ錠２５０mg「ＤＳＥＰ」 250MG PTP 14T 第一三共 内服薬
ケフラール　カプセル　２５０mg 250MG PTP 100CAP 共和薬品工業 内服薬
コートリル錠１０mg 10MG ﾊﾞﾗ 100T ファイザー 内服薬
コートリル錠１０ＭＧ 10MG PTP 100T ファイザー 内服薬
コートン錠２５mg　臨 25MG ﾊﾞﾗ 100T 日医工 内服薬 臨時
コスパノンカプセル４０mg 40mg PTP  100CAP エーザイ 内服薬
コデインリン酸塩散１％＜ハチ＞ 1% ﾊﾞﾗ 500G 丸石製薬 内服薬
コデインリン酸塩錠２０mg「第一三共」 20MG PTP 50T 第一三共 内服薬
コデインリン酸塩錠５mg「シオエ」 5MG PTP 100T 日本新薬 内服薬
コムタン錠１００mg 100mg ﾊﾞﾗ  500T ノバルティス 内服薬
コメリアンコーワ錠１００　臨 100mg PTP  100T 興和創薬 内服薬 臨時
コララン錠２．５mg 臨 2.5MG PTP 100T 小野薬品工業 内服薬 臨時
コルヒチン錠０．５㎎「タカタ」 0.5MG PTP 100T 高田製薬 内服薬
コレバインミニ　８３％ １．８１ g　臨 83% 1.81 gX70包 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
コロネル錠　５００㎎ 500MG PTP 100T アステラス 内服薬
コロンフォート内用懸濁液２５％３２ml 25% 32MLX60ﾎﾝ 伏見製薬 内服薬
コンサータ錠１８㎎ 18MG PTP 100T ヤンセンファ 内服薬
コンサータ錠２７㎎ 27MG PTP 100T ヤンセンファ 内服薬
コンスタン０．４mg錠 0.4MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
コントール散　１０％ 10% ﾊﾞﾗ 100G 武田薬品工業 内服薬
コントミン糖衣錠　１２．５㎎ 12.5MG PTP 100T 田辺三菱製薬 内服薬
コントミン糖衣錠　２５mg 臨 25MG PTP 100T 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
ザーコリカプセル２００mg 臨 200MG PTP 10CAP ファイザー 内服薬 臨時
ザーコリカプセル２５０mg 臨 250MG PTP 10CAP ファイザー 内服薬 臨時
サーティカン錠０．２５mg 臨 0.25MG PTP 60T ノバルティス 内服薬 臨時
サーティカン錠０．５mg 臨 0.5MG PTP 60T ノバルティス 内服薬 臨時
サーティカン錠０．７５mg 臨 0.75MG PTP 60T ノバルティス 内服薬 臨時
ザイザルシロップ０．０５％ 0.05% 200ML グラクソスミ 内服薬
ザイティガ錠２５０mg ﾎｳｿｳﾍﾝｺｳ PTP   56T ヤンセンファ 内服薬
サイトテック錠　２００ug 200UG PTP 100T ファイザー 内服薬
ザイボックス錠　６００mg 臨 600MG PTP 10T ファイザー 内服薬 臨時
サインバルタカプセル２０mg 20MG PTP 100CAP イーライリリ 内服薬
ザクラス配合錠ＨＤ PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
サノレックス錠０．５mg 臨 0.5MG PTP 100T 富士ＲＩ 内服薬 臨時
ザファテック錠１００mg 臨 100MG PTP 20T 武田薬品工業 内服薬 臨時
サムスカＯＤ錠１５mg 15MG PTP 20T 大塚製薬 内服薬
サムスカＯＤ錠３０mg 臨 30MG PTP 10T 大塚製薬 内服薬 臨時
サムスカＯＤ錠７．５mg 7.5MG PTP 100T 大塚製薬 内服薬
サムスカ顆粒１％ 臨 1% 30G 大塚製薬 内服薬 臨時
サムチレール内用懸濁液１５％　５ＭＬ 750MG 5MLX14ﾎｳ グラクソスミ 内服薬
サラジェン錠５㎎ 5MG PTP 100T キッセイ薬品 内服薬
サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０mg 臨 250MG PTP 100T 日医工 内服薬 臨時
サラゾスルファピリジン腸溶錠５００mg 500MG PTP 100T 日医工 内服薬
サラゾピリン錠５００mg　 500MG PTP 100T ファイザー 内服薬
サリパラ液 ５００ＭＬ 500ML 丸石製薬 内服薬
ザルトプロフェン錠８０mg　臨 80MG PTP 100T 日医工 内服薬 臨時
サルポグレラート塩酸塩錠１００mg日医 100MG ﾊﾞﾗ 500T 日医工 内服薬
サルポグレラート塩酸塩錠１００mg日医 100MG PTP 100T 日医工 内服薬
サレドカプセル１００臨 100MG PTP 28CAP 藤本製薬 内服薬 臨時
サレドカプセル２５ 臨 25MG PTP 28CAP 藤本製薬 内服薬 臨時
サレドカプセル５０ 臨 50MG PTP 28CAP 藤本製薬 内服薬 臨時
ザロンチンシロップ５％ ５００ＭＬ臨 5% 500ML 第一三共 内服薬 臨時
ジアゾキシドカプセル２５mg「ＭＳＤ」 臨 25MG PTP 40CAP オーファンパ 内服薬 臨時
ジェイゾロフト錠２５㎎ 臨 25MG PTP 140T ファイザー 内服薬 臨時
ジェニナック錠２００㎎ 200MG PTP 100T アステラス 内服薬
ジエノゲスト錠１mg「モチダ」 1MG PTP 100T 持田製薬 内服薬
ジオトリフ錠２０mg 臨 20MG PTP 14T 日本ベーリン 内服薬 臨時
ジオトリフ錠３０mg 臨 30MG PTP 14T 日本ベーリン 内服薬 臨時
ジオトリフ錠４０mg 臨 40MG PTP 14T 日本ベーリン 内服薬 臨時
ジカディア錠１５０mg 臨 150MG PTP 14T ノバルティス 内服薬 臨時
シグマート錠　５mg 5MG PTP 100T 中外製薬 内服薬
シクロスポリンカプセル１０mg　トーワ 10MG PTP 100CAP 東和薬品 内服薬
シクロスポリンカプセル２５mg　トーワ 25MG PTP 100CAP 東和薬品 内服薬
シクロスポリンカプセル５０mg　トーワ 50MG PTP 100CAP 東和薬品 内服薬
ジクロフェナクＮａ錠２５mg「ＹＤ」 25MG PTP 100T 陽進堂 内服薬
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ジクロフェナクナトリウムＳＲ３７．５ (ｵ-ﾊﾗ) PTP 100CAP 大原薬品 内服薬
ジゴシン散　０．１％ 0.1% ﾊﾞﾗ 100G 太陽ファルマ 内服薬
ジゴシン錠　０．２５mg 0.25MG PTP 100T 太陽ファルマ 内服薬
ジスロマックＳＲ成人用ドライＳ　２ g 2G 1ﾋﾞﾝ ファイザー 内服薬
ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０mg 150MG PTP 100T 日医工 内服薬
シダキュアスギ花粉舌下錠２０００ＪＡ 臨 2000JAU 7T 鳥居薬品 内服薬 臨時
シダキュアスギ花粉舌下錠５０００ＪＡ 臨 5000JAU 10T 鳥居薬品 内服薬 臨時
シタフロキサシン錠５０mg「サワイ」 50MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
シナール配合顆粒 １ g . 1GX105ﾎｳ 塩野義製薬 内服薬
シナール配合顆粒 ２５０ｇ . 1KG 塩野義製薬 内服薬
ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」臨 12.5% ﾊﾞﾗ 100G 日本ジェネリ 内服薬 臨時
ジピリダモール錠２５mg「ＪＧ」 25MG PTP 100T 日本ジェネリ 内服薬
ジピリダモール錠２５mg「ＪＧ」 25MG ﾊﾞﾗ 1000T 日本ジェネリ 内服薬
ジプレキサザイディス錠２．５mg 臨 2.5MG PTP 70T イーライリリ 内服薬 臨時
シプロフロキサシン錠２００mg日医工 200MG PTP 100T 日医工 内服薬
ジベトス錠５０mg　臨 50MG PTP 100T 日医工 内服薬 臨時
シベンゾリンコハク酸塩錠１００mg 100MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
シベンゾリンコハク酸塩錠５０mgサワイ 50MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ジャカビ錠１０mg 臨 10MG PTP 20T ノバルティス 内服薬 臨時
ジャカビ錠５mg 臨 5MG PTP 20T ノバルティス 内服薬 臨時
ジャディアンス錠１０mg 10MG PTP 100T 日本ベーリン 内服薬
ジャディアンス錠２５mg 臨 25MG PTP 100T 日本ベーリン 内服薬 臨時
ジャドニュ顆粒分包３６０mg 360MG 30ﾎｳ ノバルティス 内服薬
ジャドニュ顆粒分包９０mg 臨 90MG 30ﾎｳ ノバルティス 内服薬 臨時
ジャヌビア錠５０mg (ｶﾂｾﾝｲﾘ) PTP  500T ＭＳＤ 内服薬
ジュリナ錠０．５mg 0.5MG PTP 140T バイエル薬品 内服薬
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプ１００mg 100MG PTP 100CAP 日医工 内服薬
ジルチアゼム塩酸塩錠３０mg「サワイ」 30MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
シルニジピン錠１０mg「サワイ」 10MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ジレニアカプセル０．５mg　臨 0.5MG PTP 14CAP ノバルティス 内服薬 臨時
シロスタゾールＯＤ錠１００mg　サワイ 100MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
シロスタゾールＯＤ錠１００mg　サワイ 100MG ﾊﾞﾗ 500T 沢井製薬 内服薬
シロドシンＯＤ錠２mg「ＤＳＥＰ」 2MG PTP 140T 第一三共 内服薬
シロドシンＯＤ錠２mg「ＤＳＥＰ」 2MG ﾊﾞﾗ 500T 第一三共 内服薬
シングレアチュアブル錠５ＭＧ　臨 5MG PTP 100T ＭＳＤ 内服薬 臨時
シンバスタチン錠５mg「ＹＤ」 5MG PTP 100T 陽進堂 内服薬
シンレスタール錠２５０mg　臨 250mg PTP  100T アルフレッサ 内服薬 臨時
スイニー錠１００mg 臨 100MG PTP 100T 興和創薬 内服薬 臨時
スインプロイク錠０．２mg 0.2MG PTP 50T 塩野義製薬 内服薬
スーグラ錠５０mg　臨 50MG PTP 100T アステラス 内服薬 臨時
スージャヌ配合錠 PTP 100T アステラス 内服薬
スーテントカプセル１２．５㎎　臨 12.5MG PTP 56CAP ファイザー 内服薬 臨時
スクラルファート内用液１０％　日医工 １０ＭＬ 10% 10MLX126 日医工 内服薬
スクラルファート顆粒９０％「日医工」 90% ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
スタラシドカプセル　５０mg 臨 50MG PTP 40CAP 日本化薬 内服薬 臨時
スタレボ配合錠Ｌ１００ PTP 100T ノバルティス 内服薬
スタレボ配合錠Ｌ５０ PTP 100T ノバルティス 内服薬
スチバーガ錠４０mg　臨 40MG PTP 28T バイエル薬品 内服薬 臨時
ストラテラカプセル１０mg 臨 10MG PTP 140CAP イーライリリ 内服薬 臨時
ストラテラカプセル２５mg 臨 25MG PTP 140CAP イーライリリ 内服薬 臨時
ストラテラカプセル４０mg 臨 40MG PTP 140CAP イーライリリ 内服薬 臨時
ストラテラカプセル５mg 5MG PTP 140CAP イーライリリ 内服薬
ストラテラ内用液０．４％ １００ＭＬ 0.4% 100ML イーライリリ 内服薬
ストロカイン錠５mg　臨 5mg PTP  100T エーザイ 内服薬 臨時
ストロメクトール錠３mg 臨 3MG PTP 10T マルホ 内服薬 臨時
スピラマイシン錠１５０万単位サノフィ 臨 150ﾏﾝIUPTP 96T サノフィ 内服薬 臨時
スピロノラクトン錠２５mg「テバ」 25MG ﾊﾞﾗ 1200T 武田薬品工業 内服薬
スピロノラクトン錠２５mg「テバ」 25MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
スピロノラクトン錠５０mg「ＣＨ」 50MG PTP 100T 日本ジェネリ 内服薬
ズファジラン錠１０ＭＧ 10MG PTP 1000T 第一三共 内服薬
スプラタストトシル酸塩カプセルサワイ 100MG PTP 100CAP 沢井製薬 内服薬
スプリセル錠２０㎎ 20MG PTP 30T ブリストル 内服薬
スプリセル錠５０mg 50MG PTP 30T ブリストル 内服薬
スマイラフ錠１００mg 臨 100MG PTP 14T アステラス 内服薬 臨時
スマイラフ錠５０mg 臨 50MG PTP 14T アステラス 内服薬 臨時
スルピリド錠５０mg「サワイ」 50MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
セディール錠１０mg 10MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
セニラン細粒１％ 臨 1% ﾊﾞﾗ 100G サンド 内服薬 臨時
セパゾン錠１ 1MG PTP 100T アルフレッサ 内服薬
セファクロルカプセル２５０mg　日医工 250MG PTP 100CAP 日医工 内服薬
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セファクロル細粒１０％「日医工」 100MG ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
セファドール錠２５mg 25MG PTP 500T 日本新薬 内服薬
セファランチン錠１㎎ 1MG PTP 500T 化研生薬 内服薬
ゼフィックス錠　１００mg 臨 100MG PTP 70T グラクソスミ 内服薬 臨時
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒１０％ 10%ｼﾖｳﾆﾖｳ 100G 日医工 内服薬
セフジトレンピボキシル細粒１０％小児 10% ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
セフジトレンピボキシル錠１００mg 100MG PTP 100T 日医工 内服薬
セフジニルカプセル１００mg「日医工」 100MG PTP 100CAP 日医工 内服薬
セフジニル細粒１０％小児用「日医工」 ０．５ g 10% ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
セララ錠５０㎎ 50MG PTP 100T ファイザー 内服薬
セララ錠５０mg 50MG ﾊﾞﾗ 500T ファイザー 内服薬
セルシン散　１％ 1% ﾊﾞﾗ 100G 武田薬品工業 内服薬
セルシン錠　２mg 2MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
セルシン錠　５㎎ 5MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
セルセプト　カプセル　２５０mg 250MG PTP 100CAP 中外製薬 内服薬
セルセプト　カプセル　２５０mg 250MG ﾊﾞﾗ 100CAP 中外製薬 内服薬
セルセプト懸濁用散３１．８％ １１０ g　臨 (ﾎﾞﾄﾙ) 110G 中外製薬 内服薬 臨時
セルトラリン錠２５mg「日医工」 25MG PTP 100T 日医工 内服薬
セルニルトン錠 PTP 100T 扶桑薬品工業 内服薬
セルベックス　カプセル　５０mg 50MG PTP 100CAP 味の素製薬 内服薬
ゼルヤンツ錠５mg 5MG PTP 28T ファイザー 内服薬
セレクトール錠　２００mg 200mg PTP  100T 日本新薬 内服薬
セレコキシブ錠１００mg「ファイザー」 100MG PTP 140T ファイザー２ 内服薬
セレスタミン配合錠 PTP 500T 高田製薬 内服薬
セレナール錠　５mg 5MG PTP 100T アルフレッサ 内服薬
セレニカＲ錠２００㎎ 臨 200MG PTP 100T 興和創薬 内服薬 臨時
セレニカＲ錠４００mg 400mg PTP  100T 興和創薬 内服薬
セレニカＲ顆粒　４０％ 40% ﾊﾞﾗ 100G 興和創薬 内服薬
セレネース細粒　１％ . 100G 大日本住友 内服薬
セレネース錠　０．７５mg 0.75MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
セレネース錠　１．５mg 1.5MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
ゼンタコートカプセル３mg 臨 3MG PTP 100CAP ゼリア新薬 内服薬 臨時
センノシド錠１２mg「ＹＤ」 12MG PTP 1000T 日本ジェネリ 内服薬
ゾスパタ錠４０mg 臨 40MG PTP 42T アステラス 内服薬 臨時
ソタコール錠４０mg 40MG PTP 140T アスペン 内服薬
ゾピクロン錠１０mg「サワイ」 10MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ゾビラックス顆粒４０％ 100 g グラクソスミ 内服薬
ゾフルーザ錠２０mg 臨 20MG PTP 10T 塩野義製薬 内服薬 臨時
ソランタール錠１００mg 100MG PTP 100T ＬＴＬファマ 内服薬
ソリタ－Ｔ配合顆粒２号　４ｇ . 4GX100ﾎｳ 陽進堂 内服薬
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５mg　サワイ 5MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５mg　サワイ 5MG PTP 500T 沢井製薬 内服薬
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５mgトーワ 2.5MG PTP 12T 東和薬品 内服薬
ダイアモックス錠２５０㎎ 250MG PTP 100T 三和化学 内服薬
ダイアモックス末 ﾊﾞﾗ 25G 三和化学 内服薬
タイケルブ錠２５０㎎ 250MG PTP 100T グラクソスミ 内服薬
ダイフェン配合錠 PTP 100T 鶴原製薬 内服薬
ダイフェン配合顆粒 ﾊﾞﾗ 100G 鶴原製薬 内服薬
タガメット錠　２００mg 臨 200MG PTP 100T 大日本住友 内服薬 臨時
ダクチル錠５０㎎ 50MG PTP 100T キッセイ薬品 内服薬
タグリッソ錠４０mg 40MG PTP 28T アストラゼネ 内服薬
タグリッソ錠８０mg　 80MG PTP 14T アストラゼネ 内服薬
タクロリムスカプセル０．５mgファイザ 0.5MG PTP 100CAP ファイザー 内服薬
タクロリムスカプセル１mgファイザー 1MG PTP 100CAP ファイザー 内服薬
タクロリムス錠０．５mg「日医工」臨 0.5MG PTP 100T 日医工 内服薬 臨時
タクロリムス錠３mg「あゆみ」 臨 3MG PTP 30T あゆみ製薬 内服薬 臨時
タケキャブ錠１０mg 10MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
タケキャブ錠１０mg 10MG ﾊﾞﾗ 500T 武田薬品工業 内服薬
タケキャブ錠２０mg 20MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
タケルダ配合錠 臨 PTP 100T 武田薬品工業 内服薬 臨時
タシグナカプセル１５０mg 臨 150MG PTP 20CAP ノバルティス 内服薬 臨時
タシグナカプセル２００mg 臨 200MG PTP 20CAP ノバルティス 内服薬 臨時
タダラフィルＯＤ錠５mgＺＡ「トーワ」 5MG PTP 100T 東和薬品 内服薬
タナドーパ顆粒７５％　臨 75% ﾊﾞﾗ 100G 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
タフマックＥ配合カプセル PTP  600CAP 小野薬品工業 内服薬
タミフル　カプセル　７５㎎ 75MG PTP 100CAP 中外製薬 内服薬
タミフルドライシロップ　３％ 3% ﾊﾞﾗ 30G 中外製薬 内服薬
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２mgファ 0.2MG PTP 140T ファイザー 内服薬
タモキシフェン錠２０mg「明治」 20MG PTP 100T ＭｅｉｊｉＳ 内服薬
ダラシンカプセル１５０mg 150MG PTP 100CAP ファイザー 内服薬
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品　目　名 規　格 販売元名 分　類 採用区分
タリージェ錠１０mg 臨 10MG PTP 100T 第一三共 内服薬 臨時
タリージェ錠１５mg 臨 15MG PTP 100T 第一三共 内服薬 臨時
タリージェ錠２．５mg 臨 2.5MG PTP 100T 第一三共 内服薬 臨時
タリージェ錠５mg 臨 5MG PTP 100T 第一三共 内服薬 臨時
タルセバ錠１００mg 臨 100MG PTP 14T 中外製薬 内服薬 臨時
タルセバ錠１５０mg 臨 150MG PTP 14T 中外製薬 内服薬 臨時
タルセバ錠２５mg 臨 25MG PTP 14T 中外製薬 内服薬 臨時
タルチレリンＯＤ錠５mg「日医工」 5MG PTP 28T 日医工 内服薬
ダントリウムカプセル２５mg 25MG PTP 100CAP オーファンパ 内服薬
タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 . 500G 丸石製薬 内服薬
タンボコール細粒１０％ 臨 10% ﾊﾞﾗ 50G エーザイ 内服薬 臨時
チアプリド錠２５mg「サワイ」 25MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
チウラジール錠５０mg 50MG PTP 500T 田辺製薬販売 内服薬
チガソン　カプセル１０ 10MG PTP 100CAP 中外製薬 内服薬
チクロピジン塩酸塩錠１００mg　サワイ　臨 100MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬 臨時
チザニジン錠１mg「日医工」 1MG PTP 100T 日医工 内服薬
チャンピックス錠０．５㎎ 0.5MG PTP 28T ファイザー 内服薬
チャンピックス錠１㎎ 1MG PTP 28T ファイザー 内服薬
チャンピックス錠スタート用パック (0.5MGX11T 1MGX14T)X1 ファイザー 内服薬
チョコラＡ末１万単位／ g 臨 10000E 100G エーザイ 内服薬 臨時
チラーヂンＳ散０．０１％ 0.01% ﾊﾞﾗ 100G 武田薬品工業 内服薬
チラーヂンＳ錠１２．５ug 臨 12.5UG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬 臨時
チラーヂンＳ錠２５ug 25UG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
チラーヂンＳ錠２５ug 25UG ﾊﾞﾗ 500T 武田薬品工業 内服薬
チラーヂンＳ錠５０ug 50UG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
チラーヂンＳ錠５０ug 50ug ﾊﾞﾗ  500T 武田薬品工業 内服薬
チロナミン錠５ug 5UG ﾊﾞﾗ 100T 武田薬品工業 内服薬
ツインラインＮＦ配合経腸用液１セット ４００ＭＬ臨 200MLX2X12 大塚製薬 内服薬 臨時
ツベルミン錠１００mg 臨 100MG PTP 100T ＭｅｉｊｉＳ 内服薬 臨時
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒　（２８） ２．５ g (28) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒　（９８） ３．０ g (98) 3.0GX3X28 ツムラ 内服薬
ツムラ温経湯　（１０６） ２．５ｇ　臨 (106) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ加味帰脾湯　（１３７） ２．５ｇ (137) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒　（２４） ２．５ g (24) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ葛根湯エキス顆粒　（１） ２．５ g (1) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（２） ２．５ g　臨 (2) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒　（７２） ２．５ g (72) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（１０７） ２．５ g (107) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（２６） ２．５ g (26) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ桂枝加朮附湯　（１８） ２．５ g　臨 (18) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス　１３４ ２．５ g (134) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（６０） ２．５ g (60) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒　（２５） ２．５ g (25) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ荊芥連翹湯　（５０） ２．５ｇ (50) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ五苓散　（１７） (17) 500G ツムラ 内服薬
ツムラ五苓散　（１７） ２．５ｇ (17) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒　（３１） ２．５ g　臨 (31) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ香蘇散エキス顆粒　（７０） ２．５ g (70) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯　（１２） ２．５ｇ (12) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒１２ ２．５ g (12) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（１１）２．５ g 臨 (11) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒　（１０） ２．５ g 臨 (10) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ柴苓湯　（１１４） ３．０ｇ (114) 3.0GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ十全大補湯エキス顆粒　（４８） ２．５ g (48) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ潤腸湯エキス顆粒　（５１） ２．５ g　臨 (51)2.5 gX3包X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ小建中湯エキス顆粒　（９９） ２．５ g (99) 2.5GX3X28 ツムラ 内服薬
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒　（９） ２．５ g (9) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ小青竜湯エキス顆粒　（１９） ３．０ g (19) 3.0GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（２１） ２．５ g　臨 (21) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ真武湯エキス顆粒　（３０） ２．５ g 臨 (30) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（１０４） ２．５ g (104) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（１０８） ３．０ g (108) 3.0GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（１１１） ２．５ g (111) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ清肺湯エキス顆粒　（９０） ３．０ g (90) 3.0GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ大黄甘草湯　（８４） ２．５ｇ (84) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ大建中湯　（１００） ２．５ｇ (100) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ猪苓湯　（４０） ２．５ｇ (40) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ釣藤散　（４７） ２．５ｇ (47) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ釣藤散エキス顆粒　（４７） ２．５ g (47) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒　（６１） ２．５ g (61) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
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品　目　名 規　格 販売元名 分　類 採用区分
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯（３８） ２．５ g (38) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ当帰芍薬散　（２３） ２．５ｇ (23) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（１２２） ２．５ g　 (122) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒　（２９） ３．０ g (29) 3.0GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒　（７） ２．５ g (7) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ半夏厚朴湯　（１６） ２．５ｇ (16) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ半夏白朮天麻湯（３７） ２．５ g (37) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒　（１４） ２．５ g (14) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ補中益気湯エキス顆粒　（４１） ２．５ g (41) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ防風通聖散エキス顆粒　（６２） ２．５ g (62) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒　（２０） ２．５ g　臨 (20) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒　（５５） ２．５ g 臨 (55) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ麻黄湯エキス顆粒　（２７） ２．５ g (27) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒　（１２６） ２．５ g (126) 2.5X3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ抑肝散　（５４） ２．５ｇ (54) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒８３ ２．５ g 臨 (83)2.5 gX3包X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒　（７６） ２．５ g　臨 (76) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ苓桂朮甘湯（３９） ２．５ g (39) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ六君子湯　（４３） ２．５ｇ (43) 2.5GX189ﾎｳ ツムラ 内服薬
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒　（６８） ２．５ g (68) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒　（１３５） ２．５ g　臨 (135) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ茯苓飲エキス顆粒　（６９） ２．５ g 臨 (69)2.5 gX3包X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス（１１６） ２．５ g　臨 (116) 2.5GX3X14 ツムラ 内服薬 臨時
ツロブテロール塩酸塩ＤＳ０．１％ 0.1% ﾊﾞﾗ 100G 大原薬品 内服薬
ディナゲスト錠１㎎ 1MG PTP 100T 持田製薬 内服薬
テオドール　ドライシロップ　２０％ 臨 20% ﾊﾞﾗ 100G 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
テオフィリン徐放Ｕ錠２００mg　トーワ 200MG PTP 100T 東和薬品 内服薬
テオフィリン徐放錠１００mg「サワイ」 100MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
テオフィリン徐放錠５０mg「サワイ」臨 50MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬 臨時
デカドロン錠０．５mg 0.5MG PTP 500T 日医工 内服薬
デカドロン錠４mg 4MG PTP 100T 日医工 内服薬
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15MG PTP 100T ニプロファマ 内服薬
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15MG ﾊﾞﾗ 1000T ニプロファマ 内服薬
テクフィデラカプセル１２０mg 臨 120MG PTP 14CAP バイオジェン 内服薬 臨時
テクフィデラカプセル２４０mg 臨 240MG PTP 28CAP バイオジェン 内服薬 臨時
テグレトール細粒５０％ 50% ﾊﾞﾗ 100G 田辺三菱製薬 内服薬
テグレトール錠　１００㎎ 100MG ﾊﾞﾗ 500T ノバルティス 内服薬
テグレトール錠　１００mg 100MG PTP 100T 田辺三菱製薬 内服薬
テグレトール錠　２００㎎ 200MG ﾊﾞﾗ 500T ノバルティス 内服薬
テグレトール錠　２００mg 200MG PTP 100T 田辺三菱製薬 内服薬
デザレックス錠５mg 5MG PTP 100T 杏林製薬 内服薬
テトラミド錠　１０㎎ 10MG PTP 105T 第一三共 内服薬
テネリア錠２０mg 20MG PTP 100T 第一三共 内服薬
テネリア錠２０mg 20MG ﾊﾞﾗ 500T 第一三共 内服薬
テノーミン錠２５ 臨 25MG PTP 100T アストラゼネ 内服薬 臨時
テノゼット錠３００mg　臨 300MG ﾊﾞﾗ 30T グラクソスミ 内服薬 臨時
デノタスチュアブル配合錠 SP 60T 第一三共 内服薬
デパケンＲ錠１００mg 100MG PTP 100T 協和キリン 内服薬
デパケンＲ錠２００mg 200MG PTP 100T 協和キリン 内服薬
デパケンシロップ５％ 5% 500ML 協和キリン 内服薬
デパケン細粒４０％ 40% ﾊﾞﾗ 100G 協和キリン 内服薬
デパケン錠２００mg 200MG PTP 100T 協和キリン 内服薬
テプレノンカプセル５０mg「日医工」 50MG PTP 1000CAP 日医工 内服薬
テプレノン細粒１０％「サワイ」 ０．５ g 10% 0.5GX180ﾎｳ 沢井製薬 内服薬
テモダールカプセル１００㎎ １ＣＡＰ 100MG SP 1CAPX5 ＭＳＤ 内服薬
テモダールカプセル２０㎎ １ＣＡＰ 20MG SP 1CAPX5 ＭＳＤ 内服薬
デュオドーパ配合経腸用液 臨 100MLX7 アッヴィ 内服薬 臨時
デュタステリドカプセル０．５mgＡＶ武 0.5MG PTP 30CAP 武田薬品工業 内服薬
デュフアストン錠５mg 5MG PTP 100T マイランＥＰ 内服薬
テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 PTP 100T 第一三共 内服薬
テラムロ配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」 PTP 100T 第一三共 内服薬
テルビナフィン錠１２５mg「サワイ」 125MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
テルミサルタン錠４０mg「ＤＳＥＰ」 40MG PTP 140T 第一三共 内服薬
テルミサルタン錠４０mg「ＤＳＥＰ」 40MG ﾊﾞﾗ 500T 第一三共 内服薬
トアラセット配合錠「日医工」 PTP 100T 日医工 内服薬
トアラセット配合錠「日医工」 ﾊﾞﾗ 500T 日医工 内服薬
ドキサゾシン錠２mg「タナベ」 2MG PTP 100T 田辺製薬販売 内服薬
ドグマチール細粒１０％ 0.1 100G 日医工 内服薬
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒 ﾊﾞﾗ 100G ＭｅｉｊｉＳ 内服薬
トニール錠１０ug 10UG PTP 100T 日本ジェネリ 内服薬
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品　目　名 規　格 販売元名 分　類 採用区分
ドネぺジル塩酸塩ＯＤ錠３mg「日医工」 3MG PTP 28T 日医工 内服薬
ドネぺジル塩酸塩ＯＤ錠５mg「日医工」 5MG PTP 56T 日医工 内服薬
ドパコール配合錠Ｌ１００ 100MG PTP 100T 日医工 内服薬
ドパストン散９８．５％ 臨 985MG ﾊﾞﾗ 100G 大原薬品 内服薬 臨時
トピナ細粒１０％ 10% ﾊﾞﾗ 100G 協和キリン 内服薬
トピナ錠５０㎎ 50MG PTP 100T 協和キリン 内服薬
ドプスＯＤ錠１００mg 100MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
ドプスＯＤ錠１００mg 100MG ﾊﾞﾗ 500T 大日本住友 内服薬
トフラニール錠１０mg　臨 10mg PTP  300T アルフレッサ 内服薬 臨時
トラクリア錠６２．５mg 62.5MG PTP 60T アクテリオン 内服薬
トラセミドＯＤ錠８mg「ＴＥ」 8MG PTP 100T アステラス 内服薬
トラゼンタ錠５mg 5MG ﾊﾞﾗ 500T 日本ベーリン 内服薬
トラゼンタ錠５mg 5MG PTP 100T 日本ベーリン 内服薬
トラディアンス配合錠ＡＰ PTP 100T 日本ベーリン 内服薬
トラニラストカプセル１００mg「ＣＨ」 100MG PTP 100CAP 日本ジェネリ 内服薬
トラネキサム酸錠２５０mg「ＹＤ」 250MG PTP 100T 陽進堂 内服薬
トラベルミン配合錠 PTP 100T エーザイ 内服薬
トラマールＯＤ錠２５mg 25MG PTP 100T 日本新薬 内服薬
トラマールＯＤ錠５０mg　臨 50MG PTP 100T 日本新薬 内服薬 臨時
トランコロン錠７．５㎎ 7.5MG PTP 500T アステラス 内服薬
トランサミン錠　２５０mg 250MG PTP 100T 第一三共 内服薬
トランデート錠５０mg 臨 50MG PTP 1000T アスペン 内服薬 臨時
トリクロリールシロップ１０％ 10% 500ML アルフレッサ 内服薬
トリノシン顆粒１０％ １ g 10% 1GX420ﾎｳ アステラス 内服薬
トリプタノール錠　１０mg 10MG PTP 100T 日医工 内服薬
トリプタノール錠２５　臨 25MG PTP 100T 日医工 内服薬 臨時
トリメブチンマレイン酸塩錠１００mg日 100MG PTP 100T 日医工 内服薬
トリンテリックス錠１０mg「タケダ」 臨 10MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬 臨時
トレーランＧ液７５ｇ　２２５ＭＬ . 225MLX20V 陽進堂 内服薬
トレドミン錠２５mg 25MG PTP 100T ヤンセンファ 内服薬
トレリーフＯＤ錠２５mg 25MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
ドンペリドン錠１０mg「ＪＧ」 10MG PTP 100T 日本ジェネリ 内服薬
ナイキサン錠１００㎎ 100MG PTP 100T 田辺製薬販売 内服薬
ナウゼリンドライシロップ１％ 120 g 協和キリン 内服薬
ナディック錠　３０mg 臨 30MG PTP 100T 大日本住友 内服薬 臨時
ナトリックス錠１mg（割線入） 1MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
ナフトピジルＯＤ錠２５mg「ＥＥ」 25MG PTP 100T 日医工 内服薬
ナラトリプタン錠２．５mg「ＫＯ」 2.5MG PTP 20T 寿製薬 内服薬
ナルサス錠２mg 2MG PTP 20T 第一三共 内服薬
ナルサス錠６mg 6MG PTP 20T 第一三共 内服薬
ナルラピド錠１mg 1MG PTP 20T 第一三共 内服薬
ニカルジピン塩酸塩散１０％「日医工」 10% ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 10% ﾊﾞﾗ 500G ゾンネボ－ド 内服薬
ニコランジル錠５mg「サワイ」 5MG ﾊﾞﾗ 1000T 沢井製薬 内服薬
ニコランジル錠５mg「サワイ」 5MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ニザチジン錠１５０mg「ＹＤ」 150MG PTP 100T 陽進堂 内服薬
ニセルゴリン錠５mg「ＮＰ」 5MG PTP 100T 三和化学 内服薬
ニッパスカルシウム顆粒１００％ 臨 100% ﾊﾞﾗ 1KG 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
ニトロペン舌下錠０．３㎎ 0.3MG SP 100T 日本化薬 内服薬
ニフェジピンＣＲ錠１０mg「ＮＰ」 臨 10MG PTP 100T ニプロファマ 内服薬 臨時
ニフェジピンＣＲ錠２０mg「ＮＰ」 20MG ﾊﾞﾗ 500T ニプロファマ 内服薬
ニフェジピンＣＲ錠２０mg「ＮＰ」 20MG PTP 100T ニプロファマ 内服薬
ニフェジピンＣＲ錠４０mg「ＮＰ」 40MG PTP 100T ニプロファマ 内服薬
ニフェジピンＣＲ錠４０mg「ＮＰ」 40MG ﾊﾞﾗ 500T ニプロファマ 内服薬
ニフェジピンＬ錠１０mg「サワイ」 臨 10MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬 臨時
ニフェジピンＬ錠２０mg「サワイ」 20MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ニフェジピンカプセル１０mg「サワイ」 10MG PTP 100CAP 沢井製薬 内服薬
ニフレック配合バッグ１３７．１５５ｇ . 137.155X10 味の素製薬 内服薬
ニポラジン錠３mg 3mg PTP  100T アルフレッサ 内服薬
ニューレプチル錠　１０mg 臨 10MG PTP 100T 高田製薬 内服薬 臨時
ニルバジピン錠４mg「日医工」 4MG PTP 100T 日医工 内服薬
ニンラーロカプセル２．３mg 臨 ﾊﾟﾂｹ-ｼﾞﾂｷ 1CAP 武田薬品工業 内服薬 臨時
ニンラーロカプセル３mg 臨 ﾊﾟﾂｹ-ｼﾞﾂｷ 1CAP 武田薬品工業 内服薬 臨時
ニンラーロカプセル４mg 臨 ﾊﾟﾂｹ-ｼﾞﾂｷ 1CAP 武田薬品工業 内服薬 臨時
ネイリンカプセル１００mg 臨 100MG PTP 84CAP 佐藤製薬 内服薬 臨時
ネオーラル　２５mg　カプセル 臨 25MG PTP 100CAP ノバルティス 内服薬 臨時
ネオーラル内用液１０％ 10% 50ML ノバルティス 内服薬
ネオ－ラル　５０㎎　カプセル 臨 50MG PTP 100CAP ノバルティス 内服薬 臨時
ネキシウム　カプセル１０mg 10MG PTP 140CAP 第一三共 内服薬
ネキシウム　カプセル２０mg 20MG ﾊﾞﾗ 500CAP 第一三共 内服薬
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ネキシウム　カプセル２０mg 20MG PTP 140CAP 第一三共 内服薬
ネキシウム懸濁用顆粒分包１０mg 10MG 28ﾎｳ 第一三共 内服薬
ネクサバール錠２００㎎　臨 200MG PTP 56T バイエル薬品 内服薬 臨時
ネシーナ錠１２．５mg 臨 12.5MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬 臨時
ノイキノン糖衣錠１０mg 臨 10MG PTP 100T エーザイ 内服薬 臨時
ノイロトロピン錠４単位 4E PTP 100T 日本臓器製薬 内服薬
ノウリアスト錠２０mg 20MG PTP 100T 協和キリン 内服薬
ノックビン原末　臨 . 25G 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
ノバミン錠　５mg 5MG PTP 100T 共和薬品工業 内服薬
ノベルジン錠２５mg 25MG PTP 100T ノーベルファ 内服薬
ノリトレン錠　２５mg 臨 25MG PTP 1000T 大日本住友 内服薬 臨時
ノルバデックス錠１０mg 10MG PTP 100T アストラゼネ 内服薬
ハーフジゴキシンＫＹ錠　０．１２５mg 0.125mg ﾊﾞﾗ  100T アステラス 内服薬
ハーフジゴキシンＫＹ錠　０．１２５mg 0.125MGPTP 100T アステラス 内服薬
パーロデル錠２．５mg 臨 2.5MG PTP 100T 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
バイアグラ錠　５０㎎ 50MG PTP 10TX2 ファイザー 内服薬
バイアスピリン錠　１００㎎ 100MG ﾊﾞﾗ 500T バイエル薬品 内服薬
バイアスピリン錠　１００㎎ 100MG PTP 700T バイエル薬品 内服薬
ハイコバール　カプセル　５００ug 臨 500UG PTP 100CAP エーザイ 内服薬 臨時
ハイドレア　カプセル　５００㎎ 500MG PTP 100CAP ブリストル 内服薬
ハイボン錠　２０㎎ 20MG PTP 1200T 田辺製薬販売 内服薬
ハイボン錠　２０㎎ 20MG ﾊﾞﾗ 100T 田辺製薬販売 内服薬
バゼドキシフェン錠２０mg「サワイ」 20MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
パナルジン細粒１０％　臨 10% ﾊﾞﾗ 100G サノフィ 内服薬 臨時
バナンドライシロップ５％ 臨 50MG ﾊﾞﾗ 100G 第一三共 内服薬 臨時
バファリン配合錠Ａ３３０ 330MG  SP 600T エーザイ 内服薬
バファリン配合錠Ａ８１ 臨 81MG  SP 100T エーザイ 内服薬 臨時
バラシクロビル錠５００mg「日医工」 500MG PTP 42T 日医工 内服薬
バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」 50% ﾊﾞﾗ 50G アスペン 内服薬
パラミヂンカプセル３００mg 臨 300mg PTP  100CAP 武田薬品工業 内服薬 臨時
バリキサ錠４５０mg 450MG ﾊﾞﾗ 60T 田辺三菱製薬 内服薬
バルサルタン錠４０mg「サンド」 40MG PTP 140T サンド 内服薬
バルサルタン錠８０mg「サンド」 80MG PTP 140T サンド 内服薬
ハルシオン０．１２５mg錠 臨 0.125MG SP 100T ファイザー 内服薬 臨時
ハルシオン０．２５mg 臨 0.25MG SP 100T ファイザー 内服薬 臨時
パルモディア錠０．１mg 0.1MG PTP 100T 興和創薬 内服薬
パロキセチン錠１０mg「アスペン」 10MG PTP 100T アスペン 内服薬
パロキセチン錠２０mg「アスペン」 20MG PTP 100T アスペン 内服薬
バンコマイシン塩酸塩散０．５ gＭＥＥ 0.5G 10V ＭｅｉｊｉＳ 内服薬
パントシン散　２０％ 100 g アルフレッサ 内服薬
パントシン散　２０％ １ g 20% 1GX600ﾎｳ アルフレッサ 内服薬
ビ・シフロール錠　０．１２５mg 臨 0.125mg PTP  100T 日本ベーリン 内服薬 臨時
ビ・シフロール錠　０．５㎎ 0.5MG PTP 100T 日本ベーリン 内服薬
ピートルチュアブル錠２５０mg 250MG PTP 84T キッセイ薬品 内服薬
ピオグリタゾンＯＤ錠１５mg「日医工」 15MG PTP 100T 日医工 内服薬
ピオグリタゾンＯＤ錠３０mg「日医工」 30MG PTP 100T 日医工 内服薬
ビオスリー配合散 . 500G 鳥居薬品 内服薬
ビオスリー配合散 １ g 1GX630ﾎｳ 鳥居薬品 内服薬
ビオスリー配合錠 ﾊﾞﾗ 1000T 鳥居薬品 内服薬
ビオスリー配合錠 PTP 630T 鳥居薬品 内服薬
ビオチン散０．２％「フソー」 0.2% ﾊﾞﾗ 500G 扶桑薬品工業 内服薬
ビオフェルミンＲ散 ﾊﾞﾗ 500G 武田薬品工業 内服薬
ビオフェルミンＲ散 1GX120 大正製薬 内服薬
ビカルタミドＯＤ錠８０mg「ＮＫ」 80MG PTP 30T 日本化薬 内服薬
ビカルタミド錠８０mg「ＮＫ」 80MG PTP 30T 日本化薬 内服薬
ピコスルファートナトリウム錠２．５mg 2.5MG PTP 100T 日医工 内服薬
ピコスルファートナトリウム内用液 １０ＭＬ 0.75% 10MLX10 日医工 内服薬
ピコプレップ配合内用剤　１６．１ g 16.1GX20ﾎｳ 日本ケミファ 内服薬
ビジクリア配合錠 PTP 250T ゼリア新薬 内服薬
ヒスロンＨ錠２００mg 臨 200MG PTP 100T 協和キリン 内服薬 臨時
ヒスロン錠５ 5MG PTP 100T 協和キリン 内服薬
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ 0.625MGPTP 100T 日医工 内服薬
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ 0.625MGﾊﾞﾗ 500T 日医工 内服薬
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５mg日 2.5MG PTP 100T 日医工 内服薬
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５mg日 2.5MG ﾊﾞﾗ 500T 日医工 内服薬
ビタノイリン　カプセル　５０㎎ 50MG ﾊﾞﾗ 500CAP 武田薬品工業 内服薬
ビタノイリン　カプセル　５０mg 50MG PTP 100CAP 武田薬品工業 内服薬
ピタバスタチンカルシウム錠２mg日医工 2MG ﾊﾞﾗ 500T 日医工 内服薬
ピタバスタチンカルシウム錠２mg日医工 2MG PTP 100T 日医工 内服薬
ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」 10% ﾊﾞﾗ 500G 丸石製薬 内服薬
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ビタメジン配合カプセルＢ２５ PTP 100CAP アルフレッサ 内服薬
ビタメジン配合カプセルＢ２５　２５mg 25mg ﾊﾞﾗ 1000CAP 第一三共 内服薬
ヒダントール錠２５mg 25MG PTP 100T 第一三共 内服薬
ピドキサール錠１０mg 10MG PTP 500T 太陽ファルマ 内服薬
ピドキサール錠３０mg 臨 30MG PTP 100T 中外製薬 内服薬 臨時
ヒドロクロロチアジド錠２５mg　トーワ 臨 25MG PTP 100T 東和薬品 内服薬 臨時
ビプレッソ徐放錠　１５０mg 臨 150MG PTP 100T 共和薬品工業 内服薬 臨時
ビムパットドライシロップ１０％ 10% 100G 第一三共 内服薬
ビムパット錠１００mg 100MG PTP 100T 第一三共 内服薬
ビムパット錠５０mg 50MG PTP 100T 第一三共 内服薬
ピモベンダン錠１．２５mg「ＴＥ」 1.25MG PTP 100T アステラス 内服薬
ピモベンダン錠１．２５mg「ＴＥ」 1.25mg ﾊﾞﾗ  500T アステラス 内服薬
ビラノア錠２０mg 臨 20MG PTP 100T ＭｅｉｊｉＳ 内服薬 臨時
ピラマイド原末 ﾊﾞﾗ 100G アルフレッサ 内服薬
ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５mg　臨 25MG PTP 100CAP 田辺製薬販売 内服薬 臨時
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０mg 50MG PTP 100CAP 田辺製薬販売 内服薬
ビルトリシド錠６００mg 臨 600MG ﾊﾞﾗ 6T バイエル薬品 内服薬 臨時
ヒルナミン細粒　１０％ 10% ﾊﾞﾗ 500G 共和薬品工業 内服薬
ピレスパ錠２００mg 臨 200MG PTP 100T 塩野義製薬 内服薬 臨時
ピレチア細粒１０％ 10% ﾊﾞﾗ 100G 高田製薬 内服薬
ピレチア錠　２５mg 25MG PTP 100T 高田製薬 内服薬
ビンダケルカプセル２０mg 20MG PTP 14CAP ファイザー 内服薬
ファモチジンＤ錠２０mg「日医工」 20MG PTP 100T 日医工 内服薬
ファモチジン散２％「日医工」 2% ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
ファロムドライシロップ小児用１０％ 100MG ﾊﾞﾗ 100G マルホ 内服薬
ファロム錠２００㎎ 200MG PTP 100T マルホ 内服薬
ファンギゾンシロップ１００mg／ＭＬ 100MG 24ML クリニジェン 内服薬
フィコンパ錠２mg 2MG PTP 56T エーザイ 内服薬
フィナステリド錠１mg「ファイザー」　臨 1MG PTP 28T ファイザー 内服薬 臨時
ブイフェンド錠５０㎎ 臨 50MG PTP 50T ファイザー 内服薬 臨時
フェアストン錠４０㎎　 40MG PTP 100T 日本化薬 内服薬
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０mgＳＡ 60MG PTP 100T 日医工 内服薬
フェノバールエリキシル０．４％ 0.4% 500ML 第一三共 内服薬
フェノバール散　１０％ 10% ﾊﾞﾗ 100G 第一三共 内服薬
フェノバール錠３０mg 30MG PTP 100T 第一三共 内服薬
フェノフィブラート錠８０mg　武田テバ 80MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
フェブリク錠１０mg 10MG PTP 100T 帝人ファーマ 内服薬
フェブリク錠１０mg 10MG ﾊﾞﾗ 500T 帝人ファーマ 内服薬
フェブリク錠２０mg 20MG ﾊﾞﾗ 500T 帝人ファーマ 内服薬
フェブリク錠２０mg 20MG PTP 100T 帝人ファーマ 内服薬
フェロ・グラデュメット錠１０５mg 105MG PTP 100T マイランＥＰ 内服薬
フェロミア顆粒８．３％ 8.3% ﾊﾞﾗ 100G エーザイ 内服薬
フォシーガ錠５mg 5MG PTP 100T 小野薬品工業 内服薬
フォリアミン錠　５㎎ 5MG PTP 1000T 武田薬品工業 内服薬
ブコラム口腔用液５mg 5MG 1MLX4ﾄｳ 武田薬品工業 内服薬
ブシラミン錠１００mg「日医工」 100MG PTP 100T 日医工 内服薬
フスコデ配合錠 PTP 100T マイランＥＰ 内服薬
ブスコパン錠１０mg 10MG PTP 100T サノフィ 内服薬
フスコブロン配合シロップ ５００ＭＬ 500ML 武田薬品工業 内服薬
フスタゾール糖衣錠１０mg 10MG PTP 100T 田辺製薬販売 内服薬
プソフェキ配合錠「サワイ」 PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ブフェニール錠５００mg 臨 500MG ﾊﾞﾗ 250T オーファンパ 内服薬 臨時
プラケニル錠２００mg 200MG PTP 84T サノフィ 内服薬
プラザキサカプセル１１０mg ｾｲｻﾞｲﾍﾝｺｳ 112CAP 日本ベーリン 内服薬
プラザキサカプセル７５mg 75MG PTP 112CAP 日本ベーリン 内服薬
フラジール内服錠２５０㎎ 250MG PTP 100T 塩野義製薬 内服薬
プラノバール配合錠 PTP 210T 武田薬品工業 内服薬
プラバスタチンＮａ錠１０mg「サワイ」 10MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
プラバスタチンＮａ錠５mg「サワイ」 5MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
プラバスタチンＮａ錠５mg「サワイ」 5MG ﾊﾞﾗ 1000T 沢井製薬 内服薬
フラビタン錠　５mg　臨 5MG PTP 100T アステラス 内服薬 臨時
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７ 0.375MGPTP 100T 共和薬品工業 内服薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５mg 1.5MG PTP 100T 共和薬品工業 内服薬
プランルカストＤＳ１０％「日医工」 10% ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
プランルカストカプセル１１２．５mg 112.5MGPTP 140CAP 日医工 内服薬
フリウェル配合錠ＬＤ「あすか」 PTP 84T 武田薬品工業 内服薬
フリウェル配合錠ＵＬＤ「あすか」 PTP 63T 武田薬品工業 内服薬
プリミドン細粒９９．５％「日医工」 ﾆﾁｲｺｳ ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
プリモボラン錠５㎎ 5MG PTP 100T バイエル薬品 内服薬
プリンペラン錠５ 5MG PTP 100T 日医工 内服薬
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品　目　名 規　格 販売元名 分　類 採用区分
プリンペラン錠５ 5MG ﾊﾞﾗ 1000T 日医工 内服薬
フルイトラン錠　２mg 2mg PTP  100T 塩野義製薬 内服薬
フルコナゾールカプセル１００mgサワイ 100MG PTP 50CAP 沢井製薬 内服薬
フルニトラゼパム錠１mg「ＪＧ」 1MG PTP 100T 日本ジェネリ 内服薬
フルメジン散　０．２％ 臨 0.2% ﾊﾞﾗ 100G 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
ブレーザベスカプセル１００mg 臨 100MG PTP 84CAP アクテリオン 内服薬 臨時
フレカイニド酢酸塩錠５０mgファイザー 50MG PTP 100T ファイザー 内服薬
プレガバリンＯＤ錠２５mg「ファイザー 25MG PTP 100T ファイザー２ 内服薬
プレガバリンＯＤ錠７５mg「ファイザー 75MG PTP 100T ファイザー２ 内服薬
プレドニゾロン散「タケダ」　１％ 1% ﾊﾞﾗ 100G 武田薬品工業 内服薬
プレドニゾロン錠　１mg 1MG ﾊﾞﾗ 1000T 旭化成ファマ 内服薬
プレドニゾロン錠　１㎎ 1MG PTP 100T 旭化成ファマ 内服薬
プレドニゾロン錠２．５mg「ＮＰ」 2.5MG ﾊﾞﾗ 500T ニプロファマ 内服薬
プレドニン錠５㎎ 5MG ﾊﾞﾗ 500T 塩野義製薬 内服薬
プレマリン錠　０．６２５mg ﾎｳｿｳﾍﾝｺｳﾋﾝ 140T ファイザー 内服薬
プログラフ　カプセル　１mg 1MG PTP 100CAP アステラス 内服薬
プログラフカプセル　０．５㎎ 0.5MG PTP 100CAP アステラス 内服薬
プログラフ顆粒　０．２mg 0.2MG 0.1GX50ﾎｳ アステラス 内服薬
フロセミド細粒　４％ 4% ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
フロセミド錠２０mg「ＪＧ」 20MG PTP 100T 日本ジェネリ 内服薬
フロセミド錠２０mg「ＪＧ」 20MG ﾊﾞﾗ 500T 日本ジェネリ 内服薬
フロセミド錠４０mg「ＪＧ」 40MG PTP 100T 日本ジェネリ 内服薬
フロセミド錠４０mg「ＪＧ」 40MG ﾊﾞﾗ 500T 日本ジェネリ 内服薬
プロタノールＳ錠１５㎎　臨 15MG PTP 100T 興和創薬 内服薬 臨時
プロチアデン錠２５ 25MG PTP 100T 科研製薬 内服薬
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５mg　サワイ 0.25MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
プロナーゼＭＳ　２００００単位 20000E 60ﾎｳ 科研製薬 内服薬
プロパフェノン塩酸塩錠１５０mgオーハ　臨 150MG PTP 100T 大原薬品 内服薬 臨時
プロピベリン塩酸塩錠１０mg「タナベ」 10MG PTP 100T 田辺製薬販売 内服薬
プロプラノロール塩酸塩徐放カプ６０mg 臨 60MG PTP 100CAP 沢井製薬 内服薬 臨時
ブロプレス錠　８mg 臨 8MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬 臨時
フロベン顆粒８％ 8% ﾊﾞﾗ 100G 科研製薬 内服薬
ブロムヘキシン塩酸塩錠４mg「日医工」 4MG PTP 100T 日医工 内服薬
ブロムペリドール錠１mg「サワイ」 臨 1MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬 臨時
フロリードゲル経口用２％ ５ g 2% 5GX10 持田製薬 内服薬
フロリネフ錠０．１mg 0.1MG ﾊﾞﾗ 100T アスペン 内服薬
ベイスンＯＤ錠　０．３mg 臨 0.3MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬 臨時
ベージニオ錠１００mg 臨 100MG PTP 30T イーライリリ 内服薬 臨時
ベージニオ錠１５０mg 臨 150MG PTP 30T イーライリリ 内服薬 臨時
ベージニオ錠５０mg 臨 50MG PTP 30T イーライリリ 内服薬 臨時
ベオーバ錠５０mg 50MG PTP 100T キッセイ薬品 内服薬
ベサコリン散５％ 5% ﾊﾞﾗ 100G エーザイ 内服薬
ベサノイドカプセル１０mg 10MG ﾊﾞﾗ 100CAP 富士製薬 内服薬
ベザフィブラートＳＲ錠２００mg日医工 200MG PTP 100T 日医工 内服薬
ベシケアＯＤ錠２．５mg 2.5MG PTP 140T アステラス 内服薬
ベタナミン錠２５mg 臨 25MG PTP 100T 三和化学 内服薬 臨時
ベタニス錠２５mg　臨 25MG PTP 100T アステラス 内服薬 臨時
ベタニス錠５０mg 50MG PTP 100T アステラス 内服薬
ベタヒスチンメシル酸塩錠６mg　ＴＳＵ 6MG PTP 100T 日本ジェネリ 内服薬
ベタメタゾン錠０．５mg「サワイ」 0.5MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ベニジピン塩酸塩錠４mg「サワイ」 4MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ベネシッド錠２５０mg 臨 250MG ﾊﾞﾗ 100T 科研製薬 内服薬 臨時
ベネット錠１７．５mg １Ｔ 17.5mg PTP  1TX20 武田薬品工業 内服薬
ベネトリンシロップ０．０４％０．４㎎ 0.4MG/ML 500ML グラクソスミ 内服薬
ベプリコール錠５０mg 50MG PTP 100T 第一三共 内服薬
ベポタスチンベシル酸塩錠１０mgタナベ 10MG PTP 100T ニプロファマ 内服薬
ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５ １２０ＭＬ 0.375% 120ML マルホ 内服薬
ベムリディ錠２５mg 25MG ﾊﾞﾗ 30T ギリアド 内服薬
ヘモナーゼ配合錠 PTP 100T ジェイドルフ 内服薬
ベラサスＬＡ錠６０ug 60UG PTP 100T 科研製薬 内服薬
ベラパミル塩酸塩錠４０mg　タイヨー 40MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
ベラプロストＮａ錠２０ug「サワイ」 20ug ﾊﾞﾗ  500T 沢井製薬 内服薬
ベラプロストＮａ錠２０ug「サワイ」 20UG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ペリアクチン散１％ 1% ﾊﾞﾗ 500G 日医工 内服薬
ペリアクチン錠４mg 4MG PTP 100T 日医工 内服薬
ベリチーム配合顆粒 . 500G 塩野義製薬 内服薬
ベリチーム配合顆粒 １ g 1GX105ﾎｳ 共和薬品工業 内服薬
ペリンドプリルエルブミン錠４mgサワイ 4MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ペルサンチン錠２５mg 臨 25MG PTP 100T 日本ベーリン 内服薬 臨時
ペルジピンＬＡカプセル４０mg　臨 40mg PTP  100CAP アステラス 内服薬 臨時
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品　目　名 規　格 販売元名 分　類 採用区分
ベルソムラ錠１０mg 　臨 10MG PTP 100T ＭＳＤ 内服薬 臨時
ベルソムラ錠１５mg 15MG PTP 100T ＭＳＤ 内服薬
ベルソムラ錠２０mg 20MG PTP 100T ＭＳＤ 内服薬
ペルマックス錠　５０ug 臨 50UG PTP 100T 協和キリン 内服薬 臨時
ペルマックス錠２５０ug　臨 250UG PTP 100T 協和キリン 内服薬 臨時
ベンザリン細粒１％ 1% ﾊﾞﾗ 100G 共和薬品工業 内服薬
ベンザリン錠　５mg 5MG PTP 100T 共和薬品工業 内服薬
ベンズブロマロン錠２５mg「日医工」 25MG PTP 100T 日医工 内服薬
ベンズブロマロン錠５０mg「日医工」 50MG PTP 100T 日医工 内服薬
ペンタサ顆粒９４％　１０００mg 1000MG(1.0 6G) 100ﾎｳ 杏林製薬 内服薬
ペンタサ顆粒９４％　２０００mg 2000MG(2.1 2G) 100ﾎｳ 杏林製薬 内服薬
ボアラ軟膏０．１２％ １０ g 0.12% 10 gX10 マルホ 内服薬
ボースデル内用液１０㎎　２５０ＭＬ 10MG 250MLX5ﾌｸﾛ 協和キリン 内服薬
ボグリボースＯＤ錠０．２mg「日医工」 0.2MG PTP 100T 日医工 内服薬
ボグリボースＯＤ錠０．３mg「日医工」 0.3MG PTP 100T 日医工 内服薬
ボシュリフ錠１００mg 臨 100MG PTP 50T ファイザー 内服薬 臨時
ホスホマイシンカルシウムドライシロッ １ g 400MG ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
ホスミシン錠５００ 500MG PTP 100T ＭｅｉｊｉＳ 内服薬
ホスリボン配合顆粒 . 200ﾎｳ ゼリア新薬 内服薬
ホスレノールＯＤ錠５００mg 500MG PTP 100T バイエル薬品 内服薬
ボナロン経口ゼリー３５mg 35MG 20ﾎｳ 帝人ファーマ 内服薬
ボノサップパック４００ PTPｲﾘ 7ｼ-ﾄ 武田薬品工業 内服薬
ポマリストカプセル１mg 1MG PTP 7CAP セルジーン 内服薬
ポマリストカプセル２mg 2MG PTP 7CAP セルジーン 内服薬
ポマリストカプセル３mg 3MG PTP 7CAP セルジーン 内服薬
ポマリストカプセル４mg 4MG PTP 7CAP セルジーン 内服薬
ポラプレジンクＯＤ錠７５mg「サワイ」 75MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ポラプレジンクＯＤ錠７５mg「サワイ」 75MG ﾊﾞﾗ 200T 沢井製薬 内服薬
ポララミン錠　２mg 2MG ﾊﾞﾗ 100T 高田製薬 内服薬
ボリコナゾール錠２００mg「ＪＧ」 200MG PTP 50T 日本ジェネリ 内服薬
ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー 20% 25GX60ｺ アステラス 内服薬
ポリスチレンスルホン酸Ｎａ「フソー」 SP 5GX50ﾎｳ 扶桑薬品工業 内服薬
ホリナート錠　２５mg「タイホウ」 25MG PTP 42T 大鵬薬品工業 内服薬
ポルトラック原末 ６ｇ . 6GX126ﾎｳ 日本新薬 内服薬
ボンゾール錠１００㎎　臨 100MG PTP 100T 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
ポンタールシロップ３．２５％ 3.25% 500ML 第一三共 内服薬
マーズレンＳ配合顆粒 ﾊﾞﾗ 500G 味の素製薬 内服薬
マーズレンＳ配合顆粒 ０．５ g . 0.5GX1050 味の素製薬 内服薬
マイスタン細粒　１％ 1% ﾊﾞﾗ 100G 大日本住友 内服薬
マイスタン錠　５mg 5MG PTP 100T 大日本住友 内服薬
マイテラーゼ錠１０mg 臨 10mg PTP  100T アルフレッサ 内服薬 臨時
マヴィレット配合錠 PTP 42T アッヴィ 内服薬
マグコロール　Ｐ ５０ｇ . 50GX10 堀井薬品工業 内服薬
マグミット錠　３３０㎎ 330MG PTP 1000T 丸石製薬 内服薬
マグミット錠５００mg 500mg PTP  500T 丸石製薬 内服薬
マドパー配合錠 PTP 100T 太陽ファルマ 内服薬
マブリン散１％ 臨 1% ﾊﾞﾗ 25G 大原薬品 内服薬 臨時
マリゼブ錠１２．５mg 臨 12.5MG PTP 10T キッセイ薬品 内服薬 臨時
マルツエキス分包 ９ g 臨 9GX100ﾎｳ 高田製薬 内服薬 臨時
ミオカーム内服液３３．３％　臨 33.3% 380ML 大鵬薬品工業 内服薬 臨時
ミオナール錠　５０mg 50MG PTP 210T エーザイ 内服薬
ミオナール顆粒１０％　臨 10% 100G エーザイ 内服薬 臨時
ミカルディス錠４０㎎　臨 40MG ﾊﾞﾗ 500T アステラス 内服薬 臨時
ミグシス錠　５㎎ 5MG PTP 140T ファイザー 内服薬
ミグリトール錠５０mg「トーワ」 50MG PTP 210T 東和薬品 内服薬
ミケランＬＡカプセル１５mg　臨 15mg PTP  100CAP 大塚製薬 内服薬 臨時
ミコンビ配合錠ＢＰ　８０mg 臨 80mg PTP  100T アステラス 内服薬 臨時
ミゾリビン錠５０mg「サワイ」 50MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ミティキュアダニ舌下錠１００００ＪＡ 10000JAUﾌﾞ ﾘｽﾀ-10TX1 鳥居薬品 内服薬
ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ 3300JAU ﾌﾞ ﾘｽﾀ- 7TX1 鳥居薬品 内服薬
ミドドリン塩酸塩錠２mg「サワイ」 2MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ミニリンメルトＯＤ錠１２０ug 120UG PTP 100T 協和キリン 内服薬
ミニリンメルトＯＤ錠２４０ug 240UG PTP 100T 協和キリン 内服薬
ミニリンメルトＯＤ錠２４０ug 240UG PTP 100T キッセイ薬品 内服薬
ミニリンメルトＯＤ錠６０ug 臨 60UG PTP 100T キッセイ薬品 内服薬 臨時
ミネブロ錠２．５mg 2.5MG PTP 100T 第一三共 内服薬
ミノサイクリン塩酸塩錠１００mgサワイ 100MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ミノサイクリン塩酸塩錠５０mg　サワイ 50MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％　サワイ 2% ﾊﾞﾗ 100G 沢井製薬 内服薬
ミノドロン酸錠５０mg「ニプロ」 50MG PTP 5T ニプロファマ 内服薬
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ミヤＢＭ細粒 １ g 1 gX630包 ミヤリサン製 内服薬
ミヤＢＭ錠 ﾊﾞﾗ 1000T ミヤリサン製 内服薬
ミヤＢＭ錠 PTP 480T ミヤリサン製 内服薬
ミルタザピンＯＤ錠１５mg「ニプロ」 15MG PTP 100T ニプロファマ 内服薬
ミルラクト細粒５０％ 50% ﾊﾞﾗ 100G 高田製薬 内服薬
ミンクリア内用散布液０．８％　２０ml ｱｽｶｾｲﾔｸ 20MLX10ﾄｳ 武田薬品工業 内服薬
ムコサールドライシロップ１．５％ 1.5% ﾊﾞﾗ 100G サノフィ 内服薬
ムコダイン錠　２５０mg 臨 250MG PTP 100T 杏林製薬 内服薬 臨時
ムンデシンカプセル１００mg 臨 100MG PTP 84CAP ムンディファ 内服薬 臨時
メイラックス錠１mg 1MG PTP 100T ＭｅｉｊｉＳ 内服薬
メキシレチン塩酸塩カプセル１００mgサ 100MG PTP 100CAP 沢井製薬 内服薬
メサペイン錠１０mg 10MG PTP 40T テルモ 内服薬
メサペイン錠５mg 5MG PTP 40T テルモ 内服薬
メサラジン錠２５０mg「日医工」　臨 250MG PTP 100T 日医工 内服薬 臨時
メサラジン錠５００mg「日医工」 500MG PTP 100T 日医工 内服薬
メサラジン腸溶錠４００mg　ファイザー 400MG PTP 100T ファイザー 内服薬
メジコン配合シロップ . 500ML 塩野義製薬 内服薬
メスチノン錠６０㎎ 60MG SP 100T 共和薬品工業 内服薬
メソトレキセート錠　２．５mg　臨 2.5MG ﾊﾞﾗ 100T ファイザー 内服薬 臨時
メタクト配合錠ＬＤ 臨 PTP 100T 武田薬品工業 内服薬 臨時
メタルカプターゼカプセル１００mg　臨 100MG PTP 100CAP 大正製薬 内服薬 臨時
メチコバール細粒０．１％　０．５ g 0.1% 0.5GX120ﾎｳ エーザイ 内服薬
メチコバール錠　５００ug 500UG PTP 1050T エーザイ 内服薬
メチコバール錠５００ug 500UG ﾊﾞﾗ 500T エーザイ 内服薬
メチルエルゴメトリン錠０．１２５㎎ 0.125MGPTP 100T 武田薬品工業 内服薬
メトアナ配合錠ＨＤ 臨 PTP 100T 三和化学 内服薬 臨時
メトアナ配合錠ＬＤ PTP 100T 三和化学 内服薬
メトグルコ錠２５０mg 臨 250MG PTP 100T 大日本住友 内服薬 臨時
メトトレキサートカプセル２mg　サワイ 2MG PTP 20CAP 沢井製薬 内服薬
メトプロロール酒石酸塩錠２０mgサワイ 20MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
メトホルミン塩酸塩錠２５０mgＭＴＤＳ 250MG PTP 100T 第一三共 内服薬
メトホルミン塩酸塩錠２５０mgＭＴＤＳ 250MG ﾊﾞﾗ 500T 第一三共 内服薬
メトホルミン塩酸塩錠５００mgＭＴＤＳ 500MG PTP 100T 第一三共 内服薬
メトホルミン塩酸塩錠５００mgＭＴＤＳ 500MG ﾊﾞﾗ 500T 第一三共 内服薬
メトレート錠　２mg 臨 2MG PTP 48T あゆみ製薬 内服薬 臨時
メドロール錠４mg　臨 4MG SP 100T ファイザー 内服薬 臨時
メナテトレノンカプセル１５mg日医工 15MG PTP 100CAP 日医工 内服薬
メプチンミニ錠２５ug 25UG PTP 100T 大塚製薬 内服薬
メプチン錠５０ug　臨 50UG PTP 100T 大塚製薬 内服薬 臨時
メプチン顆粒０．０１％ 100 g 大塚製薬 内服薬
メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０mgＤＳＥＰ 10MG PTP 56T 第一三共 内服薬
メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０mgＤＳＥＰ 20MG PTP 56T 第一三共 内服薬
メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５mg　ＤＳＥＰ 5MG PTP 56T 第一三共 内服薬
メラトベル顆粒小児用０．２％ 臨 0.2% 100G ノーベルファ 内服薬 臨時
メルカゾール錠５mg 5mg PTP  500T 武田薬品工業 内服薬
メロキシカム錠１０mg「日医工」 10MG PTP 100T 日医工 内服薬
モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 1% ﾊﾞﾗ 100G 日医工 内服薬
モサプリドクエン酸塩錠５mgファイザー 5MG PTP 100T ファイザー 内服薬
モサプリドクエン酸塩錠５mgファイザー 5MG ﾊﾞﾗ 500T ファイザー 内服薬
モディオダール錠１００mg 臨 100MG PTP 100T 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
モビコール配合内用剤 臨 100ﾎｳ 味の素製薬 内服薬 臨時
モビプレップ配合内用剤２４４．２１２ . 244.212GX5 味の素製薬 内服薬
モルヒネ塩酸塩錠１０mg「ＤＳＰ」 臨 10MG PTP 80T 大日本住友 内服薬 臨時
モンテルカストチュアブル錠５mgトーワ 5MG PTP 100T 東和薬品 内服薬
モンテルカスト細粒４mgトーワ０．５ g 4MG 0.5GX140ﾎｳ 東和薬品 内服薬
モンテルカスト錠１０mg「ＫＭ」 10MG PTP 140T 杏林製薬 内服薬
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ 150MG 0.75GX105 大鵬薬品工業 内服薬
ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 100MG PTP 60CAP 大鵬薬品工業 内服薬
ユービット錠　１００㎎ 100MG SP 10T 大塚製薬 内服薬
ユーロジン錠　２mg 2MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
ユナシン細粒小児用１０％ 100MG ﾊﾞﾗ 100G ファイザー 内服薬
ユビデカレノン顆粒１％「ツルハラ」 臨 1% ﾊﾞﾗ 100G 鶴原製薬 内服薬 臨時
ユベラＮカプセル１００mg 100MG PTP 210CAP エーザイ 内服薬
ユベラＮカプセル１００mg 100MG ﾊﾞﾗ 500CAP エーザイ 内服薬
ユベラ錠５０mg 50mg PTP  100T エーザイ 内服薬
ユリーフＯＤ錠２mg 2MG ﾊﾞﾗ 500T 第一三共 内服薬
ユリーフＯＤ錠４mg 臨 4MG PTP 100T 第一三共 内服薬 臨時
ヨウ化カリウム 25G 小堺製薬 内服薬
ヨウ化カリウム丸５０mg１シート１０丸 ｢日医工｣10丸X100 日医工 内服薬
ヨクイニンエキス錠　Ｔ７２ T72 ﾊﾞﾗ 1000T 小太郎漢方 内服薬
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品　目　名 規　格 販売元名 分　類 採用区分
ラクツロースシロップ６５％　武田テバ 65% 500ML 武田薬品工業 内服薬
ラコールＮＦ配合経腸用液コーンフレー ２００ＭＬ臨 ｺ-ﾝﾌﾚ-ﾊﾞ- 200MLX24 大塚製薬 内服薬 臨時
ラコールＮＦ配合経腸用液ミルクフレバ ２００ＭＬ ﾐﾙｸﾌﾚ-ﾊﾞ- 200MLX24 大塚製薬 内服薬
ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 ３００ g 300GX18ﾎｳ 大塚製薬 内服薬
ラジレス錠１５０mg 150MG PTP 140T オーファンパ 内服薬
ラステットＳカプセル２５mg　臨 25MG PTP 40CAP 日本化薬 内服薬 臨時
ラツーダ錠２０mg 臨 20MG PTP 100T 大日本住友 内服薬 臨時
ラックビー微粒Ｎ　１％ １ g 1% 1GX1008ﾎｳ 興和創薬 内服薬
ラパリムス錠１mg 臨 1MG PTP 30T ノーベルファ 内服薬 臨時
ラフチジン錠１０mg「ファイザー」 10MG PTP 100T ファイザー 内服薬
ラベプラゾ－ルＮａ錠１０mg「サワイ」 10MG ﾊﾞﾗ 100T 沢井製薬 内服薬
ラベプラゾ－ルＮａ錠１０mg「サワイ」 10MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ラミクタール錠１００㎎ 100MG PTP 140T グラクソスミ 内服薬
ラミクタール錠２５㎎ 25MG PTP 140T グラクソスミ 内服薬
ラミクタール錠小児用２㎎ 2MG PTP 140T グラクソスミ 内服薬
ラミクタール錠小児用５㎎ 5MG PTP 140T グラクソスミ 内服薬
ランソプラゾールＯＤ錠１５mg　日医工 15MG PTP 500T 日医工 内服薬
ランソプラゾールＯＤ錠３０mg　日医工 30MG PTP 100T 日医工 内服薬
リアルダ錠１２００mg 1200MG PTP 56T 持田製薬 内服薬
リーバクト配合顆粒 臨 4.15GX84ﾎｳ 味の素製薬 内服薬 臨時
リーマス錠１００ 100MG PTP 100T 大正製薬 内服薬
リーマス錠２００ 200MG PTP 100T 大正製薬 内服薬
リオナ錠２５０mg 臨 250MG PTP 100T 鳥居薬品 内服薬 臨時
リオベル配合錠ＬＤ 臨 PTP 100T 武田薬品工業 内服薬 臨時
リオレサール錠　５mg 5MG PTP 100T 田辺三菱製薬 内服薬
リクシアナＯＤ錠３０mg 30MG PTP 100T 第一三共 内服薬
リクシアナＯＤ錠３０mg 30MG ﾊﾞﾗ 100T 第一三共 内服薬
リクシアナＯＤ錠６０mg 60MG PTP 100T 第一三共 内服薬
リスペリドンＯＤ錠１mg「サワイ」 1MG ﾊﾞﾗ 200T 沢井製薬 内服薬
リスペリドンＯＤ錠１mg「サワイ」 1MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
リスペリドン細粒１％「サワイ」 1% ﾊﾞﾗ 100G 沢井製薬 内服薬
リスペリドン内用液１mg／ＭＬＭＥＥＫ ０．５ＭＬ 1MG/ML 0.5MLX50ﾎｳ ＭｅｉｊｉＳ 内服薬
リスモダン　カプセル　１００mg 臨 100MG PTP 100CAP サノフィ 内服薬 臨時
リセドロン酸Ｎａ錠２．５mg「サワイ」 2.5MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
リセドロン酸Ｎａ錠７５mg「日医工」 75MG PTP 2T 日医工 内服薬
リトドリン塩酸塩錠５mg「日医工」 5MG PTP 100T 日医工 内服薬
リネゾリド錠６００mg「明治」 臨 600MG PTP 10T ＭｅｉｊｉＳ 内服薬 臨時
リパクレオンカプセル１５０mg 150MG PTP 120CAP マイランＥＰ 内服薬
リパクレオン顆粒３００mg分包０．５ g 300MG 0.5GX120ﾎｳ マイランＥＰ 内服薬
リバロ錠　２mg 臨 2MG PTP 100T 興和創薬 内服薬 臨時
リピディル錠５３．３mg　臨 53.3mg PTP  100T 武田薬品工業 内服薬 臨時
リファンピシンカプセル１５０mgサンド 150MG PTP 100CAP 日本ジェネリ 内服薬
リフキシマ錠２００mg 200MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
リボトリール細粒０．１％ 0.1% ﾊﾞﾗ 100G 太陽ファルマ 内服薬
リボトリール錠０．５mg 0.5MG SP 100T 太陽ファルマ 内服薬
リボトリール錠１mg 1MG SP 100T 太陽ファルマ 内服薬
リマチル錠　１００mg 臨 100MG PTP 100T あゆみ製薬 内服薬 臨時
リマプロストアルファデクス錠５ug 5UG PTP 210T 日医工 内服薬
リマプロストアルファデクス錠５ug日医 5UG ﾊﾞﾗ 100T 日医工 内服薬
リムパーザ錠１００mg 臨 100MG PTP 56T アストラゼネ 内服薬 臨時
リムパーザ錠１５０mg 臨 150MG PTP 56T アストラゼネ 内服薬 臨時
リルゾール錠５０mg「タナベ」 50MG PTP 56T 田辺製薬販売 内服薬
リンヴォック錠７．５mg 臨 7.5MG PTP 30T アッヴィ 内服薬 臨時
リンゼス錠０．２５mg 0.25MG SP 100T アステラス 内服薬
ルーラン錠４mg 臨 4MG PTP 100T 大日本住友 内服薬 臨時
ルジオミール錠　２５mg 25MG PTP 100T 田辺三菱製薬 内服薬
ルジオミール錠１０㎎　臨 10MG PTP 100T ノバルティス 内服薬 臨時
ルセフィ錠２．５mg 2.5MG PTP 100T 大正製薬 内服薬
ルネスタ錠１mg 1mg PTP  100T エーザイ 内服薬
ルボックス錠　２５mg 25MG PTP 100T アッヴィ 内服薬
レキサルティ錠１mg 臨 1MG PTP 100T 大塚製薬 内服薬 臨時
レキサルティ錠２mg 臨 2MG PTP 100T 大塚製薬 内服薬 臨時
レキソタン錠２ 2MG PTP 100T アスペン 内服薬
レクサプロ錠１０mg 10MG PTP 140T 持田製薬 内服薬
レクチゾール錠　２５㎎ 臨 25MG PTP 100T 田辺三菱製薬 内服薬 臨時
レグテクト錠３３３mg 臨 333MG PTP 100T 日本新薬 内服薬 臨時
レグナイト錠３００mg 臨 300MG PTP 56T アステラス 内服薬 臨時
レグパラ錠１２．５mg 12.5MG PTP 100T 協和キリン 内服薬
レグパラ錠２５mg 25mg PTP 100T 協和キリン 内服薬
レザルタス配合錠ＨＤ　２０／１６mg 20/16MGPTP 140T 第一三共 内服薬
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品　目　名 規　格 販売元名 分　類 採用区分
レスタミンコーワ錠１０mg 10MG ﾊﾞﾗ 500T 興和創薬 内服薬
レスプレン錠　２０mg 20MG PTP 500T 太陽ファルマ 内服薬
レスリン錠２５ 25MG PTP 100T ＭＳＤ 内服薬
レトロゾール錠２．５mg「明治」 2.5MG PTP 100T ＭｅｉｊｉＳ 内服薬
レナジェル錠　２５０mg 250MG PTP 100T 中外製薬 内服薬
レナデックス錠４㎎ 4MG PTP 100T セルジーン 内服薬
レパグリニド錠０．５mg「サワイ」 0.5MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
レバチオ懸濁用ドライシロップ９００mg 臨 900MG 1ﾋﾞﾝ ファイザー 内服薬 臨時
レバチオ錠２０mg 20MG PTP 90T ファイザー 内服薬
レバミピド錠１００mg「ファイザー」 100MG ﾊﾞﾗ 500T ファイザー 内服薬
レバミピド錠１００mg「ファイザー」 100MG PTP 630T ファイザー 内服薬
レブラミドカプセル５mg 5MG PTP 40CAP セルジーン 内服薬
レボセチリジン塩酸塩錠５mg　武田テバ 5MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
レボフロキサシン細粒１０％　ＤＳＥＰ 10% ﾊﾞﾗ 100G 第一三共 内服薬
レボフロキサシン錠５００mg　ＤＳＥＰ 500MG PTP 100T 第一三共 内服薬
レボレード錠１２．５mg 12.5MG PTP 70T ノバルティス 内服薬
レミッチＯＤ錠２．５ug 臨 2.5UG PTP 14T 鳥居薬品 内服薬 臨時
レミッチカプセル２．５ug 臨 2.5UG PTP 14CAP 鳥居薬品 内服薬 臨時
レルパックス錠　２０mg 臨 20MG PTP 10T ファイザー 内服薬 臨時
レルミナ錠４０mg 40MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
レンドルミンＤ錠　０．２５mg 臨 0.25MG PTP 100T 日本ベーリン 内服薬 臨時
レンビマカプセル１０mg 臨 10MG PTP 20CAP エーザイ 内服薬 臨時
レンビマカプセル４mg 4MG PTP 20CAP エーザイ 内服薬
ロイケリン散１０％ 100MG ﾊﾞﾗ 25G 大原薬品 内服薬
ロイコボリン錠　５mg 臨 5MG PTP 20T ファイザー 内服薬 臨時
ロートエキス散　１０倍散 10X 500G 丸石製薬 内服薬
ローブレナ錠１００mg 臨 100MG PTP 10T ファイザー 内服薬 臨時
ローブレナ錠２５mg 臨 25MG PTP 40T ファイザー 内服薬 臨時
ロキシスロマイシン錠１５０mg　日医工 150MG PTP 100T 日医工 内服薬
ロキソプロフェンＮａ錠６０mgサワイ 60MG ﾊﾞﾗ 1000T 沢井製薬 内服薬
ロキソプロフェンＮａ錠６０mgサワイ 60MG PTP 1000T 沢井製薬 内服薬
ロケルマ懸濁用散分包５ g 臨 5G 28ﾎｳ アストラゼネ 内服薬 臨時
ロサルタンカリウム錠２５mg「ＤＫ」 25MG PTP 100T 三和化学 内服薬
ロサルタンカリウム錠２５mg「ＤＫ」 25MG ﾊﾞﾗ 500T 三和化学 内服薬
ロサルタンカリウム錠５０mg「ＤＫ」 50MG ﾊﾞﾗ 500T 三和化学 内服薬
ロサルタンカリウム錠５０mg「ＤＫ」 50MG PTP 100T 三和化学 内服薬
ロサルヒド配合錠ＬＤ「ファイザー」 PTP 100T ファイザー 内服薬
ロスーゼット配合錠ＨＤ 臨 PTP 100T ＭＳＤ 内服薬 臨時
ロスバスタチン錠２．５mg「ＤＳＥＰ」 2.5MG PTP 100T 第一三共 内服薬
ロスバスタチン錠２．５mg「ＤＳＥＰ」 2.5MG ﾊﾞﾗ 500T 第一三共 内服薬
ロスバスタチン錠５mg「ＤＳＥＰ」 5MG PTP 100T 第一三共 内服薬
ロスバスタチン錠５mg「ＤＳＥＰ」 5MG ﾊﾞﾗ 500T 第一三共 内服薬
ロズリートレク　カプセル１００mg 臨 100MG ﾊﾞﾗ 30CAP 中外製薬 内服薬 臨時
ロズリートレク　カプセル２００mg 臨 200MG ﾊﾞﾗ 90CAP 中外製薬 内服薬 臨時
ロゼレム錠８mg 8MG PTP 100T 武田薬品工業 内服薬
ロタテック内用液　２ＭＬ 臨 2MLX1ﾎﾝ ＭＳＤ 内服薬 臨時
ロタリックス内用液 1ﾁﾕ-ﾌﾞ1ｶｲ ﾌﾞﾝ1.5MLX1 グラクソスミ 内服薬
ロドピン細粒　１０％　臨 10% 100G アステラス 内服薬 臨時
ロドピン錠　２５mg 臨 25MG PTP 100T ＬＴＬファマ 内服薬 臨時
ロトリガ粒状カプセル２ g 2GX56ﾎｳ 武田薬品工業 内服薬
ロナセン錠４mg 臨 4MG PTP 100T 大日本住友 内服薬 臨時
ロナセン錠８mg 臨 8MG PTP 100T 大日本住友 内服薬 臨時
ロピニロール徐放錠２mg「トーワ」 2MG PTP 56T 東和薬品 内服薬
ロピニロール徐放錠８mg「トーワ」 8MG PTP 56T 東和薬品 内服薬
ロペラミド塩酸塩カプセル１mgタイヨー 1MG PTP 100CAP 武田薬品工業 内服薬
ロラゼパム錠０．５mg「サワイ」 0.5MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
ロレアス配合錠「ＳＡＮＩＫ」 臨 PTP 100T 日医工 内服薬 臨時
ロレルコ錠２５０mg 臨 250MG PTP 100T 大塚製薬 内服薬 臨時
ロンゲス錠　１０mg 10MG PTP 100T 共和薬品工業 内服薬
ロンサーフ配合錠Ｔ１５　臨 PTP 20T 大鵬薬品工業 内服薬 臨時
ロンサーフ配合錠Ｔ２０　臨 PTP 20T 大鵬薬品工業 内服薬 臨時
ワーファリン錠　０．５mg 0.5mg ﾊﾞﾗ  500T エーザイ 内服薬
ワーファリン錠　０．５mg 0.5mg PTP  100T エーザイ 内服薬
ワーファリン錠１㎎ 1MG ﾊﾞﾗ 500T エーザイ 内服薬
ワーファリン錠１mg 1MG PTP 1000T エーザイ 内服薬
ワーファリン錠５mg 臨 5mg ﾊﾞﾗ  100T エーザイ 内服薬 臨時
ワイドシリン細粒２０％ 200MG 100G ＭｅｉｊｉＳ 内服薬
ワイパックス錠　０．５mg 臨 0.5MG PTP 100T ファイザー 内服薬 臨時
ワルファリンＫ細粒０．２％「ＮＳ」 臨 0.2% ﾊﾞﾗ 100G 日新製薬 内服薬 臨時
ワントラム錠１００mg 100MG PTP 100T 日本新薬 内服薬
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安息香酸ナトリウムカフェイン原末　臨 (ﾏﾙｲｼ) 25G 丸石製薬 内服薬 臨時
一硝酸イソソルビド錠２０mg「サワイ」 20MG ﾊﾞﾗ 500T 沢井製薬 内服薬
一硝酸イソソルビド錠２０mg「サワイ」 20MG PTP 100T 沢井製薬 内服薬
塩化ナトリウム . 500G 大塚製薬 内服薬
塩酸プロカルバジンカプセル５０mg　臨 50MG ﾊﾞﾗ 100CAP 中外製薬 内服薬 臨時
希塩酸 . 500ML 丸石製薬 内服薬
球形吸着炭細粒分包２ g「日医工」 ２ g 2GX84 日医工 内服薬
苦味チンキ　臨 . 500ML 丸石製薬 内服薬 臨時
酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 83% 500G 吉田製薬 内服薬
臭化カリウム　臨 . 100G 山善製薬 内服薬 臨時
小児用ミケラン細粒　０．２％　臨 0.2% ﾊﾞﾗ 100G 大塚製薬 内服薬 臨時
硝酸イソソルビド徐放カプセル２０mg 20MG PTP 100CAP 日医工 内服薬
酢酸 . 500ML 丸石製薬 内服薬
精製水 ５００ＭＬ 500ML 丸石製薬 内服薬
単シロップ . 500ML 丸石製薬 内服薬
炭酸ランタン顆粒分包５００mg　トーワ 500MG 1.4GX120ﾎｳ 東和薬品 内服薬
炭酸水素ナトリウム . 500G 丸石製薬 内服薬
炭酸水素ナトリウム錠５００mg「ファイ 500MG PTP 120T ファイザー 内服薬
調剤用パンビタン末 . 100G 武田薬品工業 内服薬
乳酸カルシウム細粒状　Ｇタイプ . 500G 吉田製薬 内服薬
乳糖水和物原末「マルイシ」（粒状） (ﾘﾕｳｼﾞﾖｳ) 500G 丸石製薬 内服薬
白糖 500G 吉田製薬 内服薬
薬用炭「日医工」 250G 日医工 内服薬
硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位 100ﾏﾝE PTP 100T ファイザー 内服薬
５％サリチル酸ワセリン軟膏 5% 500G 東豊薬品 外用薬
ＭＳ温シップ「タイホウ」 (20GX5ﾏｲX1 0) 1KG 帝國製薬 外用薬
ＰＡ・ヨード点眼洗眼液　０．２％ ２０ＭＬ 0.2% 20MLX5 日本点眼 外用薬
ＳＰトローチ０．２５㎎「明治」 0.25MG PTP 1200T ＭｅｉｊｉＳ 外用薬
アイオピジンＵＤ点眼液１％０．１ＭＬ 0.01 0.1MLX2ｺX5 ノバルティス 外用薬
アイファガン点眼液０．１％ ５ＭＬ 0.1% 5MLX10 武田薬品工業 外用薬
アイラミド配合懸濁性点眼液 5MLX5 武田薬品工業 外用薬
アクアチム軟膏　１％ １０ g 1% 10GX10 大塚製薬 外用薬
アクトシン軟膏３％　チューブ ３０ g　＃ 3% ﾁｭ-ﾌﾞ 30 gX10 マルホ 外用薬
アシクロビル眼軟膏３％「日点」 3% 5GX1ﾎﾝ 日本点眼 外用薬
アズノールうがい液　４％ ５ＭＬ 4% 5MLX10ﾎﾝ 日本新薬 外用薬
アズノール軟膏０．０３３％ ２０ｇ 0.033% 20GX10 日本新薬 外用薬
アズノール軟膏０．０３３％ ５００ g 0.033% 500G 日本新薬 外用薬
アズマネックスツイストヘラー２００ug 60ｷﾕｳﾆﾕｳ 1ﾎﾝ ＭＳＤ 外用薬
アゾルガ配合懸濁性点眼液 ５ＭＬ 5MLX10ﾎﾝ ノバルティス 外用薬
アダパレンゲル０．１％「ニプロ」 0.1% 15GX10 ニプロファマ 外用薬
アドエア１００ディスカス６０吸入用 . 60ﾌﾞﾘｽﾀ-X1 グラクソスミ 外用薬
アドエア１２５エアゾール１２０吸入用 12GX1ｶﾝ グラクソスミ 外用薬
アドエア２５０エアゾール１２０吸入用 12GX1ｶﾝ グラクソスミ 外用薬
アドエア２５０ディスカス６０吸入用　臨 . 60ﾌﾞﾘｽﾀ-X1 グラクソスミ 外用薬 臨時
アドエア５０エアゾール１２０吸入用 . 12GX1ｶﾝ グラクソスミ 外用薬
アドフィードパップ４０mg　１０Ｘ１４ ６枚 10X14CM 6ﾏｲX20 科研製薬 外用薬
アトロベントエロゾル　２０ug１０ＭＬ 臨 4.20MG 10MLX5 帝人ファーマ 外用薬 臨時
アニュイティ１００ugエリプタ３０吸入 30ｷﾕｳﾆﾕｳ 1ｷﾂﾄ グラクソスミ 外用薬
アニュイティ２００ugエリプタ３０吸入 臨 30ｷﾕｳﾆﾕｳ 1ｷﾂﾄ グラクソスミ 外用薬 臨時
アネトカインゼリー２％ ５０ＭＬ 2% 50MLX5 小林化工 外用薬
アノーロエリプタ３０吸入用 30ｷﾕｳﾆﾕｳﾖｳ X1 グラクソスミ 外用薬
アビテン　１ｇ . 1GX2 ゼリア新薬 外用薬
アフタッチ口腔用貼付剤２５ug PTP 100T 帝人ファーマ 外用薬
アラミスト点鼻液２７．５ug５６噴霧用 臨 3MG 6GX1 グラクソスミ 外用薬 臨時
アルスロマチック関節手術用灌流液3L　＊ 3LX3袋 バクスター 外用薬
アルト原末　１ g 1 g 10A カイゲンファ 外用薬
アレジオンＬＸ点眼液０．１％ 0.1% 5MLX10 参天製薬 外用薬
アロンアルファＡ　０．５ｇ . 0.5GX5A 第一三共 外用薬
アンヒバ坐剤小児用　１００mg 100MG 100ｺ マイランＥＰ 外用薬
アンヒバ坐剤小児用　２００mg 200MG 100ｺ マイランＥＰ 外用薬
アンヒバ坐剤小児用　５０mg 50MG 50ｺ マイランＥＰ 外用薬
アンペック坐剤　１０㎎ 10MG 50ｺ 大日本住友 外用薬
イソジンシュガーパスタ軟膏　チューブ １００ g ﾁﾕ-ﾌﾞ 100G 塩野義製薬 外用薬
イソジンシュガーパスタ軟膏　ボトル ５００ g ﾎﾞﾄﾙ 500G 塩野義製薬 外用薬
イナビル吸入粉末剤２０㎎ 20MG 2ｺ 第一三共 外用薬
イムノブラダー膀注用８０mg 80MG 1V 日本化薬 外用薬
インテバンクリーム１％ ２５ g 1% 25GX10 帝國製薬 外用薬
インテバン坐剤５０ 50MG 50ｺ 帝國製薬 外用薬
ウルティブロ吸入用カプセルブリーズヘ ﾌﾞﾘ-ｽﾞﾍﾗ- 14CAP ＭｅｉｊｉＳ 外用薬
ウレパールクリーム１０％ ２０ g 臨 10% 20GX10ﾎﾝ 大塚製薬 外用薬 臨時
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品　目　名 規　格 販売元名 分　類 採用区分
ウロマチックＳ泌尿器科灌流液３％３Ｌ . 3LX3 バクスター 外用薬
エアーサロンパス（医家用） １００ml　臨 . 100MLX10 久光製薬 外用薬 臨時
エイゾプト懸濁性点眼液１％ ５ＭＬ 0.01 5MLX10 ノバルティス 外用薬
エイベリス点眼液０．００２％ 0.002% 2.5MLX5 参天製薬 外用薬
エキザルベ ５ g 5 gX10 マルホ 外用薬
エクラープラスター２０ug／Cm2 7.5X10CM 50ﾏｲ 久光製薬 外用薬
エコリシン眼軟膏 ３．５ｇ . 3.5GX10ｲﾘ 参天製薬 外用薬
エスクレ坐剤　２５０mg 250MG PTP 30ｺ 久光製薬 外用薬
エスクレ注腸用キット「５００」 . 10ｷﾂﾄ 久光製薬 外用薬
エストラーナテープ０．３６mg 臨 0.36MG 70ﾏｲ 久光製薬 外用薬 臨時
エストラーナテープ０．７２mg 0.72MG 70ﾏｲ 久光製薬 外用薬
エストリール膣錠０．５ＭＧ 0.5MG SP 100T 持田製薬 外用薬
エタノール　ポリ入 ﾎﾟﾘｲﾘ 500ML 丸石製薬 外用薬
エナジア吸入用カプセル中用量 臨 ﾌﾞﾘ-ｽﾞﾍﾗ-ﾂ ｷ 14CAP ノバルティス 外用薬 臨時
エムラクリーム ５ g 5 gX5 佐藤製薬 外用薬
エリザス点鼻粉末２００ug２８噴霧用 200UG 2ﾎﾝ 日本新薬 外用薬
エンクラッセ６２．５ugエリプタ３０吸 臨 30ｷﾕｳﾆﾕｳﾖｳ X1 グラクソスミ 外用薬 臨時
オイラックスクリ－ム１０％ 10% 10GX10 日新製薬 外用薬
オーキシス９μgタービュヘイラー６０吸入　臨 1ﾎﾝ ＭｅｉｊｉＳ 外用薬 臨時
オキサロール軟膏２５ug／ｇ １０ｇ 25UG/G 10GX10 マルホ 外用薬
オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００mgＦ 600MG PTP 30T 富士製薬 外用薬
オキシドール ５００ＭＬ 臨 500ML 健栄製薬 外用薬 臨時
オクソラレン　ローション　０．３％ ６０ＭＬ 0.3% 60ML 大正製薬 外用薬
オペガードＭＡ眼灌流液　２０ＭＬ . 20MLX10 武田薬品工業 外用薬
オペガンハイ０．７眼粘弾剤１％０．７ 1% 0.7MLX1 参天製薬 外用薬
オペリード０．６眼粘弾剤１％０．６ml 1% 0.6MLX1 武田薬品工業 外用薬
オリブ油「ヨシダ」（滅菌済） ２５ml 25ML 吉田製薬 外用薬
オルテクサー口腔用軟膏０．１％ ５ g 0.1% 5G ビーブランド 外用薬
オルベスコ１００ugインヘラー６．６ g 臨 112ｷﾕｳﾆﾕｳ 6.6GX1 帝人ファーマ 外用薬 臨時
オルベスコ２００ugインヘラー３．３Ｇ 56ｷﾕｳﾆﾕｳﾖｳ 3.3GX1 帝人ファーマ 外用薬
オンブレス吸入用カプセル１５０ugブリ ﾌﾞﾘ-ｽﾞﾍﾗ- 14CAP ノバルティス 外用薬
ガチフロ点眼液０．３％ ５ＭＬ 0.3% 5MLX5 武田薬品工業 外用薬
カチリ「ヨシダ」 . 50G 吉田製薬 外用薬
カデックス軟膏０．９％ ４０ g　臨 0.9%  40 g スミス＆ネフ 外用薬 臨時
カリーユニ点眼液０．００５％ ５ＭＬ 0.005% 5MLX10 参天製薬 外用薬
カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％ ２．５ＭＬ 2% 2.5MLX5 わかもと製薬 外用薬
キシロカインゼリー２％ ３０ＭＬ 0.02 30MLX5 アスペン 外用薬
キシロカインポンプスプレー８％ ８０ g 0.08 80G アスペン 外用薬
キシロカイン液４％ １００ＭＬ 100ML アスペン 外用薬
キシロカイン液４％ ２０ＭＬ 20ML アスペン 外用薬
キシロカイン点眼液４％ ２０ＭＬ 0.04 20ML アスペン 外用薬
グラナテック点眼液０．４％ ５ＭＬ 0.4% 5MLX5 興和創薬 外用薬
グリセリン ５００ＭＬ 500ML 日本新薬 外用薬
グリセリン浣腸　５０％　１２０ＭＬ 120MLX10 日医工 外用薬
グリセリン浣腸　５０％　３０ml 30MLX20 日医工 外用薬
グリセリン浣腸　５０％　６０ＭＬ 60MLX10 日医工 外用薬
クレナフィン爪外用液１０％ ３．５６ g 10% (4ML) 3.56GX10 科研製薬 外用薬
クロベタゾールプロピオン酸エステルﾛｰｼｮﾝ 0.05% 10GX10 日医工 外用薬
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟 ５ g ﾅﾝｺｳ 0.05% 5GX10 武田薬品工業 外用薬
クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％　サワイ 20MG 2MLX60A 沢井製薬 外用薬
クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％ファ５ml 2% 5MLX10 ファイザー 外用薬
クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％ファイザ 2% 9.5MLX10 ファイザー 外用薬
クロラムフェニコール膣錠１００mg　Ｆ 100MG PTP 60T 富士製薬 外用薬
ゲーベンクリーム１％ 1% 500G 田辺三菱製薬 外用薬
ゲーベンクリーム１％ ５０ g 1% 50GX10 田辺三菱製薬 外用薬
ケタス点眼液０．０１％ ５ＭＬ　臨 0.01% 5MLX10 武田薬品工業 外用薬 臨時
ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 １０ g 2% 10GX10ﾎﾝ 日本ジェネリ 外用薬
ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 １０ g 2% 10GX10ﾎﾝ 日本ジェネリ 外用薬
ケトチフェン点鼻液０．０５％　サワイ 6.048MG 8MLX10ﾎﾝ 沢井製薬 外用薬
ケンエーアクリノール液　０．２％ ５００ＭＬ 0.2% 500ML 健栄製薬 外用薬
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％ １０ g 0.1% 10GX10 武田薬品工業 外用薬
コソプト配合点眼液 ５ＭＬ . 5MLX10 参天製薬 外用薬
コリナコール点眼液　５ＭＬ 5MLX10ﾎﾝ 日本点眼 外用薬
コンベッククリーム５％ １０ｇ 5% 10GX10 田辺三菱製薬 外用薬
コンベック軟膏５％ １０ｇ 5% 10GX10 田辺三菱製薬 外用薬
サージセル ガーゼ型 １５７２３ ２Ｘ３インチ 15723 2X3 12ﾏｲ ジョンソン 外用薬
サージセル ガーゼ型 １５７２４ １／２Ｘ２ 15724 1/2X2 12ﾏｲ ジョンソン 外用薬
サージセル ニューニット 15732 ３Ｘ４インチ 3X4ｲﾝﾁ 12ﾏｲ ジョンソン 外用薬
サージセル ニューニット(6X9) １５７３３ 15.2X22.9C M(6X9)10ﾏｲ ジョンソン 外用薬
サージセル　綿型シート　１５７２６ 15726 10ﾏｲ ジョンソン 外用薬
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サージセルガーゼ型１５７２２ １２枚　臨 10.2X20.3C M(4X8)12ﾏｲ ジョンソン 外用薬 臨時
ザーネ軟膏０．５％ ５００ g 5000単位 500 g エーザイ 外用薬
サーファクテン気管注入用１２０㎎ 120MG 1V 田辺三菱製薬 外用薬
サイプレジン１％点眼液 1% 10ML 参天製薬 外用薬
ザジテン点鼻液０．０５％　８ＭＬ容器 臨「 8MLX10ﾖｳｷ 田辺三菱製薬 外用薬 臨時
ザラカム配合点眼液 ２．５ＭＬ . 2.5MLX10ﾎﾝ ファイザー 外用薬
サラゾピリン坐剤５００mg　臨 500MG 100ｺ ファイザー 外用薬 臨時
サリチル酸 ５００ g 500G 健栄製薬 外用薬
サリベート　エアゾール　５０ｇ . 50GX6ｲﾘ 帝人ファーマ 外用薬
サルタノールインヘラー１００ug 100UG 13.5MLX1 グラクソスミ 外用薬
サンコバ点眼液０．０２％ ５ＭＬ 0.02% 5MLX10ﾎﾝ 参天製薬 外用薬
サンピロ点眼液２％ ５ＭＬ 2% 5MLX10 参天製薬 外用薬
サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ ５ＭＬ 0.1% 5MLX10 参天製薬 外用薬
シーブリ吸入用カプセル５０ugブリーズ ﾌﾞﾘ-ｽﾞﾍﾗ- 14CAP ＭｅｉｊｉＳ 外用薬
シェルガン０．５眼粘弾剤　０．５ＭＬ 0.5MLX1ﾄｳ 参天製薬 外用薬
ジオクチルソジウムスルホサクシネート １０ＭＬ 5% 10MLX10 武田薬品工業 外用薬
ジクアス点眼液３％ ５ＭＬ 3% 5MLX10 参天製薬 外用薬
ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ (JG)12.5MG 50ｺ 日本ジェネリ 外用薬
ジクロフェナクナトリウム坐剤２５mg (JG) 25MG 50ｺ 日本ジェネリ 外用薬
ジクロフェナクナトリウム坐剤５０mg (JG) 50MG 50ｺ 日本ジェネリ 外用薬
スープレン吸入麻酔液 ２４０ＭＬ 240MLX6ﾎﾝ バクスター 外用薬
スピール膏Ｍ　ＮＯ．１－６ SPM16 6ﾏｲ ニチバン 外用薬
スピオルトレスピマット６０吸入 1ｷﾂﾄ 日本ベーリン 外用薬
スピリーバ２．５ugレスピマット６０吸 2.5UG 1ｾﾂﾄ 日本ベーリン 外用薬
スポンゼル　２．５cmＸ５cm 2.5CMX5CM 3ﾏｲ ＬＴＬファマ 外用薬
スミスリンローション５％ ３０ g 臨 5% 30GX2ﾎﾝ クラシエ薬品 外用薬 臨時
スミルスチック３％ ４０ｇ 3% 40GX10ﾎﾝ 大正製薬 外用薬
スミルローション　３％ ６０ＭＬ 3% 60MLX10 三笠製薬 外用薬
ゼフナート　クリーム　２％ １０ g 2% 10GX10 鳥居薬品 外用薬
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 ２５０ＭＬ 250ML 丸石製薬 外用薬
セルタッチテープ７０　１０Ｘ１４cm 10X14cm 7枚X10 帝國製薬 外用薬
セルタッチパップ１４０　２０Ｘ１４cm 20X14CM 7ﾏｲX20 帝國製薬 外用薬
ゼルフォーム　ＮＯ．１２ NO.12 4ﾏｲ ファイザー 外用薬
ゾビラックス軟膏　５％ ５ g 5% 5 g グラクソスミ 外用薬
ソフトサンティア　５ＭＬ 5MLX4ﾎﾝ 参天製薬 外用薬
ソフラチュール貼付剤１０cm１０Ｘ１０ 10CMX10CM 10ﾏｲ テイカ製薬 外用薬
ソルベース . 500G 陽進堂 外用薬
ダイアップ坐剤　１０mg 10MG 50ｺ 高田製薬 外用薬
ダイアップ坐剤　４mg 4MG 50ｺ 高田製薬 外用薬
ダイアップ坐剤　６mg 6MG 50ｺ 高田製薬 外用薬
タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 ５ g 0.1% 5GX10 高田製薬 外用薬
タコシール組織接着用シートレギュラー ﾚｷﾞﾕﾗ- 9.5 X4.8CM 1ﾏｲ ＣＳＬベーリ 外用薬
タプロスミニ点眼液０．００１５％ 0.0015% 0.3MLX30 参天製薬 外用薬
タリビッド眼軟膏０．３％ ３．５ｇ 0.3% 3.5GX10 参天製薬 外用薬
タリムス点眼液０．１％ ５ＭＬ　臨 0.1% 5MLX1 武田薬品工業 外用薬 臨時
タルク原末「マルイシ」 . 500G 丸石製薬 外用薬
チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 ２．５ＭＬ 0.5% 2.5MLX5ﾎﾝ 杏林製薬 外用薬
ツロブテロールテープ０．５mg　サワイ 0.5MG 70ﾏｲ 沢井製薬 外用薬
ツロブテロールテープ１mg「サワイ」 1MG 70ﾏｲ 沢井製薬 外用薬
ツロブテロールテープ２mg「サワイ」 2MG 70ﾏｲ 沢井製薬 外用薬
ティアバランス点眼液０．３％ ５ＭＬ 0.3% 5MLX10 武田薬品工業 外用薬
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙｸﾘｰﾑ 0.1% 5GX10 日医工 外用薬
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏 0.1% 5GX10 日医工 外用薬
デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％ＮＫ 0.1% 5GX10ﾎﾝ 日本化薬 外用薬
デキサンＶＧ軟膏０．１２％ １００ g 0.12% 100G 富士製薬 外用薬
デキサンＶＧ軟膏０．１２％ ５ g 0.12% 5GX10 富士製薬 外用薬
デスモプレシン・スプレー２．５協和 125UG 1ﾋﾞﾝ キッセイ薬品 外用薬
テラコートリル軟膏 ５ｇ . 5GX50ｲﾘ 陽進堂 外用薬
テリルジー１００エリプタ３０吸入用 30ｷﾕｳﾆﾕｳﾖｳ X1 グラクソスミ 外用薬
テルビナフィン塩酸塩クリーム１％サワ １０ g 1% 10GX10ﾎﾝ 沢井製薬 外用薬
テルビナフィン塩酸塩外用液１％サワイ １０ g 1% 10GX10ﾎﾝ 沢井製薬 外用薬
テレミンソフト坐薬１０mg 10MG 50ｺ 味の素製薬 外用薬
テレミンソフト坐薬２㎎ 2MG 50ｺ 味の素製薬 外用薬
トービイ吸入液３００mg 臨 300MG 5MLX14ﾎﾝ マイランＥＰ 外用薬 臨時
トブラシン点眼液０．３％ ５ＭＬ 0.3% 5MLX10 日東メディク 外用薬
ドボベット軟膏 １５ g 15GX1ﾎﾝ 協和キリン 外用薬
トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 ５ＭＬ 25MG 5MLX10 沢井製薬 外用薬
トラバタンズ点眼液０．００４％ ２．５ＭＬ 0.00004 2.5MLX5 ノバルティス 外用薬
トルソプト点眼液　１％ ５ＭＬ 1% 5MLX10 参天製薬 外用薬
ドレニゾンテープ４ug／Cm2 7.5X10CM 50ｲﾘ 帝國製薬 外用薬
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トロンビン液ソフトボトル１万Ｕ１０ml 10000U 10MLX5 持田製薬 外用薬
ドンペリドン坐剤１０mg「ＪＧ」 10MG 100ｺ 日本ジェネリ 外用薬
ドンペリドン坐剤３０mg「ＪＧ」 30MG 100ｺ 日本ジェネリ 外用薬
ナウゼリン坐剤６０ 60MG 20ｺ 協和キリン 外用薬
ナジフロクリーム１％ １０ g 1% 10GX10 ポーラファル 外用薬
ニコチネルＴＴＳ１０ . 14ﾏｲ ノバルティス 外用薬
ニコチネルＴＴＳ２０ . 14ﾏｲ ノバルティス 外用薬
ニコチネルＴＴＳ３０ 14ﾏｲ アルフレッサ 外用薬
ニュープロパッチ１３．５mg 13.5MG 35ﾏｲ 大塚製薬 外用薬
ニュープロパッチ２．２５mg 臨 2.25MG 28ﾏｲ 大塚製薬 外用薬 臨時
ニュープロパッチ４．５mg 4.5MG 28ﾏｲ 大塚製薬 外用薬
ニュープロパッチ９mg 9MG 28ﾏｲ 大塚製薬 外用薬
ネオシネジンコーワ５％点眼液 . 10ML 興和創薬 外用薬
ネオステリングリーンうがい液０．２％ ４０ＭＬ臨 0.2% 40MLX20 日本歯科薬品 外用薬 臨時
ネオメドロールＥＥ軟膏 ３ｇ . 3GX10ｲﾘ ファイザー 外用薬
ネオヨジン　スクラブ　７．５％ ５００ＭＬ 7.5% 500ML イワキ 外用薬
ネバナック懸濁性点眼液０．１％ ５ＭＬ 0.001 5MLX10ﾎﾝ ノバルティス 外用薬
ネリコルト坐剤 28ｺ 武田薬品工業 外用薬
ネリザ軟膏 ２ g 2GX14 ジェイドルフ 外用薬
ノルスパンテープ１０mg 10MG 2ﾏｲ ムンディファ 外用薬
ノルスパンテープ２０mg 20MG 2ﾏｲ 久光製薬 外用薬
ノルスパンテープ５mg 5MG 2ﾏｲ 久光製薬 外用薬
ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ５ＭＬ　臨 0.25% 5MLX10 興和創薬 外用薬 臨時
バクスミー点鼻粉末剤３mg 臨 3MG 1ﾃﾝﾋﾞﾖｳｷ イーライリリ 外用薬 臨時
バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ３ｇ 20MG 3GX5ﾎﾝ グラクソスミ 外用薬
パタノール点眼液０．１％ ５ＭＬ 0.1% 5MLX10 協和キリン 外用薬
ハッカ油 ２０ＭＬ 20ML 健栄製薬 外用薬
パッチテスト　ｌ－メントール　１％ 1% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　ＭＢＴ　１％ 1% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　アクリノール　０．１％ 0.1% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　アクリルモノマー . 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　いちょう葉　１０％ 10% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　コールタール　２％ 2% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　サリチル酸　５％ 5% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　チメロサール０．０５％ 0.05% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　テレピン油　２０％ 20% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　ベルガモット油　１０％ 10% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　ホルマリン　５％ 5% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　レゾルシン　５％ 5% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　ローズ油　２０％ 20% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト　塩酸キニーネ　１％ 1% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテストアミノ安息香酸エチル５％ 5% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテストウルシオール０．００２％ 0.002% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト塩化第二水銀　０．０５％ 0.05% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト塩酸ジフェンヒドラミン 5% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト塩酸プロカイン　１％ 1% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属　塩化パラジウム １％　５ml 1% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属　塩化マンガン ２％　５ｇ 2% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属　塩化亜鉛２％ ５ｇ 2% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属　塩化第二鉄２％ ５ml 2% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属　塩化白金酸 ５ml 0.5% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属　臭化銀　２％ ５ｇ 2% 5G 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属塩化アルミニウム ２％　５ml 2% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属塩化コバルト２％ 2% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属塩化金酸０．２％ ５ml 0.2% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属塩化第二スズ１％ ５ml 1% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属三塩化インジウム １％　５ml 1% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属四塩化イリジウム １％　５ml 1% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属硫酸ニッケル５％ 5% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト試薬金属硫酸銅１％ 1% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パッチテスト重クロム酸カリウム０．５ 0.5% 5ML 鳥居薬品 外用薬
パピロックミニ点眼液０．１％０．４ml　臨 0.1% 0.4MLX90 参天製薬 外用薬 臨時
バラマイシン軟膏 ２５０ g 250G 小野薬品工業 外用薬
パルミコート２００ugタービュヘイラー 112ｷﾕｳﾆﾕｳ 22.4MGX1ﾎﾝ アストラゼネ 外用薬
ハルロピテープ８mg 臨 8MG 28ﾏｲ 協和キリン 外用薬 臨時
ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％Ｍ 1% 0.6MLX1 武田薬品工業 外用薬
ヒアルロン酸Ｎａ１．１眼粘弾剤１％Ｍ 1% 1.1MLX1 武田薬品工業 外用薬
ヒアレインミニ点眼液０．３％０．４ml 0.3% 0.4MLX100 参天製薬 外用薬
ビーエスエスプラス５００眼灌流液 0.0184% 500MLX1 日本アルコン 外用薬
ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ 2.3% 0.6MLX1ﾄｳ エイエムオー 外用薬
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ビソノテープ２mg 2MG 70ﾏｲ アステラス 外用薬
ビソノテープ４mg ７枚 4MG 7ﾏｲX10 アステラス 外用薬
ビソノテープ８mg ７枚 8MG 7ﾏｲX10 アステラス 外用薬
ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 ２ g 3% 2GX10 沢井製薬 外用薬
ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」臨 1% 5G 武田薬品工業 外用薬 臨時
ピマリシン点眼液５％「センジュ」臨 . 5ML 武田薬品工業 外用薬 臨時
ヒルドイド　ローション０．３％ ５０ g 50GX10 マルホ 外用薬
ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ２５ｇ 0.3% 25GX10 マルホ 外用薬
ヒルドイドフォーム０．３％原液９２ g 臨 ｹﾞﾝｴｷ 92GX10 マルホ 外用薬 臨時
フィブラスト　スプレー　５００ug 500UG 1V 科研製薬 外用薬
フェントステープ０．５mg 0.5MG 7ﾏｲ 協和キリン 外用薬
フェントステープ１mg 1MG 7ﾏｲ 協和キリン 外用薬
フェントステープ２mg 2MG 7ﾏｲ 協和キリン 外用薬
フェントステープ４mg 4MG 7ﾏｲ 協和キリン 外用薬
フェントステープ６mg 6MG 7ﾏｲ 協和キリン 外用薬
ブデソニド吸入液０．２５mg　武田テバ 0.25MG 2MLX30A 武田薬品工業 外用薬
ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」 1ﾎﾝ 日本ジェネリ 外用薬
フラジール腟錠２５０mg 250MG PTP 60T 富士製薬 外用薬
プラスチベース . 500G 大正製薬 外用薬
プラノプロフェン点眼液０．１％ ５ＭＬ 0.1% 5MLX10 わかもと製薬 外用薬
フラビタン眼軟膏０．１％ ５ｇ　臨 0.1% 5GX5 アステラス 外用薬 臨時
フランドルテープ４０mg 臨 40MG 50ﾏｲ アステラス 外用薬 臨時
プリビナ液０．０５％ 臨 0.05% 500ML 日新製薬 外用薬 臨時
フルオシノニド軟膏０．０５％テイコク ５ g 0.05% 5GX10 日医工 外用薬
フルオロメトロン点眼液０．１％日点 0.1% 5MLX10ﾎﾝ 日本点眼 外用薬
フルタイド１００ugエア６０吸入用７ g 臨 60ｷﾕｳﾆﾕｳﾖｳ 7GX1 グラクソスミ 外用薬 臨時
フルタイド１００ディスカス　６０Ｂ 100UG 60ﾌﾞﾘｽﾀ-X1 グラクソスミ 外用薬
フルタイド５０ugエアゾール１２０吸入 120ｷﾕｳﾆﾕｳ 10.6GX1 グラクソスミ 外用薬
フルタイド５０ディスカス５０ug６０Ｂ 50UG 60ﾌﾞﾘｽﾀ-X1 グラクソスミ 外用薬
フルティフォーム１２５エアゾール１２ 臨 120ｷﾕｳﾆﾕｳ 1ｺ 杏林製薬 外用薬 臨時
フルルビプロフェンテープ２０mgユート ７枚 7X10CM 7ﾏｲX10ﾌｸﾛ 祐徳薬品工業 外用薬
フルルビプロフェンテープ４０mgユート ７枚 10X14CM 7ﾏｲX10ﾌｸﾛ 祐徳薬品工業 外用薬
プレグランディン腟坐剤１mg 1MG 5ｺ 小野薬品工業 外用薬
プレドニン眼軟膏　０．２５％ ５ｇ 0.25% 5GX10 塩野義製薬 外用薬
プレドネマ注腸　２０mg　６０ＭＬ 20MG 60MLX7 杏林製薬 外用薬
プロウペス腟用剤１０mg 臨 10MG 5ｺ フェリング 外用薬 臨時
フロシール（５ＭＬ） 1503278 5ML メドトロニク 外用薬
フロジン外用液５％ ３０ＭＬ 5% 30MLX10 第一三共 外用薬
プロスタンディン軟膏０．００３％ ３０ g 0.003% 30G 小野薬品工業 外用薬
プロトピック軟膏　０．０３％小児用 ５ g 臨 0.03% 5GX10 マルホ 外用薬 臨時
ブロナック点眼液０．１％ ５ＭＬ 0.1% 5MLX10 武田薬品工業 外用薬
プロペト　チューブ １００ g ﾁﾕ-ﾌﾞ 100G 丸石製薬 外用薬
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％ ４５ＭＬ 0.2% 45ML 武田薬品工業 外用薬
ブロメライン軟膏５万単位／ g ２０ g　臨 50000E 20GX10 マルホ 外用薬 臨時
ベガモックス点眼液０．５％ ５ＭＬ 0.005 5MLX10 ノバルティス 外用薬
ベストロン耳鼻科用１％　５００㎎ 500MG 50MLX1 武田薬品工業 外用薬
ベストロン耳鼻科用１％　５０㎎ ５ＭＬ 50MG 5MLX5 武田薬品工業 外用薬
ベストロン点眼用０．５％ ５ＭＬ 0.5% 5MLX5 武田薬品工業 外用薬
ベセルナクリーム５％　２５０㎎ 250MG 12ﾎｳ 持田製薬 外用薬
ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ 0.1% 5MLX10ﾎﾝ 日本点眼 外用薬
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸 ｸﾘｰﾑ 0.05% 5GX10 日医工 外用薬
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ﾛｰｼｮﾝ 0.05% 10GX10 日医工 外用薬
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸軟膏 0.05% 5GX10 日医工 外用薬
ベナパスタ軟膏４％ 4% 500G 田辺三菱製薬 外用薬
ベネトリン吸入液０．５％ 0.5% 30ML グラクソスミ 外用薬
ベノキシール点眼液　０．４％ ５ＭＬ 0.4% 5MLX10 参天製薬 外用薬
ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％ １００ g 0.3% 100GX10ﾎﾝ ファイザー 外用薬
ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％ ２５ g 0.3% 25GX10 日医工 外用薬
ベピオゲル２．５％ １５ g 2.5% 15GX10 マルホ 外用薬
ヘモポリゾン軟膏 ２ g 2GX28 ジェイドルフ 外用薬
ペリオフィール歯科用軟膏２％０．５ g 10MG 0.5GX10 昭和薬品化工 外用薬
ペンタサ坐剤１ g 1G 50ｺ 杏林製薬 外用薬
ペンタサ注腸　１ｇ　１００ＭＬ 1G 100MLX7 杏林製薬 外用薬
ベンテイビス吸入液１０ug 臨 10UG 1MLX42 バイエル薬品 外用薬 臨時
ペンレステープ１８㎎３０．５Ｘ５０㎜ 30.5X50MM 50ﾏｲ マルホ 外用薬
ホスコ　Ｓ－５５ . 500G 丸石製薬 外用薬
ホスミシンＳ耳科用３％ 300MG 10V ＭｅｉｊｉＳ 外用薬
ボスミン外用液０．１％ 0.1% 100ML 第一三共 外用薬
ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 ３０ＭＬ 7% 30MLX50 日医工 外用薬
ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ４ g 10% 4GX100 ＭｅｉｊｉＳ 外用薬
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ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ９０ g 10% 90G ＭｅｉｊｉＳ 外用薬
ボラザＧ軟膏 ２．４ g 2.4GX35ｲﾘ 武田薬品工業 外用薬
マーデュオックス軟膏 １０ g臨 10G マルホ 外用薬 臨時
ミオコールスプレー０．３㎎　７．２ｇ 0.3MG 7.2GX1ﾎﾝ アステラス 外用薬
ミコナゾール硝酸塩クリーム１％　ＹＤ １０ g 1% 10GX50 陽進堂 外用薬
ミドリンＭ点眼液０．４％ ５ＭＬ 0.4% 5MLX10 参天製薬 外用薬
ミドリンＰ点眼液 . 10MLX1 参天製薬 外用薬
ミドリンＰ点眼液 ５ＭＬ . 5MLX10 参天製薬 外用薬
ミリステープ５㎎ 5MG 140ﾏｲ 日本化薬 外用薬
ミレーナ５２mg 52MG 1ｺ バイエル薬品 外用薬
ムコスタ点眼液ＵＤ２％　０．３５ＭＬ 2% 0.35MLX112 大塚製薬 外用薬
ムコフィリン吸入液２０％　２ＭＬ　臨 . 2MLX50ﾎｳ エーザイ 外用薬 臨時
メサデルムローション０．１％ １０ g 0.1% 10GX10ﾎﾝ 大鵬薬品工業 外用薬
メノエイドコンビパッチ 臨 24ﾏｲ 武田薬品工業 外用薬 臨時
メプチンエアー１０ug吸入１００回５ml 0.0143% 5MLX10 大塚製薬 外用薬
メプチンキッドエアー５ug吸入１００回 0.0143% 2.5MLX10 大塚製薬 外用薬
メプチンスイングヘラー１０ug吸入 5ｺ 大塚製薬 外用薬
メプチン吸入液ユニット　０．３ＭＬ 0.01% 0.3MLX56ﾎﾝ 大塚製薬 外用薬
モーラステープＬ４０mg１０Ｘ１４cm ７枚 臨 10X14cm 7枚X10 久光製薬 外用薬 臨時
モーラスパップＸＲ１２０mg ７枚 10X14CM 7ﾏｲX10 久光製薬 外用薬
モーラスパップＸＲ２４０mg ７枚　臨 20X14CM 7ﾏｲX10 久光製薬 外用薬 臨時
モメタゾン点鼻液５０ug「杏林」５６噴 10GX5 杏林製薬 外用薬
ユベラ軟膏 ５６ｇ . 56GX5 エーザイ 外用薬
ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 ２５ g 25G 吉田製薬 外用薬
ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％ ２．５ＭＬ 0.005% 2.5MLX5 日本点眼 外用薬
ラパリムスゲル０．２％ 臨 0.2% 10GX1ﾎﾝ ノーベルファ 外用薬 臨時
リズモンＴＧ点眼液　０．５％ ２．５ＭＬ 臨 0.5% 2.5MLX5 わかもと製薬 外用薬 臨時
リドメックスコーワローション０．３％ １０ｇ . 10GX10 興和創薬 外用薬
リバスチグミンテープ１３．５mg「久光 13.5MG 14ﾏｲ 久光製薬 外用薬
リバスチグミンテープ１８mg「久光」 18MG 14ﾏｲ 久光製薬 外用薬
リバスチグミンテープ４．５mg「久光」 4.5MG 14ﾏｲ 久光製薬 外用薬
リバスチグミンテープ９mg「久光」 9MG 14ﾏｲ 久光製薬 外用薬
リレンザ（専用吸入器付）　５㎎ ４ブリスタ 5MG 4ﾌﾞﾘｽﾀ-X5 グラクソスミ 外用薬
リンデロン－ＶＧクリーム　０．１２％ ５ g 0.12% 5 gX10入 塩野義製薬 外用薬
リンデロン坐剤　１．０㎎ 1.0MG SP 50ｺ 塩野義製薬 外用薬
リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ５ＭＬ 臨 0.1% 5MLX10 塩野義製薬 外用薬 臨時
リンデロン点眼液０．０１％ ５ＭＬ 0.01% 5MLX10ｲﾘ 塩野義製薬 外用薬
ルミガン点眼液０．０３％ ２．５ＭＬ 0.03% 2.5MLX10 武田薬品工業 外用薬
ルリコンクリーム１％ １０ g 1% 10GX10ﾎﾝ ポーラファル 外用薬
ルリコン液１％ １０ＭＬ 1% 10MLX10ﾎﾝ ポーラファル 外用薬
レクタブル２mg注腸フォ－ム１４回 30.8GX4ﾎﾝ キッセイ薬品 外用薬
レスキュラ点眼液０．１２％ ５ＭＬ 臨 0.12% 5MLX10 参天製薬 外用薬 臨時
レスタミンコーワクリーム１％ ５００ g 1% 500 g 興和創薬 外用薬
レダコート軟膏　０．１％ ２５ g 0.1% 25 g アルフレッサ 外用薬
レバチオＯＤフィルム２０mg 臨 20MG 30ﾏｲ ファイザー 外用薬 臨時
レペタン坐剤　０．２㎎ 0.2MG 50ｺ 大塚製薬 外用薬
レボフロキサシン点眼液１．５％わかも ５ＭＬ 1.5% 5MLX10 わかもと製薬 外用薬
レルベア１００エリプタ３０吸入用 30ｷﾕｳﾆﾕｳﾖｳ X1 グラクソスミ 外用薬
レルベア２００エリプタ３０吸入用 30ｷﾕｳﾆﾕｳﾖｳ X1 グラクソスミ 外用薬
ロキソニンゲル１％ ５０ g 1% 50 gX10 第一三共 外用薬
ロキソニンテープ１００mg１０Ｘ１４cm ７枚　臨 10X14CM 7ﾏｲX10 第一三共 外用薬 臨時
ロキソニンテープ５０mg　７Ｘ１０cm ７枚 臨 7X10CM 7ﾏｲX10 第一三共 外用薬 臨時
ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ ７枚 50MG 7ﾏｲX10 日医工 外用薬
ロコアテープ ７枚 7ﾏｲX10ﾌｸﾛ 帝人ファーマ 外用薬
ロコイドクリーム０．１％ ５ｇ 0.1% 5GX10 鳥居薬品 外用薬
ロコイド軟膏０．１％ ５ g 0.1% 5GX10 鳥居薬品 外用薬
ロゼックスゲル０．７５％ 臨 0.75% 50GX1ﾎﾝ マルホ 外用薬 臨時
ロメフロン耳科用液０．３％ ５ＭＬ 0.3% 5MLX10 武田薬品工業 外用薬
ワコビタール坐剤１５ 15MG 50ｺ 高田製薬 外用薬
ワコビタール坐剤３０ 30MG 50ｺ 高田製薬 外用薬
ワコビタール坐剤５０ 50MG 50ｺ 高田製薬 外用薬
亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 500G 丸石製薬 外用薬
亜鉛華単軟膏　１０％ ５００ g 臨 10% 500G 日本新薬 外用薬 臨時
亜鉛華軟膏 . 500G 丸石製薬 外用薬
強力レスタミンコーチゾン軟膏 １０ｇ . 10GX10ｲﾘ 興和創薬 外用薬
酸化亜鉛原末「マルイシ」 . 500G 丸石製薬 外用薬
硝酸イソソルビドテープ４０mgＥＭＥＣ 40MG 100ﾏｲ 日医工 外用薬
硝酸銀「ファイザー」原末 25G ファイザー 外用薬
新レシカルボン坐剤 . 60ｺ ゼリア新薬 外用薬
日点アトロピン点眼液１％ ５ml 1% 5MLX10ｲﾘ 日本点眼 外用薬
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尿素クリーム１０％「日医工」 10% 20GX10 日医工 外用薬
白色ワセリン . 500G 丸石製薬 外用薬
無水エタノール　ポリ入 ﾎﾟﾘｲﾘ 500ML 丸石製薬 外用薬
滅菌精製水 ５００ｍｌ 500ML 丸石製薬 外用薬
滅菌精製水　ポリ容器 1Ｌ　＊ 臨 ﾎﾟﾘ容器  1L 丸石製薬 外用薬 臨時
流動パラフィン . 500ML 丸石製薬 外用薬
１％ディプリバン注キット５０ＭＬＸ１ 500MG 50MLX1 アスペン 注射薬
１０％デヒドロコール酸注　１０ml 臨 10% 10MLX10A 日新製薬 注射薬 臨時
５－ＦＵ注１０００mg　２０ＭＬ 1000MG 20MLX5V 協和キリン 注射薬
５－ＦＵ注２５０mg　５ＭＬ 250MG 5ML 10V 協和キリン 注射薬
ＡＣＤ－Ａ液　５００ml 臨 TP-A05ACD 500MLX20 テルモ 注射薬 臨時
ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ１０ml 18.143% 10MLX5 バイエル薬品 注射薬
ＨＣＧモチダ筋注用５千単位　臨 5000U 10A 持田製薬 注射薬 臨時
ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット｢ﾃﾙﾓ｣　２０ＭＬ PF-MX20KCL 20MLX10ﾎﾝ テルモ 注射薬
ＬＨ－ＲＨ注０．１mg「タナベ」１ＭＬ 0.1MG 1MLX5A 田辺製薬販売 注射薬
ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用５００単位　＃ 500単位 25MLX1V 武田薬品工業 注射薬
ＴＲＨ注０．５mg「タナベ」１ＭＬ 臨 0.5MG 1MLX5A 田辺製薬販売 注射薬 臨時
アーゼラ点滴静注液１００mg　５ＭＬ 臨 100MG 5ML 3V ノバルティス 注射薬 臨時
アービタックス注射液１００㎎　２０ml 100MG 20MLX1V メルクセロノ 注射薬
アイリーア硝子体内注射用キット４０mg 40MG/ML 1ｷﾂﾄ 参天製薬 注射薬
アキネトン注射液５㎎　１ＭＬ 5MG 1MLX30A 大日本住友 注射薬
アクテムラ点滴静注用２００mg１０ＭＬ 200MG 10MLX1V 中外製薬 注射薬
アクテムラ点滴静注用４００mg 400MG 1V 中外製薬 注射薬
アクテムラ点滴静注用８０mg 80MG 1V 中外製薬 注射薬
アクテムラ皮下注１６２mgオートインジ 162MG 0.9MLX1 中外製薬 注射薬
アクトヒブ . 1V サノフィ 注射薬
アクプラ静注用５０mg 50MG 1V 日医工 注射薬
アクラシノン注射用２０mg 20MG 10V アステラス 注射薬
アコアラン静注用１８００ 1800IU 1V 日本血液製剤 注射薬
アコアラン静注用６００ 600IU 12MLX1V 日本血液製剤 注射薬
アザクタム注射用　１ g 臨 1G 10V エーザイ 注射薬 臨時
アシクロビル点滴静注用２５０mg　ＰＰ (PP) 250MG 5V ポーラファル 注射薬
アスコルビン酸注５００mgＰＢ「日新」 500MG 5MLX50A 日新製薬 注射薬
アスパラカリウム注１０m Ｅｑ１０ＭＬ 臨 17.12% 10MLX10A 田辺製薬販売 注射薬 臨時
アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット PF-MX10ASK 10MLX10 テルモ 注射薬
アセトキープ３Ｇ注 500MLX20 共和クリティケア注射薬
アセリオ静注液１０００mgバッグ１００ ALB10020A1 100MLX20 テルモ 注射薬
アセレンド注１００ug 臨 100UG 2MLX10V 藤本製薬 注射薬 臨時
アタラックスＰ注射液（２５㎎）　１ml 25MG 1X10A ファイザー 注射薬
アデノシン負荷用静注６０mgシリＦＲＩ 60MG 20MLX5ﾎﾝ 富士ＲＩ 注射薬
アデホス－Ｌコーワ注１０mg　２ＭＬ 10MG 2MLX50A 興和創薬 注射薬
アデホス－Ｌコーワ注４０㎎　２ＭＬ 40MG 2MLX10A 興和創薬 注射薬
アドセトリス点滴静注用５０mg　臨 50MG 1V 武田薬品工業 注射薬 臨時
アトニン－Ｏ注５単位　１ＭＬ 5U 1MLX50A 武田薬品工業 注射薬
アドベイト静注用キット１０００ 1000IU 1ｷﾂﾄ 武田薬品工業 注射薬
アドベイト静注用キット１５００ 臨 1500IU 1ｷﾂﾄ 武田薬品工業 注射薬 臨時
アドベイト静注用キット２０００ 臨 2000IU 1ｷﾂﾄ 武田薬品工業 注射薬 臨時
アドベイト静注用キット２５０ 250IU 1ｷﾂﾄ 武田薬品工業 注射薬
アドベイト静注用キット５００ 500IU 1ｷﾂﾄ 武田薬品工業 注射薬
アドレナリン注０．１％シリンジテルモ PF-01AD 1MLX10ﾎﾝ テルモ 注射薬
アトロピン注０．０５％シリンジ１ＭＬ PF-N01AT 1MLX10ﾎﾝ テルモ 注射薬
アトロピン硫酸塩注０．５mg　１ＭＬ 0.5MG 1MLX10A 田辺製薬販売 注射薬
アトワゴリバース静注シリンジ６ＭＬ PF-06AW 6MLX10ﾎﾝ テルモ 注射薬
アナペイン注　７．５mg／ＭＬ１０ＭＬ 0.0075 10MLX10A アスペン 注射薬
アネメトロ点滴静注液５００mg　臨 500MG 5V ファイザー 注射薬 臨時
アバスチン点滴静注用１００㎎／４ＭＬ 100MG/4ML 1V 中外製薬 注射薬
アバスチン点滴静注用４００㎎／１６ml 400MG/16ML 1V 中外製薬 注射薬
アピドラ注ソロスター３００Ｕ／３ＭＬ 300U/3ML 3MLX2 サノフィ 注射薬
アブラキサン点滴静注用１００mg 100MG 1V 大鵬薬品工業 注射薬
アポカイン皮下注３０mg　３ＭＬ 臨 30MG  3MLX 2ｶ-ﾄﾘﾂｼﾞ 協和キリン 注射薬 臨時
アボネックス筋注３０ugペン０．５ＭＬ 臨 30UG 0.5MLX1ｷﾂﾄ バイオジェン 注射薬 臨時
アボネックス筋注用シリンジ３０ug 臨 30UG 0.5MLX1ﾄｳ バイオジェン 注射薬 臨時
アミオダロン塩酸塩静注１５０mg　ＴＥ 150MG 3MLX10A アステラス 注射薬
アミカシン硫酸塩注射液１００㎎１ＭＬ 100MG 1MLX10A 沢井製薬 注射薬
アミカシン硫酸塩注射液２００mg２ＭＬ 200mg 2MLX10A 沢井製薬 注射薬
アミサリン注１００mg　１ＭＬ 10% 1MLX10A アルフレッサ 注射薬
アミパレン輸液　２００ＭＬ ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 200MLX20 大塚製薬 注射薬
アムビゾーム点滴静注用５０mg 50MG 1V 大日本住友 注射薬
アラセナ－Ａ点滴静注用３００㎎　臨 300MG 5V 持田製薬 注射薬 臨時
アラノンジー静注用２５０mg 臨 250MG 50MLX1V ノバルティス 注射薬 臨時
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アリクストラ皮下注１．５mg０．３ＭＬ　臨 1.5MG 0.3MLX10 アスペン 注射薬 臨時
アリクストラ皮下注５mg　０．４ＭＬ 臨 5MG 0.4MLX10 アスペン 注射薬 臨時
アリクストラ皮下注７．５mg０．６ＭＬ 臨 7.5MG 0.6MLX10 アスペン 注射薬 臨時
アリナミンＦ１００注　２０ml 臨 100MG 20X50A 武田薬品工業 注射薬 臨時
アリナミン注射液　１０㎎　２ml 10MG 2X10A 武田薬品工業 注射薬
アリムタ注射用１００mg 100MG 1V イーライリリ 注射薬
アリムタ注射用５００mg 500MG 1V イーライリリ 注射薬
アルギニン点滴静注３０ gＡＹ１０％ 10% 300MLX2ﾌｸﾛ 陽進堂 注射薬
アルケラン静注用　５０mg 50MG 1V アスペン 注射薬
アルチバ静注用２mg 2MG 5V ヤンセンファ 注射薬
アルチバ静注用５mg 5MG 5V ヤンセンファ 注射薬
アルツディスポ関節注２５mgＰシリンＲ ﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ･ﾙ ｱ-2.5MLX10 科研製薬 注射薬
アルブミナー５％静注１２．５ｇ２５０ 5% 250MLX1V ＣＳＬベーリ 注射薬
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg　臨 20UG 10V 高田製薬 注射薬 臨時
アルプロスタジルアルファデクス点滴静500μg 500UG 5V 高田製薬 注射薬
アルプロスタジル注１０ugシリンジトー (ﾄ-ﾜ) 10UG 2MLX5ｼﾘﾝｼﾞ 東和薬品 注射薬
アルプロスタジル注５ugシリンジトーワ (ﾄ-ﾜ) 5UG 1MLX5ｼﾘﾝｼﾞ 東和薬品 注射薬
アルベカシン硫酸塩注射液１００mgテバ 100MG 2MLX10A 武田薬品工業 注射薬
アレビアチン注　５％　　５ml 5% 5MLX10A 大日本住友 注射薬
ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ陽性対照液ﾋｽﾀﾐﾝ二塩酸塩 臨 ﾋｽﾀﾐﾝﾆｴﾝｻﾝ ｴﾝ 2ML 鳥居薬品 注射薬 臨時
アロキシ静注０．７５㎎ 0.75MG 5MLX5V 大鵬薬品工業 注射薬
アンチレクス静注１０㎎　１ＭＬ 1% 1MLX10A 杏林製薬 注射薬
イーケプラ点滴静注５００mg 500MG 5MLX6V ユーシービー 注射薬
イオパミロン注３７０　１００ＭＬ 75.52% 100MLX5V バイエル薬品 注射薬
イオパミロン注３７０　２０ＭＬ 75.52% 20MLX5V バイエル薬品 注射薬
イオパミロン注３７０　５０ＭＬ 75.52%  50MLX5V バイエル薬品 注射薬
イオパミロン注３７０シリンジ　８０ml 75.52%  80MLX5筒 バイエル薬品 注射薬
イオパミロン注３７０シリンジ１００ml 75.52% 100MLX5ﾄｳ バイエル薬品 注射薬
イオメロン３００注シリンジ７５ＭＬ 61.24% 75MLX5ﾄｳ エーザイ 注射薬
イオメロン３５０注１００ＭＬ 71.44% 100MLX5V エーザイ 注射薬
イオメロン３５０注２０ml 71.44% 20MLX5V エーザイ 注射薬
イオメロン３５０注５０ml 71.44% 50MLX5V エーザイ 注射薬
イオメロン３５０注シリンジ１３５ＭＬ 71.44% 135MLX5ﾄｳ エーザイ 注射薬
イソゾール注射用０．５ｇ 0.5G 10V 日医工 注射薬
イダマイシン静注用５mg 5MG 1V ファイザー 注射薬
イノバン注０．３％シリンジ　５０ＭＬ 0.3% 50MLX5ﾄｳ 協和キリン 注射薬
イノレット３０Ｒ注（針なし）　３ＭＬ臨 100U/ML 3MLX2 ノボノルディ 注射薬 臨時
イブリーフ静注２０mg 20MG 2MLX3V 武田薬品工業 注射薬
イミフィンジ点滴静注１２０mg 120MG 2.4MLX1V アストラゼネ 注射薬
イミフィンジ点滴静注５００mg 500MG 10MLX1V アストラゼネ 注射薬
イムノブラダー膀注用４０mg 40MG 1V 日本化薬 注射薬
イモバックスポリオ皮下注　０．５ＭＬ . 0.5MLX1 サノフィ 注射薬
イラリス皮下注射液１５０mg 臨 150MG 1V ノバルティス 注射薬 臨時
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００mg 100MG (NK) 5MLX1V 日本化薬 注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０mg 40MG (NK) 2MLX1V 日本化薬 注射薬
イロクテイト静注用５００ 臨 500IU 1V バイオベラテ 注射薬 臨時
インジゴカルミン注２０mg「ＡＦＰ」 20MG 5MLX10A アルフレッサ 注射薬
インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン 300U 3MLX2 イーライリリ 注射薬
インスリンリスプロＢＳ注１００単位／ 10MLX1V サノフィ 注射薬
インスリンリスプロＢＳ注ソロスターＨ 3MLX2ﾎﾝ サノフィ 注射薬
インダシン静注用１mg 1MG 1V ノーベルファ 注射薬
インデラル注射液２㎎　０．１％　２ml 2MG 10A アストラゼネ 注射薬
イントラリポス輸液２０％　１００ＭＬ 20% 100MLX10 大塚製薬 注射薬
インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ 100MG 1V 日本化薬 注射薬
インフルエンザＨＡワクチン　１ＭＬ 1MLX2ﾎﾝ 田辺三菱製薬 注射薬
インフルエンザＨＡワクチン「ＫＭＢ」 1MLX2ﾎﾝ ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
インフルエンザＨＡワクチン第一三共シ 1MLX2V 第一三共 注射薬
ウログラフィン注６０％　２０ＭＬ 60% 20MLX5A バイエル薬品 注射薬
ウロナーゼ静注用６万単位 60000U 10V 持田製薬 注射薬
ウロミテキサン注　１００㎎　１ml 100MG 1MLX10A 塩野義製薬 注射薬
ウロミテキサン注　４００mg　４ＭＬ 臨 400MG 4MLX10A 塩野義製薬 注射薬 臨時
エイムゲン　０．５ug 0.5UG 1V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
エクザール注射用　１０㎎ 10MG 1V 日本化薬 注射薬
エクストラニール透析シングル機１．５Ｌ ANB0605 ｷｷ ｾﾝﾖｳ1.5LX6 バクスター 注射薬
エクストラニール透析シングル機器２Ｌ ANB0606 ｷｷ ｾﾝﾖｳ2.0LX4 バクスター 注射薬
エクストラニール透析液ツイン１．５Ｌ ANB0145J 1.5LX4 バクスター 注射薬
エスポー注射液７５０国際単位０．５ml 750IU 0.5MLX10A 協和キリン 注射薬
エスポー皮下用２４０００シリ０．５ml 24000IU 0.5MLX1ﾄｳ 協和キリン 注射薬
エタネルセプトＢＳ皮下注２５mgシリン 臨 25MG 4ｼﾘﾝｼﾞ あゆみ製薬 注射薬 臨時
エタネルセプトＢＳ皮下注２５mgペン０　 25MG 2ｷﾂﾄ あゆみ製薬 注射薬
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エタネルセプトＢＳ皮下注５０mgシリン 臨 50MG 2ｼﾘﾝｼﾞ あゆみ製薬 注射薬 臨時
エタネルセプトＢＳ皮下注５０mgペン1.0ｍLMA　 50MG 2ｷﾂﾄ あゆみ製薬 注射薬
エダラボン注３０ＭＧバッグ「日医工」 30MG 10ﾌｸﾛ 日医工 注射薬
エトキシスクレロール１％注射液３０ml 1% 30MLX1V カイゲンファ 注射薬
エナルモンデポー筋注１２５㎎　１ＭＬ臨 125MG 1MLX10A 武田薬品工業 注射薬 臨時
エピペン注射液０．１５mg 0.15MG 1ﾎﾝ マイランＥＰ 注射薬
エピペン注射液０．３mg 0.3MG 1ﾎﾝ マイランＥＰ 注射薬
エビリファイ持続性水懸筋注４００mgシ 臨 ｼﾘﾝｼﾞ400MG 1ｷﾂﾄ 大塚製薬 注射薬 臨時
エピルビシン塩酸塩注射用１０mg　ＮＫ 10MG(NK) 5V 日本化薬 注射薬
エピルビシン塩酸塩注射用５０mg　ＮＫ 50MG(NK) 1V 日本化薬 注射薬
エフェドリン「ナガヰ」注射４０㎎１ml 40MG 1MLX10A 日医工 注射薬
エポジン注シリンジ１５００　０．５ＭＬ臨 (ﾊﾘﾅｼ) 0.5MLX1 中外製薬 注射薬 臨時
エポジン注シリンジ３０００　０．５ＭＬ臨 (ﾊﾘﾅｼ) 0.5MLX1 中外製薬 注射薬 臨時
エホチール注１０mg　１ＭＬ 10MG 1MLX10A サノフィ 注射薬
エポプロステノール静注用０．５mg「ヤ ﾖｳｶｲｴｷﾂｷ 0.5MG 1V ヤンセンファ 注射薬
エムプリシティ点滴静注用３００mg 臨 300MG 1V ブリストル 注射薬 臨時
エムプリシティ点滴静注用４００mg 臨 400MG 1V ブリストル 注射薬 臨時
エラプレース点滴静注液６㎎　３ＭＬ 6MG 3MLX1V サノフィ 注射薬
エリスロシン点滴静注用５００mg 500 MG 10V マイランＥＰ 注射薬
エリル点滴静注液３０mg２ＭＬ　臨 30MG 2MLX10A 旭化成ファマ 注射薬 臨時
エルカルチンＦＦ静注１０００mgシリン 臨 1000MG 5MLX10ﾄｳ 大塚製薬 注射薬 臨時
エルシトニン注４０単位 40U 10A 旭化成ファマ 注射薬
エルネオパＮＦ１号輸液　１０００ＭＬ 1000MLX10 大塚製薬 注射薬
エルネオパＮＦ２号輸液　１０００ＭＬ 1000MLX10 大塚製薬 注射薬
エンタイビオ点滴静注用３００mg 臨 300MG 1V 武田薬品工業 注射薬 臨時
エンハーツ点滴静注用１００mg 臨 100MG 1V 第一三共 注射薬 臨時
オイパロミン３００注１００ＭＬ 61.24% 100MLX5V 富士製薬 注射薬
オイパロミン３００注２０ＭＬ 61.24% 20MLX5V 富士製薬 注射薬
オイパロミン３００注５０ＭＬ 61.24% 50MLX5V 富士製薬 注射薬
オイパロミン３７０注１００ＭＬ 75.52% 100MLX5V 富士製薬 注射薬
オイパロミン３７０注２０ＭＬ 75.52% 20MLX5V 富士製薬 注射薬
オイパロミン３７０注５０ＭＬ 75.52% 50MLX5V 富士製薬 注射薬
オイパロミン３７０注シリンジ１００ml 75.52% 100MLX5ﾄｳ 富士製薬 注射薬
オイパロミン３７０注シリンジ８０ＭＬ 75.52% 80MLX5ﾄｳ 富士製薬 注射薬
オキサリプラチン点滴静注液１００mg日 100MG 1V 日医工 注射薬
オキサリプラチン点滴静注液５０mg日医 50MG 1V 日医工 注射薬
オキシグルタチオン眼灌流液０．０１８ 500MLX5 武田薬品工業 注射薬
オキファスト注１０mg　１ＭＬ 10MG 1MLX10A 塩野義製薬 注射薬
オキファスト注５０mg　５ＭＬ 50MG 5MLX5A 塩野義製薬 注射薬
オクトレオチド皮下注１００ug　あすか 100UG 10A 武田薬品工業 注射薬
オゼンピック皮下注０．２５mgＳＤ 0.25MG 2ｷﾂﾄ ノボノルディ 注射薬
オゼンピック皮下注０．５mgＳＤ 臨 0.5MG 2ｷﾂﾄ ノボノルディ 注射薬 臨時
オゼンピック皮下注１．０mgＳＤ 臨 1.0MG 2ｷﾂﾄ ノボノルディ 注射薬 臨時
オニバイド点滴静注４３mg 臨 43MG 10ML 1V 日本セルヴィ 注射薬 臨時
オノアクト点滴静注用５０mg 50MG 5V 小野薬品工業 注射薬
オビソート注射用０．１ｇ 100MG 20A 第一三共 注射薬
オプジーボ点滴静注２４０mg 240MG 1V 小野薬品工業 注射薬
オプチレイ３５０注１００ＭＬ (ｹﾂｶﾝﾖｳ) 100MLX5V 富士製薬 注射薬
オムニスキャン静注３２％シリ１５ＭＬ 32.3% 15MLX5ﾎﾝ 第一三共 注射薬
オムニスキャン静注３２％シリ２０ＭＬ 32.3% 20MLX1ﾎﾝ 第一三共 注射薬
オムニパーク２４０注　１０ＭＬ . 10MLX5V 第一三共 注射薬
オムニパーク３００注　１００ＭＬ 100MLX5V 第一三共 注射薬
オムニパーク３００注シリンジ１００ml 64.71% 100MLX5ﾎﾝ 第一三共 注射薬
オメプラゾール注用２０mg「ＮＰ」 20mg 10V ニプロファマ 注射薬
オルガラン静注１２５０単位　１ＭＬ 臨 1250U 1MLX10A 共和クリティケア注射薬 臨時
オルダミン注射用１ g　１０％　１０ g 10% 10GX2V 武田薬品工業 注射薬
オレンシア点滴静注用２５０mg 250MG 1V ブリストル 注射薬
オレンシア皮下注１２５mgオートインジェクター 125MG 1MLX1 小野薬品工業 注射薬
オンコビン注射用　１㎎ 1MG 1V 日本化薬 注射薬
カーボスター透析剤ＬＡ６ＬＢ７．６Ｌ (A:6L B:7.6L)X1 陽進堂 注射薬
カーミパック生理食塩液Ｌ　１．５Ｌ S-1500C 1.5LX5ﾌｸﾛ 川澄化学工業 注射薬
カイプロリス点滴静注用１０mg 臨 10MG 1V 小野薬品工業 注射薬 臨時
カイプロリス点滴静注用４０mg 臨 40MG 1V 小野薬品工業 注射薬 臨時
ガザイバ点滴静注１０００mg　４０ＭＬ 1000MG 40MLX1V 中外製薬 注射薬
カドサイラ点滴静注用１００mg 臨 100MG 1V 中外製薬 注射薬 臨時
カドサイラ点滴静注用１６０mg 臨 160MG 1V 中外製薬 注射薬 臨時
ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシ１０mL 60.47% 10MLX5 バイエル薬品 注射薬
ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシ５mL 60.47% 5MLX5 バイエル薬品 注射薬
ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシ７．５mL 60.47% 7.5MLX5 バイエル薬品 注射薬
カピステン筋注５０㎎　２．５ＭＬ 50MG 2.5MLX10A キッセイ薬品 注射薬
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ガベキサートメシル酸塩注射用１００mg 100MGｻﾜｲ 10V 沢井製薬 注射薬
ガベキサートメシル酸塩注射用５００mg 500MGｻﾜｲ 10V 沢井製薬 注射薬
カルセド注射用２０mg ﾍﾝｺｳﾋﾝ20MG 1V 日本化薬 注射薬
カルチコール注射液　５ＭＬ 8.5% 5MLX50A 日医工 注射薬
カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注２５ 25MG 5MLX50A 扶桑薬品工業 注射薬
カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注５０ 50MG 10MLX50A 扶桑薬品工業 注射薬
カルボカインアンプル注１％　１０ＭＬ 0.01 10MLX10A アスペン 注射薬
カルボプラチン点滴静注液１５０mgＮＫ 150MG(NK) 15MLX1V 日本化薬 注射薬
カルボプラチン点滴静注液４５０mgＮＫ 450MG(NK) 45MLX1V 日本化薬 注射薬
カルボプラチン点滴注射液５０mg　ＮＫ 50MG(NK) 5MLX1V 日本化薬 注射薬
カンサイダス点滴静注用５０mg 臨 50MG 10V ＭＳＤ 注射薬 臨時
カンサイダス点滴静注用７０mg 臨 70MG 1V ＭＳＤ 注射薬 臨時
ガンシクロビル点滴静注用５００mgファ 500MG 1V ファイザー 注射薬
カンレノ酸カリウム静注用２００mg 200MG 10V 沢井製薬 注射薬
キイトルーダ点滴静注１００mg 100MG 4MLX1V ＭＳＤ 注射薬
キシロカイン注０．５％エピレナミン入 ２０ＭＬ ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝｲﾘ 20ML アスペン 注射薬
キシロカイン注シリンジ１％ ISO-6ﾛﾂｸﾀｲ ﾌﾟ 10MLX10 アスペン 注射薬
キシロカイン注シリンジ１％　１０ＭＬ 0.01 10MLX10 アスペン 注射薬
キシロカイン注ポリアンプ０．５％ 10mL 0.005 10MLX10A アスペン 注射薬
キシロカイン注ポリアンプ１％１０ＭＬ 1% 10MLX10A アスペン 注射薬
キシロカイン注ポリアンプ２％１０ml 2% 10MLX10A アスペン 注射薬
キシロカイン注射液２％エピレナミン入 ２０ＭＬ ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝｲﾘ 20ML アスペン 注射薬
キュビシン静注用３５０mg 臨 350MG 10V ＭＳＤ 注射薬 臨時
キロサイドＮ注１ g　５０ＭＬ 1G 50MLX1V 日本新薬 注射薬
キロサイドＮ注４００mg　２０ＭＬ 400MG 20MLX10A 日本新薬 注射薬
キロサイド注２００mg 200MG 10A 日本新薬 注射薬
キロサイド注２０㎎　１ＭＬ 20MG 1MLX10A 日本新薬 注射薬
キロサイド注６０mg　３ＭＬ 60MG 3MLX10A 日本新薬 注射薬
キンダリー透析剤ＡＦ３号　ポリ　６Ｌ 臨 ﾎﾟﾘ 6LX1 扶桑薬品工業 注射薬 臨時
クアトロバック皮下注シリンジ０．５ml (4ｺﾝﾜｸﾁﾝ) 0.5MLX1 ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ１mg/５０mL「HK」 1MG 50MLX10ﾌｸﾛ 光製薬 注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ３mgＨＫ 3MG 50MLX10 光製薬 注射薬
クリアクター静注用　８０万国際単位 80万国際単位 1V エーザイ 注射薬
グリセレブ配合点滴静注　２００ＭＬ TP-A02GCS 200MLX30 テルモ 注射薬
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 (ｻﾜｲ)600MG 10A 沢井製薬 注射薬
グルアセト３５注５００ＭＬ 500MLX20ﾎﾝ 共和クリティケア注射薬
グルカゴンＧノボ注射用１㎎ 1MG 1V 味の素製薬 注射薬
グルトパ注２４００万 2400ﾏﾝIU 1V 田辺三菱製薬 注射薬
グロウジェクト皮下注１２mg 臨 12MG 1ｶ-ﾄﾘﾂｼﾞ ケミカルリサ 注射薬 臨時
グロブリン筋注４５０mg／３ml「ＪＢ」 ３ＭＬ 450MG 3ML 1V 日本血液製剤 注射薬
ケイセントラ静注用１０００ 1000IU 1V ＣＳＬベーリ 注射薬
ケイツーＮ静注１０㎎　２ＭＬ 10MG 2MLX10A エーザイ 注射薬
ケタラール静注用２００㎎　２０ＭＬ 200MG 20MLX1V 第一三共 注射薬
ケナコルトＡ筋注用関節腔内用水懸注 ｽｲｹﾝﾁﾕｳ 40 MG/1ML 10V ブリストル 注射薬
ケブザラ皮下注１５０mgオートインジェ 臨 150MG 1ﾎﾝ 旭化成ファマ 注射薬 臨時
ケブザラ皮下注２００mgオートインジェクタ 臨 200MG 1ﾎﾝ 旭化成ファマ 注射薬 臨時
ケブザラ皮下注２００mgシリンジ 臨 200MG 1.14 MLX1ｼﾘﾝｼﾞ 旭化成ファマ 注射薬 臨時
ゲムシタビン点滴静注用１ gヤクルト ﾔｸﾙﾄ 1G 1V ヤクルト本社 注射薬
ゲムシタビン点滴静注用２００mgヤクルト ﾔｸﾙﾄ 200MG 1V ヤクルト本社 注射薬
ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０mg日医 10MG 10A 日医工 注射薬
ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０mg日医 60MG 10A 日医工 注射薬
コアベータ静注用１２．５mg 12.5MG 5V 小野薬品工業 注射薬
コートロシンＺ筋注０．５㎎　１ＭＬ 0.5MG 1MLX1A 第一三共 注射薬
コートロシン注射用０．２５㎎ 0.25MG 1A 第一三共 注射薬
コスメゲン静注用０．５mg 0.5MG 1V ノーベルファ 注射薬
コセンティクス皮下注１５０mgペン 臨 150MG 1ﾎﾝ マルホ 注射薬 臨時
ゴナックス皮下注用１２０mg専用溶解付 (ｾﾝﾖｳﾖｳｶｲｴ ｷﾂｷ) 2V アステラス 注射薬
ゴナックス皮下注用８０mg専用溶解液付 (ｾﾝﾖｳﾖｳｶｲｴ ｷﾂｷ) 1V アステラス 注射薬
コパキソン皮下注２０mgシリンジ 臨 20MG 1ｼﾘﾝｼﾞX7 武田薬品工業 注射薬 臨時
コントミン筋注　２５mg　５ＭＬ 0.5% 5MLX10A 田辺三菱製薬 注射薬
コンファクトＦ注射用１０００ 1000U 1V 日本血液製剤 注射薬
コンファクトＦ注射用５００ 500U 1V 日本血液製剤 注射薬
サーバリックス　0.5mL 0.5MLX1 グラクソスミ 注射薬
サイモグロブリン点滴静注用２５mg 臨 25MG 1V サノフィ 注射薬 臨時
サイラムザ点滴静注液１００mg１０ＭＬ 100MG 10MLX1V イーライリリ 注射薬
サイラムザ点滴静注液５００mg５０ＭＬ 500MG 50MLX1V イーライリリ 注射薬
サイレース静注２mg　１ＭＬ 2MG 1MLX10A エーザイ 注射薬
サビーン点滴静注用５００mg 500MG 1V キッセイ薬品 注射薬
サブラッド血液ろ過補充液ＢＳＧ２０２ . 2020MLX5 扶桑薬品工業 注射薬
サム点滴静注セット　３６．３％５０ml 1ｾｯﾄ 大塚製薬 注射薬
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ザルトラップ点滴静注１００mg　４ＭＬ 100MG 4MLX1V サノフィ 注射薬
ザルトラップ点滴静注２００mg　８ＭＬ 200MG 8MLX1V サノフィ 注射薬
サンディミュン点滴静注用２５０mg５ml 臨 250MG 5MLX5A ノバルティス 注射薬 臨時
サンリズム注射液　５０㎎　５ml 50MG 5MLX10A 第一三共 注射薬
ジアグノグリーン注射用２５ＭＧ 25MG 10V 第一三共 注射薬
ジアゼパム注射液１０mgタイヨー２ＭＬ 10MG 2MLX50A 武田薬品工業 注射薬
ジアゼパム注射液５mg「タイヨー」 5MG 1MLX10A 武田薬品工業 注射薬
ジーラスタ皮下注３．６mg　１シリンジ 3.6MG 0.36MLX1 協和キリン 注射薬
ジェービックＶ　１人分 . 1ﾆﾝﾌﾞﾝ 武田薬品工業 注射薬
ジェノトロピンゴークイック注用１２mg 12MG 1ｷﾂﾄ ファイザー 注射薬
ジェノトロピンゴークイック注用５．３ 5.3MG 1ｷﾂﾄ ファイザー 注射薬
ジェブタナ点滴静注６０mg　１．５ＭＬ 60MG 1.5MLX1V サノフィ 注射薬
ジギラノゲン注０．４mg　２ＭＬ 0.02% 2MLX10A 共和クリティケア注射薬
ジゴシン注０．２５mg　１ＭＬ 0.25MG 1MLX10A 太陽ファルマ 注射薬
シスプラチン注１０mg「日医工」２０ml 10MG 20MLX1V 日医工 注射薬
シスプラチン注５０mg日医工　１００ml 50MG 100MLX1V 日医工 注射薬
シナジス筋注液１００mg 100MG 1V アッヴィ 注射薬
シナジス筋注液５０mg 50MG 1V アッヴィ 注射薬
ジノプロスト注射液１０００ug「Ｆ」 1MG 1MLX10A 富士製薬 注射薬
ジフォルタ注射液２０mg 臨 20MG 1V ムンディファ 注射薬 臨時
シプロキサン注２００mg　１００ＭＬ 臨 200MG 100MLX10 バイエル薬品 注射薬 臨時
シベノール静注７０mg　５ＭＬ　臨 70MG 5MLX10A アステラス 注射薬 臨時
シベレスタットＮａ点滴静注用１００mg 100MG 10V ニプロファマ 注射薬
シムジア皮下注２００mgオートクリック 臨 200MG 1ﾎﾝ アステラス 注射薬 臨時
シムジア皮下注２００mgシリンジ 200MG 1ｼﾘﾝｼﾞ アステラス 注射薬
ジルチアゼム塩酸塩注射用５０mgサワイ (ｻﾜｲ) 50MG 10V 沢井製薬 注射薬
シンビット静注用５０mg 50mg  1V アステラス 注射薬
シンポニー皮下注５０mgオートインジェ 50MG 1ｵ-ﾄｲ ﾝｼﾞｴｸﾀ- 田辺三菱製薬 注射薬
スキリージ皮下注７５mgシリンジ 臨 75MG 1ｼﾘﾝｼﾞ アッヴィ 注射薬 臨時
ステラーラ点滴静注１３０mg 臨 130MG 1V 田辺三菱製薬 注射薬 臨時
ステラーラ皮下注４５mgシリンジ 臨 45MG 0.5MLX1 田辺三菱製薬 注射薬 臨時
ズファジラン筋注５㎎　１ＭＬ 5MG 1MLX20A 第一三共 注射薬
スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ　臨 300ﾏﾝIU 1ﾄｳ 大日本住友 注射薬 臨時
スルバシリン静注用０．７５ｇ 0.75G 10V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
スルバシリン静注用１．５ｇ 1.5G 10V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
スロンノンＨＩ注１０㎎／２ＭＬ　２ml 10MG 2MLX10A 第一三共 注射薬
セファゾリンナトリウム注射用０．２５ ﾆﾁｲｺｳ0.25G 10V 日医工 注射薬
セファゾリンナトリウム注射用１g　日医工 1G 10V 日医工 注射薬
セファゾリンナトリウム注射用２g　日医工 2G 10V 日医工 注射薬
セファランチン注　１０mg　２ml 10MG 2MLX10A 化研生薬 注射薬
セフォタックス注射用０．５ｇ 0.5G 10V 日医工 注射薬
セフォタックス注射用１ｇ 1G 10V 日医工 注射薬
セフォチアム塩酸塩静注用１ g「ＮＰ」 1G 10V ニプロファマ 注射薬
セフタジジム静注用０．５ g「日医工」 0.5G 10V 日医工 注射薬
セフタジジム静注用１ g「日医工」 1G 10V 日医工 注射薬
セフトリアキソンナトリウム静注０．５ ｢日医工｣ 0.5GX10V 日医工 注射薬
セフトリアキソンナトリウム静注用１ g . 1GX10V 日医工 注射薬
セフメタゾールＮａ静注用０．５ gＮＰ (NP) 0.5G 10V ニプロファマ 注射薬
セフメタゾールＮａ静注用１ g「ＮＰ」 1G 10V ニプロファマ 注射薬
セフメタゾールナトリウム静注用１ g日 1G 10V 日医工 注射薬
セレネース注　０．５％　１ml 0.5% 1MLX10A 大日本住友 注射薬
ゾシン静注用２．２５ 2.25G 10V 大鵬薬品工業 注射薬
ゾシン静注用４．５ 4.5G 10V 大鵬薬品工業 注射薬
ソセゴン注射液　１５mg　１ＭＬ 15MG 1MLX50A 丸石製薬 注射薬
ソナゾイド注射用１６μＬ . 1V 第一三共 注射薬
ソマチュリン皮下注１２０mg 臨 120MG 1ｼﾘﾝｼﾞ 帝人ファーマ 注射薬 臨時
ソマチュリン皮下注９０mg 臨 90MG 1ｼﾘﾝｼﾞ 帝人ファーマ 注射薬 臨時
ソマトロピンＢＳ皮下注１０mgシュアパ ｼﾕｱﾊﾟﾙ10MG 1ｶ-ﾄﾘﾂｼﾞ サンド 注射薬
ソマトロピンＢＳ皮下注５mgシュアパル ｼﾕｱﾊﾟﾙ 5MG 1ｶ-ﾄﾘﾂｼﾞ サンド 注射薬
ゾラデックス３．６㎎デポ（ＳＳ） ｾ-ﾌﾃｲ- ﾂｷ 1ﾄｳ アストラゼネ 注射薬
ゾラデックスＬＡ１０．８mgデポＳＳ ｾ-ﾌﾃｲ- ﾂｷ 1ﾄｳ アストラゼネ 注射薬
ソリクア配合注ソロスター 臨 3MLX2ﾎﾝ サノフィ 注射薬 臨時
ソリューゲンＧ注 500MLX20 共和クリティケア注射薬
ソリリス点滴静注３００mg　３０ＭＬ 臨 300MG 30MLX1V アレクシオン 注射薬 臨時
ソル・コーテフ静注用５００ＭＧ 500MG 5V ファイザー 注射薬
ソル・コーテフ注射用１００mg 100MG 5V ファイザー 注射薬
ソル・メドロール静注用１０００mg 1000MG 5V ファイザー 注射薬
ソル・メドロール静注用１２５mg 125MG 5V ファイザー 注射薬
ソル・メドロール静注用４０mg 40MG 5V ファイザー 注射薬
ソル・メドロール静注用５００mg 500MG 5V ファイザー 注射薬
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ソルアセトＦ輸液　５００ＭＬ　＊ TP-A05SAFV 500MLX20 テルモ 注射薬
ソルデム１輸液　２００ＭＬ TP-A02GM1V 200MLX30 テルモ 注射薬
ソルデム１輸液　５００ＭＬ TP-A05GM1V 500MLX20 テルモ 注射薬
ソルデム２輸液　５００ＭＬ TP-A05GM2V 500MLX20 テルモ 注射薬
ソルデム３ＡＧ輸液　２００ＭＬ TPA02GM3GV 200MLX30 テルモ 注射薬
ソルデム３Ａ輸液　２００ＭＬ TPA02GM3AV 200MLX30 テルモ 注射薬
ソルデム３Ａ輸液　５００ＭＬ TPAB05GM3A 500MLX20 テルモ 注射薬
ソルデム６輸液　５００ＭＬ TP-A05GM6V 500MLX20 テルモ 注射薬
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 2ﾎﾝ ノボノルディ 注射薬
ソルラクト輸液　５００ＭＬ TP-AB05NR 500MLX20 テルモ 注射薬
ゾレア皮下注１５０mgシリンジ 臨 150MG 1ｼﾘﾝｼﾞ ノバルティス 注射薬 臨時
ゾレドロン酸点滴静注４mg／１００mlバ 100MLﾊﾞﾂｸﾞ 1ﾌｸﾛ 東和薬品 注射薬
ダイアＮ　ＰＤ４　１．５ＵＶツイ２Ｌ 臨 ATB2516J 2.0LX4ﾌｸﾛ バクスター 注射薬 臨時
ダイアＮ　ＰＤ４　２．５ＵＶツ　２Ｌ 臨 ATB2526J 2.0LX4ﾌｸﾛ バクスター 注射薬 臨時
ダイアニールＮ　ＰＤ２　１．５　１Ｌ ATB1211J 1.0LX8ﾌｸﾛ バクスター 注射薬
ダイアモックス注射用５００㎎ 500MG 1V 三和化学 注射薬
ダイホルモンデポー注　１ＭＬ 臨 1MLX10A 持田製薬 注射薬 臨時
ダイメジン・マルチ注 10V 日医工 注射薬
ダウノマイシン静注用２０mg 20MG 1V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
ダカルバジン注用１００ 100MG 5V アスペン 注射薬
タケプロン静注用３０㎎ 30MG 1VX10 武田薬品工業 注射薬
タゾピペ配合静注用２．２５「明治」 10V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
タゾピペ配合静注用４．５「明治」 10V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
タチオン注射用２００mg 200MG 50A 日本ジェネリ 注射薬
ダラザレックス点滴静注１００mg 100MG 1V ヤンセンファ 注射薬
ダラザレックス点滴静注４００mg 400MG 1V ヤンセンファ 注射薬
ダルテパリンＮａ静注５０００ＩＵシリ 20ML/ｼﾘﾝｼﾞ 1ﾄｳX10 ニプロ 注射薬
ダルベポエチンアルファ注１２０ugシリ 120UG 0.5ML1ｼﾘﾝｼ 協和キリン 注射薬
ダルベポエチンアルファ注１８０ugシリ 180UG 0.5ML1ｼﾘﾝｼ 協和キリン 注射薬
ダルベポエチンアルファ注３０ugシリン 30UG 0.5ML1ｼﾘﾝｼ 協和キリン 注射薬
ダルベポエチンアルファ注４０ugシリン 40UG 0.5ML1ｼﾘﾝｼ 協和キリン 注射薬
ダルベポエチンアルファ注６０ugシリン 60UG 0.5ML1ｼﾘﾝｼ 協和キリン 注射薬
ダントリウム静注用２０mg 20MG 5V オーファンパ 注射薬
タンボコール静注５０mg　５ＭＬ 臨 50MG 5MLX10A エーザイ 注射薬 臨時
チエペネム点滴静注用０．５ g 0.5G 10V 日本ケミファ 注射薬
ツベラクチン筋注用１ g 臨 1 g 10V 旭化成ファマ 注射薬 臨時
テイコプラニン点滴静注２００mgトーワ 200MG 10V 東和薬品 注射薬
デカドロン注射液１．６５mg　０．５ml 1.65MG 0.5MLX50A アスペン 注射薬
デカドロン注射液６．６mg　２ＭＬ 6.6MG 2MLX10V アスペン 注射薬
テセントリク点滴静注１２００mg２０ml 1200MG 20MLX1V 中外製薬 注射薬
テセントリク点滴静注８４０mg 840MG 14MLX1V 中外製薬 注射薬
テタノブリンＩＨ静注１５００単位 1500IU 1V 日本血液製剤 注射薬
テタノブリンＩＨ静注２５０単位 250IU 1V 日本血液製剤 注射薬
デトキソール静注液２ g　２０ＭＬ 10% 2G 10V 日医工 注射薬
デファイテリオ静注２００mg 200MG 2.5MLX10V 日本新薬 注射薬
デュピクセント皮下注３００mgシリンジ 臨 300MG 2MLX1ｼﾘﾝｼﾞ サノフィ 注射薬 臨時
デュピクセント皮下注３００mgペン 臨 300MG 2MLX1ﾎﾝ サノフィ 注射薬 臨時
テリパラチドＢＳ皮下注キット６００ug 600UG 1ｷﾂﾄ 持田製薬 注射薬
テリボン皮下注２８．２ugオートインジ 臨 28.2UG 4ｵ-ﾄ 旭化成ファマ 注射薬 臨時
テリボン皮下注用５６．５ug　溶解液付 臨 ﾖｳｶｲｴｷﾂｷ 56.5UG 1V 旭化成ファマ 注射薬 臨時
テルモ生食ＴＰＡ０１ＮＳ３０　１００ TP-A01NS30 100MLX30 テルモ 注射薬
テルモ生食ＴＰ－Ａ１０ＮＳ１０００ml TP-A10NS 1000MLX10 テルモ 注射薬
ドキシル注２０mg１０ＭＬ　臨 20MG 10MLX1V 持田製薬 注射薬 臨時
ドキソルビシン塩酸塩注射１０mgサンド 10MG 5V サンド 注射薬
ドキソルビシン塩酸塩注射５０mgサンド ｻﾝﾄﾞ 50MG 1V サンド 注射薬
ドセタキセル点滴静注２０mg／１mlニプ 20MG 1MLX1V 日本化薬 注射薬
ドセタキセル点滴静注８０mg／４mlニプ 80MG 4MLX1V 日本化薬 注射薬
ドパストン静注５０㎎　２０ＭＬ 50MG 20MLX10A 大原薬品 注射薬
ドパミン塩酸塩点滴静注液５０mg２．５ 50MG 2.5MLX10A 武田薬品工業 注射薬
ドブタミン点滴静注液１００mgファイザ 100MG 5MLX10A ファイザー 注射薬
ドブポン注０．３％シリンジ　５０ＭＬ 0.3% 50MLX5ﾄｳ 協和キリン 注射薬
トブラシン注　６０㎎　１．５ＭＬ臨 60MG 1.5MLX10A ジェイドルフ 注射薬 臨時
ドプラム注射液４００㎎　２０ＭＬ 400MG 20MLX5V キッセイ薬品 注射薬
トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０mg 150MG 1V 日本化薬 注射薬
トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０mgＮ 60MG 1V 日本化薬 注射薬
トラネキサム酸注１ g「ＮＰ」１０ＭＬ 10% 10MLX50A ニプロファマ 注射薬
トラベルミン注１ml 臨 1X10A エーザイ 注射薬 臨時
トリセノックス注１０mg　１０ＭＬ　臨 10MG 10MLX5A 日本新薬 注射薬 臨時
トルツ皮下注８０mgオートインジェクタ 80MG  1ｵ-ﾄ ｲﾝｼﾞｴｸﾀ- イーライリリ 注射薬
トルリシティ皮下注０．７５mgアテオス 0.75MG 2ｷﾂﾄ 大日本住友 注射薬
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トレアキシン点滴静注用１００mg 100MG 1V シンバイオ製 注射薬
トレシーバ注フレックスタッチ３００Ｕ 300U 3MLX2 ノボノルディ 注射薬
トレムフィア皮下注１００mgシリンジ 臨 100MG 1ｼﾘﾝｼﾞ 大鵬薬品工業 注射薬 臨時
ドロレプタン注射液２５㎎ 25MG 10MLX1V アルフレッサ 注射薬
ナファモスタットメシル酸塩注用１０mg「トーワ」 10MG 10V 東和薬品 注射薬
ナファモスタットメシル酸塩注用５０mg「トーワ」 50MG 10V 東和薬品 注射薬
ナベルビン注　４０㎎　４ml 40MG 4MLX1V 協和キリン 注射薬
ナルベイン注２mg 2MG 1MLX10A 第一三共 注射薬
ナロキソン塩酸塩静注０．２㎎第一１ml ﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷﾖｳ 1MLX10A アルフレッサ 注射薬
ニカルジピン塩酸塩注射液１０mgサワイ 10MG(ｻﾜｲ) 10MLX10A 沢井製薬 注射薬
ニコペリック腹膜透析液　１５００ＭＬ CD-NP15S 1500MLX4 テルモ 注射薬
ニコペリック腹膜透析液Ｂ付１５００ml CDNP15W Bﾂ ｷ 1500MLX4 テルモ 注射薬
ニコランジル点滴静注用１２mg　サワイ 12mg  10V 沢井製薬 注射薬
ニコランジル点滴静注用４８mg　サワイ 48MG 10V 沢井製薬 注射薬
ニコリン注射液　２５０mg　２ＭＬ臨 250MG 2MLX10A 武田薬品工業 注射薬 臨時
ニトプロ持続静注液６mg　２ＭＬ　＃ 6mg 2MLX10A 丸石製薬 注射薬
ニトロール注５mg　１０ml 5mg 10X10A エーザイ 注射薬
ニトログリセリン静注５mg／１０ＭＬ 5MG 10MLX10A アステラス 注射薬
ニトログリセリン注２５mg／５０mlシリ ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ﾙｱ- 50MLX5 テルモ 注射薬
ニューモバックスＮＰ　０．５ＭＬ . 0.5MLX1V ＭＳＤ 注射薬
ヌーカラ皮下注１００mgペン 100MG 1ﾍﾟﾝ グラクソスミ 注射薬
ネオアミユー輸液　２００ＭＬ . 200MLX30 陽進堂 注射薬
ネオシネジンコーワ注１㎎　１ＭＬ 1MG 1MLX10A 興和創薬 注射薬
ネオフィリン注２５０㎎　１０ＭＬ 2.5% 10MLX10A エーザイ 注射薬
ネオラミンスリービー液静注用１０ＭＬ (ﾎﾚｲﾋﾝ) 10MLX10A 日本化薬 注射薬
ネスプ注射液１８０ugプラシリンジ０． 180UG/0.5 ML 1ｼﾘﾝｼﾞ 協和キリン 注射薬
ノイトロジン注１００ug ｾｲﾎｳﾍﾝｺｳﾋﾝ 1V 中外製薬 注射薬
ノイトロジン注５０ug ｾｲﾎｳﾍﾝｺｳﾋﾝ 1V 中外製薬 注射薬
ノイロトロピン注射液３．６単位３ＭＬ臨 3.6U 3MLX10A 日本臓器製薬 注射薬 臨時
ノーベルバール静注用２５０mg 250MG 6V ノーベルファ 注射薬
ノバントロン注　１０mg　５ＭＬ 10MG 5MLX1V 武田薬品工業 注射薬
ノバントロン注　２０mg　１０ＭＬ 20MG 10MLX1V 武田薬品工業 注射薬
ノボセブンＨＩ静注用５mgシリンジ５ml 5MG 5MLX1V ノボノルディ 注射薬
ノボラピッド３０ミックス注フレッ３ml 100U/ML 3MLX2 ノボノルディ 注射薬
ノボラピッド注イノレット１００Ｕ３ml 臨 300U 3MLX2 ノボノルディ 注射薬 臨時
ノボラピッド注フレックスタッチ３ＭＬ 300U 3MLX2 ノボノルディ 注射薬
ノボリン３０Ｒフレックス３００Ｕ３ml　臨 300単位 3MLX2 ノボノルディ 注射薬 臨時
ノボリンＲ注フレックスペ３００Ｕ３ml臨 300U 3MLX2 ノボノルディ 注射薬 臨時
ノルアドリナリン注１mg　１ＭＬ 0.1% 1MLX10A アルフレッサ 注射薬
ノルディトロピンフレックスプロ注１０ 10MG 1.5MLX1ﾄｳ ノボノルディ 注射薬
パーサビブ静注透析用２．５mg 臨 2.5MG 10V 小野薬品工業 注射薬 臨時
パーサビブ静注透析用５mg 臨 5MG 10V 小野薬品工業 注射薬 臨時
パージェタ点滴静注４２０mg／１４ＭＬ 420MG/14ML 1V 中外製薬 注射薬
ハーセプチン注射用１５０mg　希釈液無 ｷｼﾔｸﾅｼ150M 1V 中外製薬 注射薬
ハーセプチン注射用６０mg　希釈液無 ｷｼﾔｸﾅｼ60MG 1V 中外製薬 注射薬
バイエッタ皮下注１０ugペン３００臨 28ｶｲﾖｳ 1.2MLX1ｷﾂﾄ アストラゼネ 注射薬 臨時
ハイカムチン注射用１．１mg 1.1MG 1V 日本化薬 注射薬
ハイカリックＲＦ輸液　５００ＭＬ TP-A05RFV 500MLX10 テルモ 注射薬
バイクロット配合静注用　臨 1V 化血研 注射薬 臨時
ハイゼントラ２０％皮下注１ g／５ＭＬ 臨 1G 5ML 1V ＣＳＬベーリ 注射薬 臨時
ハイゼントラ２０％皮下注２ g／１０ml 臨 2G 10ML 1V ＣＳＬベーリ 注射薬 臨時
バクトラミン注　５ＭＬ 5MLX10A 太陽ファルマ 注射薬
バクフォーゼ静注用　１ g 1G 10V 東和薬品 注射薬
パクリタキセル注１００mg／１６．７ml 100MG/16.7 ML 1V 日本化薬 注射薬
パクリタキセル注３０mg／５ml「ＮＫ」 30MG/5ML 1V 日本化薬 注射薬
パズクロス点滴静注液５００mg１００ml 500MG 100MLX10 田辺三菱製薬 注射薬
パパベリン塩酸塩注射液　４０㎎１ＭＬ ﾆﾁｲｺｳ 40MG 1MLX10A 日医工 注射薬
ハプトグロビン静注２０００単位　ＪＢ 2000U 100MLX1V 日本血液製剤 注射薬
パム静注５００㎎　２０ＭＬ 500MG 20MLX5A 大日本住友 注射薬
ハラヴェン静注１mg 1MG 1V エーザイ 注射薬
パルクス注１０ug　２ＭＬ 臨 10UG 2MLX5A 大正製薬 注射薬 臨時
バンコマイシン点滴静注用０．５ g (ﾄ-ﾜ) 0.5G 10V 東和薬品 注射薬
パントシン注１０％　２ml 10% 2X50A アルフレッサ 注射薬
ハンプ注射用　１０００ug 1000UG 10V 第一三共 注射薬
ビーフリード輸液　１０００ＭＬ 臨 ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 1000MLX10 大塚製薬 注射薬 臨時
ビーフリード輸液　５００ＭＬ ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 500MLX20 大塚製薬 注射薬
ビームゲン注０．５ＭＬ　１０ug 10UG 0.5MLX1V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
ビカーボン輸液　５００ＭＬ . 500MLX20 陽進堂 注射薬
ヒカリレバン注　５００ＭＬ . 500MLX20 光製薬 注射薬
ビクシリン注射用０．２５ｇ 0.25G 10V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
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ビクシリン注射用１ｇ 1G 10V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
ビクトーザ皮下注１８mg 18MG ﾀﾞｲｱﾙ ﾍﾝｺｳﾋﾝ 2ﾎﾝ ノボノルディ 注射薬
ビジパーク２７０注２０ＭＬ 54.97% 5V 第一三共 注射薬
ビジパーク２７０注５０ＭＬ 54.97% 5V 第一三共 注射薬
ビジパーク３２０注１００ＭＬ 65.15% 5V 第一三共 注射薬
ピシバニール注射用５ＫＥ 5KE 1V 中外製薬 注射薬
ヒシファーゲン配合静注　プラ２０ＭＬ ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 20MLX50A ニプロファマ 注射薬
ビスダイン静注用１５mg 15MG 1V クリニジェン 注射薬
ビダーザ注射用１００mg 100MG 1V 日本新薬 注射薬
ヒトＣＲＨ静注用１００ug「タナベ」 臨 100UG 1V 田辺製薬販売 注射薬 臨時
ピドキサール注３０mg 臨 30MG 1MLX50A 太陽ファルマ 注射薬 臨時
ピトレシン注射液２０ 20U 1MLX10A 第一三共 注射薬
ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ静注液100mg 100MG 2MLX10A アルフレッサ 注射薬
ピノルビン注射用１０mg (ｼﾂｵﾝﾎｿﾞﾝ) 1V 日本化薬 注射薬
ピノルビン注射用２０mg (ｼﾂｵﾝﾎｿﾞﾝ) 1V 日本化薬 注射薬
ピペラシリンＮａ注射用１ gサワ (ｻﾜｲ) 1G 10V 沢井製薬 注射薬
ヒューマトロープ注射用６㎎ ﾖｳｶｲｴｷﾂｷ 1ﾄｳ イーライリリ 注射薬
ヒューマリン３／７注カ－ト　３ＭＬ臨 100U/ML 3MLX2 イーライリリ 注射薬 臨時
ヒューマリンＮ注１００単位／ＭＬ １０ＭＬ 1000U 10MLX1V イーライリリ 注射薬
ヒューマリンＮ注ミリオペン　３ＭＬ臨 100U/ML 3MLX2 イーライリリ 注射薬 臨時
ヒューマリンＲ注１００単位／ＭＬ 100U/ML 10MLX1V イーライリリ 注射薬
ヒューマログミックス５０注ミリオペン 100U/ML 3MLX2 イーライリリ 注射薬
ヒューマログ注カート　３００単位３ml 100U/ML 3MLX2 イーライリリ 注射薬
ヒューマログ注ミリオペンＨＤ　３ＭＬ 臨 300U 3MLX2ｷﾂﾄ イーライリリ 注射薬 臨時
ヒュミラ皮下注４０mgペン０．４ＭＬ 40MG 0.4MLX1ﾍﾟﾝ エーザイ 注射薬
ビリスコピン点滴静注５０ . 100MLX1V バイエル薬品 注射薬
ファーストシン静注用　１ｇ 1G 10V 武田薬品工業 注射薬
ファイバ静注用１０００　２０ＭＬ 臨 1000U 20ML 武田薬品工業 注射薬 臨時
ファイバ静注用５００　１０ＭＬ 臨 500U 10ML 武田薬品工業 注射薬 臨時
ファセンラ皮下注３０mgシリンジ 臨 30MG 1ｷﾂﾄ アストラゼネ 注射薬 臨時
ファモチジン静注２０mg「日新」２０ml 20MG 20MLX50A 日新製薬 注射薬
フィアスプ注　フレックスタッチ 臨 300U 3MLX2 ノボノルディ 注射薬 臨時
フィアスプ注　ペンフィル 臨 300U 3MLX2 ノボノルディ 注射薬 臨時
フィジオ１４０輸液　５００ＭＬ . 500MLX20 大塚製薬 注射薬
フィニバックス点滴静注用０．５ g 0.5G 10V 塩野義製薬 注射薬
ブイフェンド２００㎎静注用 200MG 10V ファイザー 注射薬
フィブリノゲンＨＴ静注用１ g「ＪＢ」 1G 1V 日本血液製剤 注射薬
フィブロガミンＰ静注用 . 6V ＣＳＬベーリ 注射薬
フィルグラスチムＢＳ注３００ugシリン 300UG 0.7MLX1 持田製薬 注射薬
フィルグラスチムＢＳ注７５ugシリモチ 75UG 0.3MLX1 持田製薬 注射薬
フェジン静注４０㎎　２ＭＬ 40MG 2MLX50A 日医工 注射薬
フェソロデックス筋注２５０mg　５ＭＬ 250MG 5MLX2ﾄｳ アストラゼネ 注射薬
フェノバール注射液１００㎎　１ＭＬ 100MG 1MLX10A 第一三共 注射薬
フエロン注射用　３００万国際単位 300ﾏﾝIU 1V 第一三共 注射薬
フェンタニル注射液０．１mg「テルモ」 0.1MG 2MLX10A テルモ 注射薬
フェンタニル注射液０．２５mgテルモ 0.25MG 5MLX5A テルモ 注射薬
フォリアミン注射液　１５mg　１ＭＬ 臨 15MG 1X50A 武田薬品工業 注射薬 臨時
フォルテオ皮下注キット６００ug 600UG 1ｷﾂﾄ イーライリリ 注射薬
ブスコパン注２０mg　１ＭＬ 20MG 1MLX10A サノフィ 注射薬
ブスルフェクス点滴静注用６０mg 60MG 1V 大塚製薬 注射薬
ブドウ糖注５０％シリンジ　２０ＭＬ PF-N20G50 20MLX10 テルモ 注射薬
プラリア皮下注６０mgシリンジ　１ＭＬ 臨 60MG 1MLX1ﾎﾝ 第一三共 注射薬 臨時
プリズバインド静注液２．５ g 2.5G 50ML 2V 日本ベーリン 注射薬
ブリディオン静注２００㎎　２ＭＬ 200MG 2MLX10V ＭＳＤ 注射薬
プリンペラン注射液１０mg 10MG 2MLX50A 日医工 注射薬
フルオレサイト静注５００mg　５ＭＬ 500MG 5MLX12V ノバルティス 注射薬
フルカリック１号輸液　９０３ＭＬ TPA09FC048 S 903MLX10 テルモ 注射薬
フルカリック２号輸液　１００３ＭＬ A10FC070S 1003MLX10 テルモ 注射薬
フルカリック３号輸液　１１０３ＭＬ TPA11FC100 S 1103MLX7 テルモ 注射薬
フルコナゾール静注液１００mg５０ＭＬ (ｻﾜｲ) 50MLX5V 沢井製薬 注射薬
フルダラ静注用５０mg 50MG 1V サノフィ 注射薬
フルマゼニル静注液０．５mg「テバ」 0.5MG 5MLX5A 武田薬品工業 注射薬
フルマリン静注用０．５ｇ 0.5G 10V 塩野義製薬 注射薬
フルマリン静注用１ｇ 1G 10V 塩野義製薬 注射薬
プレアミン－Ｐ注射液　２００ＭＬ . 200MLX10 扶桑薬品工業 注射薬
ブレオ注射用５㎎ 5MG 1V 日本化薬 注射薬
プレセデックス静注液２００ug／５０ml 200UG 5ｼﾘﾝｼﾞ ファイザー 注射薬
プレセデックス静注液２００ugファイザ 200UG 2MLX5V ファイザー 注射薬
ブレビブロック注　１００mg　１０ＭＬ 100mg 10MLX10V 丸石製薬 注射薬
プレベナー１３水性懸濁注 0.5MLX1 ファイザー 注射薬
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プロイメンド点滴静注用１５０mg 臨 150MG 5V 小野薬品工業 注射薬 臨時
プログラフ注射液　５mg　１ＭＬ 臨 5MG 1MLX5A アステラス 注射薬 臨時
プロゲデポー筋注１２５mg　１ＭＬ 臨 125MG 1MLX10A 持田製薬 注射薬 臨時
プロジフ静注液　２００㎎　２．５ＭＬ 200MG 2.5MLX10V ファイザー 注射薬
プロジフ静注液　４００㎎　５ＭＬ 400MG 5MLX10V ファイザー 注射薬
フロセミド注２０mg「トーワ」　２ＭＬ 20MG 2MLX50A 東和薬品 注射薬
プロタノールＬ注０．２㎎　１ＭＬ 0.2MG 1MLX10A 興和創薬 注射薬
プロタノール－Ｌ注１㎎　５ＭＬ臨 1MG 5MLX10A 興和創薬 注射薬 臨時
プロタミン硫酸塩静注１００mg　モチダ 100MG 10MLX10V 持田製薬 注射薬
プロチレリン酒石酸塩注射液０．５mgサ 0.5MG 10A 沢井製薬 注射薬
プロハンス静注シリンジ１３ＭＬ . 13MLX1ﾄｳ エーザイ 注射薬
プロポフォール静注１％２０ＭＬマルイ 200MG 20MLX5A 丸石製薬 注射薬
プロポフォール静注１％５０ＭＬマルイ 500MG 50MLX1V 丸石製薬 注射薬
ブロムヘキシン塩酸塩注射液４mg２ＭＬ　臨 4MG 2MLX50A 武田薬品工業 注射薬 臨時
フロリードＦ注２００㎎１％　２０ＭＬ 1% 20MLX10A 持田製薬 注射薬
ベオビュ硝子体内注射用キット１２０mg 臨 0.05ML X1ｷﾂﾄ ノバルティス 注射薬 臨時
ベクティビックス点滴静注１００㎎５ml 100MG 5MLX1V 武田薬品工業 注射薬
ベクティビックス点滴静注４００mg２０　＃ 400mg 20MLX1V 武田薬品工業 注射薬
ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 (30Gﾊﾘﾂｷ) 960ﾏﾝU 5V バイエル薬品 注射薬
ペチロルファン注射液　１ＭＬ 1MLX10A 武田薬品工業 注射薬
ベナンバックス注用３００mg 300MG 5V サノフィ 注射薬
ベバシズマブＢＳ点滴静注１００mgファ 100MG 1V ファイザー 注射薬
ベバシズマブＢＳ点滴静注４００mgファ 400MG 1V ファイザー 注射薬
ヘパフィルド透析用２００単位シリンジ 200U/ML 20MLX50 ＪＭＳ 注射薬
ヘパリンＣａ皮下注１万単位／０．４ml 臨 10000U 0.4MLX10V 沢井製薬 注射薬 臨時
ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ml 20000U 0.8MLX10V 沢井製薬 注射薬
ヘパリンＮａロックシリン１００Ｕ５ml ﾙｱ-ﾛﾂｸ100U 5MLX10 大塚製薬 注射薬
ヘパリンＮａロックシリン１０Ｕ１０ml 臨 ﾙｱ-ﾛﾂｸ 10U 10MLX10 大塚製薬 注射薬 臨時
ヘパリンカルシウム皮下注５千／０．２ 5000U 0.2MLX10ﾎﾝ 持田製薬 注射薬
ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ml 5000U/5ML 10A 陽進堂 注射薬
ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 1000U 5MLX1V 日本血液製剤 注射薬
ヘプタバックス－II　１０ug　０．５ml　臨 10UG 0.5MLX1V ＭＳＤ 注射薬 臨時
ヘプタバックス－II水性懸濁注シリンジ 0.5ML 1ﾎﾝ ＭＳＤ 注射薬
ベラパミル塩酸塩静注５mg「タイヨー」 ﾀｲﾖ- 0.25% 2MLX10A 武田薬品工業 注射薬
ベリナートＰ静注用５００（針付） 臨 (ﾔｸｴｷﾖｳﾘﾖｳ ﾊﾞｼﾝﾂｷ) 1V ＣＳＬベーリ 注射薬 臨時
ベリプラストＰコンビセット組織０．５ ｿｼｷｾﾂﾁﾔｸﾖｳ 0.5MLX1ｾﾂﾄ ＣＳＬベーリ 注射薬
ベリプラストＰコンビセット組織３ＭＬ ｿｼｷｾﾂﾁﾔｸﾖｳ 3MLX1ｾﾂﾄ ＣＳＬベーリ 注射薬
ベリプラストＰコンビセット組織５ＭＬ ｿｼｷｾﾂﾁﾔｸﾖｳ 5MLX1ｾﾂﾄ ＣＳＬベーリ 注射薬
ベルケイド注射用３mg 3MG 1V ヤンセンファ 注射薬
ベンリスタ皮下注２００mgオートインジ 臨 200MG 1ｷﾂﾄ グラクソスミ 注射薬 臨時
ホストイン静注７５０mg　１０ＭＬ 750MG 10MLX2V エーザイ 注射薬
ホスホマイシンＮａ静注用０．５ gＮＰ 0.5G 10V ニプロファマ 注射薬
ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 1G 10V ニプロファマ 注射薬
ボスミン注１㎎　１ＭＬ 臨 0.1% 1MLX20A 第一三共 注射薬 臨時
ポタコールＲ輸液　５００ＭＬ ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 500MLX20 大塚製薬 注射薬
ポテリジオ点滴静注２０mg 20MG 1V 協和キリン 注射薬
ボトックス注用１００単位 100U 1V グラクソスミ 注射薬
ボトックス注用５０単位 50U 1V グラクソスミ 注射薬
ポプスカイン０．２５％注バッグ１００ 250MG 100MLX1 丸石製薬 注射薬
ポララミン注　５mg　１ＭＬ 5MG 1MLX10A 高田製薬 注射薬
ポリドカスクレロール０．５％注２ＭＬ 10mg 2MLX5A ゼリア新薬 注射薬
ボルベン輸液６％　５００ＭＬ 6% 500MLX20 大塚製薬 注射薬
ボンビバ静注１mgシリンジ　１ＭＬ 臨 1MG 1MLX1ｼﾘﾝｼﾞ 中外製薬 注射薬 臨時
マーカイン注　０．２５％ ２０ＭＬ 0.0025 20ML アスペン 注射薬
マーカイン注　０．５％ ２０ＭＬ 0.5% 20ML アスペン 注射薬
マーカイン注脊麻用高比重０．５％４ml 0.005 4MLX10A アスペン 注射薬
マーカイン注脊麻用等比重０．５％４ml 0.005 4MLX10A アスペン 注射薬
マイトマイシン注用　２㎎ 2MG 10V 協和キリン 注射薬
マイロターグ点滴静注用５mg 5MG 1V ファイザー 注射薬
マキサカルシトール静注透析用５ugトーワ 5UG 1MLX10A 東和薬品 注射薬
マキュエイド眼注用４０mg 40MG 1V わかもと製薬 注射薬
マグセント注１００ＭＬ 100MLX5V 武田薬品工業 注射薬
マブキャンパス点滴静注３０mg 臨 30MG 1MLX1V サノフィ 注射薬 臨時
マルトス輸液１０％　５００ＭＬ ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 500MLX20 大塚製薬 注射薬
マンニットールＳ注射液 300MLX15 陽進堂 注射薬
ミールビック 1ﾆﾝﾌﾞﾝ 田辺三菱製薬 注射薬
ミカファンギンＮａ点滴静注用５０mgニ 50MG 10V ニプロファマ 注射薬
ミダゾラム注１０mg「サンド」　２ＭＬ 10MG 2MLX10A 富士製薬 注射薬
ミダフレッサ静注０．１％　１０ＭＬ 10MG 10MLX10V アルフレッサ 注射薬
ミッドペリックＬ１３５バッグ付１．５ ML135N15W 1.5LX4 テルモ 注射薬
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ミッドペリックＬ１３５バッグ付２Ｌ ML135N20W 2LX4 テルモ 注射薬
ミッドペリックＬ１３５腹膜透２．５Ｌ ML135N25S 2.5LX4 テルモ 注射薬
ミッドペリックＬ２５０腹膜バッ１．５ ML250N15W 1.5LX4 テルモ 注射薬
ミッドペリックＬ２５０腹膜バッグ２Ｌ ML250N20W 2LX4 テルモ 注射薬
ミッドペリックＬ２５０腹膜透２．５Ｌ ML250N25S 2.5LX4 テルモ 注射薬
ミネリック５配合点滴静注シリンジ２ml 2MLX10 ニプロファマ 注射薬
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ 100MG 10V 日医工 注射薬
ミラクリッド注射液５万単位　１ＭＬ 50000U 1MLX10A 持田製薬 注射薬
ミリプラ動注用７０㎎　臨 70MG 1V 大日本住友 注射薬 臨時
ミリプラ用懸濁用液４ＭＬ臨 4ML 1A 大日本住友 注射薬 臨時
ミルリノン注１０mg「タカタ」１０ＭＬ 10MG 10MLX5A 高田製薬 注射薬
メイロン静注７％　２０ＭＬ ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 20MLX10A 大塚製薬 注射薬
メイロン静注７％　２５０ＭＬ ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 250MLX10 大塚製薬 注射薬
メコバラミン注５００ug「ＮＰ」１ＭＬ 500UG 1MLX50A ニプロファマ 注射薬
メソトレキセート点滴静注液１０００mg 1000MG 1V ファイザー 注射薬
メソトレキセート点滴静注液２００mg 200MG 8MLX1V ファイザー 注射薬
メチルエルゴメトリン注０．２mgあすか 0.2MG 1MLX10A 武田薬品工業 注射薬
メナクトラ筋注　０．５ＭＬ 0.5MLX1V サノフィ 注射薬
メロペネム点滴静注用０．５ gトーワ (ﾄ-ﾜ) 0.5G 10V 東和薬品 注射薬
モゾビル皮下注２４mg 臨 24MG 1.2MLX1V サノフィ 注射薬 臨時
モルヒネ塩酸塩注射液１０mgシオノギ (ｼｵﾉｷﾞ) 1MLX10A 塩野義製薬 注射薬
ヤーボイ点滴静注液５０mg　１０ＭＬ 臨 50MG 10ML 1V ブリストル 注射薬 臨時
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ g ﾀﾞｸｻﾞｲ 4G 1V ノーベルファ 注射薬
ユルトミリス点滴静注３００mg 臨 300MG 30ML 1V アレクシオン 注射薬 臨時
ヨンデリス点滴静注用０．２５mg 臨 0.25MG 1V 大鵬薬品工業 注射薬 臨時
ヨンデリス点滴静注用１mg 臨 1MG 1V 大鵬薬品工業 注射薬 臨時
ライゾデグ配合注フレックスタッチ３ml 臨 300U 3MLX2ﾎﾝ ノボノルディ 注射薬 臨時
ラクテックＧ輸液ソフトバッグ５００ml ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 500MLX20 大塚製薬 注射薬
ラジカット点滴静注バッグ３０mg１００ 臨 30MG 100MLX10 田辺三菱製薬 注射薬 臨時
ラステット注１００㎎／５ＭＬ 100MG 5MLX10V 日本化薬 注射薬
ラスリテック点滴静注用７．５mg 臨 7.5MG 1V サノフィ 注射薬 臨時
ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０mg 150MG 15MLX10V 塩野義製薬 注射薬
ラビピュール筋注用 (1ｶｲﾌﾞﾝ) 1ﾋﾞﾝ グラクソスミ 注射薬
ランタスＸＲ注ソロスター４５０単位 450U 1.5MLX2 サノフィ 注射薬
ランマーク皮下注１２０mg　１．７ＭＬ 120MG 1.7MLX1V 第一三共 注射薬
リコモジュリン点滴静注用１２８００ 12800U 10V 旭化成ファマ 注射薬
リゾビスト注　４４．６mg　１．６ＭＬ 44.6MG 1.6MLX1V 富士ＲＩ 注射薬
リツキサン点滴静注１００mg１０ＭＬ 臨 100MG 10MLX1V 中外製薬 注射薬 臨時
リツキサン点滴静注５００mg５０ＭＬ 臨 500MG 50MLX1V 中外製薬 注射薬 臨時
リツキシマブＢＳ点滴静注１００mgＫＨ 100MG 10MLX1V 協和キリン 注射薬
リツキシマブＢＳ点滴静注５００mgＫＨ 500MG 50MLX1V 協和キリン 注射薬
リドカイン静注用２％ＰＦＮ０５ＬＤ２ PF-N05LD2 5MLX10本 テルモ 注射薬
リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 1% 200MLX10 高田製薬 注射薬
リトドリン塩酸塩点滴静注液５０mg日医工 50MG 5MLX50A 日医工 注射薬
リネゾリド点滴静注液６００mg「明治」 600MG 5ﾊﾞﾂｸﾞ ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
リノロサール注射液２mg　０．５ＭＬ 2MG 0.5MLX10A わかもと製薬 注射薬
リノロサール注射液４mg　１ＭＬ 4MG 1MLX10A わかもと製薬 注射薬
リピオドール４８０注１０ＭＬ 10MLX5A ゲルベジャパ 注射薬
リメタゾン静注２．５㎎　１ＭＬ　臨 2.5MG 1MLX10A 田辺三菱製薬 注射薬 臨時
リュープリンＰＲＯ注射用キット22.5MG 22.5MG 1ｷﾂﾄ 武田薬品工業 注射薬
リュープリンＳＲ注射用キット１１．２ 11.25MG 1ｷﾂﾄ 武田薬品工業 注射薬
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88 1.88MG 1ｷﾂﾄ 武田薬品工業 注射薬
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75 3.75MG 1ｷﾂﾄ 武田薬品工業 注射薬
リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ＭＬ 0.5MMOL/ML 20MLX10A 大塚製薬 注射薬
ルセンティス硝子体内注射液１０mg／ml 臨 2.3MG/0.23 ML 1V ノバルティス 注射薬 臨時
ルセンティス硝子体内注射用キット１０ 0.5MG 1ｷﾂﾄ ノバルティス 注射薬
ルムジェブ注ミリオペン 臨 300ﾀﾝｲ 3MLX2ｷﾂﾄ イーライリリ 注射薬 臨時
レギチーン注射液５mg　１ＭＬ 5MG 1MLX5V ノバルティス 注射薬
レギュニールＬＣａ１．５腹ＵＶ１．５ 臨 ATB4515 1.5LX5ﾌｸﾛ バクスター 注射薬 臨時
レギュニールＬＣａ１．５腹シン２．５ ATB4617 2.5LX4ﾌｸﾛ バクスター 注射薬
レギュニールＬＣａ１．５腹シング５Ｌ ANB4619 5LX2ﾌｸﾛ バクスター 注射薬
レギュニールＬＣａ１．５腹膜ツ　２Ｌ ATB4416 2LX4ﾌｸﾛ バクスター 注射薬
レギュニールＬＣａ１．５腹膜ツ１．５ ATB4415 1.5LX5ﾌｸﾛ バクスター 注射薬
レギュニールＬＣａ２．５腹シン２．５Ｌ ATB4627 2.5LX4ﾌｸﾛ バクスター 注射薬
レギュニールＬＣａ２．５腹膜ツ　２Ｌ ATB4426 2LX4ﾌｸﾛ バクスター 注射薬
レギュニールＬＣａ２．５腹膜ツ１．５ ATB4425 1.5LX5ﾌｸﾛ バクスター 注射薬
レスピア静注・経口液６０mg 60MG 3MLX10V ノーベルファ 注射薬
レパーサ皮下注１４０mgペン 臨 140MG 1ﾎﾝ アステラス 注射薬 臨時
レペタン注０．２㎎　１ＭＬ 0.2MG 1MLX10A 大塚製薬 注射薬
レベミル注フレックスペン３００Ｕ３ml 300U 3MLX2ﾎﾝ ノボノルディ 注射薬
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レボフロキサシン点滴静注５００mg２０ 臨 500MG (20ML)1V 第一三共 注射薬 臨時
レボホリナート点滴静注用１００mg 100MG 10V 東和薬品 注射薬
レボホリナート点滴静注用２５mgトーワ 25MG 10V 東和薬品 注射薬
レミケード点滴静注用　１００㎎　臨 100MG 1V 田辺三菱製薬 注射薬 臨時
レラキシン注用２００㎎ 200MG 10V 杏林製薬 注射薬
ロイコボリン注３mg　１ＭＬ 3MG 1MLX10A ファイザー 注射薬
ロイスタチン注　８㎎　臨 8MG 1V ヤンセンファ 注射薬 臨時
ロイナーゼ注用５０００ 5000KE 1V 協和キリン 注射薬
ロカイン注１％　５ＭＬ 1% 5MLX10A 扶桑薬品工業 注射薬
ロクロニウム臭化物静注液２５mg２．５ 25MG 2.5MLX10V 丸石製薬 注射薬
ロクロニウム臭化物静注液５０mg５ＭＬ 50MG 5MLX10V 丸石製薬 注射薬
ロピオン静注５０㎎　５ＭＬ 50MG 5MLX10A 科研製薬 注射薬
ロミプレート皮下注２５０ug調製用 臨 250UG 1V 協和キリン 注射薬 臨時
ワゴスチグミン注　０．５mg　１ml 0.5MG 1MLX10A 共和薬品工業 注射薬
一般診断用精製ツベルクリン０．２５ug 0.25UG 1ﾆﾝﾖｳX10 日本ビーシジ 注射薬
乾燥ＢＣＧワクチン　１人用 . 1ﾆﾝﾖｳX1 日本ビーシジ 注射薬
乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位 200U 1MLX1V 武田薬品工業 注射薬
乾燥まむし抗毒素「化血研」　１人分 . 1ﾆﾝﾌﾞﾝ アステラス 注射薬
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン１人分 . 1ﾆﾝﾌﾞﾝ 武田薬品工業 注射薬
乾燥弱毒生水痘ワクチン . 1V 田辺三菱製薬 注射薬
乾燥弱毒生風しんワクチン　１人分 . 1ﾆﾝﾌﾞﾝ 武田薬品工業 注射薬
乾燥弱毒生麻しんワクチン　シュワルツ 臨 ｼﾕﾜﾙﾂFF-8 1ﾆﾝﾌﾞﾝ 武田薬品工業 注射薬 臨時
乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン (ｼﾞﾝﾀｲﾖｳ) 1V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
冠動注用ミリスロール０．５㎎１０ＭＬ 0.5MG 10MLX10A 日本化薬 注射薬
献血アルブミン２０％静注４g２０mlＪＰ 20% 4G 20MLX1V 日本血液製剤 注射薬
献血アルブミン２５％静注　５０ＭＬ (ﾍﾞﾈｼｽ) 50MLX1V 日本血液製剤 注射薬
献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注 0.5G 5MLX1V 日本血液製剤 注射薬
献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注 2.5G 25MLX1V 日本血液製剤 注射薬
献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注 5G 50MLX1V 日本血液製剤 注射薬
献血グロベニンＩ静注５g１００ml 臨 5000MG 100ML 武田薬品工業 注射薬 臨時
献血グロベニンＩ静注用２．５ g５０ml 臨 2500MG 50ML 武田薬品工業 注射薬 臨時
献血ノンスロン１５００注射用 臨 ｼﾂｵﾝ 1500U 1V 武田薬品工業 注射薬 臨時
献血ベニロン－Ｉ静注用２５００mg 臨 2500MG 1V 帝人ファーマ 注射薬 臨時
献血ベニロン－Ｉ静注用５０００mg 5000MG 1V 帝人ファーマ 注射薬
抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用千倍　ＪＢ 1000ﾊﾞｲ 1V 日本血液製剤 注射薬
歯科シタネストオクタプレシン１．８ml 1.8MLX50A デンツプライ 注射薬
治療アレルゲンハウスダスト１：１０　２ml 臨 ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ 1:10 2ML 鳥居薬品 注射薬 臨時
治療標準アレルゲンエキス皮下注　スギ花粉 2000JAU/mL 臨 ｽｷﾞｶﾌﾝ2000 2ML 鳥居薬品 注射薬 臨時
治療用アレルゲンエキス希釈液 １．８ＭＬ　臨 1.8ML 鳥居薬品 注射薬 臨時
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注 臨 10000JAU/M L 2MLX1V 鳥居薬品 注射薬 臨時
診断用スクラッチ　アーモンド　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　アジ　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　イカ　１ＭＬ 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　エダマメ　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　エビ　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　カニ　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　カンジダ　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　ゴマ　１ＭＬ 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　サバ　１ＭＬ 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　ジャガイモ　１ＭＬ 臨 1ML 鳥居薬品 注射薬 臨時
診断用スクラッチ　スギ花粉　１ＭＬ 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　ソバ粉　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　タコ　１ＭＬ 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　ダニ　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　タラ　１ＭＬ 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　トマト　１ＭＬ 臨 1ML 鳥居薬品 注射薬 臨時
診断用スクラッチ　ハウスダスト１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　パン　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　ヒラメ　１ＭＬ 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　マグロ　１ＭＬ 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　ヨモギ花粉１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　ラッカセイ　１ＭＬ 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　リンゴ　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　牛乳　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　犬毛　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　小麦粉　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　猫毛　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　米　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　卵黄　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
診断用スクラッチ　卵白　１ＭＬ . 1ML 鳥居薬品 注射薬
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水溶性プレドニン　１０㎎ 10MG 10A 塩野義製薬 注射薬
水溶性プレドニン　２０㎎ 20MG 10A 塩野義製薬 注射薬
生食注キット「フソー」１００ＭＬ . 100MLX10 扶桑薬品工業 注射薬
生食注キット「フソー」５０ＭＬ . 50MLX10ｷﾂﾄ 扶桑薬品工業 注射薬
生食注シリンジ「ＮＰ」 ﾖｺｸﾞﾁ ﾑﾗｻｷ 20MLX10 ニプロ 注射薬
生食注シリンジ「オーツカ」１０ＭＬ ﾙｱ-ﾛﾂｸ 10MLX10ｼﾘﾝ 大塚製薬 注射薬
生理食塩液ＰＬ　スタンダブル５０ＭＬ ｽﾀﾝﾀﾞﾌﾞﾙ 50MLX10 扶桑薬品工業 注射薬
生理食塩液ＰＬスタンダブル１００ＭＬ ｽﾀﾝﾀﾞﾌﾞﾙ 100MLX10 扶桑薬品工業 注射薬
生理食塩液ＰＬバッグ２０００ＭＬ ﾊﾞﾂｸﾞ 2000MLX5 扶桑薬品工業 注射薬
静注用キシロカイン２％　５ＭＬ 0.02 5X10A アスペン 注射薬
静注用マグネゾール２０ＭＬ ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 20MLX10A 武田薬品工業 注射薬
大塚塩カル注２％（局方）プラ２０ＭＬ 2%ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 20MLX10A 大塚製薬 注射薬
大塚蒸留水　プラアンプル　２０ＭＬ ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 20MLX50A 大塚製薬 注射薬
大塚蒸留水　広口開栓　１０００ml ﾋﾛｸﾁｶｲｾﾝ 1000X10B 大塚製薬 注射薬
大塚蒸留水（注射用）　５００ＭＬ . 500MLX20B 大塚製薬 注射薬
大塚食塩注１０％（局方）プラ２０ＭＬ 10% ﾌﾟﾗ 20MLX50A 大塚製薬 注射薬
大塚生食注　ソフトバッグ　２５０ＭＬ ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 250MLX20B 大塚製薬 注射薬
大塚生食注　ソフトバッグ　５００ml ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 500MLX20B 大塚製薬 注射薬
大塚生食注　細口開栓　１０００ml ﾎｿｸﾁｶｲｾﾝ 1000X10B 大塚製薬 注射薬
大塚生食注　細口開栓　５００ＭＬ ﾎｿｸﾁｶｲｾﾝ 500MLX20B 大塚製薬 注射薬
大塚糖液　５０％ソフトバッグ２００ml ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 200MLX20B 大塚製薬 注射薬
大塚糖液１０％　プラアンプル２０ＭＬ 臨 ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 20MLX50A 大塚製薬 注射薬 臨時
大塚糖液１０％ソフトバッグ５００ＭＬ ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 500MLX20B 大塚製薬 注射薬
大塚糖液５％　５０ＭＬ 臨 5% 50MLX10B 大塚製薬 注射薬 臨時
大塚糖液５％　ソフトバッグ　５００ml ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 500MLX20B 大塚製薬 注射薬
大塚糖液５％　ソフトバッグ２５０ＭＬ ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 250MLX20B 大塚製薬 注射薬
大塚生食注　プラアンプル　２０ml ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 20MLX50A 大塚製薬 注射薬
大塚糖液　５％　１００ml 5% 100MLX10B 大塚製薬 注射薬
大塚糖液２０％　プラアンプル　２０ml ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 20MLX50A 大塚製薬 注射薬
大塚糖液５％　プラアンプル　２０ml ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 20MLX50A 大塚製薬 注射薬
注射用ＧＨＲＰ科研１００　臨 100UG 1V 科研製薬 注射薬 臨時
注射用ＧＲＦ住友５０　５０ug 臨 (ｷｾｲｸﾌﾞﾝﾍﾝ ｺｳ) 1V 大日本住友 注射薬 臨時
注射用イホマイド１ｇ 1G 10V 塩野義製薬 注射薬
注射用エンドキサン　５００㎎ 500MG 1V 塩野義製薬 注射薬
注射用サイメリン１００mg 100MG 1V 田辺製薬販売 注射薬
注射用サイメリン５０mg 50MG 1V 田辺製薬販売 注射薬
注射用パニマイシン１００mg 臨 100mg 10V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬 臨時
注射用フィルデシン１mg 1MG 1V 日医工 注射薬
注射用フィルデシン３mg 3MG 1V 日医工 注射薬
注射用ペニシリンＧカリウム１００万Ｕ 100ﾏﾝU 10V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬
注射用マキシピーム　１ g 1G 10V ブリストル 注射薬
注射用メソトレキセート　５０mg 50MG 1V ファイザー 注射薬
注射用メソトレキセート５mg 5MG 1V ファイザー 注射薬
注射用水ＰＬ「フソー」　１００ＭＬ ｽﾀﾝﾀﾞﾌﾞﾙ 100MLX10 扶桑薬品工業 注射薬
沈降ジフテリア破傷風ＤＴビック０．１ 0.1MLX1V 田辺三菱製薬 注射薬
沈降破傷風トキソイドキット　０．５ml . 0.5MLX1ﾄｳ 武田薬品工業 注射薬
低分子デキストランＬ注ソフト２５０ml ｿﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ 250MLX20 大塚製薬 注射薬
点滴静注用ホスカビル注２４mg２５０ml 臨 6000MG 250MLX1V クリニジェン 注射薬 臨時
動注用アイエーコール　１００㎎ 100MG 1V 日本化薬 注射薬
硫酸ＭＧ補正液１ｍＥｑ／ＭＬ２０ＭＬ ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 20MLX10A 大塚製薬 注射薬
硫酸アルミニウムカリウム水和物 ５００ g (ﾐﾖｳﾊﾞﾝ) 500G 日興製薬販売 注射薬
硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ　臨 1G 10V ＭｅｉｊｉＳ 注射薬 臨時
スキャンドネストカートリ３％１．８ml 3% 1.8MLX50A 日本歯科薬品 医薬その他
スコピゾル眼科用液　１５ＭＬ . 15MLX1 武田薬品工業 医薬その他
ステリスコープ３％液 ５Ｌ . 5L 丸石製薬 医薬その他
ディスオーパ消毒液０．５５％ 17800 0.55 % 3.8L ＡＳＰ 医薬その他
テーカイン原末 ５ g 5G ファイザー 医薬その他
フェノール . 500ML 丸石製薬 医薬その他
レビトラ錠　１０mg 10MG PTP 10TX2 バイエル薬品 医薬その他
液状フェノール . 500ML 丸石製薬 医薬その他
歯科キシロカインカートリッジ１．８ml 1.8MLX50A デンツプライ 医薬その他
酒石酸「コザカイ・Ｍ」 500G 吉田製薬 医薬その他
無水エタノール注「フソー」　５ＭＬ . 5MLX10A 扶桑薬品工業 医薬その他
１％ピオクタニンブルー溶液１００ＭＬ　関東化学 1% 100ML 不明 その他
1moL/L 塩酸 ナカライテスク 500mL 不明 その他
1moL/L　水酸化ナトリウム溶液 ナカライテスク 500mL 不明 その他
25%グルタルアルデヒド水溶液 ナカライテスク 500g 不明 その他
ＡＣＤ－Ａ液　ＴＰ－Ａ０３ＡＣＤ ２５０ｍｌ TP-A03ACD 250MLX20 テルモ その他
アポカインインジェクター 臨 1ﾀﾞｲ 協和キリン その他 臨時
アレルゲン　スクラッチエキス対照液 １ＭＬ (ﾄﾘｲ) 1ML 鳥居薬品 その他
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アンジュ２１錠　臨 PTP  252T 武田薬品工業 その他 臨時
インジゴカルミン液０．２％　１００ml 0.2% 100ML ファイザー その他
オートジェクト２ 臨 1ﾎﾝ 武田薬品工業 その他 臨時
グルコースサプライオーツカ５．４ｇ . 5.4GX4ｺ 大塚製薬 その他
グロウジェクターＬ 臨 1ﾎﾝ ケミカルリサ その他 臨時
シュアパル１０　１本 1ﾎﾝ サンド その他
シュアパル５　１本 1ﾎﾝ サンド その他
ズーム　５ＭＬ . 5ML 久光製薬 その他
ズームブルー　５ＭＬ . 5ML 久光製薬 その他
ストレップＡテストパックプラスＯＢＣ 20回用 三和化学 その他
ノボペン　エコー　ライトブルー 臨 ﾗｲﾄﾌﾞﾙ- 1ﾎﾝ ノボノルディ その他 臨時
ノボペン　エコー　レッド 臨 ﾚﾂﾄﾞ 1ﾎﾝ ノボノルディ その他 臨時
パッチテストパネル（Ｓ）　１ユニット 1ﾕﾆﾂﾄ(ﾊﾟﾈﾙ 1･ﾊﾟﾈﾙ2)X2 佐藤製薬 その他
ヒューマトローペン１２mg . 1ﾎﾝ イーライリリ その他
ヒューマトローペン６mg . 1ﾎﾝ イーライリリ その他
亜セレン酸ナトリウム　特級　２５ g 194-10842 ﾄﾂｷﾕｳ 25G 和光純薬 その他
塩化マグネシウム六水和物 特級 和光製薬 25g 不明 その他
塩化亜鉛 １級 500g 関東化学 500g 不明 その他
塩化鉄Ⅲ六水和物９９％ 特級 要 25g 不明 その他
坐薬コンテナーＳ 1.35ML 15ｺX10ﾏｲ 丸石製薬 その他
酢９９．７％J特級 臨 500mL 不明 その他 臨時
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