
医薬品リスト 市立福知山市民病院
2022.3.1

1/47

剤型 薬品名 一般名称 メーカー名 薬効大分類

内服薬 アイクルシグ錠１５ｍｇ ポナチニブ 大塚製薬 腫瘍用薬
内服薬 アイセントレス錠 400mg(ﾊﾞﾗ) ﾗﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ ＭＳＤ 化学療法剤
内服薬 アイトロール錠 20mg 硝酸イソソルビド錠 アステラス製薬 循環器官用薬
内服薬 アイピーディドライシロップ 5% シロップ用トシル酸スプラタスト 大鵬薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 アイピーディカプセル100mg トシル酸スプラタストカプセル 大鵬薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 アキネトン細粒 1% 塩酸ビペリデン細粒 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 アキネトン錠 1mg 塩酸ビペリデン錠 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 アクトス錠 15mg 塩酸ピオグリタゾン錠 武田薬品 その他の代謝性医薬品
内服薬 アクトネル錠 2.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物錠 エーザイ その他の代謝性医薬品
内服薬 アグリリンカプセル0.5mg ｱﾅｸﾞﾚﾘﾄﾞ シャイアーｼﾞｬﾊﾟﾝ 腫瘍用薬
内服薬 アクロマイシンＶカプセル 250mg 塩酸テトラサイクリン サンファーマ 抗生物質製剤
内服薬 アコファイド錠100mg ｱｺﾁｱﾐﾄﾞ ゼリア新薬 消化器官用薬
内服薬 アサコール錠400mg メサラジン ゼリア新薬 消化器官用薬
内服薬 アザルフィジンＥＮ錠 500mg サラゾスルファピリジン腸溶錠 あゆみ製薬 化学療法剤
内服薬 アシクロビルＤＳ80%｢NK｣ アシクロビル 日本化薬 化学療法剤
内服薬 アシクロビルDS80%｢NK｣（ﾋｰﾄ） アシクロビル 日本化薬 化学療法剤
内服薬 アジルバ錠20mg(ﾊﾞﾗ) ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ 武田薬品 循環器官用薬
内服薬 アジルバ錠 20mg ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ 武田薬品 循環器官用薬
内服薬 アジレクト錠 1㎎ ラサギリンメシル酸塩 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 アジレクト錠 0.5㎎ ラサギリンメシル酸塩 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 アスパラカリウム錠 300mg Ｌ－アスパラギン酸カリウム錠 ニプロESファーマ 滋養強壮薬
内服薬 アスピリン「ヨシダ」 ﾊﾞﾗ アスピリン 吉田製薬 中枢神経系用薬
内服薬 アスベリン散 10% ヒベンズ酸チペピジン散 ニプロESファーマ 呼吸器官用薬
内服薬 アスベリンシロップ0.5% 5mg/mL ヒベンズ酸チペピジン ニプロESファーマ 呼吸器官用薬
内服薬 アセチルスピラマイシン錠　200mg アセチルスピラマイシン錠 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗生物質製剤
内服薬 アセチルシステイン内用液17.6%｢あゆみ｣ ｱｾﾁﾙｼｽﾃｲﾝ あゆみ製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 アダプチノール錠 5mg ヘレニエン錠 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 感覚器官用薬
内服薬 アタラックス－Ｐｶﾌﾟｾﾙ 25mg パモ酸ヒドロキシジンカプセル ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 アテノロール錠２５ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣ アテノロール 東和薬品 循環器官用薬
内服薬 アデホス顆粒　10% アデノシン三リン酸二ナトリウム顆粒 興和創薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 アデムパス錠 0.5mg ﾘｵｼｸﾞｱﾄ ＭＳＤ 循環器官用薬
内服薬 アデムパス錠2.5mg ﾘｵｼｸﾞｱﾄ ＭＳＤ 循環器官用薬
内服薬 アテレック錠 10mg シルニジピン錠 持田製薬 循環器官用薬
内服薬 アテレック錠10mg(ﾊﾞﾗ) シルニジピン錠 持田製薬 循環器官用薬
内服薬 アーテン錠 2mg（ﾊﾞﾗ) 塩酸トリヘキシフェニジル錠 ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 消化器官用薬
内服薬 アドナ散　10％ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 ニプロESファーマ 血液・体液用薬
内服薬 アトルバスタチン錠 10㎎｢Me｣ ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ Ｍeファルマ 循環器官用薬
内服薬 アトルバスタチン錠 10㎎｢Me｣(ﾊﾞﾗ) ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ Ｍeファルマ 循環器官用薬
内服薬 アトルバスタチン錠5㎎｢Me｣ ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ Ｍeファルマ 循環器官用薬
内服薬 アトルバスタチン錠 5㎎｢Me｣(ﾊﾞﾗ) ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ Ｍeファルマ 循環器官用薬
内服薬 アトルバスタチン錠10mg「Ｍｅ」 アトルバスタチン Ｍeファルマ 循環器官用薬
内服薬 アナストロゾール錠1mg｢NK｣ ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ 日本化薬 腫瘍用薬
内服薬 アナフラニール錠 10mg 塩酸クロミプラミン錠 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 アナフラニール錠 25mg 塩酸クロミプラミン錠 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 アバプロ錠100mg イルベサルタン 大日本住友製薬 循環器官用薬
内服薬 アフィニトール錠 2.5mg ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 アフィニトール錠 5mg ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
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内服薬 アフィニトール分散錠 2mg ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 アフィニトール分散錠 3mg/T ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 【麻】アブストラル舌下錠100μg ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 協和キリン 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
内服薬 【麻】アブストラル舌下錠200μg ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 協和キリン 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
内服薬 【麻】アブストラル舌下錠 400μg ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 協和キリン 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
内服薬 アプレピタントカプセル 80㎎｢NK｣ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 日本化薬 消化器官用薬
内服薬 アプレピタントカプセル 125㎎｢NK｣ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 日本化薬 消化器官用薬
内服薬 アベロックス錠 400mg 塩酸モキシフロキサシン ﾊﾞｲｴﾙ薬品 化学療法剤
内服薬 アマージ錠２．５ｍｇ ﾅﾗﾄﾘﾌﾟﾀﾝ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 循環器官用薬
内服薬 アマリール錠 1mg グリメピリド錠 サノフィ その他の代謝性医薬品
内服薬 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「ＴＥ」 アミオダロン塩酸塩 アステラス製薬 循環器官用薬
内服薬 アミティーザカプセル24μg ﾙﾋﾞﾌﾟﾛｽﾄﾝ マイランEPD 消化器官用薬
内服薬 アミノレバンEN配合散【コーヒー】味 肝不全用成分栄養剤（１）散 大塚製薬 滋養強壮薬
内服薬 アミノバクト配合顆粒 4.74g L-ｲｿﾛｲｼﾝ･L-ﾛｲｼﾝ･L-ﾊﾞﾘﾝ配合 日医工 滋養強壮薬
内服薬 アミノレバンEN配合散【フルーツ】味 肝不全用成分栄養剤（１）散 大塚製薬 滋養強壮薬
内服薬 アムノレイク　2mg タミバロテン 日本新薬 腫瘍用薬
内服薬 アムロジピンＯＤ錠5mg「ｹﾐﾌｧ」 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 日本ｹﾐﾌｧ 循環器官用薬
内服薬 アムロジピンＯＤ錠5mg「ｹﾐﾌｧ」 (ﾊﾞﾗ) ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 日本ｹﾐﾌｧ 循環器官用薬
内服薬 アメナリーフ錠　200mg ｱﾒﾅﾒﾋﾞﾙ マルホ 化学療法剤
内服薬 アモキサンカプセル 10mg アモキサピンカプセル ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 アモキサンカプセル 25mg アモキサピンカプセル ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 アモキシシリンカプセル250mg｢ﾄｰﾜ｣ アモキシシリン 東和薬品 抗生物質製剤
内服薬 アモバン錠10mg ゾピクロン 日医工 中枢神経系用薬
内服薬 アラベル内用剤１．５ｇ アミノレブリン酸塩酸塩 ノーベルファーマ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
内服薬 アーリーダ錠 60㎎ アパルタミド ヤンセンファーマ 腫瘍用薬
内服薬 アリナミンＦ糖衣錠 25mg フルスルチアミン錠 武田薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 アルケラン錠 2mg(ﾊﾞﾗ) メルファラン錠 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 腫瘍用薬
内服薬 アルダクトンＡ細粒 10% スピロノラクトン細粒 ファイザー 循環器官用薬
内服薬 アルファロールカプセル１μｇ アルファカルシドール 中外製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 アルファカルシドールカプセル 1μg「あすか」 アルファカルシドールカプセル 武田薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 アルファロールカプセル0.5μｇ アルファカルシドール 中外製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 アルファカルシドールカプセル0.5μg「あすか」 アルファカルシドールカプセル 武田薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 アルファロールカプセル0.25μg アルファカルシドール 中外製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 アルファロール内用液　0.5μg アルファカルシドール液 中外製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 アルロイドＧ内用液 5%　600ml アルギン酸ナトリウム液 カイゲン 消化器官用薬
内服薬 アルンブリグ錠30mg ﾌﾞﾘｸﾞﾁﾆﾌﾞ 武田薬品 腫瘍用薬
内服薬 アルンブリグ錠90mg ﾌﾞﾘｸﾞﾁﾆﾌﾞ 武田薬品 腫瘍用薬
内服薬 アレジオン錠 20mg 塩酸エピナスチン錠 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 アレジオンドライシロップ 1% 塩酸エピナスチン 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 アレセンサカプセル150mg ｱﾚｸﾁﾆﾌﾞ 中外製薬 腫瘍用薬
内服薬 アレビアチン散 10% フェニトイン散 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 アレビアチン錠 100mg フェニトイン錠 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 アレロックＯＤ錠5mg ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 協和キリン ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＤＫ」 アレンドロン酸ナトリウム 日本ｹﾐﾌｧ その他の代謝性医薬品
内服薬 アロチノロール塩酸塩錠5mg｢JG」 塩酸アロチノロール錠 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 循環器官用薬
内服薬 アロプリノール錠100mg｢ｹﾐﾌｧ｣ アロプリノール 日本ｹﾐﾌｧ その他の代謝性医薬品
内服薬 アロマシン錠 25mg エキセメスタン錠 ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 アンジュ28錠（28日分） ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ･ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 武田薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬
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内服薬 アンプラーグ錠 100mg 塩酸サルポグレラート錠 田辺三菱製薬 血液・体液用薬
内服薬 アンブロキソール塩酸塩Lｶﾌﾟｾﾙ45mg「ｻﾜｲ」 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 沢井製薬 呼吸器官用薬
内服薬 イグザレルト錠10mg(ﾊﾞﾗ) ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ ﾊﾞｲｴﾙ薬品 血液・体液用薬
内服薬 イグザレルト錠 10mg ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ ﾊﾞｲｴﾙ薬品 血液・体液用薬
内服薬 イグザレルト錠 15mg ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ ﾊﾞｲｴﾙ薬品 血液・体液用薬
内服薬 イクスタンジ錠４０ｍｇ エンザルタミド アステラス製薬 腫瘍用薬
内服薬 イクスタンジ錠８０ｍｇ エンザルタミド アステラス製薬 腫瘍用薬
内服薬 イコサペント酸エチル粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg「日医工」 イコサペント酸エチル 日医工 血液・体液用薬
内服薬 イーシー・ドパール配合錠 レボドパ・塩酸ベンセラジド錠 協和キリン 中枢神経系用薬
内服薬 イスコチン錠 100mg イソニアジド錠 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 化学療法剤
内服薬 イスコチン錠 100mg(ﾊﾞﾗ) イソニアジド錠 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 化学療法剤
内服薬 硝酸イソソルビド徐放錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 沢井製薬 循環器官用薬
内服薬 イソバイドｼﾛｯﾌﾟ70%分包20ml イソソルビド 日本新薬 循環器官用薬
内服薬 イソバイドｼﾛｯﾌﾟ70%分包30ml イソソルビド 日本新薬 循環器官用薬
内服薬 イトプリド塩酸塩錠50mg｢ｻﾜｲ」 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 沢井製薬 消化器官用薬
内服薬 イトラコナゾール錠★100㎎★「日医工」 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 日医工 化学療法剤
内服薬 イトリゾール内用液1% イトラコナゾール ヤンセンファーマ 化学療法剤
内服薬 イニシンク配合錠 ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 武田薬品 その他の代謝性医薬品
内服薬 ＥＰＬカプセル 250mg ポリエンホスファチジルコリンカプセル ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 循環器官用薬
内服薬 イフェクサーSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ﾍﾞﾝﾗﾌｧｷｼﾝ ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 イフェクサーSRｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾍﾞﾝﾗﾌｧｷｼﾝ ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 イブランス錠 25mg ﾊﾟﾙﾎﾞｼｸﾘﾌﾞ ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 イブランス錠 125mg ﾊﾟﾙﾎﾞｼｸﾘﾌﾞ ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 イミダフェナシンＯＤ錠0.1㎎｢杏林｣ ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 杏林製薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 イムブルビカカプセル140mg ｲﾌﾞﾙﾁﾆﾌﾞ ヤンセンファーマ 腫瘍用薬
内服薬 イムラン錠 50mg アザチオプリン錠 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ その他の代謝性医薬品
内服薬 イリボーＯＤ錠 5μg ラモセトロン塩酸塩 アステラス製薬 消化器官用薬
内服薬 イリボーＯＤ錠 2.5μｇ ラモセトロン塩酸塩 アステラス製薬 消化器官用薬
内服薬 イルアミクス配合錠HD「DSPB」 ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 大日本住友製薬 循環器官用薬
内服薬 インヴェガ錠 3mg ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝ ヤンセンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 インヴェガ錠 6mg ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝ ヤンセンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 インクレミンシロップ 50mg/ml 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 滋養強壮薬
内服薬 インチュニブ錠1mg ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 塩野義製薬 中枢神経系用薬
内服薬 インチュニブ錠3mg ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 塩野義製薬 中枢神経系用薬
内服薬 インデラル錠10mg ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 循環器官用薬
内服薬 インライタ錠1mg ｱｷｼﾁﾆﾌﾞ ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 インライタ錠5mg ｱｷｼﾁﾆﾌﾞ ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 ヴァンフリタ錠　17.7mg キザルチニブ塩酸塩 第一三共 腫瘍用薬
内服薬 ヴァンフリタ錠 26.5mg キザルチニブ塩酸塩 第一三共 腫瘍用薬
内服薬 ウインタミン細粒10% クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 共和薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ヴォトリエント錠 200mg ﾊﾟｿﾞﾊﾟﾆﾌﾞ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 ヴォリブリス錠２．５ｍｇ 2.5mg/T アンブリセンタン ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 循環器官用薬
内服薬 ウプトラビ錠0.2mg セレキシパグ 日本新薬 循環器官用薬
内服薬 ウプトラビ錠0.4mg ｾﾚｷｼﾊﾟｸﾞ 日本新薬 循環器官用薬
内服薬 ウブレチド錠 5mg 臭化ジスチグミン錠 鳥居薬品 末梢神経系用薬
内服薬 ウリアデック錠 20mg ﾄﾋﾟﾛｷｻｽﾀｯﾄ 三和化学 その他の代謝性医薬品
内服薬 ウルソ顆粒 5% ウルソデオキシコール酸顆粒 田辺三菱製薬 消化器官用薬
内服薬 ウルソデオキシコール酸錠100mg「ﾃﾊﾞ」 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 武田薬品 消化器官用薬
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内服薬 ウルソデオキシコール酸錠100mg「ﾃﾊﾞ」（バラ） ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 ウロカルン錠225mg ウラジロガシエキス 日本新薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 ツムラ温経湯エキス顆粒   2.5g 温経湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 エクア錠 50mg ビルダグリプチン 大日本住友製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 エクセグラン散 20% ゾニサミド散 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 エクフィナ錠 50㎎ ｻﾌｨﾅﾐﾄﾞﾒｼﾙ酸塩 エーザイ 中枢神経系用薬
内服薬 エクメット配合錠ＨＤ ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 大日本住友製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 エクメット配合錠ＨＤ　(ﾊﾞﾗ) ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 大日本住友製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 エサンブトール錠 250mg 塩酸エタンブトール錠 サンド 化学療法剤
内服薬 エースコール錠 2mg 塩酸テモカプリル錠 第一三共 循環器官用薬
内服薬 エスゾピクロン錠1mg｢明治｣ エスゾピクロン 明治製菓 中枢神経系用薬
内服薬 エスゾピクロン錠1mg「明治」（ﾊﾞﾗ） エスゾピクロン 明治製菓 中枢神経系用薬
内服薬 エストラサイトカプセル 156.7mg リン酸エストラムスチンナトリウムカプセル 日本新薬 腫瘍用薬
内服薬 エスワンタイホウ配合OD錠T20 ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾉﾝ 大鵬薬品 腫瘍用薬
内服薬 エスワンタイホウ配合OD錠T25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾉﾝ 大鵬薬品 腫瘍用薬
内服薬 エゼチミブ錠 10㎎｢DSEP｣ ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ 第一三共 循環器官用薬
内服薬 エチゾラム錠0.5mg｢ｱﾒﾙ｣ ｴﾁｿﾞﾗﾑ 共和薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 2.5g 越婢加朮湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 エトドラク錠200mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 エドルミズ錠50mg アナモレリン塩酸塩錠 小野薬品 その他の代謝性医薬品
内服薬 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 沢井製薬 循環器官用薬
内服薬 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg｢ｻﾜｲ」(ﾊﾞﾗ) ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 沢井製薬 循環器官用薬
内服薬 エネーボ配合経腸用液(ﾊﾞﾆﾗ味) 経腸成分栄養剤 ｱﾎﾞｯﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 滋養強壮薬
内服薬 エビプロスタット配合錠DB ｵｵｳﾒｶﾞｻｿｳ/ﾊｺﾔﾅｷﾞ/ｽｷﾞﾅ/ｾｲﾖｳｵｷﾅｸﾞｻ等 日本新薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 エビリファイ錠　6mg アソピブラゾール 大塚製薬 中枢神経系用薬
内服薬 エビリファイＯＤ錠 24mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 大塚製薬 中枢神経系用薬
内服薬 エビリファイＯＤ錠3mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 大塚製薬 中枢神経系用薬
内服薬 エビリファイ散１％ アソピブラゾール 大塚製薬 中枢神経系用薬
内服薬 エフィエント錠3.75mg プラスグレル 第一三共 血液・体液用薬
内服薬 エフィエントＯＤ錠 20㎎ ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ 第一三共 血液・体液用薬
内服薬 エフィエント錠3.75mg(ﾊﾞﾗ) プラスグレル 第一三共 血液・体液用薬
内服薬 【覚】エフピーＯＤ錠　2.5㎎ 塩酸セレギリン錠 エフピー 中枢神経系用薬
内服薬 エブランチルカプセル１５ｍｇ ウラピジル 科研製薬 循環器官用薬
内服薬 エベレンゾ錠 100㎎ ﾛｷｻﾃﾞｭｽﾀｯﾄ アステラス製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 エベレンゾ錠 20㎎ ﾛｷｻﾃﾞｭｽﾀｯﾄ アステラス製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 エベレンゾ錠 50㎎ ﾉｷｻﾃﾞｭｽﾀｯﾄ アステラス製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 【麻】ＭＳコンチン錠 10mg 硫酸モルヒネ徐放錠 塩野義製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 【麻】ＭＳコンチン錠 30mg 硫酸モルヒネ徐放錠 塩野義製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 【麻】ＭＳコンチン錠 60mg 硫酸モルヒネ徐放錠 塩野義製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 エリキュース錠2.5mg ｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝ ファイザー 血液・体液用薬
内服薬 エリキュース錠2.5mg(ﾊﾞﾗ) ｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝ ファイザー 血液・体液用薬
内服薬 エリキュース錠5mg ｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝ ファイザー 血液・体液用薬
内服薬 エリキュース錠5mg（ﾊﾞﾗ） ｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝ ファイザー 血液・体液用薬
内服薬 エリスロシン錠 100mg ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ マイランEPD 抗生物質製剤
内服薬 エリスロシン錠 200mg★ ステアリン酸エリスロマイシン錠 マイランEPD 抗生物質製剤
内服薬 エリスロシンドライシロップＷ 20% エチルコハク酸エリスロマイシン マイランEPD 抗生物質製剤
内服薬 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワイ」 L-アスパラギン酸Ca錠 沢井製薬 滋養強壮薬
内服薬 エルカルチンFF内用液10%　100ml ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ 大塚製薬 その他の代謝性医薬品
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内服薬 エルカルチンＦＦ錠100mg SP ﾚﾎﾞｶﾙﾁﾆﾝ 大塚製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 エルカルチンＦＦ錠250mg SP ﾚﾎﾞｶﾙﾁﾆﾝ 大塚製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙ 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 エレルサ錠50mg ｴﾙﾊﾞｽﾋﾞﾙ ＭＳＤ 化学療法剤
内服薬 エレンタールP乳幼児用配合内用剤 40g 経腸成分栄養剤（１－２）散 ＥＡファーマ 滋養強壮薬
内服薬 エレンタール配合内用剤 80g 経腸成分栄養剤（１－１）散 ＥＡファーマ 滋養強壮薬
内服薬 塩化ナトリウム｢ｵｰﾂｶ｣ 塩化ナトリウム 大塚製薬 調剤用薬
内服薬 エンシュア・Ｈ (ｺｰﾋｰ) 経腸成分栄養剤 ｱﾎﾞｯﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 滋養強壮薬
内服薬 エンシュア・Ｈ (黒糖) 経腸成分栄養剤 ｱﾎﾞｯﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 滋養強壮薬
内服薬 エンシュア・Ｈ (ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ) 経腸成分栄養剤 ｱﾎﾞｯﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 滋養強壮薬
内服薬 エンシュア・Ｈ（ﾊﾞﾅﾅ） 経腸成分栄養剤 ｱﾎﾞｯﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 滋養強壮薬
内服薬 エンシュア・Ｈ (ﾊﾞﾆﾗ) 経腸成分栄養剤 ｱﾎﾞｯﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 滋養強壮薬
内服薬 エンシュア・Ｈ（ﾒﾛﾝ） 経腸成分栄養剤 ｱﾎﾞｯﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 滋養強壮薬
内服薬 エンシュア･リキッド(ｺｰﾋｰ)  250ml 経腸成分栄養剤（２）液 ｱﾎﾞｯﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 滋養強壮薬
内服薬 エンシュア・リキッド (ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ) 経腸成分栄養剤（２）液 ｱﾎﾞｯﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 滋養強壮薬
内服薬 エンシュア･リキッド(ﾊﾞﾆﾗ)  250ml 経腸成分栄養剤（２）液 ｱﾎﾞｯﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 滋養強壮薬
内服薬 エンテロノンＲ散 耐性乳酸菌製剤（２）散 ＥＡファーマ 消化器官用薬
内服薬 エンテロノンＲ散(ﾋｰﾄ) 耐性乳酸菌製剤（２）散 ＥＡファーマ 消化器官用薬
内服薬 エンドキサン錠 50mg シクロホスファミド錠 塩野義製薬 腫瘍用薬
内服薬 エンレスト錠 100㎎ ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環器官用薬
内服薬 エンレスト錠 200㎎ ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環器官用薬
内服薬 【麻】オキシコンチンＴＲ錠 10mg オキシコドン 塩野義製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 【麻】オキシコンチンＴＲ錠 40mg オキシコドン 塩野義製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 【麻】オキシコンチンＴＲ錠 5mg オキシコドン 塩野義製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 【麻】オキノーム散10mg 1g/包 オキシコドン塩酸塩 塩野義製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 【麻】オキノーム散2.5mg 0.5g/包 オキシコドン塩酸塩 塩野義製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 【麻】オキノーム散20mg 1g/包 オキシコドン 塩野義製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 【麻】オキノーム散5mg 1g/包 オキシコドン塩酸塩 塩野義製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 オーグメンチン配合錠250RS アモキシリン･クラブラン酸カリウム ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 抗生物質製剤
内服薬 オスポロット錠 50mg（ﾊﾞﾗ) スルチアム錠 共和薬品 中枢神経系用薬
内服薬 オゼックス細粒小児用15% ﾌﾛｷｻｼﾝ 富士ﾌｲﾙﾑ富山化学 化学療法剤
内服薬 オセルタミビルカプセル 75㎎｢ｻﾜｲ｣★緊急措置★ リン酸オセルタミビル 沢井製薬 化学療法剤
内服薬 オダイン錠 125mg フルタミド錠 日本化薬 腫瘍用薬
内服薬 オテズラ錠30mg ｱﾌﾞﾚﾐﾗｽﾄ エスディコラボ その他の代謝性医薬品
内服薬 オテズラ錠スターターパック アブレミラスト エスディコラボ その他の代謝性医薬品
内服薬 オノンドライシロップ 10% プランルカスト水和物カプセル 小野薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 オフェブカプセル100mg★ ﾆﾝﾃﾀﾞﾆﾌﾞｴﾀﾝ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ その他の代謝性医薬品
内服薬 オフェブカプセル150mg ﾆﾝﾃﾀﾞﾆﾌﾞｴﾀﾝ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ その他の代謝性医薬品
内服薬 オプスミット錠10mg ﾏｼﾃﾝﾀﾝ ｱｸﾃﾘｵﾝﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨ 循環器官用薬
内服薬 【麻】オプソ内服液 10mg 塩酸モルヒネ液 大日本住友製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 【麻】オプソ内服液　5mg 塩酸モルヒネ液 大日本住友製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 オラセフ錠250mg セフロキシムアキセチル 第一三共 抗生物質製剤
内服薬 オラペネム小児用細粒10％ ﾃﾋﾟﾍﾟﾈﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 明治製菓 抗生物質製剤
内服薬 オルケディア錠1mg エボカルセト 協和キリン その他の代謝性医薬品
内服薬 オルケディア錠2mg エボカルセト 協和キリン その他の代謝性医薬品
内服薬 オルミエント錠２ｍｇ バリシチニブ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ その他の代謝性医薬品
内服薬 オルミエント錠４ｍｇ バリシチニブ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ その他の代謝性医薬品
内服薬 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ 第一三共 循環器官用薬
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内服薬 オンジェンティス錠２５ｍｇ 小野薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ガスコンドロップ内服液2% 300ml ジメチコンシロップ キッセイ 消化器官用薬
内服薬 ガスコン錠 40mg ジメチコン錠 キッセイ 消化器官用薬
内服薬 ガスロンＮ・ＯＤ錠2mg イルソグラジンマレイン酸塩 日本新薬 消化器官用薬
内服薬 カタプレス錠75μg 塩酸クロニジン錠 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 循環器官用薬
内服薬 ツムラ葛根湯エキス顆粒 2.5g 葛根湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 カナグル錠100mg ｶﾅｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ 田辺三菱製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 カバサール錠 0.25mg カベルゴリン錠 ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 カバサール錠 1.0mg カベルゴリン錠 ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 ガバペン錠 200㎎ ガバペンチン錠 富士製薬 中枢神経系用薬
内服薬 カプトリル錠 25㎎ カプトプリル ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 循環器官用薬
内服薬 カペシタビン錠 300㎎｢ﾔｸﾙﾄ｣ カペシタビン ﾔｸﾙﾄ本社 腫瘍用薬
内服薬 カボメティクス錠 20㎎ ｶﾎﾞｻﾞﾝﾁﾆﾌﾞﾘﾝｺﾞ酸塩 武田薬品 腫瘍用薬
内服薬 カボメティクス錠 60㎎ ｶﾎﾞｻﾞﾝﾁﾆﾌﾞﾘﾝｺﾞ酸塩 武田薬品 腫瘍用薬
内服薬 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒   2.5g 加味逍遙散エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 カモスタットメシル酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」 ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ 沢井製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 ガランタミンＯＤ錠 12㎎｢DSEP｣ ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 ガランタミンＯＤ錠 4㎎｢DSEP｣ ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 ガランタミンＯＤ錠 8㎎｢DSEP｣ ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 カリメート経口液20％【ﾉﾝﾌﾚｰﾊﾞｰ】 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 興和創薬 循環器官用薬
内服薬 カリメート経口液20％【ｱｯﾌﾟﾙﾌﾚｰﾊﾞｰ】 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 興和創薬 循環器官用薬
内服薬 カルケンスカプセル 100mg アカラブルチニブ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 腫瘍用薬
内服薬 カルタンＯＤ錠500mg 沈降炭酸カルシウム錠 扶桑薬品 循環器官用薬
内服薬 カルナクリン錠50 カリジノゲナーゼ 三和化学 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg｢日医工｣ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ 日医工 血液・体液用薬
内服薬 カルブロック錠 16mg アゼルニジピン錠 第一三共 循環器官用薬
内服薬 カルベジロール錠10mg｢DSEP｣(ﾊﾞﾗ) カルベジロール 第一三共 循環器官用薬
内服薬 カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 東和薬品 循環器官用薬
内服薬 カルベジロール錠10mg｢DSEP｣ カルベジロール 第一三共 循環器官用薬
内服薬 カルベジロール錠2.5mg「トーワ」(ﾊﾞﾗ） ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 東和薬品 循環器官用薬
内服薬 カルボシステインシロップ小児用5%｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 東和薬品 呼吸器官用薬
内服薬 カルボシステイン錠「ｻﾜｲ」500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 沢井製薬 呼吸器官用薬
内服薬 カルボシステイン錠「ｻﾜｲ」500mg(ﾊﾞﾗ) ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 沢井製薬 呼吸器官用薬
内服薬 カルメロースナトリウム原末「ﾏﾙｲｼ」 カルメロース 丸石製薬 消化器官用薬
内服薬 カレトラ配合錠 ロピナビル・リトナビルカプセル アッヴィ 化学療法剤
内服薬 カロナール錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ あゆみ製薬 中枢神経系用薬
内服薬 カロナール錠500mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ あゆみ製薬 中枢神経系用薬
内服薬 カロナール細粒 20% アセトアミノフェン細粒 あゆみ製薬 中枢神経系用薬
内服薬 カロナール錠 200mg (ﾊﾞﾗ) ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ あゆみ製薬 中枢神経系用薬
内服薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ 武田薬品 循環器官用薬
内服薬 カンデサルタン錠4mg「あすか」(ﾊﾞﾗ) ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ 武田薬品 循環器官用薬
内服薬 ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） ｷｷｮｳﾄｳｴｷｽ ツムラ 漢方製剤
内服薬 キシロカインビスカス 2% 塩酸リドカイン液 サンド 末梢神経系用薬
内服薬 キックリンカプセル250mg ﾋﾞｷｻﾛﾏｰ アステラス製薬 循環器官用薬
内服薬 キネダック錠 50mg エパルレスタット錠 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ その他の代謝性医薬品
内服薬 キャブピリン配合錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ/ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ 武田薬品 血液・体液用薬
内服薬 キョウニン水 キョウニン水 丸石製薬 呼吸器官用薬
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内服薬 クエチアピン錠25mg「明治」 クエチアピン 明治製菓 中枢神経系用薬
内服薬 クエン酸第一鉄Ｎａ錠50mg「ｻﾜｲ」 クエン酸第一鉄Ｎａ 沢井製薬 滋養強壮薬
内服薬 クエンメット配合錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑｽｲﾜﾌﾞﾂ 日本薬品工業(株) 血液・体液用薬
内服薬 グーフィス錠５ｍｇ エロビキシバット ＥＡファーマ 消化器官用薬
内服薬 グラクティブ錠25mg シタグリプチリン酸塩水和物 小野薬品 その他の代謝性医薬品
内服薬 グラクティブ錠50mg シタグリプチリン酸塩水和物 小野薬品 その他の代謝性医薬品
内服薬 グラクティブ錠 50㎎(ﾊﾞﾗ) シタグリプチリン酸塩水和物 小野薬品 その他の代謝性医薬品
内服薬 グラジナ錠50mg ｸﾞﾗｿﾞﾌﾟﾚﾋﾞﾙ ＭＳＤ 化学療法剤
内服薬 クラバモックス小児用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ クラブラン酸カリウム･アモキシシリン ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 抗生物質製剤
内服薬 グラマリール錠 25mg 塩酸チアプリド錠 日医工 中枢神経系用薬
内服薬 クラリスロマイシンDS小児用10%｢ﾀｶﾀ｣ クラリスロマイシン 高田製薬 抗生物質製剤
内服薬 クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 日医工 抗生物質製剤
内服薬 クラリチンドライシロップ1%　0.5g ロラタジン ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 クラリス錠 200mg クラリスロマイシン錠 大正製薬 抗生物質製剤
内服薬 グランダキシン錠 50mg トフィソパム錠 持田製薬 中枢神経系用薬
内服薬 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 20mg/T グリクラジド 東和薬品 その他の代謝性医薬品
内服薬 グリチロン配合錠 ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ・ＤＬ－ﾒﾁｵﾆﾝ配合剤 ＥＡファーマ その他の代謝性医薬品
内服薬 グリベック錠 100mg メシル酸イマチニブ錠 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 グリミクロン錠 40mg グリクラジド錠 大日本住友製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 グルコンサンＫ細粒4mEq/g グルコン酸カリウム細粒 サンファーマ 滋養強壮薬
内服薬 グルファスト錠 10mg ミチグリニドカルシウム水和物錠 キッセイ その他の代謝性医薬品
内服薬 グルベス配合錠 ミチグリニド・ボグリボース キッセイ その他の代謝性医薬品
内服薬 グレースビット錠50mg シタフロキサシン水和物 第一三共 化学療法剤
内服薬 クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」 フマル酸クレマスチンシロップ用 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 クレメジン速崩錠５００ｍｇ 球形吸着炭 田辺三菱製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 クロピドグレル錠 25mg｢SANIK｣ クロピドグレル 日医工 血液・体液用薬
内服薬 クロピドグレル錠75mg｢SANIK｣(バラ) ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ 日医工 血液・体液用薬
内服薬 クロピドグレル錠 75mg｢SANIK｣ ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ 日医工 血液・体液用薬
内服薬 クロミッド錠 50mg クエン酸クロミフェン錠 富士製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ケアラム錠２５ｍｇ イグラチモド エーザイ その他の代謝性医薬品
内服薬 ケイキサレートドライシロップ 76% ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 鳥居薬品 循環器官用薬
内服薬 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 桂枝茯苓丸エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯ｴｷｽ顆粒 2.5g 桂枝加竜骨牡蛎湯ｴｷｽ顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ケイツーシロップ0.2% メナテトレノン エーザイ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 ゲフィチニブ錠250㎎｢DSEP｣ ゲフィチニブ 第一三共 腫瘍用薬
内服薬 ケフラール細粒小児用 100㎎/g ｾﾌｧｸﾛﾙ 共和薬品 抗生物質製剤
内服薬 ケフラールカプセル250mg セファクロール 共和薬品 抗生物質製剤
内服薬 Ｌ－ケフレックス顆粒 500mg/g セファレキシン 共和薬品 抗生物質製剤
内服薬 【麻】コカイン塩酸塩「ﾀｹﾀﾞ」原末 コカイン 武田薬品 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒   2.5g 牛車腎気丸エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 コスパノンカプセル 40mg フロプロピオンカプセル エーザイ 末梢神経系用薬
内服薬 コデインリン酸塩散１％<ﾊﾁ> コデインリン酸塩 丸石製薬 呼吸器官用薬
内服薬 コートリル錠10mg ヒドロコルチゾン ファイザー ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 コートン錠 25mg(ﾊﾞﾗ) 酢酸コルチゾン 日医工 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 コメリアンコーワ錠100mg ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 興和創薬 循環器官用薬
内服薬 コララン錠 2.5㎎ イバブラジン 小野薬品 循環器官用薬
内服薬 コルヒチン錠0.5mg「ﾀｶﾀ」 コルヒチン 高田製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） ﾀｸｼｬ･ﾌﾞｸﾘｮｳ･ｿｳｼﾞｭﾂ･ｹｲﾋ･ﾁｮﾚｲ ツムラ 漢方製剤
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内服薬 コレバイン錠 500mg コレスチミド錠 田辺三菱製薬 循環器官用薬
内服薬 コンサータ錠18mg 塩酸メチルフェニデート ヤンセンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 コンサータ錠27mg 塩酸メチルフェニデート ヤンセンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 コンサータ錠36mg メチルフェニデート ヤンセンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 コンスタン錠 0.4mg アルプラゾラム錠 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 コントミン糖衣錠 25mg 塩酸クロルプロマジン錠 田辺三菱製薬 中枢神経系用薬
内服薬 コンバントリンドライシロップ   100mg シロップ用パモ酸ピランテル 佐藤製薬 寄生動物用薬
内服薬 コンプラビン配合錠 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ・ｱｽﾋﾟﾘﾝ サノフィ 血液・体液用薬
内服薬 サイクロセリンカプセル「明治」 250mg サイクロセリンカプセル 明治製菓 抗生物質製剤
内服薬 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ザイザルシロップ0.05% ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 ザイザル錠5mg ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 ザイティガ錠250mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ ヤンセンファーマ 腫瘍用薬
内服薬 サイトテック錠 200μg ミソプロストール錠 ファイザー 消化器官用薬
内服薬 ザイボックス錠600mg リネゾリド ファイザー 化学療法剤
内服薬 ツムラ柴朴湯エキス顆粒 柴朴湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ柴苓湯エキス顆粒 3g 柴苓湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ザクラス配合錠HD ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 武田薬品 循環器官用薬
内服薬 ザーコリカプセル200mg ｸﾘｿﾞﾁﾆﾌﾞ ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 ザーコリカプセル250mg ｸﾘｿﾞﾁﾆﾌﾞ ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 サムスカＯＤ錠 30㎎ ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ 大塚製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 サムスカＯＤ錠 7.5㎎ ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ 大塚製薬 循環器官用薬
内服薬 サムチレール内用懸濁液15％750mg/15mL ｱﾄﾊﾞｺﾝ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 化学療法剤
内服薬 サラジェン錠　5mg 塩酸ピロカルピン錠 キッセイ 消化器官用薬
内服薬 サラゾピリン錠 500mg サラゾスルファピリジン錠 ファイザー 化学療法剤
内服薬 サリグレンカプセル30mg ｾﾋﾞﾒﾘﾝ 日本化薬 消化器官用薬
内服薬 ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 ザルトプロフェン 日医工 中枢神経系用薬
内服薬 【管】サレドカプセル 100mg サリドマイド 藤本製薬 腫瘍用薬
内服薬 【管】サレドカプセル　50mg サリドマイド 藤本製薬 腫瘍用薬
内服薬 サワシリン細粒 10% アモキシシリン細粒 LTLファーマ 抗生物質製剤
内服薬 酸化マグネシウム細粒83%｢ﾖｼﾀﾞ｣ 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 吉田製薬 消化器官用薬
内服薬 酸化マグネシウム錠330mg「ﾓﾁﾀﾞ」 酸化マグネシウム 持田製薬 消化器官用薬
内服薬 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） ｻﾝｿｳﾆﾝ･ﾁﾓ･ﾌﾞｸﾘｮｳ･ｶﾝｿﾞｳ･ｾﾝｷｭｳ ツムラ 漢方製剤
内服薬 ジアゾキシドカプセル 25㎎｢OP｣ ジアゾキシド ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ その他の代謝性医薬品
内服薬 シアナマイド内用液1%｢ﾀﾅﾍﾞ｣ シアナミド液 田辺三菱製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 シアリス錠　20mg タダラフィル 日本新薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 ジェイゾロフト錠25mg セルトラリン ヴィアトリス製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ジェニナック錠 200mg メシル酸ガレノキサシン アステラス製薬 化学療法剤
内服薬 ジェミ－ナ配合錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ ノーベルファーマ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ジェミーナ配合錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ ノーベルファーマ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ジオトリフ錠20mg アファチニブ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 腫瘍用薬
内服薬 ジオトリフ錠30mg アファチニブ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 腫瘍用薬
内服薬 ジカディア錠 150㎎ セリチニブ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 シグマート錠 5mg ニコランジル錠 中外製薬 循環器官用薬
内服薬 シグマート錠 5mg(ﾊﾞﾗ) ニコランジル錠 中外製薬 循環器官用薬
内服薬 シクレスト舌下錠　10mg ｱｾﾅﾋﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 明治製菓 中枢神経系用薬
内服薬 シクレスト舌下錠　5mg ｱｾﾅﾋﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 明治製菓 中枢神経系用薬
内服薬 ジクロフェナクNa錠25mg「ＹＤ」 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 陽進堂 中枢神経系用薬
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内服薬 ジゴシン散０．１％ ジゴキシン 太陽ファルマ 循環器官用薬
内服薬 ジスロマック錠 250mg アジスロマイシン水和物錠 ファイザー 抗生物質製剤
内服薬 ジスロマック細粒小児用 10% アジスロマイシン水和物細粒 ファイザー 抗生物質製剤
内服薬 ジセレカ錠100mg ﾌｨﾙｺﾞﾁﾆﾌﾞﾏﾚｲﾝ酸塩 エーザイ その他の代謝性医薬品
内服薬 ジセレカ錠200mg ﾌｨﾙｺﾞﾁﾆﾌﾞﾏﾚｲﾝ酸塩 エーザイ その他の代謝性医薬品
内服薬 シダキュアスギ花粉舌下錠2000 スギ花粉エキス原末 鳥居薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 シダキュアスギ花粉舌下錠5000 スギ花粉エキス原末 鳥居薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 シナール配合顆粒 1gﾋｰﾄ アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム 塩野義製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 ジピリダモール散12.5%｢JG｣ ジピリダモール散 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 循環器官用薬
内服薬 ジフェニドール塩酸塩錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 武田薬品 感覚器官用薬
内服薬 ジプレキサ錠 2.5mg オランザピン 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 中枢神経系用薬
内服薬 ジプレキサ　ザイディス錠　5mg オランザピン 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 中枢神経系用薬
内服薬 シプロフロキサシン錠200mg｢日医工」 塩酸シプロフロキサシン錠 日医工 化学療法剤
内服薬 シベノール錠 50mg コハク酸シベンゾリン錠 アステラス製薬 循環器官用薬
内服薬 ジャカビ錠５ｍｇ ルキソリチニブリン ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） ｼｬｸﾔｸｶﾝｿﾞｳﾄｳｴｷｽ ツムラ 漢方製剤
内服薬 ジャディアンス錠 １０mg ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ その他の代謝性医薬品
内服薬 ジャディアンス錠 ２５mg ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ その他の代謝性医薬品
内服薬 ツムラ十全大補湯エキス顆粒   2.5g 十全大補湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏ｴｷｽ顆粒　2.5g 小柴胡湯加桔梗石膏ｴｷｽ顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） ｼｮｳｾｲﾘｭｳﾄｳ ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ消風散ｴｷｽ顆粒　2.5g 消風散エキス ツムラ 漢方製剤
内服薬 シロスタゾールOD錠100mg「ｹﾐﾌｧ」(ﾊﾞﾗ) ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 日本ｹﾐﾌｧ 血液・体液用薬
内服薬 シロスタゾールOD錠100mg「ｹﾐﾌｧ」 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 日本ｹﾐﾌｧ 血液・体液用薬
内服薬 シロドシンОＤ錠 4㎎｢DSEP｣ シロドシン 第一三共 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 シロドシンＯＤ錠 4㎎｢DSEP｣ (ﾊﾞﾗ) シロドシン 第一三共 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 シングレア細粒4mg モンテルカストナトリウム オルガノ(株) ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 シングレアチュアブル錠 5mg モンテルカストナトリウム錠 オルガノ(株) ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） ｼﾝﾌﾞﾄｳ ツムラ 漢方製剤
内服薬 シンメトレル錠 50mg 塩酸アマンタジン錠 サンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 スインプロイク錠0.2mg ﾅﾙﾃﾞｼﾞﾝ 塩野義製薬 消化器官用薬
内服薬 スクラルファート内用液10%｢ﾀｲﾖｰ｣ ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 スタラシドカプセル 100mg シタラビンオクホスファートカプセル 日本化薬 腫瘍用薬
内服薬 スタレボ配合錠Ｌ100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ/ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 スタレボ配合錠Ｌ50 ｴﾙﾄﾞﾊﾟ50mg/ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ5mg/ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 スチバーガ錠40mg ﾚｺﾞﾗﾌｪﾆﾌﾞ ﾊﾞｲｴﾙ薬品 腫瘍用薬
内服薬 スーテントカプセル 12.5mg スニチニブリンゴ酸塩 ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 ストラテラ内用液0.4% ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 中枢神経系用薬
内服薬 ストラテラカプセル10mg アトモキセチン塩酸塩 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 中枢神経系用薬
内服薬 ストラテラカプセル25mg アトモキセチン塩酸塩 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 中枢神経系用薬
内服薬 ストラテラカプセル 40mg ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 中枢神経系用薬
内服薬 ストラテラカプセル5mg アトモキセチン塩酸塩 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 中枢神経系用薬
内服薬 ストロカイン錠 5mg オキセサゼイン錠 エーザイ 末梢神経系用薬
内服薬 ストロメクトール錠　3㎎ イベルメクチン マルホ 寄生動物用薬
内服薬 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 スピロノラクトン ニプロ医薬 循環器官用薬
内服薬 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＮＰ」(ﾊﾞﾗ) スピロノラクトン錠 ニプロ医薬 循環器官用薬
内服薬 スピロペント錠 10μg 塩酸クレンブテロール錠 帝人ファーマ 呼吸器官用薬
内服薬 ズファジラン錠 10mg(ﾊﾞﾗ) 塩酸イソクスプリン錠 第一三共 循環器官用薬
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内服薬 スプリセル錠20mg ダサチニブ ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 腫瘍用薬
内服薬 スプリセル錠50mg ダサチニブ ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 腫瘍用薬
内服薬 スマイラフ錠 50㎎ ﾍﾟﾌｨｼﾁﾆﾌﾞ アステラス製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 スマイラフ錠 100㎎ ﾍﾟﾌｨｼﾁﾆﾌﾞ アステラス製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 スルピリド錠50mg（TYK） ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 セﾞジューラカプセル 100㎎ ﾆﾗﾊﾟﾘﾌﾞ 武田薬品 腫瘍用薬
内服薬 セディール錠 10mg クエン酸タンドスピロン錠 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 セネガシロップ セネガシロップ 丸石製薬 呼吸器官用薬
内服薬 セパゾン散　1% クロキサゾラム散 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 セパゾン錠 1mg クロキサゾラム ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 セファランチン末 1% セファセンチン 化研生薬 その他の個々の器官系用医薬品
内服薬 ゼフィックス錠 100mg ラミブジン錠 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 化学療法剤
内服薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg｢日医工｣ ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 日医工 抗生物質製剤
内服薬 セフジニル細粒小児用10%「ﾄｰﾜ」★ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 東和薬品 抗生物質製剤
内服薬 セララ錠 25mg エプレレノン ファイザー 循環器官用薬
内服薬 セルシン100倍散 ジアゼパム散 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 セルシン錠 2mg ジアゼパム錠 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 セルシン錠 5mg ジアゼパム錠 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 セルセプトカプセル250mg ミコフェノール酸モフェチル 中外製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス錠 扶桑薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 ゼルヤンツ錠 5mg ﾄﾌｧｼﾁﾆﾌﾞ ファイザー その他の代謝性医薬品
内服薬 セレキノン錠 100mg マレイン酸トリメブチン錠 田辺三菱製薬 消化器官用薬
内服薬 セレキノン錠100mg(ﾊﾞﾗ) マレイン酸トリメブチン錠 田辺三菱製薬 消化器官用薬
内服薬 セレクトール錠 100mg 塩酸セリプロロール錠 日本新薬 循環器官用薬
内服薬 セレコキシブ錠 100㎎｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ｾﾚｺｷｼﾌﾞ ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 セレコキシブ錠 100㎎｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣　(ﾊﾞﾗ) ｾﾚｺｷｼﾌﾞ ヴィアトリス製薬 中枢神経系用薬
内服薬 セレジスト錠 5mg タルチレリン水和物錠 田辺三菱製薬 中枢神経系用薬
内服薬 セレナール錠 10mg オキサゾラム錠 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 セレニカＲ顆粒 40% バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒 興和創薬 中枢神経系用薬
内服薬 セレネース錠 1.5mg ハロペリドール錠 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 セレネース錠 0.75mg ハロペリドール錠 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 セレネース細粒 1% ハロペリドール細粒 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 セロクエル錠100mg クエチアピン アステラス製薬 中枢神経系用薬
内服薬 セロクラール錠 20mg 酒石酸イフェンプロジル錠 日医工 循環器官用薬
内服薬 セロケン錠 20mg 酒石酸メトプロロール錠 太陽ファルマ 循環器官用薬
内服薬 ゼンタコートカプセル3㎎ ブテゾニド ゼリア新薬 消化器官用薬
内服薬 センノシド錠12mg「YD」 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 陽進堂 消化器官用薬
内服薬 センノシド錠12mg「YD」(ﾊﾞﾗ) ｾﾝﾉｼﾄﾞ 陽進堂 消化器官用薬
内服薬 ゾスパタ錠 40mg ギルテリチニブフマル酸塩 アステラス製薬 腫瘍用薬
内服薬 ソタロール塩酸塩錠80mg｢TE｣ ソタロール塩酸塩 ﾄｰｱｴｲﾖｳ 循環器官用薬
内服薬 ゾーミッグＲＭ錠2.5mg ゾルミトリプタン口腔内速溶錠 沢井製薬 循環器官用薬
内服薬 ソリタ－Ｔ配合顆粒3号 4ｇ ﾅﾄﾘｳﾑ・ｶﾘｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ配合剤 陽進堂 滋養強壮薬
内服薬 ゾリンザｶﾌﾟｾﾙ100mg ボリノスタット 大鵬薬品 腫瘍用薬
内服薬 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」 ゾルピデム酒石酸塩 明治製菓 中枢神経系用薬
内服薬 ダイアート錠60mg アゾセミド 三和化学 循環器官用薬
内服薬 ダイア－ト錠 60mg(ﾊﾞﾗ) アゾセミド錠 三和化学 循環器官用薬
内服薬 ダイアモックス錠  250mg アセタゾラミド錠 三和化学 循環器官用薬
内服薬 ツムラ大建中湯エキス顆粒 2.5g 大建中湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
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内服薬 タイケルブ錠250mg ラバチニブトシル酸塩 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 タグリッソ錠40mg ｵｼﾒﾙﾁﾆﾌﾞ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 腫瘍用薬
内服薬 タグリッソ錠 80mg オシメルチニブ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 腫瘍用薬
内服薬 タケキャブ錠 ★10㎎★ ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 タケキャブ錠 ★10mg★　(ﾊﾞﾗ) ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 タケキャブ錠 20mg ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 タケキャブ錠20mg（ﾊﾞﾗ) ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 タケルダ配合錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ/ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 武田薬品 血液・体液用薬
内服薬 タシグナカプセル150mg ニロチニブ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 タシグナカプセル200mg ニロチニブ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 タズベリク錠200mg タズメトスタット臭化水素酸塩 エーザイ 腫瘍用薬
内服薬 タダラフィル錠 5㎎ZA｢ｻﾜｲ｣ ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 沢井製薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 タダラフィル錠20mgAD｢杏林｣ タダラフィル 杏林製薬 循環器官用薬
内服薬 タナトリル錠 2.5mg 塩酸イミダブリル 田辺三菱製薬 循環器官用薬
内服薬 タナドーパ顆粒　75% ドカルパミン顆粒 田辺三菱製薬 循環器官用薬
内服薬 タフィンラーカプセル50mg ﾀﾞﾌﾞﾗﾌｪﾆﾌﾞﾒｼﾙ酸塩 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 タフィンラーカプセル75mg ダブラフェニブメシル酸塩 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 ダーブロック錠 1㎎ ﾀﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｽﾀｯﾄ 協和キリン その他の代謝性医薬品
内服薬 ダーブロック錠 2㎎ ﾀﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｽﾀｯﾄ 協和キリン その他の代謝性医薬品
内服薬 ダーブロック錠 4㎎ ﾀﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｽﾀｯﾄ 協和キリン その他の代謝性医薬品
内服薬 ダーブロック錠 6㎎ ﾀﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｽﾀｯﾄ 協和キリン その他の代謝性医薬品
内服薬 【麻】タペンタ錠100mg ﾀﾍﾟﾝﾀﾄﾞｰﾙ ムンディファーマ 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
内服薬 【麻】タペンタ錠 25mg ﾀﾍﾟﾝﾀﾄﾞｰﾙ ムンディファーマ 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
内服薬 【麻】タペンタ錠50mg ﾀﾍﾟﾝﾀﾄﾞｰﾙ ムンディファーマ 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
内服薬 タミフルカプセル 75mg リン酸オセルタミビルカプセル 中外製薬 化学療法剤
内服薬 タミフルドライシロップ 3% オセルタミビル 中外製薬 化学療法剤
内服薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 タムスロシン 東和薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠【バラ】０．２ｍｇ「トーワ タムスロシン 東和薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 タモキシフェン錠20mg｢ｻﾜｲ｣ タモキシフェン 沢井製薬 腫瘍用薬
内服薬 ダラシンカプセル150mg 塩酸クリンダマイシン ファイザー 抗生物質製剤
内服薬 タリージェ錠 10㎎ ミロガバリンベシル酸塩 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 タリージェ錠 2.5㎎ ミロガバリンベシル酸塩 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 タリージェ錠 5㎎ ミロガバリンベシル酸塩 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 タルグレチンカプセル75mg ベキサロテン ミノファーゲン 腫瘍用薬
内服薬 タルセバ錠100mg エルロチニブ 中外製薬 腫瘍用薬
内服薬 タルセバ錠25mg エルロチニブ 中外製薬 腫瘍用薬
内服薬 炭酸水素ナトリウム「ﾆｯｺｰ」ﾊﾞﾗ 炭酸水素ナトリウム 丸石製薬 消化器官用薬
内服薬 単シロップ 単シロップ 丸石製薬 調剤用薬
内服薬 ダントリウムカプセル 25mg ダントロレンナトリウムカプセル ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ 末梢神経系用薬
内服薬 タンニン酸アルブミン「ニッコー」 タンニン酸アルブミン 丸石製薬 消化器官用薬
内服薬 タンボコール錠 50mg 酢酸フレカイニド錠 エーザイ 循環器官用薬
内服薬 チウラジール錠 50mg プロピルチオウラシル錠 ニプロESファーマ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 チオラ錠 100mg チオプロニン錠 ファイザー その他の代謝性医薬品
内服薬 チガソンカプセル 10mg エトレチナートカプセル 太陽ファルマ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 チャンピックス錠1mg バレニクリン酒石酸塩 ファイザー その他の治療を主目的としない医薬品
内服薬 チャンピックス錠0.5mg バレニクリン酒石酸塩 ファイザー その他の治療を主目的としない医薬品
内服薬 ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠ｽﾀｰﾄ用ﾊﾟｯｸ 「1枚用」(0.5mg11T/1mg14T) バレニクリン ファイザー その他の治療を主目的としない医薬品
内服薬 チョコラＡ末１万単位／g ﾋﾞﾀﾐﾝA エーザイ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
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内服薬 チラーヂンＳ散0.01% レボチロキシンナトリウム散 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 チラーヂンＳ錠50μg ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝ 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 チラーヂンＳ錠25μg ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝ 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 チラーヂンＳ錠 25μg　(ﾊﾞﾗ) ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝ 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 チラーヂンＳ錠 50(ﾊﾞﾗ) レボチロキシンナトリウム錠 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ツインラインNF配合経腸液 経腸成分栄養剤（６）液 大塚製薬 滋養強壮薬
内服薬 ツートラム錠100mg トラマドール塩酸塩 日本臓器製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ツートラム錠50mg トラマドール塩酸塩 日本臓器製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ツベルミン錠100mg エチオナミド錠 明治製菓 化学療法剤
内服薬 ツルバダ配合錠 (ﾊﾞﾗ) ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙ ｷﾞﾘｱﾄﾞｻｲｴﾝｼｽﾞ 化学療法剤
内服薬 ディオバン錠 20mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環器官用薬
内服薬 ディナゲスト錠　1mg ジェノゲスト 持田製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ディレグラ配合錠 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ/ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ サノフィ ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 デエビゴ錠 5㎎ ﾚﾝﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ エーザイ 中枢神経系用薬
内服薬 テオドール錠 100mg テオフィリン徐放錠 田辺三菱製薬 呼吸器官用薬
内服薬 デカドロン錠 4mg デキサメタゾン 日医工 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 デカドロン錠 0.5mg デキサメタゾン 日医工 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 デカドロンエリキシル 0.01% デキサメタゾン内用液 日医工 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg｢NP｣ デキストロメトルファン臭化水素酸塩 ニプロ医薬 呼吸器官用薬
内服薬 テグレトール錠 200mg カルバマゼピン錠 サンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 テグレトール細粒 50% カルバマゼピン細粒 サンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 デザレックス錠5mg ﾃﾞｽﾛﾗﾀｼﾞﾝ 杏林製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 テネリアOD錠20mg テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 第一三共 その他の代謝性医薬品
内服薬 テノゼット錠300mg(ﾊﾞﾗ) ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 化学療法剤
内服薬 デノタスチュアブル配合錠 SP Ca・D3・Mg 第一三共 滋養強壮薬
内服薬 テノーミン錠  50mg アテノロール錠 太陽ファルマ 循環器官用薬
内服薬 デパケンＲ錠 200mg(ﾊﾞﾗ) バルプロ酸ナトリウム徐放錠 協和キリン 中枢神経系用薬
内服薬 デパケンＲ錠 200mg バルプロ酸ナトリウム徐放錠 協和キリン 中枢神経系用薬
内服薬 デパケン細粒 400mg バルプロ酸ナトリウム細粒 協和キリン 中枢神経系用薬
内服薬 デフェラシロクス顆粒分包 360㎎｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ サンド その他の代謝性医薬品
内服薬 デフェラシロクス顆粒分包 90㎎｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ サンド その他の代謝性医薬品
内服薬 テプミトコ錠 250㎎ テポチニブ塩酸塩水和物 ﾒﾙｸﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 テプレノンカプセル50mg「サワイ」 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 沢井製薬 消化器官用薬
内服薬 デベルザ錠２０ｍｇ 20mg/T トホグリフロジン 興和創薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 テモダールカプセル100mgSP テモゾロミド ＭＳＤ 腫瘍用薬
内服薬 テモダールカプセル20mgSP テモゾロミド ＭＳＤ 腫瘍用薬
内服薬 デュタステリド錠 0.5㎎AV ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ 明治製菓 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 デュロキセチンOD錠20mg｢明治｣ デュロキセチン塩酸塩 明治製菓 中枢神経系用薬
内服薬 テラムロ配合錠AP「DSEP」 ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ･ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 第一三共 循環器官用薬
内服薬 テルネリン錠 1mg 塩酸チザニジン錠 サンファーマ 末梢神経系用薬
内服薬 テルビナフィン錠125㎎ ｢ﾀｶﾀ｣ 塩酸テルビナフィン マルホ 化学療法剤
内服薬 テルミサルタン錠40mg「DSEP」 ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 第一三共 循環器官用薬
内服薬 テルミサルタン錠40mg「DSEP」(ﾊﾞﾗ) ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 第一三共 循環器官用薬
内服薬 トアラセット配合錠「EE」 ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 日医工 中枢神経系用薬
内服薬 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒   2.5g 当帰芍薬散エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ当帰飲子エキス顆粒　2.5g 当帰飲子顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒　2.5g/包 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ドキサゾシン錠 2㎎｢ｻﾜｲ｣ ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 沢井製薬 循環器官用薬
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内服薬 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ｻﾜｲ」 ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 沢井製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ドネペジル塩酸塩 沢井製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ドネペジル塩酸塩 沢井製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ドパストン散 98.5% レボドパ散 大原薬品 中枢神経系用薬
内服薬 トビエース錠 4mg ﾌｪｿﾃﾛｼﾞﾝﾌﾏﾙ ファイザー 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 トビエース錠 8mg ﾌｪｿﾃﾛｼﾞﾝﾌﾏﾙ ファイザー 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 トピナ錠　50㎎ トピラマート 協和キリン 中枢神経系用薬
内服薬 トピナ細粒10% ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 協和キリン 中枢神経系用薬
内服薬 ドプスＯＤ錠100mg ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟﾛ 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 トフラニール錠 10mg 塩酸イミプラミン錠 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 トフラニール錠 25mg 塩酸イミプラミン錠 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 トライコア錠53.3mg フェノフィブラート 武田薬品 循環器官用薬
内服薬 トラクリア錠　62.5mg ボセンタン水和物 ｱｸﾃﾘｵﾝﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨ 循環器官用薬
内服薬 トラゼンタ錠５ｍｇ(バラ) ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ その他の代謝性医薬品
内服薬 トラゼンタ錠５ｍｇ ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ その他の代謝性医薬品
内服薬 トラディアンス配合錠ＡＰ ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ/ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ その他の代謝性医薬品
内服薬 トラニラストカプセル100mg｢ﾀｲﾖｰ｣ トラニラスト 武田薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 トラネキサム酸 日医工 血液・体液用薬
内服薬 トラベルミン配合錠(100錠包装) ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン錠 エーザイ 感覚器官用薬
内服薬 トラマールＯＤ錠25mg トラマドール 日本新薬 中枢神経系用薬
内服薬 トラマールＯＤ錠50mg トラマドール 日本新薬 中枢神経系用薬
内服薬 ドラール錠 15mg クアゼパム錠 久光製薬 中枢神経系用薬
内服薬 トランコロン錠 7.5mg 臭化メペンゾラート錠 アステラス製薬 末梢神経系用薬
内服薬 トリアゾラム錠0.125㎎「EMEC」 トリアゾラム 日医工 中枢神経系用薬
内服薬 トリクロリールシロップ 10% トリクロホスナトリウムシロップ ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 トリプタノール錠10mg アミトリプチリン 日医工 中枢神経系用薬
内服薬 トリプタノール錠25mg アミトリプチリン 日医工 中枢神経系用薬
内服薬 トリンテリックス錠 10㎎★ ボルチオキセチン臭化水素酸塩 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 トリンテリックス錠 20㎎ ボルチオキセチン臭化水素酸塩 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 トレドミン錠 25mg 塩酸ミルナシプラン錠 旭化成 中枢神経系用薬
内服薬 トレーランＧ液50g 150ml デンプン部分加水分解物液 陽進堂 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
内服薬 トレーランＧ液75g 225ml デンプン部分加水分解物液 陽進堂 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
内服薬 トレリーフＯＤ錠25mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 経口用トロンビン細粒1万単位｢ｻﾜｲ｣ 1gﾋｰﾄ トロンビン 沢井製薬 血液・体液用薬
内服薬 ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 日医工 消化器官用薬
内服薬 ナイキサン錠100mg ナプロキセン ニプロESファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 ナイキサン錠 100mg　(ﾊﾞﾗ) ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ ニプロESファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 ナウゼリンＯＤ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 協和キリン 消化器官用薬
内服薬 ナゼアOD錠0.1mg ﾗﾓｾﾄﾛﾝ LTLファーマ 消化器官用薬
内服薬 ナトリックス錠1mg インダパミド 大日本住友製薬 循環器官用薬
内服薬 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 50mg/T ナフトピジル 東和薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 【麻】ナルサス錠１２ｍｇ ヒドロモルフォン 第一三共 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 【麻】ナルサス錠２ｍｇ ヒドロモルフォン 第一三共 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 【麻】ナルサス錠６ｍｇ ヒドロモルフォン 第一三共 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 ニカルジピン 東和薬品 循環器官用薬
内服薬 ニセルゴリン錠5mg「ＮＰ」 ニセルゴリン ニプロ医薬 循環器官用薬
内服薬 ニトロペン舌下錠 0.3mg ニトログリセリン錠 日本化薬 循環器官用薬
内服薬 ニフェジピンＣＲ錠20mg「ｻﾜｲ」 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 沢井製薬 循環器官用薬
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内服薬 ニフェジピンＬ錠10mg「日医工」 ニフェジピン 日医工 循環器官用薬
内服薬 ニフェジピンｶﾌﾟｾﾙ10mg｢ｻﾜｲ｣ ニフェジピン 沢井製薬 循環器官用薬
内服薬 ニフェジピンCR錠「ｻﾜｲ」20mg(ﾊﾞﾗ) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 沢井製薬 循環器官用薬
内服薬 乳酸カルシウム「ホエイ」細粒状 乳酸カルシウム ファイザー 滋養強壮薬
内服薬 乳酸カルシウム｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣原末FG 乳酸カルシウム ファイザー 滋養強壮薬
内服薬 乳糖水和物原末「マルイシ｣ 乳糖水和物 丸石製薬 調剤用薬
内服薬 ニュベクオ錠300mg ダロルタミド ﾊﾞｲｴﾙ薬品 腫瘍用薬
内服薬 ニュ―レプチル細粒 10% プロペリシアジン細粒 高田製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ニューロタン錠 25mg ロサルタンカリウム錠 オルガノ(株) 循環器官用薬
内服薬 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 人参養栄湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ニンラーロカプセル　2.3mg ｲｷｻｿﾞﾐﾌﾞ 武田薬品 腫瘍用薬
内服薬 ニンラーロカプセル　3mg ｲｷｻｿﾞﾐﾌﾞ 武田薬品 腫瘍用薬
内服薬 ニンラーロカプセル　4mg ｲｷｻｿﾞﾐﾌﾞ 武田薬品 腫瘍用薬
内服薬 ネイリンカプセル１００ｍｇ ホスラブコナゾール 佐藤製薬 化学療法剤
内服薬 ネオーラルカプセル10mg シクロスポリン（２）カプセル ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ その他の代謝性医薬品
内服薬 ネオーラルカプセル25mg シクロスポリン（２）カプセル ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ その他の代謝性医薬品
内服薬 ネオーラルカプセル50mg シクロスポリン（２）カプセル ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ その他の代謝性医薬品
内服薬 ネオーラル内用液10% ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ その他の代謝性医薬品
内服薬 ネキシウムカプセル20mg ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 消化器官用薬
内服薬 ネキシウム懸濁用顆粒分包 10㎎ ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 消化器官用薬
内服薬 ネキシウムカプセル20mg(ﾊﾞﾗ) ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 消化器官用薬
内服薬 ネクサバール錠200mg ソラフェニブ ﾊﾞｲｴﾙ薬品 腫瘍用薬
内服薬 ノイロビタン配合錠 ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ・Ｂ2・Ｂ6・Ｂ12配合剤 LTLファーマ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 ノイロトロピン錠 ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液 日本臓器製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ノウリアスト錠 20mg イストラデフィリン 協和キリン 中枢神経系用薬
内服薬 ノクサフィル錠 100㎎ ﾎﾟｻｺﾅｿﾞｰﾙ ＭＳＤ 抗生物質製剤
内服薬 ノバミン錠 5mg マレイン酸プロクロルペラジン錠 共和薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ノベルジン錠 50mg★ 酢酸亜鉛水和物 ノーベルファーマ その他の代謝性医薬品
内服薬 ノベルジン錠 25㎎ 酢酸亜鉛水和物 ノーベルファーマ その他の代謝性医薬品
内服薬 バイアスピリン錠 100mg アスピリン腸溶錠 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 血液・体液用薬
内服薬 バイアグラ錠　50㎎ クエン酸シルデナフィル錠 ファイザー 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 バイアスピリン錠 100mg(ﾊﾞﾗ) アスピリン腸溶錠 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 血液・体液用薬
内服薬 ハイドレアカプセル 500mg ヒドロキシカルバミドカプセル ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 腫瘍用薬
内服薬 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 2.5g 排膿散及湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ハイボン錠 20mg 酪酸リボフラビン ニプロESファーマ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 ハイヤスタ錠10mg ツシジノスタット 明治製菓 腫瘍用薬
内服薬 バクタ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ 塩野義製薬 化学療法剤
内服薬 バクタ配合顆粒 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ 塩野義製薬 化学療法剤
内服薬 バクタ配合錠(ﾊﾞﾗ) ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ 塩野義製薬 化学療法剤
内服薬 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 麦門冬湯 ツムラ 漢方製剤
内服薬 バゼドキシフェン錠 20㎎｢ｻﾜｲ｣ ﾊﾞｾﾞﾄﾞｷｼﾌｪﾝ 沢井製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒   2.5g 八味地黄丸エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 バップフォー錠 10mg 塩酸プロピベリン錠 大鵬薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 パナルジン錠100mg ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ クリニジェン 血液・体液用薬
内服薬 バファリン配合錠A 81mg アスピリン・ダイアルミネート錠 エーザイ 血液・体液用薬
内服薬 ハーフジゴキシンＫＹ錠 0.125mg ジゴキシン錠 アステラス製薬 循環器官用薬
内服薬 ハーフジゴキシンＫＹ錠 0.125mg(ﾊﾞﾗ) ジゴキシン錠 アステラス製薬 循環器官用薬
内服薬 バフセオ錠 150㎎ ﾊﾞﾀﾞﾃﾞｭｽﾀｯﾄ 田辺三菱製薬 その他の代謝性医薬品
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内服薬 バフセオ錠 300㎎ ﾊﾞﾀﾞﾃﾞｭｽﾀｯﾄ 田辺三菱製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 バラクルード錠　0.5㎎ エンテカビル ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 化学療法剤
内服薬 バラシクロビル錠500mg「SPKK」 ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ サンド 化学療法剤
内服薬 パラミヂンカプセル 300mg ﾌﾞｺﾛｰﾑ 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 バリキサ錠450mg（ﾊﾞﾗ) ﾊﾞﾙｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ 田辺三菱製薬 化学療法剤
内服薬 ハリゾンシロップ 100mg/1mL アムホテリシンＢシロップ 富士製薬 抗生物質製剤
内服薬 バルプロ酸ﾅﾄﾘｳﾑｼﾛｯﾌﾟ5%｢日医工｣ バルプロ酸ナトリウムシロップ 日医工 中枢神経系用薬
内服薬 バルプロ酸Naシロップ5％｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣ バルプロ酸ナトリウムシロップ 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 パルモディア錠0.1mg ﾍﾞﾏﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 興和創薬 循環器官用薬
内服薬 パロキセチン錠 10㎎「ｱｽﾍﾟﾝ」 パロキセチン塩酸塩 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 中枢神経系用薬
内服薬 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） ﾊﾝｹﾞｺｳﾎﾞｸﾄｳｴｷｽ ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒   2.5g 半夏瀉心湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 ツムラ 漢方製剤
内服薬 バンコマイシン塩酸塩散0.5g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 塩酸バンコマイシン ファイザー 抗生物質製剤
内服薬 パントシン散 20%(ﾊﾞﾗ) パンテチン散 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 パントシン散 20%(ﾋｰﾄ) パンテチン散 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 調剤用パンビタン末 総合ビタミン剤　レチノール･カルシフェロール配合剤 武田薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液(500mg/10mL) ﾍﾞﾝﾁﾛﾐﾄﾞ エーザイ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
内服薬 ＰＬ配合顆粒 1gﾋｰﾄ 非ピリン系感冒剤（４）顆粒 塩野義製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ビオチン散0.2%｢ﾌｿｰ｣ ﾋﾞｵﾁﾝ 扶桑薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 ビオフェルミン錠剤 ビフィズス菌製剤 大正製薬 消化器官用薬
内服薬 ビオフェルミン錠剤(ﾊﾞﾗ) ビフィズス菌製剤 大正製薬 消化器官用薬
内服薬 ビカルタミド錠80mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ﾋﾟｶﾙﾀﾐﾄﾞ ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 ピコスルファートﾅﾄﾘｳﾑ錠2.5mg｢日医工｣ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 日医工 消化器官用薬
内服薬 ピコスルファートﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%｢日医工｣ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 日医工 消化器官用薬
内服薬 ビジクリア配合錠 ﾘﾝ酸二水素Na･無水ﾘﾝ酸水素Na ゼリア新薬 その他の治療を主目的としない医薬品
内服薬 ビ・シフロール錠 0.5mg 塩酸プラミペキソール水和物錠 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 中枢神経系用薬
内服薬 ヒスタブロック配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ・ｄ－ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 共和薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ヒスロンＨ 200mg 酢酸メドロキシプロゲステロン錠 協和キリン ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ピーゼットシー散 1% フェンジゾ酸ペルフェナジン散 田辺三菱製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ピーゼットシー糖衣錠 4mg マレイン酸ペルフェナジン錠 田辺三菱製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ビソプロロール 東和薬品 循環器官用薬
内服薬 ピタバスタチンCA錠2mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ ファイザー 循環器官用薬
内服薬 ピタバスタチンCA2mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣(ﾊﾞﾗ) ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ ファイザー 循環器官用薬
内服薬 ビタメジン配合カプセル B25 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 ヒダントール錠　25㎎ フェニトイン錠 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 ピドキサール錠 10mg リン酸ピリドキサール錠 太陽ファルマ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 ピドキサール錠 10mg(ﾊﾞﾗ) リン酸ピリドキサール錠 太陽ファルマ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 ピートル顆粒分包250mg スクロオキシ水酸化鉄 キッセイ 循環器官用薬
内服薬 ピートル顆粒分包500mg スクロオキシ水酸化鉄 キッセイ 循環器官用薬
内服薬 【覚】ビバンセカプセル 20㎎ ﾘｽﾃﾞｷｻﾝﾌｪﾀﾐﾝ 塩野義製薬 中枢神経系用薬
内服薬 【覚】ビバンセカプセル 30㎎ ﾘｽﾃﾞｷｻﾝﾌｪﾀﾐﾝ 塩野義製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ビブラマイシン錠100mg ドキシサイクリン塩酸塩 ファイザー 抗生物質製剤
内服薬 ビプレッソ徐放錠 50㎎ ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 共和薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ビプレッソ徐放錠 150㎎ ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 共和薬品 中枢神経系用薬
内服薬 加香ヒマシ油「ケンエー」 ヒマシ油 健栄製薬 消化器官用薬
内服薬 ビムパット錠100mg ﾗｺｻﾐﾄﾞ 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 ビムパット錠50mg ﾗｺｻﾐﾄﾞ 第一三共 中枢神経系用薬
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内服薬 ビムパットドライシロップ10％ ﾗｺｻﾐﾄﾞ 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 ピモベンダン錠1.25㎎｢TE｣ ピモベンダンカプセル アステラス製薬 循環器官用薬
内服薬 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 3g 白虎加人参湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ビラノア錠20mg ビラスチン 大鵬薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 ビラフトビカプセル 50mg エンコラフェニブ 小野薬品 腫瘍用薬
内服薬 ピラマイド原末 ピラジナミド ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 化学療法剤
内服薬 ピルシカイニド塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25mg｢DSEP｣ ピルシカイニド塩酸塩 第一三共 循環器官用薬
内服薬 ビルトリシド錠600㎎(ﾊﾞﾗ) プラジカンテル錠 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 寄生動物用薬
内服薬 ヒルナミン錠 5mg マレイン酸レボメプロマジン錠 共和薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ピレスパ錠200mg ピルフェニドン 塩野義製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 ピレチア細粒10% 塩酸プロメタジン細粒 高田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 ピレチア錠 25mg 塩酸プロメタジン錠 高田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 ビンダケルカプセル 20mg ﾀﾌｧﾐｼﾞｽ ファイザー 末梢神経系用薬
内服薬 ファムビル錠250mg ファムシクロビル マルホ 化学療法剤
内服薬 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 20mg/T ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 大原薬品 消化器官用薬
内服薬 ファモチジン細粒2%｢ｻﾜｲ｣ ファモチジン散 沢井製薬 消化器官用薬
内服薬 (ﾊﾞﾗ)ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 20mg/T ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 大原薬品 消化器官用薬
内服薬 ファリーダックカプセル10mg ﾊﾟﾉﾋﾞﾉｽﾀｯﾄ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 ファリーダックカプセル15mg ﾊﾟﾉﾋﾞﾉｽﾀｯﾄ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 ファロム錠 200mg ファロペネムナトリウム錠 マルホ 抗生物質製剤
内服薬 フィコンパ錠2mg ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙ エーザイ 中枢神経系用薬
内服薬 フィコンパ細粒1％ ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙ エーザイ 中枢神経系用薬
内服薬 ブイフェンド錠 200mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ ファイザー 抗生物質製剤
内服薬 ブイフェンド錠 50mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ ファイザー 抗生物質製剤
内服薬 フェアストン錠40mg クエン酸トレミフェン錠 日本化薬 腫瘍用薬
内服薬 フェキソフェナジン塩酸塩0D錠30㎎｢ｻﾜｲ｣ ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 フェキソフェナジン塩酸塩0D錠60㎎｢ｻﾜｲ｣ ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ5％｢ﾄｰﾜ｣ ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 フェキソフェナジン塩酸塩0D錠60㎎｢ｻﾜｲ｣(ﾊﾞﾗ) ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 フェノバール錠30mg ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 フェノバルビタ―ル散 10% フェノバルビタール散 丸石製薬 中枢神経系用薬
内服薬 フェブリク錠20mg(ﾊﾞﾗ) フェブキソスタット 帝人ファーマ その他の代謝性医薬品
内服薬 フェブリク錠 20㎎ フェブキソスタット 帝人ファーマ その他の代謝性医薬品
内服薬 フェブリク錠 40㎎ フェブキソスタット 帝人ファーマ その他の代謝性医薬品
内服薬 フェルムカプセル100mg フマル酸第一鉄徐放カプセル 日医工 滋養強壮薬
内服薬 フェロベリン配合錠 塩化ベルベリン・ゲンノショウコエキス錠 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 消化器官用薬
内服薬 フォシーガ錠 10mg ﾀﾞﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ 小野薬品 その他の代謝性医薬品
内服薬 フォシーガ錠 5mg ﾀﾞﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ 小野薬品 その他の代謝性医薬品
内服薬 フォリアミン錠 5mg 葉酸錠 武田薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 ブコラム口腔用液 5mg ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ブスコパン錠 10mg 臭化ブチルスコポラミン錠 サノフィ 末梢神経系用薬
内服薬 フスタゾール糖衣錠 10mg 塩酸クロペラスチン錠 ニプロESファーマ 呼吸器官用薬
内服薬 ブドウ糖「ｺｻﾞｶｲ･M」 ブドウ糖 吉田製薬 滋養強壮薬
内服薬 プラケニル錠200mg ﾋﾄﾞﾛｷｼｸﾛﾛｷﾝ サノフィ その他の代謝性医薬品
内服薬 プラザキサカプセル110mg タビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 血液・体液用薬
内服薬 プラザキサカプセル75mg タビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 血液・体液用薬
内服薬 フラジール内服錠 250mg メトロニダゾール錠 塩野義製薬 寄生動物用薬
内服薬 ブラダロン錠 200mg 塩酸フラボキサート錠 日本新薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
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内服薬 プラノバール配合錠 ノルゲストレル・エチニルエストラジオール 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 プラバスタチンＮａ錠10㎎「ﾃﾊﾞ」 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝ 武田薬品 循環器官用薬
内服薬 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「テバ」(ﾊﾞﾗ) プラバスタチンナトリウム 武田薬品 循環器官用薬
内服薬 プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 ﾌﾗﾝﾙｶｽﾄ 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 フリウェル配合錠ＬＤ「ﾓﾁﾀﾞ」 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ/ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 持田製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 フリバス錠 75mg ナフトピジル 旭化成 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 プリミドン細粒 99.5%｢日医工｣ プリミドン細粒 日医工 中枢神経系用薬
内服薬 プリモボラン錠 5mg 酢酸メテノロン ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 プリンペラン錠 5mg メトクロプラミド錠 日医工 消化器官用薬
内服薬 プリンペラン錠 5mg(ﾊﾞﾗ) メトクロプラミド錠 日医工 消化器官用薬
内服薬 フルイトラン錠 2mg トリクロルメチアジド錠 塩野義製薬 循環器官用薬
内服薬 フルコナゾールカプセル 100mg フルコナゾールカプセル 沢井製薬 化学療法剤
内服薬 フルスタン錠 0.3 ファレカルシトリオール錠 キッセイ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 フルダラ錠10ｍｇ リン酸フルダラビン サノフィ 腫瘍用薬
内服薬 フルツロンカプセル 200mg ドキシフルリジンカプセル 太陽ファルマ 腫瘍用薬
内服薬 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 共和薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ブルフェン錠 100mg イブプロフェン 科研製薬 中枢神経系用薬
内服薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ﾀｶﾀ」 フルボキサミンマレイン酸塩 高田製薬 中枢神経系用薬
内服薬 プレガバリンОＤ錠 25㎎｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 プレガバリンОＤ錠 25㎎｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣(ﾊﾞﾗ) ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 プレガバリンОＤ錠 75㎎｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 プレガバリンОＤ錠 75㎎｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣(ﾊﾞﾗ) ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ ファイザー 中枢神経系用薬
内服薬 ブレディニン錠 50mg ミゾリビン錠 旭化成 その他の代謝性医薬品
内服薬 プレドニゾロン錠 1mg(旭化成) プレドニゾロン 旭化成 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 プレドニゾロン散 「タケダ」1% プレドニゾロン散 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 プレドニゾロン錠 5mg プレドニゾロン錠 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 プレドニゾロン錠 5mg(ﾊﾞﾗ) プレドニゾロン錠 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 プレバイミス錠 240㎎ ﾚﾃﾙﾓﾋﾞﾙ ＭＳＤ 化学療法剤
内服薬 プレマリン錠 0.625mg 結合型エストロゲン錠 ファイザー ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 プレミネント配合錠LD ロサルタンカリウム･ヒドロクロロチアジド オルガノ(株) 循環器官用薬
内服薬 塩酸ﾌﾟﾛｶﾙﾊﾞｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢TYP｣ ﾌﾟﾛｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ 太陽ファルマ 腫瘍用薬
内服薬 プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物 アステラス製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物 アステラス製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 プログラフ顆粒 1mg/0.5g タクロリムス水和物 アステラス製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 プロスタグランジンＥ2錠 0.5mg ジノプロストン 科研製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 プロスタール錠 25mg 酢酸クロルマジノン錠 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 フロセミド細粒４％「EMEC」 フロセミド 日医工 循環器官用薬
内服薬 フロセミド錠 20mg｢ﾃﾊﾞ」(ﾊﾞﾗ) フロセミド錠 武田薬品 循環器官用薬
内服薬 フロセミド錠20mg｢武田ﾃﾊﾞ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 武田薬品 循環器官用薬
内服薬 プロタノ－ルＳ錠 15mg ｄｌ－塩酸イソプロテレノール徐放錠 興和創薬 循環器官用薬
内服薬 ブロチゾラムＯＤ錠0.25mg「ｻﾜｲ」 ブロチゾラム 沢井製薬 中枢神経系用薬
内服薬 プロチアデン錠 25mg 塩酸ドスレピン錠 科研製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ブロチゾラムＯＤ錠0.25mg｢ｻﾜｲ｣(ﾊﾞﾗ) ブロチゾラム 沢井製薬 中枢神経系用薬
内服薬 プロナーゼＭＳ 0.5gﾋｰﾄ プロナーゼ散 科研製薬 その他の治療を主目的としない医薬品
内服薬 プロノン錠 150mg 塩酸プロパフェノン錠 アステラス製薬 循環器官用薬
内服薬 フロベン顆粒　8% フルルビプロフェン顆粒 科研製薬 中枢神経系用薬
内服薬 プロベラ錠 2.5mg 酢酸メドロキシプロゲステロン錠 ファイザー ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 プロマック顆粒15% 0.5g ポラプレジンク顆粒 ゼリア新薬 消化器官用薬
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内服薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 沢井製薬 呼吸器官用薬
内服薬 ブロモクリプチン錠2.5mg｢ﾌｿｰ｣ ブロモクリプチン 扶桑薬品 中枢神経系用薬
内服薬 フロリードゲル経口用2% 5g ミコナゾールゲル 持田製薬 化学療法剤
内服薬 フロリネフ錠 0.1mg(ﾊﾞﾗ) 酢酸フルドロコルチゾン錠 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ベオーバ錠 50mg ﾋﾞﾍﾞｸﾞﾛﾝ キッセイ 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 ベサノイドカプセル 10mg(ﾊﾞﾗ) トレチノインカプセル 富士製薬 腫瘍用薬
内服薬 ベザフィブラートSR錠200mg｢ｻﾜｲ｣ ベザフィブラート 沢井製薬 循環器官用薬
内服薬 ベシケアＯＤ錠2.5mg コハク酸ソリフェナシン アステラス製薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 ベシケアＯＤ錠5mg コハク酸ソリフェナシン アステラス製薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 ベージニオ錠150mg アベナシクリブ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 腫瘍用薬
内服薬 ベージニオ錠50mg アベマシクリブ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 腫瘍用薬
内服薬 ベスタチンカプセル 30mg ｳﾍﾞﾆﾒｸｽ 日本化薬 腫瘍用薬
内服薬 ベタニス錠25mg ミラベグロン アステラス製薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 ベタニス錠50mg ミラベグロン アステラス製薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 ベニジピン塩酸塩錠 4㎎｢ｻﾜｲ｣(ﾊﾞﾗ) ベニジピン塩酸塩 沢井製薬 循環器官用薬
内服薬 ベニジピン塩酸塩錠 4㎎｢ｻﾜｲ｣ ベニジピン塩酸塩 沢井製薬 循環器官用薬
内服薬 ベネクレクスタ錠 10mg ﾍﾞﾈﾄｸﾗｸｽ アッヴィ 腫瘍用薬
内服薬 ベネクレクスタ錠 100㎎ ﾍﾞﾈﾄｸﾗｸｽ アッヴィ 腫瘍用薬
内服薬 ベネクレクスタ錠 50mg ﾍﾞﾈﾄｸﾗｸｽ アッヴィ 腫瘍用薬
内服薬 ベプリコール錠 50mg 塩酸ベプリジル錠 第一三共 循環器官用薬
内服薬 ヘマンジオルシロップ小児用 0.375% プロプラノロール塩酸塩 マルホ その他の個々の器官系用医薬品
内服薬 ベムリディ錠 25㎎ ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｱﾗﾌｪﾅﾐﾄﾞ ｷﾞﾘｱﾄﾞｻｲｴﾝｼｽﾞ 化学療法剤
内服薬 ペラゾリン細粒　400mg ソブゾキサン細粒 全薬工業 腫瘍用薬
内服薬 ベラプロストＮａ錠20μg「ｵｰﾊﾗ」 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ 大原薬品 血液・体液用薬
内服薬 ベラプロストＮａ錠20μg「ｵｰﾊﾗ」(ﾊﾞﾗ) ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ 大原薬品 血液・体液用薬
内服薬 ベリキューボ錠10mg ベルイシグアト ﾊﾞｲｴﾙ薬品 循環器官用薬
内服薬 ベリキューボ錠2.5mg ベルイシグアト ﾊﾞｲｴﾙ薬品 循環器官用薬
内服薬 ペリシット錠 250mg ニセリトロール錠 三和化学 循環器官用薬
内服薬 ベリチーム配合顆粒1G(ﾋｰﾄ) 膵臓性消化酵素配合剤顆粒 共和薬品 消化器官用薬
内服薬 ペルサンチン錠 25mg ジピリダモール錠 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 循環器官用薬
内服薬 ベルソムラ錠15mg★ ｽﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ ＭＳＤ 中枢神経系用薬
内服薬 ベルソムラ錠20mg ｽﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ ＭＳＤ 中枢神経系用薬
内服薬 ヘルベッサーＲカプセル100mg 塩酸ジルチアゼム徐放カプセル 田辺三菱製薬 循環器官用薬
内服薬 ペルマックス錠 250μg メシル酸ペルゴリド 協和キリン 中枢神経系用薬
内服薬 ペルマックス錠 50μg メシル酸ペルゴリド錠 協和キリン 中枢神経系用薬
内服薬 ベレキシブル錠 80㎎ チラブルチニブ塩酸塩 小野薬品 腫瘍用薬
内服薬 ベンザリン錠 5mg ニトラゼパム錠 共和薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ベンズブロマロン錠 50mg｢NM｣ ベンズブロマロン錠 武田薬品 その他の代謝性医薬品
内服薬 ペンタサ錠500mg メサラジン 杏林製薬 消化器官用薬
内服薬 ペンタサ顆粒９４％ 94%1g ﾒｻﾗｼﾞﾝ 杏林製薬 消化器官用薬
内服薬 ツムラ防風通聖散エキス顆粒 防風通聖散エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ボグリボース錠0.3mg「日医工」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 日医工 その他の代謝性医薬品
内服薬 ボシュリフ錠100mg ﾎﾞｽﾁﾆﾌﾞ ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 ホスミシン錠 500mg ホスホマイシンカルシウム錠 明治製菓 抗生物質製剤
内服薬 ホスミシンドライシロップ400 ホスホマイシンカルシウム 明治製菓 抗生物質製剤
内服薬 ホスリボン配合顆粒 100mg ﾘﾝ酸二水素Na/無水ﾘﾝ酸水素二Na ゼリア新薬 滋養強壮薬
内服薬 ホスレノールＯＤ錠 250㎎ 炭酸ランタン ﾊﾞｲｴﾙ薬品 循環器官用薬
内服薬 ツムラ補中益気湯エキス顆粒   2.5g 補中益気湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤



医薬品リスト 市立福知山市民病院
2022.3.1

19/47

剤型 薬品名 一般名称 メーカー名 薬効大分類

内服薬 ボノサップパック400 ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ40mg･ｱﾓｷｼｼﾘﾝ1500mg･ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ400mg 武田薬品 抗生物質製剤
内服薬 ボノテオ錠50mg ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ アステラス製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 ボノピオンパック ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ40mg･ｱﾓｷｼｼﾘﾝ1500mg･ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ500mg 武田薬品 抗生物質製剤
内服薬 ポマリストカプセル1mg ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 腫瘍用薬
内服薬 ポマリストカプセル2mg ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 腫瘍用薬
内服薬 ポマリストカプセル3mg ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 腫瘍用薬
内服薬 ポマリストカプセル4mg ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 腫瘍用薬
内服薬 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Na｢ﾌｿｰ｣原末5g(ｶﾘｾﾗﾑ) ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 扶桑薬品 循環器官用薬
内服薬 ポリスチレンスルホン酸Ｃa経口ｾﾞﾘｰ 20%(ｱｰｶﾞﾒｲﾄ) ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑｾﾞﾘｰ アステラス製薬 循環器官用薬
内服薬 ホリナート錠25mg「タイホウ」 ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 大鵬薬品 その他の代謝性医薬品
内服薬 ポリフル細粒 83.3% 1.2g ポリカルボフィルカルシウム細粒 マイランEPD 消化器官用薬
内服薬 硫酸ポリミキシンＢ錠100万単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ ファイザー 抗生物質製剤
内服薬 ホ－リン錠 1mg エストリオール錠 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ポルトラック原末 6g ラクチトール水和物末 日本新薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 ボンゾール錠 100mg ダナゾール錠 田辺三菱製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 マイスタン錠　10mg クロバザム ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 マイスタン細粒 1% クロバザム細粒 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 マヴィレット配合錠 ｸﾞﾚｶﾌﾟﾚﾋﾞﾙ・ﾋﾟﾌﾞﾚﾝﾀｽﾋﾞﾙ アッヴィ 化学療法剤
内服薬 ツムラ麻黄湯エキス顆粒 ﾏｵｳ・ｹｲﾋ ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒 2.5g 麻黄附子細辛湯顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 マグコロ－ル内用液13.6%分包 250ml クエン酸マグネシウム 堀井薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
内服薬 マクサルトＲＰＤ錠　10mg 安息香酸リザトリプタン錠 エーザイ 循環器官用薬
内服薬 マグミット錠250mg ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 日本新薬 消化器官用薬
内服薬 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） ﾏｼﾆﾝｶﾞﾝｴｷｽ ツムラ 漢方製剤
内服薬 マリゼブ錠12.5mg ｵﾏﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ キッセイ その他の代謝性医薬品
内服薬 マリゼブ錠25mg ｵﾏﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ キッセイ その他の代謝性医薬品
内服薬 ミオナール錠 50mg 塩酸エペリゾン錠 エーザイ 末梢神経系用薬
内服薬 ミグシス錠5mg ﾛﾒﾘｼﾞﾝ ファイザー 循環器官用薬
内服薬 ミグリトールOD錠 50mg「ｻﾜｲ」 ミグリトール 沢井製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 小児用ミケラン細粒 0.2% 塩酸カルテオロール細粒 大塚製薬 循環器官用薬
内服薬 ミティキュアダニ舌下錠3300 ヒョウダニ抽出エキス 鳥居薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 ミティキュアダニ舌下錠10000 ヒョウダニ抽出エキス 鳥居薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 ミドドリン塩酸塩錠2mg｢ｻﾜｲ｣ ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 沢井製薬 循環器官用薬
内服薬 ミニリンメルトＯＤ錠 25μg ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ キッセイ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ミニリンメルトＯＤ錠 50μg ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ キッセイ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ミニリンメルトＯＤ錠120μg ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ キッセイ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ミネブロ錠 2.5㎎ ｴｻｷｾﾚﾉﾝ 第一三共 循環器官用薬
内服薬 ミネブロ錠 5㎎ ｴｻｷｾﾚﾉﾝ 第一三共 循環器官用薬
内服薬 ミノアレ散 66.7%1g ﾄﾘﾒﾀｼﾞｵﾝ 日医工 中枢神経系用薬
内服薬 ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%｢ｻﾜｲ｣ 塩酸ミノサイクリン顆粒 沢井製薬 抗生物質製剤
内服薬 ミノマイシンカプセル 100mg 塩酸ミノサイクリンカプセル ファイザー 抗生物質製剤
内服薬 ミヤＢＭ細粒 酪酸菌製剤細粒 ミヤリサン 消化器官用薬
内服薬 ミヤＢＭ細粒【ヒート】 酪酸菌製剤細粒 ミヤリサン 消化器官用薬
内服薬 ミラペックスＬＡ錠1.5mg ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 中枢神経系用薬
内服薬 ミラペックスＬＡ錠0.375mg ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 中枢神経系用薬
内服薬 ミルタザピン錠 15㎎｢明治｣ ミルタザピン 明治製菓 中枢神経系用薬
内服薬 ミルラクト細粒 50% チラクターゼ細粒 高田製薬 消化器官用薬
内服薬 ミンクリア内用散布液0.8% ｌ-メントール 武田薬品 その他の治療を主目的としない医薬品
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内服薬 ムコサ－ルドライシロップ 15mg/g シロップ用塩酸アンブロキソール サノフィ 呼吸器官用薬
内服薬 ムコダインドライシロップ50％ カルボシステイン 杏林製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ムーベン配合内服液　500ml ナトリウム・カリウム配合剤 武田薬品 その他の治療を主目的としない医薬品
内服薬 ムルプレタ錠3mg ﾙｽﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞ 塩野義製薬 血液・体液用薬
内服薬 ムンデシンカプセル100mg ﾌｫﾛﾃﾞｼﾝ ムンディファーマ 腫瘍用薬
内服薬 メイアクトＭＳ錠 100mg セフジトレンピボキシル錠 明治製菓 抗生物質製剤
内服薬 メイアクトＭＳ小児用細粒 10% セフジトレン　ピボキシル小児用細粒 明治製菓 抗生物質製剤
内服薬 メイラックス 2mg ロフラゼプ酸エチル錠 明治製菓 中枢神経系用薬
内服薬 メインテート錠0.625mg ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 田辺三菱製薬 循環器官用薬
内服薬 メインテート錠0.625mg (ﾊﾞﾗ) ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 田辺三菱製薬 循環器官用薬
内服薬 メキシチールカプセル 50mg 塩酸メキシレチンカプセル 太陽ファルマ 循環器官用薬
内服薬 メキタジン錠3mg「ﾀｲﾖｰ」 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 武田薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 メキニスト錠0.5mg ﾄﾗﾒﾁﾆﾌﾞｼﾞﾒﾁﾙｽﾙﾎｷｼﾄﾞ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 メキニスト錠2mg ﾄﾗﾒﾁﾆﾌﾞｼﾞﾒﾁﾙｽﾙﾎｷｼﾄﾞ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
内服薬 メクトビ錠 15mg ビニメチニブ 小野薬品 腫瘍用薬
内服薬 【麻】メサペイン錠 10mg ﾒｻﾄﾞﾝ テルモ 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
内服薬 【麻】メサペイン錠 5mg ﾒｻﾄﾞﾝ テルモ 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
内服薬 メスチノン錠 臭化ピリドスチグミン錠 共和薬品 末梢神経系用薬
内服薬 メソトレキセ-ト錠 2.5mg(ﾊﾞﾗ) メトトレキサート錠 ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 メタルカプターゼｶﾌﾟｾﾙ 200mg Ｄ－ペニシラミンカプセル 大正製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 メチコバール錠 500μg メコバラミン錠 エーザイ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 メチコバール錠 500μg(ﾊﾞﾗ) メコバラミン錠 エーザイ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 メチルエルゴメトリン錠0.125mg｢あすか｣ マレイン酸メチルエルゴメトリン錠 武田薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 メチルドパ錠（ツルハラ）２５０ メチルドパ 鶴原製薬 循環器官用薬
内服薬 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT｢DSEP｣ ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 第一三共 その他の代謝性医薬品
内服薬 【バラ】メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＥ ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 第一三共 その他の代謝性医薬品
内服薬 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT｢DSEP｣★ メトホルミン 第一三共 その他の代謝性医薬品
内服薬 メドロール錠4mg メチルプレドニゾロン ファイザー ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 メナテトレノンカプセル15mg｢TYK」 メナテトレノン 武田薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
内服薬 メニレット70%ゼリー　20g イソソルビドゼリー 日医工 循環器官用薬
内服薬 メニレット70%ゼリー　30g イソソルビドゼリー 日医工 循環器官用薬
内服薬 メネシット錠 100mg レボドパ・カルビドパ（１）錠 オルガノ(株) 中枢神経系用薬
内服薬 メプチンドライシロップ 0.005% 塩酸プロカテロール 大塚製薬 呼吸器官用薬
内服薬 メプチンシロップ 5μg/ml 塩酸プロカテロールシロップ 大塚製薬 呼吸器官用薬
内服薬 メプチンミニ錠 25μg 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ錠 大塚製薬 呼吸器官用薬
内服薬 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠 10mg｢DSEP｣ ﾒﾏﾝﾁﾝ 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠 20㎎｢DSEP｣ ﾒﾏﾝﾁﾝ 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠 5㎎｢DSEP｣★ ﾒﾏﾝﾁﾝ 第一三共 中枢神経系用薬
内服薬 メラトベル顆粒小児用 0.2％ ﾒﾗﾄﾆﾝ ノーベルファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 メリスロン錠 6mg メシル酸ベタヒスチン錠 エーザイ 感覚器官用薬
内服薬 メルカゾール錠 5mg ﾁｱﾏｿﾞｰﾙ 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 Ｌ-メントール ｌ－メントール ファイザー 調剤用薬
内服薬 モサプリドクエン酸塩錠5mg｢AA｣ ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 モサプリドクエン酸塩錠5mg｢AA｣(ﾊﾞﾗ) ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 モビコール配合内用剤 LD マクロゴール4000 ＥＡファーマ 消化器官用薬
内服薬 モビプレップ配合内用剤 経口腸管洗浄剤 ＥＡファーマ その他の治療を主目的としない医薬品
内服薬 【麻】モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」 塩酸モルヒネ錠 大日本住友製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
内服薬 【麻】ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ 硫酸モルヒネ 藤本製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)



医薬品リスト 市立福知山市民病院
2022.3.1

21/47

剤型 薬品名 一般名称 メーカー名 薬効大分類

内服薬 モンテルカスト錠10mg「KM」 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ 杏林製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 薬用炭「日医工」50g 薬用炭 日医工 消化器官用薬
内服薬 ヤーズフレックス配合錠 ﾄﾞﾛｽﾋﾟﾚﾉﾝ･ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ユーエフティ配合ｶﾌﾟｾﾙＴ100㎎ テガフール・ウラシルカプセル 大鵬薬品 腫瘍用薬
内服薬 ユーエフティＥ顆粒20% テガフール・ウラシル顆粒 大鵬薬品 腫瘍用薬
内服薬 ユービット錠 100mg 尿素（１３Ｃ）錠 大塚製薬 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
内服薬 ユベラＮカプセル 100mg ニコチン酸トコフェロールカプセル エーザイ 循環器官用薬
内服薬 ユベラＮカプセル 100mg(ﾊﾞﾗ) ニコチン酸トコフェロールカプセル エーザイ 循環器官用薬
内服薬 ユリス錠 1㎎ ﾄﾞﾁﾇﾗﾄﾞ 持田製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 ユリノーム錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 鳥居薬品 その他の代謝性医薬品
内服薬 ユーロジン錠 2mg エスタゾラム錠 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」 ヨウ化カリウム 日医工 滋養強壮薬
内服薬 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 ヨクイニンエキス錠 小太郎漢方 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品
内服薬 ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用 ﾖｸｶﾝｻﾝｶﾁﾝﾋﾟﾊﾝｹﾞｴｷｽ ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ抑肝散エキス顆粒2.5g 抑肝散エキス ツムラ 漢方製剤
内服薬 ラクツロースシロップ65%｢ﾀｶﾀ｣(ﾋﾟｱｰﾚ) ﾗｸﾂﾛｰｽ 日本化薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 ラグノスＮＦ経口ゼリー分包《出荷制限》 ラクツロース 三和化学 その他の代謝性医薬品
内服薬 ラコールＮＦ配合経腸用【半固形剤】 経腸成分栄養剤 大塚製薬 滋養強壮薬
内服薬 ラコールＮＦ配合経腸液(ﾐﾙｸﾌﾚｰﾊﾞｰ) 経腸成分栄養剤（９）液 大塚製薬 滋養強壮薬
内服薬 ラシックス錠 40mg フロセミド錠 日医工 循環器官用薬
内服薬 ラジレス錠150mg アリスキレンフマル酸塩 ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌｯｸ 循環器官用薬
内服薬 ラステットＳカプセル 25mg エトポシドカプセル 日本化薬 腫瘍用薬
内服薬 ラックビー微粒Ｎ 10mg/g ビフィズス菌製剤（４）細粒 興和創薬 消化器官用薬
内服薬 ラックビー微粒Ｎ 10mg/g(ﾋｰﾄ) ビフィズス菌製剤（４）細粒 興和創薬 消化器官用薬
内服薬 ラツーダ錠 20㎎ ルラシドン塩酸塩 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ラツーダ錠 40㎎ ルラシドン塩酸塩 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ラパリムス錠 1mg ｼﾛﾘﾑｽ ノーベルファーマ 腫瘍用薬
内服薬 ラベプラゾールＮａ錠10mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ラベプラゾール ファイザー 消化器官用薬
内服薬 ラベプラゾールＮａ錠10mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」(ﾊﾞﾗ) ラベプラゾール ファイザー 消化器官用薬
内服薬 ラミクタール錠100mg ラモトリギン ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 中枢神経系用薬
内服薬 ラミクタール錠 25mg ラモトリギン ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 中枢神経系用薬
内服薬 ラミクタール錠小児用　5mg ラモトリギン ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 中枢神経系用薬
内服薬 ラミクタール錠小児用　2mg ラモトリギン ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 中枢神経系用薬
内服薬 ランソプラゾールＯＤ錠15mg｢ｻﾜｲ」（ﾊﾞﾗ) ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 沢井製薬 消化器官用薬
内服薬 ランソプラゾールＯＤ錠15mg｢ｻﾜｲ」 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 沢井製薬 消化器官用薬
内服薬 ランデル錠 20mg 塩酸エホニジピン錠 塩野義製薬 循環器官用薬
内服薬 リアルダ錠1200mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 持田製薬 消化器官用薬
内服薬 リウマトレックスカプセル2mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ ファイザー その他の代謝性医薬品
内服薬 リオナ錠250mg ｸｴﾝ酸第2鉄 鳥居薬品 循環器官用薬
内服薬 リオレサール錠 5mg バクロフェン錠 サンファーマ 末梢神経系用薬
内服薬 リクシアナOD錠15mg エドキサバントシル酸塩 第一三共 血液・体液用薬
内服薬 リクシアナOD錠30mg エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共 血液・体液用薬
内服薬 リクシアナOD錠　60mg ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝ 第一三共 血液・体液用薬
内服薬 リクシアナＯＤ錠【バラ】３０ｍｇ エドキサバン 第一三共 血液・体液用薬
内服薬 リザベン細粒 10% トラニラスト細粒 キッセイ ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 リスパダール錠 1mg リスペリドン錠 ヤンセンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 リスパダール内用液1mg リスペリドン液 ヤンセンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 リスパダール錠 2mg リスペリドン錠 ヤンセンファーマ 中枢神経系用薬
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内服薬 リスパダール内用液0.5mg リスペリドン ヤンセンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 リスパダール細粒 1% リスペリドン細粒 ヤンセンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 リズミック錠 10mg メチル硫酸アメジニウム錠 大日本住友製薬 循環器官用薬
内服薬 リスミー錠 1mg 塩酸リルマザホン錠 共和薬品 中枢神経系用薬
内服薬 リスモダンカプセル 100mg ジソピラミドカプセル クリニジェン 循環器官用薬
内服薬 リスモダンＲ錠 150mg リン酸ジソピラミド徐放錠 クリニジェン 循環器官用薬
内服薬 リーゼ錠5mg クロチアゼパム 田辺三菱製薬 中枢神経系用薬
内服薬 リタリン錠 10mg(ﾊﾞﾗ) 塩酸メチルフェニデート錠 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
内服薬 ツムラ六君子湯エキス顆粒 2.5g 六君子湯エキス顆粒 ツムラ 漢方製剤
内服薬 リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 塩酸リトドリン錠 武田薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬
内服薬 リーバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒 ＥＡファーマ 滋養強壮薬
内服薬 リパクレオン顆粒300mg分包 ﾊﾟﾝｸﾚﾘﾊﾟｰｾﾞ マイランEPD 消化器官用薬
内服薬 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 リファンピシン サンド 抗生物質製剤
内服薬 リフキシマ錠200mg ﾘﾌｧｷｼﾐﾝ 武田薬品 抗生物質製剤
内服薬 リフキシマ錠200mg（ﾊﾞﾗ) ﾘﾌｧｷｼﾐﾝ 武田薬品 抗生物質製剤
内服薬 リベルサス錠 3㎎ ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 リベルサス錠 7㎎ ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 リボトリール錠 1mg クロナゼパム錠 太陽ファルマ 中枢神経系用薬
内服薬 リボトリール細粒 0.1% クロナゼパム細粒 太陽ファルマ 中枢神経系用薬
内服薬 リーマス錠 200mg 炭酸リチウム錠 大正製薬 中枢神経系用薬
内服薬 リマチル錠 100mg ブシラミン錠 あゆみ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 リマプロストアルファデクス錠5μg｢日医工｣ (ﾊﾞﾗ) ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 日医工 血液・体液用薬
内服薬 リマプロストアルファデクス錠5μg｢日医工｣ ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 日医工 血液・体液用薬
内服薬 リムパーザ錠100mg オラパリブ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 腫瘍用薬
内服薬 リムパーザ錠150mg オラパリブ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 腫瘍用薬
内服薬 ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用） 竜胆瀉肝湯 ツムラ 漢方製剤
内服薬 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） ﾌﾞｸﾘｮｳ･ｿｳｼﾞｭﾂ･ｹｲﾋ･ｶﾝｿﾞｳ ツムラ 漢方製剤
内服薬 リルゾール錠 50㎎｢AA｣ リルゾール 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 リンヴォック錠 7.5㎎ ｳﾊﾟﾀﾞｼﾁﾆﾌﾞ アッヴィ その他の代謝性医薬品
内服薬 リンヴォック錠 15㎎ ｳﾊﾟﾀﾞｼﾁﾆﾌﾞ アッヴィ その他の代謝性医薬品
内服薬 リンゼス錠0.25mg ﾘﾅｸﾛﾁﾄﾞ アステラス製薬 消化器官用薬
内服薬 リンデロン錠 0.5mg ベタメタゾン錠 塩野義製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 リンデロン散 0.1% ベタメタゾン散 塩野義製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 リンデロンシロップ 0.1mg/ml ベタメタゾンシロップ 塩野義製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ルジオミール錠 10mg 塩酸マプロチリン錠 サンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 ルジオミール錠 25mg 塩酸マプロチリン錠 サンファーマ 中枢神経系用薬
内服薬 ルセフィ錠 2.5㎎ ﾙｾｵｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ 大正製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 ルトラ―ル錠 2mg 酢酸クロルマジノン錠 富士製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 ルネスタ錠2mg ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ エーザイ 中枢神経系用薬
内服薬 ルネスタ錠3mg ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ エーザイ 中枢神経系用薬
内服薬 ルパフィン錠10mg ﾙﾊﾟﾀｼﾞﾝ 田辺三菱製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 ルプラック錠 4mg トラセミド 富士ﾌｲﾙﾑ富山化学 循環器官用薬
内服薬 ルーラン錠 4mg 塩酸ペロスピロン水和物 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ルリッド錠 150mg ロキシスロマイシン錠 サノフィ 抗生物質製剤
内服薬 レキサルティ錠１ｍｇ ブレクスピプラゾール 大塚製薬 中枢神経系用薬
内服薬 レキサルティ錠２ｍｇ ブレクスピプラゾール 大塚製薬 中枢神経系用薬
内服薬 レキサルティOD錠1mg ベレクスピプラゾール 大塚製薬 中枢神経系用薬
内服薬 レキサルティOD錠2mg ブレクスピプラゾール 大塚製薬 中枢神経系用薬
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内服薬 レキサルティOD錠0.5mg ブレクスピプラゾール 大塚製薬 中枢神経系用薬
内服薬 レキソタン錠 2mg ブロマゼパム ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 中枢神経系用薬
内服薬 レキップＣＲ錠2mg ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 中枢神経系用薬
内服薬 レキップＣＲ錠8mg ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 中枢神経系用薬
内服薬 レクサプロ錠10mg ｴｽｼﾀﾛﾌﾟﾗﾑ 持田製薬 中枢神経系用薬
内服薬 レクチゾール錠 25mg ジアフェニルスルホン酸 田辺三菱製薬 外皮用薬
内服薬 レグテクト錠 333mg ｱｶﾝﾌﾟﾛｻｰﾄ 日本新薬 中枢神経系用薬
内服薬 レザルタス配合錠ＨＤ オルメサルタン　メドキソミル20mg/アゼルニジピン16m 第一三共 循環器官用薬
内服薬 レスミット錠 5mg メダゼパム錠 共和薬品 中枢神経系用薬
内服薬 レスリン錠 25mg 塩酸トラゾドン錠 オルガノ(株) 中枢神経系用薬
内服薬 レトロゾール錠2.5mg「明治」 ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ 明治製菓 腫瘍用薬
内服薬 レナジェル錠 250mg 塩酸セベラマー錠 中外製薬 循環器官用薬
内服薬 レナデックス錠4mg デキサメタゾン セルジーン ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 レパグリニド錠 0.25㎎｢ｻﾜｲ｣ ﾚﾊﾟｸﾞﾘﾆﾄﾞ 沢井製薬 その他の代謝性医薬品
内服薬 レバチオ錠20mg ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙｸｴﾝ ファイザー 循環器官用薬
内服薬 レバミピド錠100mg｢TYK｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 レバミピド錠100mg「TYK」(ﾊﾞﾗ) ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 レブラミドカプセル5mg レナリドミド セルジーン 腫瘍用薬
内服薬 レベチラセタム錠250mg｢明治｣(ﾊﾞﾗ) レベチラセタム 明治製菓 中枢神経系用薬
内服薬 レベチラセタム錠250mg｢明治｣ レベチラセタム 明治製菓 循環器官用薬
内服薬 レベチラセタムDS50%｢ﾄｰﾜ｣ レベチラセタム 東和薬品 中枢神経系用薬
内服薬 レボトミン錠 25mg マレイン酸レボメプロマジン錠 田辺三菱製薬 中枢神経系用薬
内服薬 レボトミン散 10% マレイン酸レボメプロマジン散 田辺三菱製薬 中枢神経系用薬
内服薬 レボフロキサシン錠250mg｢DSEP｣ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ250 第一三共 化学療法剤
内服薬 レボフロキサシン錠500mg｢DSEP｣ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ500 第一三共 化学療法剤
内服薬 レボレート錠12.5mg エルトロンボパグ　オラミン ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ その他の代謝性医薬品
内服薬 レボレート錠25mg エルトロンボ　オラミン ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ その他の代謝性医薬品
内服薬 レミッチOD錠　2.5μg ナルフラフィン 鳥居薬品 中枢神経系用薬
内服薬 レリフェン錠 400mg ナブメトン錠 三和化学 中枢神経系用薬
内服薬 レルミナ錠 40㎎ ﾚﾙｺﾞﾘｸｽ 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
内服薬 レンビマカプセル10mg ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ エーザイ 腫瘍用薬
内服薬 レンビマカプセル4mg ﾚﾝﾋﾞﾏ エーザイ 腫瘍用薬
内服薬 ロイケリン散 10% メルカプトプリン散 大原薬品 腫瘍用薬
内服薬 ロイコボリン錠 5mg ホリナートカルシウム錠 ファイザー その他の代謝性医薬品
内服薬 ロキソプロフェンNA錠60mg｢武田ﾃﾊﾞ」 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ内服液60mg｢日医工｣ ロキソプロフェンナトリウム 日医工 中枢神経系用薬
内服薬 ロケルマ懸濁用散分包 10g ｼﾞﾙｺﾆｳﾑｼｸﾛｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 循環器官用薬
内服薬 ロケルマ懸濁用散分包 5g ｼﾞﾙｺﾆｳﾑｼｸﾛｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 循環器官用薬
内服薬 ロコルナール錠 100mg トラピジル錠 持田製薬 循環器官用薬
内服薬 ロスーゼット配合錠ＬＤ エゼチミブ/ロスバスタチン ＭＳＤ 循環器官用薬
内服薬 【ﾊﾞﾗ】ロスバスタチンOD錠2.5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ 沢井製薬 循環器官用薬
内服薬 ロスバスタチンOD錠2.5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ 沢井製薬 循環器官用薬
内服薬 ロゼレム錠 8mg ラメルテオン 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ロゼレム錠 8mg【バラ】 ラメルテオン 武田薬品 中枢神経系用薬
内服薬 ロタテック内用液 経口弱毒生ﾋﾄﾛﾀｳｲﾙｽ ＭＳＤ 生物学的製剤
内服薬 ロトリガ粒状カプセル2g ｵﾒｶﾞ-3脂肪酸ｴﾁﾙ 武田薬品 循環器官用薬
内服薬 ロナセン錠4mg プロナンセリン 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
内服薬 ロフラゼプ酸エチル錠1mg｢SN｣ ロフラゼブ酸エチル ファイザー 中枢神経系用薬
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内服薬 ローブレナ錠100mg ロルラチニブ ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 ローブレナ錠25mg ロルラチニブ ファイザー 腫瘍用薬
内服薬 ロペミンカプセル１ｍｇ 塩酸ロペラミド ヤンセンファーマ 消化器官用薬
内服薬 ロペラミド塩酸塩細粒小児用｢ﾀｲﾖｰ｣ 0.05% 塩酸ロペラミド細粒 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 ロペラミド塩酸塩錠1mg｢あすか｣ 塩酸ロペラミド 武田薬品 消化器官用薬
内服薬 ロラタジンＯＤ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾛﾗﾀｼﾞﾝ 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
内服薬 ロンゲス錠 10mg リシノプリル錠 共和薬品 循環器官用薬
内服薬 ロンサーフ配合錠T15 ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ･ﾁﾋﾟﾗｼﾙ 大鵬薬品 腫瘍用薬
内服薬 ロンサーフ配合錠T20 ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ･ﾁﾋﾟﾗｼﾙ 大鵬薬品 腫瘍用薬
内服薬 ワソラン錠 40mg 塩酸ベラパミル錠 エーザイ 循環器官用薬
内服薬 ワーファリン錠0.5mg ワルファリンカリウム錠 エーザイ 血液・体液用薬
内服薬 ワーファリン錠0.5mg(ﾊﾞﾗ) ワルファリンカリウム エーザイ 血液・体液用薬
内服薬 ワーファリン錠 1mg ワルファリンカリウム エーザイ 血液・体液用薬
内服薬 ワーファリン錠 5mg(ﾊﾞﾗ) ワルファリンカリウム錠 エーザイ 血液・体液用薬
内服薬 ワーファリン錠 1mg(ﾊﾞﾗ) ワルファリンカリウム錠 エーザイ 血液・体液用薬
内服薬 ワントラム錠100mg ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 日本新薬 中枢神経系用薬
注射薬 動注用アイエーコール50mg シスプラチン 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ｱｲﾘｰｱ硝子体内注射用ｷｯﾄ 40㎎/ml ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ 参天製薬 感覚器官用薬
注射薬 アキネトン注射液 0.5% 1ml 乳酸ビペリデン注射液 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
注射薬 アクテムラ点滴静注用200mg トシリズマブ 中外製薬 生物学的製剤
注射薬 アクテムラ点滴静注用400mg トシリズマブ 中外製薬 生物学的製剤
注射薬 アクテムラ点滴静注用80mg トシリズマブ 中外製薬 生物学的製剤
注射薬 アクテムラ皮下注162mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ トシリズマブ 中外製薬 生物学的製剤
注射薬 アクトヒブ 乾燥ヘモフィルｂ型ワクチン サノフィ 生物学的製剤
注射薬 アクプラ静注用 100mg 静注用ネダプラチン 日医工 腫瘍用薬
注射薬 アクプラ静注用50mg 静注用ネダプラチン 日医工 腫瘍用薬
注射薬 アクラシノン注射用 20mg 注射用塩酸アクラルビシン アステラス製薬 腫瘍用薬
注射薬 アシクロビル250mg注射用 アシクロビル サンファーマ 化学療法剤
注射薬 アスパラカリウム注射液 10mEq/10ml Ｌ－アスパラギン酸カリウム注射液 ニプロESファーマ 滋養強壮薬
注射薬 アセリオ静注液1000mgバッグ ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ テルモ 中枢神経系用薬
注射薬 アセレンド注 100μg　2ml 亜セレン酸ナトリウム 藤本製薬 滋養強壮薬
注射薬 アタラックス－Ｐ注射液25mg パモ酸ヒドロキシジンカプセル ファイザー 中枢神経系用薬
注射薬 アダリムマブBS皮下注40mgﾍﾟﾝ0.8ml「第一三共」 アダリムマブ 第一三共 その他の代謝性医薬品
注射薬 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 アドセトリス点滴静注用50mg ﾌﾞﾚﾝﾂｷｼﾏﾌﾞ 武田薬品 腫瘍用薬
注射薬 アドナ注(静注用) 100mg/20ml カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注射液 ニプロESファーマ 血液・体液用薬
注射薬 アドナ注(静注用) 50mg/10ml カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注射液 ニプロESファーマ 血液・体液用薬
注射薬 アトニンＯ注 ５単位 オキシトシン注射液 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 アドレナリン注 0.1%シリンジ「ﾃﾙﾓ」 アドレリンキット テルモ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 アトロピン注 0.05%シリンジ「ﾃﾙﾓ」 硫酸アトロピンキット テルモ 末梢神経系用薬
注射薬 アトロピン硫酸塩注0.5mg「ﾀﾅﾍﾞ｣ アトロピン ニプロESファーマ 末梢神経系用薬
注射薬 アナフラニール点滴静注液 25mg 塩酸クロミプラミン注射液 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
注射薬 アニュイティ100μgｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸ｴｽﾃﾙ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
注射薬 アネメトロ点滴静注液 500mg/100mL ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ ファイザー 寄生動物用薬
注射薬 アネレム静注用 50㎎ レミマゾラムベシル酸塩 ムンディファーマ 中枢神経系用薬
注射薬 アバスチン点滴静注用100㎎/4ml ベバシズマブ 中外製薬 腫瘍用薬
注射薬 アバスチン点滴静注用400㎎/16ml ベバシズマブ 中外製薬 腫瘍用薬
注射薬 アービタックス注射液　100mg セツキシマブ ﾒﾙｸﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
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注射薬 アブラキサン点滴静注用100mg パクリタキセル/人血清アルブミン 大鵬薬品 腫瘍用薬
注射薬 アプレゾリン注射用20mg 注射用塩酸ヒドララジン サンファーマ 循環器官用薬
注射薬 アミオダロン塩酸塩静注 150mg 塩酸アミオダロン アステラス製薬 循環器官用薬
注射薬 アミカシン硫酸塩注射液200mg｢ｻﾜｲ」 アミカシン硫酸塩 沢井製薬 抗生物質製剤
注射薬 アミサリン注 10% 2ml 塩酸プロカインアミド注射液 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 循環器官用薬
注射薬 アミゼットＢ輸液　200ml 総合アミノ酸輸液 テルモ 滋養強壮薬
注射薬 アミノレバン点滴静注 500ml 肝不全用アミノ酸製剤（１）注射液 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 アムビゾーム点滴静注　50㎎ アムホテリシンＢ 大日本住友製薬 抗生物質製剤
注射薬 アリナミン注射液 2ml プロスルチアミン注射液 武田薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 アリナミンＦ注50 20ml 塩酸フルスルチアミン注射液 武田薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 アルガトロバン注射液10mg｢ｻﾜｲ｣ アルガドロバン 沢井製薬 循環器官用薬
注射薬 アルギニン点滴静注30g「AY」 ｱﾙｷﾞﾆﾝ 陽進堂 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 アルケラン静注用50mg ﾒﾙﾌｧﾗﾝ ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 腫瘍用薬
注射薬 【麻】アルチバ静注用　2㎎ レミフェンタニル ヤンセンファーマ 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
注射薬 アルツディスポ関節注25mg (ﾌﾟﾗ) ヒアルロン酸ナトリウム 科研製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 アルプロスタジル注10μgｼﾘﾝｼﾞ｢ｻﾜｲ｣ アルプロスラジル 沢井製薬 循環器官用薬
注射薬 診断用アレルゲン皮内ｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ1:10000 アレルゲン皮内ｴｷｽ 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ陽性対照液｢ﾄﾘｲ｣ﾋｽﾀﾐﾝ二塩酸塩 ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ陽性対照液ﾋｽﾀﾐﾝ 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 アレルゲンスクラッチエキス「ﾄﾘｲ」ｴﾋﾞ 診断用アレルゲンエキス注射液 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 ｱﾚﾙｹﾞﾝﾊｳｽﾀﾞｽﾄｴｷｽ｢ﾄﾘヰ｣　1:10/2ml アレルゲンエキス（２）注射液 鳥居薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
注射薬 ｱﾚﾙｹﾞﾝﾊｳｽﾀﾞｽﾄｴｷｽ｢ﾄﾘヰ｣　1:100/2ml アレルゲンエキス（２）注射液 鳥居薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
注射薬 ｱﾚﾙｹﾞﾝﾊｳｽﾀﾞｽﾄｴｷｽ｢ﾄﾘヰ｣　1:1000/2ml アレルゲンエキス（２）注射液 鳥居薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
注射薬 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｶﾝｼﾞﾀﾞ 診断用アレルゲンエキス注射液 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ「ﾄﾘｲ」 牛乳 診断用アレルゲンエキス注射液 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ「ﾄﾘｲ」 小麦粉 診断用アレルゲンエキス注射液 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ「ﾄﾘｲ」 米 診断用アレルゲンエキス注射液 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｽｷﾞ花粉 診断用アレルゲンエキス注射液 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ 診断用アレルゲンエキス注射液 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ「ﾄﾘｲ」 卵黄 診断用アレルゲンエキス注射液 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ「ﾄﾘｲ」卵白 診断用アレルゲンエキス注射液 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 標準化ｱﾚﾙｹﾞﾝ治療ｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣ｽｷﾞ花粉 標準化スギ花粉エキス注射液 鳥居薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
注射薬 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾀﾞﾆ 診断用アレルゲンエキス注射液 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 アレルゲンスクラッチｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾊﾟﾝ アレルゲン 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 アンチレクス注   1ml 塩化エドロホニウム注射液 杏林製薬 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 イスコチン注100mg イソニアジド ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 化学療法剤
注射薬 イストダックス点滴静注用 10mg ﾛﾐﾃﾞﾌﾟｼﾝ セルジーン 腫瘍用薬
注射薬 イダマイシン静注用 5mg 注射用塩酸イダルビシン ファイザー 腫瘍用薬
注射薬 イノバン注0.3%シリンジ 塩酸ドパミン注射液キット 協和キリン 循環器官用薬
注射薬 イノバン注100mg5ml 塩酸ドパミン注射液 協和キリン 循環器官用薬
注射薬 イベニティ皮下注105㎎シリンジ ロモソズマブ アステラス製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 注射用イホマイド 1ｇ 注射用イホスファミド 塩野義製薬 腫瘍用薬
注射薬 イミグラン注３mg/1ml ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 循環器官用薬
注射薬 イミフィンジ点滴静注120mg デュルバルマブ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 腫瘍用薬
注射薬 イミフィンジ点滴静注500mg デュルバルマブ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 腫瘍用薬
注射薬 イムネース注 35万単位 注射用テセロイキン（遺伝子組換え） 共和薬品 生物学的製剤
注射薬 イムノマックス－γ注100 インターフェロンガンマ-1a 共和薬品 生物学的製剤
注射薬 イモバックスポリオ皮下注 不活化ポリオワクチン サノフィ 生物学的製剤
注射薬 インスリンリスプロBS注ソロスターHU｢ｻﾉﾌｨ｣ インスリンリスプロ(遺伝子組み換え) サノフィ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
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注射薬 インデラル注射液 2mg 塩酸プロプラノロール注射液 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 循環器官用薬
注射薬 イントラリポス輸液 20% ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ100ml ダイズ油注射液 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注用100mg「NK」 インフリキシマブ 日本化薬 消化器官用薬
注射薬 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生研｣【★2020緊急措置★】 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ 武田薬品 生物学的製剤
注射薬 ｲﾝﾌｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢ＫＭＢ｣ ｲﾝﾌｴﾝｻﾞ 明治製菓 その他
注射薬 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ ＭＳＤ 生物学的製剤
注射薬 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ「第一三共」 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ 第一三共 生物学的製剤
注射薬 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢ﾋﾞｹﾝHA」 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ 田辺三菱製薬 生物学的製剤
注射薬 ヴィーン３Ｇ輸液　500ml 維持液注射液 扶桑薬品 血液・体液用薬
注射薬 ヴィーンＤ輸液　500ml 酢酸リンゲル液ﾌﾞﾄﾞｳ糖加液 扶桑薬品 血液・体液用薬
注射薬 ウロナーゼ静注用６万単位 ｳﾛｷﾅｰｾﾞ 持田製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ウロミテキサン注 100mg メスナ注射液 塩野義製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ウロミテキサン注 400mg メスナ注射液 塩野義製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 エイムゲン注 0.5μg A型肝炎ワクチン 明治製菓 生物学的製剤
注射薬 エクザール注射用 10mg 注射用硫酸ビンブラスチン 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 エスポー皮下用24000単位ｼﾘﾝｼﾞ エポエチンα（遺伝子組換え）キット 協和キリン その他の代謝性医薬品
注射薬 エタネルセプトBS皮下注25mgﾍﾟﾝ0.5mL｢MA｣ エタネルセプト あゆみ製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 エタネルセプトBS皮下注50mgﾍﾟﾝ1.0mL「MA｣ エタネルセプト あゆみ製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 エダラボン点滴静注液バッグ 30mg エダラボン 日医工 中枢神経系用薬
注射薬 ＨＣＧモチダ筋注用 5000単位 注射用胎盤性性腺刺激ホルモン 持田製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ＡＴＰ注20mg「イセイ」 アデノシン三リン酸二ナトリウム 日医工 その他の代謝性医薬品
注射薬 エナルモンデポー筋注　250mg エナント酸テストステロン 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 エピペン注射液0.15mg エピネフリン注射液 マイランEPD ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 エピペン注射液 0.3mg エピネフリン注射液 マイランEPD ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 エピルビシン塩酸塩注射用10mg｢ｻﾜｲ」 エピルビシン塩酸塩 沢井製薬 腫瘍用薬
注射薬 エピルビシン塩酸塩注射用50mg｢ｻﾜｲ」 エピルビシン塩酸塩 沢井製薬 腫瘍用薬
注射薬 uＦＳＨ注用150単位｢あすか｣(ｺﾞﾅﾋﾟｭｰﾙ) 下垂体性性腺刺激ホルモン 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 エフェドリン｢ﾅｶﾞヰ｣注射液 40mg 塩酸エフェドリン注射液 日医工 呼吸器官用薬
注射薬 エポエチンアルファBS注1500ｼﾘﾝｼﾞ｢JCR｣ ｴﾎﾟｴﾁﾝ ｶｯﾊﾟ キッセイ その他の代謝性医薬品
注射薬 エポエチンアルファBS注3000ｼﾘﾝｼﾞ｢JCR｣ ｴﾎﾟｴﾁﾝ ｶｯﾊﾟ キッセイ その他の代謝性医薬品
注射薬 エポジン注シリンジ 750IU(1本用）★ エポエチンβ（遺伝子組換え）注射用 中外製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 エホチール注射液 1%10mg 塩酸エチレフリン注射液 サノフィ 循環器官用薬
注射薬 エムガルティ皮下注120mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ガルカネズマブ 第一三共 中枢神経系用薬
注射薬 エムプリシティ点滴静注用300mg ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 腫瘍用薬
注射薬 エムプリシティ点滴静注用400mg ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 腫瘍用薬
注射薬 注射用エラスポール100 注射用シベレスタットナトリウム水和物 丸石製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 エリル点滴静注液 30mg 塩酸ファスジル水和物注射液 旭化成 循環器官用薬
注射薬 ＬＨ－ＲＨ注 0.1mg 酢酸ゴナドレリン注射液 ニプロESファーマ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 エルカルチンFF静注1000㎎ｼﾘﾝｼﾞ5mL ﾚﾎﾞｶﾙﾁﾆﾝ 大塚製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 エルシトニン注 40単位 エルカトニン注射液 旭化成 その他の代謝性医薬品
注射薬 エルネオパＮＦ1号輸液ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ1000mL 高ｶﾛﾘｰ輸液用糖・電解質・ｱﾐﾉ酸・総ﾋﾞﾀﾐﾝ 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 エルネオパＮＦ1号輸液ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ1500mL 高ｶﾛﾘｰ輸液用糖・電解質・ｱﾐﾉ酸・総ﾋﾞﾀﾐﾝ 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 エルネオパＮＦ1号輸液ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ2000mL 高ｶﾛﾘｰ輸液用糖・電解質・ｱﾐﾉ酸・総ﾋﾞﾀﾐﾝ 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 エルネオパＮＦ2号輸液ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ1000mL 高ｶﾛﾘｰ輸液用糖・電解質・ｱﾐﾉ酸・総ﾋﾞﾀﾐﾝ 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 エルネオパＮＦ2号輸液ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ1500mL 高ｶﾛﾘｰ輸液用糖・電解質・ｱﾐﾉ酸・総ﾋﾞﾀﾐﾝ 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 エルネオパＮＦ2号輸液ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ2000mL 高ｶﾛﾘｰ輸液用糖・電解質・ｱﾐﾉ酸・総ﾋﾞﾀﾐﾝ 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 エレジェクト注シリンジ 微量元素 テルモ 滋養強壮薬
注射薬 10%塩化ナトリウム注射液 20ml １０％塩化ナトリウム注射液 大塚製薬 血液・体液用薬
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注射薬 エンセバック皮下注用(日本脳炎） 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 明治製菓 生物学的製剤
注射薬 エンタイビオ点滴静注用300mg ベドリズマブ 武田薬品 消化器官用薬
注射薬 注射用エンドキサン 100mg 注射用シクロホスファミド 塩野義製薬 腫瘍用薬
注射薬 注射用エンドキサン 500mg 注射用シクロホスファミド 塩野義製薬 腫瘍用薬
注射薬 エンハーツ点滴静注用 100㎎ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞﾃﾞﾙｸｽﾃﾛﾝ 第一三共 腫瘍用薬
注射薬 オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ＮＫ」 ｵｷｻﾘｵﾌﾟﾗﾁﾝ 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 【麻】オキファスト注10mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩 塩野義製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
注射薬 【麻】オキファスト注50mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 塩野義製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
注射薬 オクトレオチド皮下注100μg｢ｱｽｶ｣ オクトレオチド 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 オザグレルNa点滴静注 80㎎｢FY｣ ｵｻﾞｸﾞﾚﾙﾅﾄﾘｳﾑ 武田薬品 その他の代謝性医薬品
注射薬 オザペンバック注 80mg【出荷停止中】 オザグレルナトリウム注射液 武田薬品 その他の代謝性医薬品
注射薬 オゼンピック皮下注 0.25㎎SD ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 オゼンピック皮下注 0.5㎎SD ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 おたふく風邪ワクチン おたふく風邪ワクチン 武田薬品 生物学的製剤
注射薬 オニバイド点滴静注 43㎎/10ml ｲﾘﾉﾃｶﾝ 日本セルヴィ 腫瘍用薬
注射薬 オノアクト点滴静注用 50mg 注射用塩酸ランジオロール 小野薬品 循環器官用薬
注射薬 オノアクト点滴静注用150mg 注射用塩酸ランジオロール 小野薬品 循環器官用薬
注射薬 オビソート注射用 100mg 注射用塩化アセチルコリン 第一三共 末梢神経系用薬
注射薬 オプジーボ点滴静注★120㎎★ ニボルマブ 小野薬品 腫瘍用薬
注射薬 オプジーボ点滴静注20mg/2ml ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ 小野薬品 腫瘍用薬
注射薬 オプジーボ点滴静注240mg ニボルマブ 小野薬品 腫瘍用薬
注射薬 オムニパーク300注シリンジ100mL イオヘキソールキット 第一三共 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 オメプラゾール注射用20mg「日医工」 オメプラゾール 日医工 消化器官用薬
注射薬 オルガラン静注 1250単位 ダナパロイドナトリウム注射液 共和ｸﾘﾃｨｹｱ 血液・体液用薬
注射薬 オルガドロン注射液 3.8mg/1mL リン酸デキサメタゾンナトリウム サンド ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 オルダミン注射用1g(2本入り) 注射用オレイン酸モノエタノールアミン 武田薬品 血液・体液用薬
注射薬 オレンシア皮下注125mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ1mL ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ 小野薬品 その他の代謝性医薬品
注射薬 オレンシア点滴静注用250mg アバタセプト ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ その他の代謝性医薬品
注射薬 オンコビン注射用 1mg 注射用硫酸ビンクリスチン 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「マルイシ」 オンダンセトロン塩酸塩 丸石製薬 消化器官用薬
注射薬 オンパットロ点滴静注 2㎎/ml パチシランナトリウム エスデイコラボ 末梢神経系用薬
注射薬 カイプロリス点滴静注用10mg ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ 小野薬品 腫瘍用薬
注射薬 カイプロリス点滴静注用40mg ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ 小野薬品 腫瘍用薬
注射薬 ガザイバ点滴静注1000mg/40ml オビヌツズマブ 中外製薬 腫瘍用薬
注射薬 ガスター注射液 20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ LTLファーマ 消化器官用薬
注射薬 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 組換え沈降4価ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ ＭＳＤ 生物学的製剤
注射薬 カドサイラ点滴静注用100mg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞｴﾑﾀﾝｼﾝ 中外製薬 腫瘍用薬
注射薬 カドサイラ点滴静注用160mg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞｴﾑﾀﾝｼﾝ 中外製薬 腫瘍用薬
注射薬 ガベキサートメシル酸塩静注用100mg｢日医工｣ ガベキサートメシル酸 日医工 その他の代謝性医薬品
注射薬 ガベキサートメシル酸塩静注用500mg｢日医工」 ガベキサートメシル酸塩 日医工 その他の代謝性医薬品
注射薬 カルセド注射用20mg 塩酸アムルビシン 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 カルセド注射用50mg 塩酸アムルビシン 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 カルチコール注 425mg/5ml グルコン酸カルシウム注射液 日医工 滋養強壮薬
注射薬 カルボプラチン点滴静注液150mg「ｻﾜｲ」 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ 沢井製薬 腫瘍用薬
注射薬 カルボプラチン点滴静注液450mg「ｻﾜｲ」 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ 沢井製薬 腫瘍用薬
注射薬 カルボプラチン点滴静注液50mg「ｻﾜｲ」 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ 沢井製薬 腫瘍用薬
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注射薬 カンサイダス点滴静注用 50mg カスボファンギン酢酸塩 ＭＳＤ 抗生物質製剤
注射薬 カンサイダス点滴静注用 70mg カスボファンギン酢酸塩 ＭＳＤ 抗生物質製剤
注射薬 カンレノ酸カリウム静注用100mg｢ｻﾜｲ｣ カンレノ酸カリウム 沢井製薬 循環器官用薬
注射薬 キイトルーダ点滴静注100mg ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ ＭＳＤ 腫瘍用薬
注射薬 キシロカイン注射液 1%Ｅ 20ml 塩酸リドカイン・エピネフリン（２）注射液 サンド 末梢神経系用薬
注射薬 キシロカイン注ポリアンプ １% 塩酸リドカイン注射液 サンド 末梢神経系用薬
注射薬 キシロカイン注ポリアンプ 2%《出荷制限中》 塩酸リドカイン注射液 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 末梢神経系用薬
注射薬 キシロカイン注射液 2%E　20ml 塩酸リドカイン・エピネフリン ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 末梢神経系用薬
注射薬 キシロカイン注ポリアンプ 2%【代替品】 塩酸リドカイン注射液 サンド 末梢神経系用薬
注射薬 キュビシン静注用350mg ﾀﾞﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ ＭＳＤ 抗生物質製剤
注射薬 キロサイドＮ注 1g シタラビン 日本新薬 腫瘍用薬
注射薬 キロサイド注 200mg シタラビン注射液 日本新薬 腫瘍用薬
注射薬 キロサイド注 40mg シタラビン注射液 日本新薬 腫瘍用薬
注射薬 キロサイドＮ注 400mg シタラビン注射液 日本新薬 腫瘍用薬
注射薬 キンダリー透析剤AF3号6Ｌ 人工透析液（２－９）注射液 扶桑薬品 人工透析用薬
注射薬 クアトロバック皮下注シリンジ 百日せき･ｼﾞﾌﾃﾘｱ･破傷風･ﾎﾟﾘｵ 明治製菓 生物学的製剤
注射薬 グラニセトロン点滴静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ「明治」 塩酸グラニセトロン 明治製菓 消化器官用薬
注射薬 グラニセトロン静注液 １mgｼﾘﾝｼﾞ｢ｻﾜｲ」 グラニセトロン塩酸塩 沢井製薬 消化器官用薬
注射薬 グラニセトロン静注液 ３mgｼﾘﾝｼﾞ｢ｻﾜｲ」 グラニセトロン塩酸塩 沢井製薬 消化器官用薬
注射薬 クラフォラン注射用 1g 注射用セフォタキシムナトリウム サノフィ 抗生物質製剤
注射薬 インスリン グラルギンBS注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ｢ﾘﾘｰ｣ ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 クリアクター注80万 モンテプラーゼ エーザイ その他の代謝性医薬品
注射薬 グリセレブ配合点滴静注 200ml 濃グリセリン・果糖注射液 テルモ 循環器官用薬
注射薬 ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液300mg｢ｻﾜｲ｣ ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ 沢井製薬 抗生物質製剤
注射薬 ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液600mg｢ｻﾜｲ｣ ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ 沢井製薬 抗生物質製剤
注射薬 グルカゴンＧノボ注射用 1mg 注射用グルカゴン（遺伝子組換え） ＥＡファーマ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 グルトパ注1200万 ｱﾙﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ 田辺三菱製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 クレキサン皮下注キット2000IU エノキサベリンナトリウム サノフィ 血液・体液用薬
注射薬 グロウジェクトＢＣ注射用8mg ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ JCRファーマ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 グロウジェクト皮下注12mg ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ JCRファーマ その他の治療を主目的としない医薬品
注射薬 ケイセントラ静注用500 ﾋﾄﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ ＣＳＬベーリング 生物学的製剤
注射薬 ケイツーＮ静注 10mg メナテトレノン（２）注射液 エーザイ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 ＫＣＬ注  10mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」10mL 塩化カリウム テルモ 血液・体液用薬
注射薬 【麻】ケタラール静注用 200㎎/20ml ケタミン塩酸塩 第一三共 中枢神経系用薬
注射薬 筋注用ケナコルト-A 40mg/1ml トリアムシノロンアセトニド水性懸濁注射液 ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ケブザラ皮下注200㎎ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ｻﾘﾙﾏﾌﾞ 旭化成 その他の代謝性医薬品
注射薬 ゲムシタビン点滴静注用１g｢NK｣ ゲムシタビン 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ゲムシタビン点滴静注用200mg｢NK｣ ゲムシタビン 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ゲンタシン注40 硫酸ゲンタマイシン 高田製薬 抗生物質製剤
注射薬 コスメゲン静注用0.5mg ｱｸﾁﾉﾏｲｼﾝD ノーベルファーマ 腫瘍用薬
注射薬 コセンティクス皮下注150mg　ペン ｾｸｷﾇﾏﾌﾞ マルホ その他の代謝性医薬品
注射薬 コートロシンＺ筋注 0.5㎎ 酢酸テトラコサクチド 第一三共 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 コートロシン注射用　0.25㎎★ 酢酸テトラコサクチド 第一三共 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ゴナックス皮下注120mg(専用溶解液付） ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ アステラス製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ゴナックス皮下注80mg(専用溶解液付） ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ アステラス製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ゴナールエフ皮下注ペン450 ﾎﾘﾄﾛﾋﾟﾝｱﾙﾌｧ ﾒﾙｸﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 コバールトリイ静注用１０００ オクトコグ　ベータ ﾊﾞｲｴﾙ薬品 生物学的製剤
注射薬 ザイボックス注射液600mg リネゾリド ファイザー 化学療法剤



医薬品リスト 市立福知山市民病院
2022.3.1

29/47

剤型 薬品名 一般名称 メーカー名 薬効大分類

注射薬 注射用サイメリン100mg ﾗﾆﾑﾁﾝ ニプロESファーマ 腫瘍用薬
注射薬 注射用サイメリン50mg ﾗﾆﾑﾁﾝ ニプロESファーマ 腫瘍用薬
注射薬 サイモグロブリン点滴静注用25mg 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン サノフィ 生物学的製剤
注射薬 サイラムザ点滴静注液100mg ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 腫瘍用薬
注射薬 サイラムザ点滴静注液500mg ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 腫瘍用薬
注射薬 サイレース静注2mg フルニトラゼパム エーザイ 中枢神経系用薬
注射薬 サークリサ点滴静注 100㎎ ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ サノフィ 腫瘍用薬
注射薬 サークリサ点滴静注 500㎎ ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ サノフィ 腫瘍用薬
注射薬 ザノサー点滴静注1g ｽﾄﾚﾌﾟﾄｿﾞｼﾝ ノーベルファーマ 腫瘍用薬
注射薬 サブパック血液ろ過用補充液-Bi 塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・ ニプロ 人工透析用薬
注射薬 ザルトラップ点滴静注100mg アフリベルセプト サノフィ 腫瘍用薬
注射薬 ザルトラップ点滴静注200mg アフリベルセプト サノフィ 腫瘍用薬
注射薬 サンディミュン点滴静注用 250mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ その他の代謝性医薬品
注射薬 サンドスタチンLAR筋注用ｷｯﾄ10mg オクトレオチド ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 サンドスタチンLAR筋注用ｷｯﾄ20mg オクトレオチド ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 サンドスタチンLAR筋注用ｷｯﾄ30mg オクトレオチド ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 サンリズム注射液 50mg 塩酸ピルジカイニド注射液 第一三共 循環器官用薬
注射薬 注射用ＧＨＲＰ科研１００ プラルモレリン 科研製薬 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 ジェノトロピンゴークイック注用12mg ソマトロピン ファイザー ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg ソマトロピン ファイザー ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ジェービックＶ ｢ﾀｹﾀﾞ｣★ 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 武田薬品 生物学的製剤
注射薬 ジェブタナ点滴静注60mg ｶﾊﾞｼﾞﾀｷｾﾙ サノフィ 腫瘍用薬
注射薬 シグマート注2mg 注射用ニコランジル 中外製薬 循環器官用薬
注射薬 シグマート注 48mg 注射用ニコランジル 中外製薬 循環器官用薬
注射薬 ジゴシン注 0.25mg ジゴキシン注射液 太陽ファルマ 循環器官用薬
注射薬 シスプラチン点滴静注 10mg｢ﾏﾙｺ｣ シスプラチン ﾔｸﾙﾄ本社 腫瘍用薬
注射薬 シスプラチン点滴静注 50mg｢ﾏﾙｺ｣ シスプラチン ﾔｸﾙﾄ本社 腫瘍用薬
注射薬 シナジス筋注液 100mg パリビズマブ（遺伝子組換え）注射液 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 化学療法剤
注射薬 シナジス筋注液 50mg パリビズマブ（遺伝子組換え）注射液 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 化学療法剤
注射薬 ジフォルタ注射液20mg/1ml プララトレキサート ムンディファーマ 腫瘍用薬
注射薬 ジフルカン静注 100mg/50ml フルコナゾール注射液 ファイザー 化学療法剤
注射薬 シプロフロキサシン点滴静注４００ｍｇ／２００ｍＬ「 シプロキサシン 明治製菓 化学療法剤
注射薬 シムジア皮下注200㎎ｵｰﾄｸﾘｯｸｽ セルトリズマブ アステラス製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ジーラスタ皮下注3.6mg ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 協和キリン 血液・体液用薬
注射薬 シングリックス筋注用 水痘帯状疱疹ウイルスgE抗原 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 生物学的製剤
注射薬 シンビット静注用 50mg 塩酸ニフェカラント アステラス製薬 循環器官用薬
注射薬 シンポニー皮下注50㎎ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ゴリムマブ 田辺三菱製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 乾燥弱毒生水痘ワクチン 水痘ワクチン 田辺三菱製薬 生物学的製剤
注射薬 スキサメトニウム注100｢ﾏﾙｲｼ｣ 塩化スキサメトニウム注射液 丸石製薬 末梢神経系用薬
注射薬 スキリージ皮下注 75㎎シリンジ リサンキヅマブ アッヴィ その他の代謝性医薬品
注射薬 スクエアキッズ皮下注シリンジ 百日せき･ｼﾞﾌﾃﾘｱ･破傷風･ﾎﾟﾘｵ 第一三共 生物学的製剤
注射薬 ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ ウステキヌマブ 田辺三菱製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ステラーラ皮下注45mgシリンジ ｳｽﾃｷﾇﾏﾌﾞ 田辺三菱製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 硫酸ストレプトマイシン注射用 1g 注射用硫酸ストレプトマイシン 明治製菓 抗生物質製剤
注射薬 スベニールﾃﾞｨｽﾎﾟ関節注 25mg ヒアルロン酸ナトリウムキット 中外製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 スルバシリン静注用1.5g スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム 明治製菓 抗生物質製剤
注射薬 スルバシリン静注用0.75g スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム 明治製菓 抗生物質製剤
注射薬 生食注シリンジ｢オオツカ｣10ml 生理食塩液 大塚製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
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注射薬 大塚生食注ＴＮ (ﾌﾟﾗ) ｾｲﾘｼｮｸｴﾝｴｷ 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 大塚生食注 100mL 生理食塩液 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 テルモ生食1000ml 生理食塩液 テルモ 血液・体液用薬
注射薬 カーミパック生理食塩液Ｌ 生理食塩水 テルモ 血液・体液用薬
注射薬 生食注シリンジ｢オオツカ｣20ml 生理食塩液 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 生食食塩液PL｢ﾌｿｰ｣ 20ml 生理食塩液 扶桑薬品 血液・体液用薬
注射薬 生理食塩液PL｢ﾌｿｰ｣ﾊﾞｯｸﾞ2000ml 生理食塩液 扶桑薬品 血液・体液用薬
注射薬 生理食塩液バック｢ﾌｿｰ｣250ml 生理食塩液 扶桑薬品 血液・体液用薬
注射薬 生理食塩液 PL「フソー｣5ml 生理食塩液 扶桑薬品 血液・体液用薬
注射薬 大塚生食注 50ml 生理食塩液 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 テルモ生食 500ml 生理食塩液 テルモ 血液・体液用薬
注射薬 セスデン注射液 7.5mg 臭化チメピジウム注射液 ニプロESファーマ 末梢神経系用薬
注射薬 セファゾリンナトリウム注射用0.5g｢日医工｣ セファゾリンナトリウム 日医工 抗生物質製剤
注射薬 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 セファゾリンナトリウム 日医工 抗生物質製剤
注射薬 セフォチアム塩酸塩静注用1g｢NP｣ 塩酸セフォチアム ニプロ医薬 抗生物質製剤
注射薬 セフォン静注用1g ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ・ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝ 日医工 抗生物質製剤
注射薬 セフタジジム静注用1g「ﾏｲﾗﾝ」 セフタジジム ファイザー 抗生物質製剤
注射薬 セフトリアキソンﾅﾄﾘｳﾑ静注用1g｢日医工｣ セフトリアキソンナトリウム 日医工 抗生物質製剤
注射薬 セフメタゾールＮａ静注用1g｢NP｣ セフメタゾールナトリウム ニプロ医薬 抗生物質製剤
注射薬 セルシン注射液10mg ジアゼパム注射液 武田薬品 中枢神経系用薬
注射薬 セレネース注 5mg ハロペリドール注射液 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
注射薬 ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン 丸石製薬 中枢神経系用薬
注射薬 ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ ﾗﾝﾚｵﾁﾄﾞ 帝人ファーマ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ゾラデックスＬＡ10.8mgﾃﾞﾎﾟ 酢酸ゴセレリン ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ゾラデックス3.6mgデポ 酢酸ゴセレリンキット ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ソリクア配合注ソロスター ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ/ﾘｷｼｾﾅﾁﾄﾞ サノフィ その他の代謝性医薬品
注射薬 ソルアセトＦ輸液 酢酸リンゲル注射液 テルモ 血液・体液用薬
注射薬 ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ (2mL(ﾖｳ)ﾂｷ) 注射用コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム ファイザー ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ソルデム１輸液　200ml 開始液（１） テルモ 血液・体液用薬
注射薬 ソルデム１輸液　500ml 開始液（１） テルモ 血液・体液用薬
注射薬 ソルデム３Ａ輸液　200ml 維持液（３） テルモ 血液・体液用薬
注射薬 ソルデム３Ａ輸液　500ml 維持液（３） テルモ 血液・体液用薬
注射薬 ゾルトファイ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ ｲﾝｽﾘﾝﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ/ﾘﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ その他の代謝性医薬品
注射薬 ソル･メドロール静注用 125mg 注射用ｺﾊｸ酸ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾅﾄﾘｳﾑ ファイザー ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ソル・メドロール静注用４０ｍｇ 注射用ｺﾊｸ酸ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾅﾄﾘｳﾑ ファイザー ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ソル･メドロール静注用 500mg 注射用ｺﾊｸ酸ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾅﾄﾘｳﾑ ファイザー ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ゾレア皮下注用150mg ｵﾏﾘｽﾞﾏﾌﾞ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 呼吸器官用薬
注射薬 ゾレア皮下注用 75㎎ ｵﾏﾘｽﾞﾏﾌﾞ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 呼吸器官用薬
注射薬 ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLﾊﾞｯｸﾞ「NK」 ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ 日本化薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ダイアモックス注 500mg 注射用アセタゾラミドナトリウム 三和化学 循環器官用薬
注射薬 ダウノマイシン静注用 20mg 注射用塩酸ダウノルビシン 明治製菓 腫瘍用薬
注射薬 ダカルバジン注用 100mg 注射用ダカルバジン サンド 腫瘍用薬
注射薬 タゾピペ配合静注用４．５「明治」 タゾバクタム/ピペラシリン 明治製菓 抗生物質製剤
注射薬 タチオン注射用200mg 注射用グルタチオン 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ その他の代謝性医薬品
注射薬 ダラキューロ配合皮下注 ダラツムマブ･ボルヒアルロニダーゼｱﾙﾌｧ ヤンセンファーマ 腫瘍用薬
注射薬 ダラザレックス点滴静注 100mg ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ ヤンセンファーマ 腫瘍用薬
注射薬 ダラザレックス点滴静注 400mg ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ ヤンセンファーマ 腫瘍用薬
注射薬 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」120μg ダルベポエチンα 協和キリン その他の代謝性医薬品



医薬品リスト 市立福知山市民病院
2022.3.1

31/47

剤型 薬品名 一般名称 メーカー名 薬効大分類

注射薬 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」180μg ダルベポエチンα 協和キリン その他の代謝性医薬品
注射薬 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」20μg ダルベポエチンα 協和キリン その他の代謝性医薬品
注射薬 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」30μg ダルベポエチンα 協和キリン その他の代謝性医薬品
注射薬 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」40μg ダルベポエチンα 協和キリン その他の代謝性医薬品
注射薬 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」60μg ダルベポエチンα 協和キリン その他の代謝性医薬品
注射薬 ダントリウム静注用 20mg 注射用ダントロレンナトリウム ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ 末梢神経系用薬
注射薬 注射用水PL「フソー」1000ml 注射用水1000 扶桑薬品 調剤用薬
注射薬 注射用水PL「ﾌｿｰ」20ml 注射用水 扶桑薬品 調剤用薬
注射薬 注射用水「フソー」5ml 注射用水 扶桑薬品 調剤用薬
注射薬 注射用水[ﾌｿｰ] 500ml（ﾀﾞﾌﾞﾙ） 注射用水 扶桑薬品 調剤用薬
注射薬 一般診断用精製ツベルクリン注 0.25μg 精製ツベルクリン 日本BCG 生物学的製剤
注射薬 ＴＲＨ注 0.5mg ｢ﾀﾅﾍﾞ｣  1ml プロチレリン注射液 ニプロESファーマ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 テイコプラニン点滴静注用200㎎｢ﾄｰﾜ｣ テイコプラニン 東和薬品 抗生物質製剤
注射薬 1%ディプリバン注キット 20ml プロポフォールキット サンド 中枢神経系用薬
注射薬 1%ディプリバン注キット 50ml プロポフォールキット サンド 中枢神経系用薬
注射薬 デキサート注射液6.6mg 3.3mg/mL リン酸デキサメタゾンナトリウム 富士製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 低分子デキストランＬ注 500ml 乳酸リンゲル液（デキストラン４０加）（１）注射液 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 デスフェラール注射用　500mg メシル酸デフェロキサミン注射用 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ その他の代謝性医薬品
注射薬 テセントリク点滴静注1200mg★ アテゾリズマブ 中外製薬 腫瘍用薬
注射薬 テセントリク点滴静注 840㎎ アテゾリズマブ 中外製薬 腫瘍用薬
注射薬 ＤＴビック ｼﾞﾌﾃﾘｱ破傷風混合ﾄｷｿｲﾄﾞ 田辺三菱製薬 生物学的製剤
注射薬 デトキソール静注液2g チオ硫酸ナトリウム注射液 日医工 その他の代謝性医薬品
注射薬 Ｄドライ透析剤2.5S　4ｾｯﾄ 人工透析用剤（５－１） 日機装 人工透析用薬
注射薬 デノシン点滴静注用 500mg 静注用ガンシクロビル 田辺三菱製薬 化学療法剤
注射薬 デファイテリオ静注 200㎎ ﾃﾞﾌｨﾌﾞﾛﾁﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ 日本新薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 デュピクセント皮下注300㎎ペン ﾃﾞｭﾋﾟﾙﾏﾌﾞ サノフィ ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
注射薬 ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ酢酸塩静注用100｢旭化成｣ 酢酸テリパラチド 旭化成 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 テリパラチドBS皮下注キット600μg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ 持田製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 テリボン皮下注用56.5μg(溶解液付） ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ 旭化成 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 テリボン皮下注 28.2μgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ テリパラチド酢酸塩 旭化成 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ドキシル注20mg 塩酸ドキソルビシン 持田製薬 腫瘍用薬
注射薬 ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ドキソルビシン サンド 腫瘍用薬
注射薬 ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ドキソルビシン塩酸塩 サンド 腫瘍用薬
注射薬 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ ニプロ医薬 腫瘍用薬
注射薬 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ ニプロ医薬 腫瘍用薬
注射薬 ドパストン静注 25mg レボドパ注射液 大原薬品 中枢神経系用薬
注射薬 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgｷｯﾄ｢ﾌｧｲｻﾞｰ」 塩酸ドパミンキット ファイザー 循環器官用薬
注射薬 ドブタミン持続静注150mgｼﾘﾝｼﾞ｢KKC｣ 塩酸ドブタミン注射液キット 協和キリン 循環器官用薬
注射薬 ドブトレックス注 100mg 塩酸ドブタミン注射液 共和薬品 循環器官用薬
注射薬 トブラシン注90mg トブラマイシン 東和薬品 抗生物質製剤
注射薬 ドプラム注射液400mg 20mg/mL 塩酸ドキサプラム注射液 キッセイ 呼吸器官用薬
注射薬 トポテシン点滴静注100mg ｲﾘﾉﾃｶﾝ 第一三共 腫瘍用薬
注射薬 トポテシン点滴静注40mg ｲﾘﾉﾃｶﾝ 第一三共 腫瘍用薬
注射薬 ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用150㎎「NK」 トラスツズマブ 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用60㎎「NK」 トラスツズマブ 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 トランサミン注10％10ml トラネキサム酸注射液 第一三共 血液・体液用薬
注射薬 ５％トランサミン注 5ml トラネキサム酸注射液 第一三共 血液・体液用薬
注射薬 トーリセル点滴静注液25mg テムシロムス ファイザー 腫瘍用薬
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注射薬 トリセノックス注10mg 三酸化ヒ素 日本新薬 腫瘍用薬
注射薬 トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター イキセキズマブ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ その他の代謝性医薬品
注射薬 ドルミカム注射液 10mg/2ml ミダゾラム注射液 丸石製薬 中枢神経系用薬
注射薬 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス ﾃﾞｭﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ 大日本住友製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 トレアキシン点滴静注用 100mg/4ml ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ塩酸塩 シンバイオ製薬 腫瘍用薬
注射薬 トレシーバ注　フレックスタッチ ｲﾝｽﾘﾝﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 トレムフィア皮下注100mgシリンジ グセルクマブ 大鵬薬品 その他の代謝性医薬品
注射薬 ドロレプタン注射液 25mg/10ml(ﾊﾞｲｱﾙ) ドロペリドール注射液 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
注射薬 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg ナファモスタットメシル酸塩 日医工 その他の代謝性医薬品
注射薬 【麻】ナルベイン注 2㎎ ヒドロモルフォン 第一三共 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
注射薬 【麻】ナルベイン注 20mg ヒドロモルフォン 第一三共 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
注射薬 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg｢第一三共」 塩酸ナロキソン注射液 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 呼吸器官用薬
注射薬 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg｢日医工｣ 塩酸ニカルジピン 日医工 循環器官用薬
注射薬 ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「ｻﾜｲ」 ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩 沢井製薬 循環器官用薬
注射薬 ニトプロ持続静注液　6㎎ ニトロプルシドナトリウム 丸石製薬 循環器官用薬
注射薬 ニドラン注 50mg 注射用塩酸ニムスチン 第一三共 腫瘍用薬
注射薬 ニトログリセリン点滴静注50㎎｢TE｣ ニトログリセリン アステラス製薬 循環器官用薬
注射薬 ニトロール注 5mg 硝酸イソソルビド注射液 エーザイ 循環器官用薬
注射薬 ニューモバックスＮＰシリンジ 肺炎球菌ワクチン ＭＳＤ 生物学的製剤
注射薬 ヌーカラ皮下注100mgペン メポリズマブ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
注射薬 ネオアミュー輸液  200ml 腎不全用アミノ酸製剤（１－２）注射液 陽進堂 滋養強壮薬
注射薬 ネオシネジンコーワ注 5㎎ 塩酸フェニレフリン 興和創薬 循環器官用薬
注射薬 ネオビタカイン注シリンジ5mL ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ・ｻﾘﾁﾙ酸・臭化ｶﾙｼｳﾑ 田辺三菱製薬 中枢神経系用薬
注射薬 ネオフィリン注　250mg アミノフィリン注射液 エーザイ 循環器官用薬
注射薬 ネオファーゲン静注 20ml ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ・ｸﾞﾘｼﾝ・ｼｽﾃｲﾝ配合剤 大塚製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ネスプ注射液120μgﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ ダルベポエチンα 協和キリン その他の代謝性医薬品
注射薬 ネスプ注射液180μgﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ ダルベポエチンα 協和キリン その他の代謝性医薬品
注射薬 ノイトロジン注100μg ﾚﾉｸﾞﾗｽﾁﾑ 中外製薬 血液・体液用薬
注射薬 ノイトロジン注250μg 注射用レノグラスチム（遺伝子組換え） 中外製薬 血液・体液用薬
注射薬 ノイロトロピン注射液3.6単位 ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液 日本臓器製薬 中枢神経系用薬
注射薬 ノクサフィル点滴静注３００ｍｇ ポサコナゾール ＭＳＤ 抗生物質製剤
注射薬 ノバミン筋注5㎎ プロクロルペラジン 共和薬品 中枢神経系用薬
注射薬 ノバントロン注 10mg/5ml 塩酸ミトキサントロン注射液 武田薬品 腫瘍用薬
注射薬 ノーベルバール静注用250mg フェノバルビタール ノーベルファーマ 中枢神経系用薬
注射薬 ノボセブンＨＩ静注用5mgｼﾘﾝｼﾞ エプタコグ　アルファ ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ 生物学的製剤
注射薬 ノボラピッド注100単位／mL（ﾊﾞｲｱﾙ） ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ（遺伝子組換え） ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ノボラピッド30ﾐｯｸｽ注フレックスペン インスリンアスパルト(遺伝子組換え) ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ノボラピッド50ﾐｯｸｽ注フレックスペン インスリンアスパルト ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ノボラピッド注　フレックスタッチ インスリンアスパルト(遺伝子組換え) ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ノボリンＲ注フレックスペン 3ml ヒトインスリン（遺伝子組換え）キット ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ノルアドリナリン注 1mg ノルエピネフリン注射液 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ノルディトロピン　フレックスプロ注１０ｍｇ ソマトロピン ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ハイカムチン注射用1.1mg ノギテカン塩酸塩 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ハイカリックＲＦ 500ml 高カロリー輸液用基本液（５－７）注射液 テルモ 滋養強壮薬
注射薬 ハイスコ皮下注 0.5mg 臭化水素酸スコポラミン注射液 杏林製薬 末梢神経系用薬
注射薬 ﾊﾞｲﾌｨﾙ専用炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ補充液1.39%　2L 炭酸水素ナトリウム 陽進堂 人工透析用薬
注射薬 バイフィル透析剤　6L 透析濾過型人工腎臓灌流液 陽進堂 人工透析用薬
注射薬 バクトラミン注 480mg ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ 太陽ファルマ 寄生動物用薬
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注射薬 パクリタキセル注射液100mg「ｻﾜｲ」 パクリタキセル 沢井製薬 腫瘍用薬
注射薬 パクリタキセル注射液150mg「ｻﾜｲ」 パクリタキセル 沢井製薬 腫瘍用薬
注射薬 パクリタキセル注射液30mg「ｻﾜｲ」 パクリタキセル 沢井製薬 腫瘍用薬
注射薬 パーサビブ静注透析用シリンジ5mg ｴﾃﾙｶﾙｾﾁﾄﾞ 小野薬品 その他の代謝性医薬品
注射薬 パージェタ点滴静注420mg/14mL ペルツズマブ 中外製薬 腫瘍用薬
注射薬 沈降破傷風トキソイド「生研」 沈降破傷風トキソイド 田辺三菱製薬 生物学的製剤
注射薬 パドセブ点滴静注用30mg エンホルツマブ　ベドチン アステラス製薬 腫瘍用薬
注射薬 パパベリン塩酸塩注40mg｢日医工｣ 塩酸パパベリン注射液 日医工 末梢神経系用薬
注射薬 ハベカシン注射液200mg 硫酸アルベカシン 明治製菓 抗生物質製剤
注射薬 バベンチオ点滴静注200mg アベルマブ ﾒﾙｸﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ 腫瘍用薬
注射薬 パム静注　500mg ヨウ化プラリドキシム注射液 大日本住友製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ハラヴェン静注1mg エリブリンメシル酸塩 エーザイ 腫瘍用薬
注射薬 バル筋注100mg「AFP」 ジメルカプロール注射液 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ その他の代謝性医薬品
注射薬 ﾊﾟﾙﾅﾊﾟﾘﾝNa透析用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL ﾊﾟﾙﾅﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 扶桑薬品 血液・体液用薬
注射薬 パロノセトロン静注0.75mg/5mL｢ﾀｲﾎｳ｣ パロノセトロン塩酸塩 大鵬薬品 消化器官用薬
注射薬 ハロマンス注 100mg デカン酸ハロペリドール注射液 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
注射薬 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ バンコマイシン塩酸塩 ファイザー 抗生物質製剤
注射薬 パントシン注 200mg パンテチン注射液 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 パントール注射液 100mg パンテノール注射液 アステラス製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 ハンプ注射用 1000μg 注射用カルペリチド（遺伝子組換え） 第一三共 循環器官用薬
注射薬 ビカーボン輸液　500ml 生理食塩液 陽進堂 血液・体液用薬
注射薬 ビクシリン注射用1g アンピシリンナトリウム 明治製菓 抗生物質製剤
注射薬 ビクシリン注射用250mg アンピシリンナトリウム 明治製菓 抗生物質製剤
注射薬 ビクトーザ皮下注 18mg リラグルチド ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 乾燥ＢＣＧワクチン（1人用） ＢＣＧワクチン 日本BCG 生物学的製剤
注射薬 ピシバニール注射用 5ＫＥ 注射用溶連菌抽出物 中外製薬 腫瘍用薬
注射薬 ビソルボン注　4mg 塩酸ブロムヘキシン注射液 サノフィ 呼吸器官用薬
注射薬 ビダーザ注射用100mg アザシチジン 日本新薬 腫瘍用薬
注射薬 ビタジェクト注キット 総合ビタミン剤 テルモ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 ビタシミン注射液 500mg アスコルビン酸注射液 武田薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 ビタメジン静注 ﾁｱﾐﾝﾓﾉﾎｽﾌｪｲﾄｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ・Ｂ6・Ｂ ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 ヒトＣＲＨ静注用 100μg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 注射用コルチコレリン（ヒト） ニプロESファーマ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 ピトレシン注 20単位 バソプレシン注射液 第一三共 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ヒドロコルチゾンﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa静注液100mg｢AFP｣ ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ピノルビン注射用 10mg 注射用塩酸ピラルビシン 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ピノルビン注射用 20mg 塩酸ピラルビシン 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ビーフリード輸液 ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 500ml ビタミンＢ1･糖･電解質･アミノ酸液 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 ビームゲン注0.5mL(10μg) 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） 明治製菓 生物学的製剤
注射薬 ビームゲン注0.25mL(5μg) 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） 明治製菓 生物学的製剤
注射薬 ビムパット点滴静注100mg ラコサミド 第一三共 中枢神経系用薬
注射薬 【HD】ヒューマログ注ミリオペンHD インスリンリスプロ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ヒューマトロープ注射用12mg ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ヒューマリンＲ注 100単位/ml（ﾊﾞｲｱﾙ） ヒトインスリン（遺伝子組換え）注射液 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン0.8mL アダリムマブ エーザイ その他の代謝性医薬品
注射薬 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン0.4mL アダリムマブ エーザイ その他の代謝性医薬品
注射薬 ビーリンサイト点滴静注用 35μg ブリナツモマブ アステラス製薬 腫瘍用薬
注射薬 ヒルトニン1mg注射液 プロチレリン 武田薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 ファセンラ皮下注30㎎ｼﾘﾝｼﾞ ベンラリズマブ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 呼吸器官用薬
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注射薬 ファンガード点滴用 75mg 注射用ミカファンギンナトリウム アステラス製薬 抗生物質製剤
注射薬 フィアスプ注フレックスタッチ ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 フィジオ140輸液 500ml 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 フィジオ35輸液 500ml ブドウ糖加維持液（２）注射液 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 フィニバックス点滴静注用0.5g ドリペネム 塩野義製薬 抗生物質製剤
注射薬 ブイフェンド 200mg静注用 ボリコナゾール注射 ファイザー 抗生物質製剤
注射薬 フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 乾燥人フィブリノゲン 日本血液製剤機構 生物学的製剤
注射薬 フィルグラスチムBS注150μgｼﾘﾝｼﾞ｢NK｣ ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑﾋﾞｰｴｽ 日本化薬 血液・体液用薬
注射薬 フィルグラスチムBS注300μgｼﾘﾝｼﾞ｢NK｣ フィルグラスチム 日本化薬 血液・体液用薬
注射薬 フィルグラスチムBS注75μgｼﾘﾝｼﾞ｢NK｣ ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑﾋﾞｰｴｽ 日本化薬 血液・体液用薬
注射薬 注射用フィルデシン 1mg 注射用硫酸ビンデシン 日医工 腫瘍用薬
注射薬 注射用フィルデシン 3mg 注射用硫酸ビンデシン 日医工 腫瘍用薬
注射薬 風疹ワクチン 風疹ワクチン 武田薬品 生物学的製剤
注射薬 フェインジェクト静注 500㎎ カルボキシマルトース第二鉄 ゼリア新薬 滋養強壮薬
注射薬 フェジン静注 40mg/2ml 含糖酸化鉄注射液 日医工 滋養強壮薬
注射薬 フェソロデックス筋注250mg フルベストラント ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 腫瘍用薬
注射薬 フェノバール注射液 100mg フェノバルビタール注射液 第一三共 中枢神経系用薬
注射薬 フェロン注射用300万単位 注射用乾燥インターフェロン－β 第一三共 生物学的製剤
注射薬 【麻】フェンタニル注射液0.25㎎｢ﾃﾙﾓ｣ フェンタニルクエン酸塩 テルモ 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
注射薬 ブスコパン注20mg 臭化ブチルスコポラミン サノフィ 末梢神経系用薬
注射薬 ブスルフェクス点滴静注用60mg ﾌﾞｽﾙﾌｧﾝ 大塚製薬 腫瘍用薬
注射薬 大塚糖液5% 100mL 糖液 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 ブトウ糖注射液 10%/20ml ブドウ糖注射液 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 ブドウ糖注射液 20%/20ml ブドウ糖注射液 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 ブドウ糖注射液 5％／20ml ブドウ糖注射液 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 テルモ糖注50% 200mｌ ブドウ糖注射液 テルモ 滋養強壮薬
注射薬 ブドウ糖注5%バッグ｢ﾌｿｰ｣　200ml ブドウ糖 扶桑薬品 滋養強壮薬
注射薬 ブドウ糖 5％PL「フソー」500mL/20V ブドウ糖注射液 扶桑薬品 滋養強壮薬
注射薬 ブドウ糖注50%シリンジ「ﾃﾙﾓ」 ブドウ糖液 テルモ 滋養強壮薬
注射薬 大塚糖液 50%／20ml ブドウ糖注射液 大塚製薬 滋養強壮薬
注射薬 ブライアン点滴静注 20%  5ml エデト酸カルシウム二ナトリウム注射液 日新製薬（山形） その他の代謝性医薬品
注射薬 フラグミン静注 5000単位/5ml ダルテパリンナトリウム注射液 キッセイ 血液・体液用薬
注射薬 プラリア皮下注60mgｼﾘﾝｼﾞ ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ 第一三共 その他の代謝性医薬品
注射薬 プリズバインド静注液2.5g ｲﾀﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 血液・体液用薬
注射薬 ブリディオン静注用200mg スガマデスクナトリウム ＭＳＤ その他の代謝性医薬品
注射薬 プリンペラン注射液 10mg/2ml メトクロプラミド注射液 日医工 消化器官用薬
注射薬 フルオロウラシル注1000㎎｢ﾄｰﾜ｣ フルオロウラシル 東和薬品 腫瘍用薬
注射薬 フルオロウラシル注250㎎｢ﾄｰﾜ｣ フルオロウラシル 東和薬品 腫瘍用薬
注射薬 フルカリック３号輸液　1103ml 高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質 テルモ 滋養強壮薬
注射薬 フルダラ静注用 50mg リン酸フルダラビン サノフィ 腫瘍用薬
注射薬 フルマリン静注 1g 静注用フロモキセフナトリウム 塩野義製薬 抗生物質製剤
注射薬 フルマゼニル静注0.5mgｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ フルマゼニル テルモ 呼吸器官用薬
注射薬 プレアミン－Ｐ注射液　200ml 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 扶桑薬品 滋養強壮薬
注射薬 ブレオ注射用 15mg 注射用塩酸ブレオマイシン 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 フレスミンＳ注射液1000μg 酢酸ヒドロキソコバラミン注射液 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 プレセデックス静注液200μｇ/50mLシリンジ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ デクスメトミジン ファイザー 中枢神経系用薬
注射薬 水溶性プレドニン注 10mg 注射用コハク酸プレドニゾロンナトリウム 塩野義製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 水溶性プレドニン注 20mg 注射用コハク酸プレドニゾロンナトリウム 塩野義製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
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注射薬 水溶性プレドニン注 50mg 注射用コハク酸プレドニゾロンナトリウム 塩野義製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 プレバイミス点滴静注 240㎎ ﾚﾃﾙﾓﾋﾞﾙ ＭＳＤ 化学療法剤
注射薬 プレベナー１３水性懸濁注 沈降13価肺炎球菌結合型ﾜｸﾁﾝ ファイザー 生物学的製剤
注射薬 プログラフ注射液 2㎎ ﾀｸﾛﾘﾑｽ アステラス製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 プロゲステロン筋注50mg｢F｣ ﾌﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 富士製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 プロゲデポ－筋注125mg カプロン酸ヒドロキシプロゲステロン 持田製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 プロジフ静注用 200mg 静注用ホスフルコナゾール注射液 ファイザー 化学療法剤
注射薬 プロスタルモンＦ注 1000μg ジノプロスト注射液 丸石製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 注射用プロスタンディン 20μg アルプロスタジルアルファデクス 丸石製薬 循環器官用薬
注射薬 プロスタンディン点滴静注用500μg 注射用アルプロスタジルアルファデクス 丸石製薬 循環器官用薬
注射薬 プロタノ－ルＬ注 0.2mg ｌ－塩酸イソプロテレノール注射液 興和創薬 循環器官用薬
注射薬 プロタミン硫酸塩静注100mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ ﾌﾟﾛﾀﾐﾝ 持田製薬 血液・体液用薬
注射薬 プロポフォール静注1%20mL「FK」200mg プロポフォール ＪＭＳ 中枢神経系用薬
注射薬 プロポフォール静注１％「FK」500mg プロポフォール ＪＭＳ 中枢神経系用薬
注射薬 フロリードＦ注200mg ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ 持田製薬 化学療法剤
注射薬 ベオビュ硝子体内注射用キット ﾌﾞﾛﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 感覚器官用薬
注射薬 ペガシス皮下注 180μg ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝｱﾙﾌｧ－２ａ（遺伝子組換 中外製薬 生物学的製剤
注射薬 ペガシス皮下注  90μg ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝｱﾙﾌｧ－２ａ（遺伝子組換 中外製薬 生物学的製剤
注射薬 ベクティビックス点滴静注100mg パニツムマブ 武田薬品 腫瘍用薬
注射薬 ベクルリー点滴静注用100mg レムデシビル ｷﾞﾘｱﾄﾞｻｲｴﾝｼｽﾞ 化学療法剤
注射薬 ベスポンサ点滴静注用1mg イノツズマブ　オゾガマイシン ファイザー 腫瘍用薬
注射薬 【麻】ペチジン塩酸塩注射液５０ｍｇ「ﾀｹﾀﾞ」 ﾍﾟﾁｼﾞﾝｴﾝｻﾝｴﾝ 武田薬品 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
注射薬 ベナンバックス注用　300mg イセチオン酸ペンタミジン サノフィ 寄生動物用薬
注射薬 注射用ペニシリンＧカリウム 100万 注射用ベンジルペニシリンカリウム 明治製菓 抗生物質製剤
注射薬 ベネフィクス静注用2000 (ﾖｳｶｲｴｷﾂｷ) ﾉﾅｺｸﾞｱﾙﾌｧ ファイザー 生物学的製剤
注射薬 ベバシズマブＢＳ点滴静注100mg「第一三共」 ベバシズマブ 第一三共 腫瘍用薬
注射薬 ベバシズマブＢＳ点滴静注400mg「第一三共」 ベバシズマブ 第一三共 腫瘍用薬
注射薬 ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2mLｼﾘﾝｼﾞ｢ﾓﾁﾀﾞ｣ ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ5千 持田製薬 血液・体液用薬
注射薬 ヘパリンNa透500単位/mlｼﾘﾝｼﾞﾛｯｸ10ml ヘパリンナトリウムシリンジ注射液 ニプロ 血液・体液用薬
注射薬 ヘパリンNa注5千単位/5mL｢ﾓﾁﾀﾞ｣ ヘパリンナトリウム注射液 持田製薬 血液・体液用薬
注射薬 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 ﾍﾌﾟﾀﾊﾞｯｸｽ-Ⅱ水性懸濁注ｼﾘﾝｼﾞ0.25mL B型肝炎ワクチン ＭＳＤ 生物学的製剤
注射薬 ﾍﾌﾟﾀﾊﾞｯｸｽ-Ⅱ水性懸濁注ｼﾘﾝｼﾞ0.5mL《出荷停止》 Ｂ型肝炎ワクチン ＭＳＤ 生物学的製剤
注射薬 ヘムライブラ皮下注 150mg ｴﾐｼｽﾞﾏﾌﾞ 中外製薬 生物学的製剤
注射薬 ヘムライブラ皮下注 60mg ｴﾐｼｽﾞﾏﾌﾞ 中外製薬 生物学的製剤
注射薬 ヘムライブラ皮下注 90mg ｴﾐｼｽﾞﾏﾌﾞ 中外製薬 生物学的製剤
注射薬 ペメトレキセド点滴静注液100mg｢NK｣ ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ペメトレキセド点滴静注液500mg ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ペメトレキセド点滴静注液800mg｢NK｣ ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ペラニンデポー筋注 10mg 吉草酸エストラジオール注射液 持田製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ベルケイド注射用3mg ボルテゾミブ ヤンセンファーマ 腫瘍用薬
注射薬 ヘルベッサー注射用50mg 注射用塩酸ジルチアゼム 田辺三菱製薬 循環器官用薬
注射薬 ペントシリン注射用 1g 注射用ピペラシリンナトリウム 富士ﾌｲﾙﾑ富山化学 抗生物質製剤
注射薬 ベンリスタ点滴静注用120mg ベリムマブ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ その他の代謝性医薬品
注射薬 ベンリスタ点滴静注用400mg ベリムマブ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ その他の代謝性医薬品
注射薬 ベンリスタ皮下注200mg ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ベリムマブ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ その他の代謝性医薬品
注射薬 ホスアプレピタント点滴静注用150mg｢NK｣ ホスアプレピタント 日本化薬 消化器官用薬
注射薬 点滴静注用ホスカビル注24mg／mL ホスカルネットナトリウム水和物 クリニジェン 化学療法剤
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注射薬 ホストイン静注750mg ﾎｽﾌｪﾆﾄｲﾝ ノーベルファーマ 中枢神経系用薬
注射薬 ホスミシンＳ静注用 2g 注射用ホスホマイシンナトリウム 明治製菓 抗生物質製剤
注射薬 ボスミン注 1mg エピネフリン注射液 第一三共 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ポタコールＲ輸液 500ml 乳酸リンゲル液（マルトース加）注射液 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 ポテリジオ点滴静注20mg ﾓｶﾞﾑﾘｽﾞﾏﾌﾞ 協和キリン 腫瘍用薬
注射薬 ボトックス注用50単位 Ａ型ボツリヌス毒素注射液 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 末梢神経系用薬
注射薬 ボトックス注用100単位 Ａ型ボツリヌス毒素注射液 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 末梢神経系用薬
注射薬 ポートラーザ点滴静注液 800㎎ ﾈｼﾂﾑﾏﾌﾞ 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ 丸石製薬 末梢神経系用薬
注射薬 ポプスカイン0.75%注75mg/10mL ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ 丸石製薬 末梢神経系用薬
注射薬 ポライビー点滴静注用１４０ｍｇ ポラツズマブ ベドチン 中外製薬 腫瘍用薬
注射薬 ポライビー点滴静注用３０ｍｇ ポラツズマブ ベドチン 中外製薬 腫瘍用薬
注射薬 ポララミン注5mg マレイン酸クロルフェニラミン注射液 高田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬
注射薬 ポリドカスクレロール３％注２mL ポリドカノール インテグラル 血液・体液用薬
注射薬 ポリドカスクレロール１％注２mL ポリドカノール インテグラル 血液・体液用薬
注射薬 ボルベン輸液６％ ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 ボンビバ静注1mgｼﾘﾝｼﾞ ｲﾊﾞﾝﾄﾞﾛﾝ 中外製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 マイロターグ点滴静注用5mg ｹﾞﾑﾂｽﾞﾏﾌﾞｵｿﾞｶﾞﾏｲｼﾝ ファイザー 腫瘍用薬
注射薬 マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4ml 塩酸ブピバカイン注射液 サンド 末梢神経系用薬
注射薬 マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4ml 塩酸ブピバカイン注射液 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 末梢神経系用薬
注射薬 マーカイン注0.5％(ﾊﾞｲｱﾙ) 塩酸ブピバカイン注射液 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 末梢神経系用薬
注射薬 マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」 マキサカルシトール 扶桑薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 注射用マキシピ－ム 1g 注射用塩酸セフェピム ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 抗生物質製剤
注射薬 マキュエイド眼注用　40mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ わかもと 感覚器官用薬
注射薬 マグセント注　100ml 硫酸マグネシウム 武田薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬
注射薬 麻疹ワクチン注《出荷調整中》 麻疹ワクチン 武田薬品 生物学的製剤
注射薬 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ﾜｸﾁﾝ 麻しん風しん混合ﾜｸﾁﾝ 武田薬品 生物学的製剤
注射薬 乾燥まむし抗毒素　化血研 6000E 乾燥まむしウマ抗毒素 明治製菓 生物学的製剤
注射薬 マンニットールＳ注射液 陽進堂 滋養強壮薬
注射薬 ミダフレッサ静注 0.1% ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 中枢神経系用薬
注射薬 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg｢ｻﾜｲ｣ 塩酸ミノサイクリン 沢井製薬 抗生物質製剤
注射薬 ミラクリッド注 5万単位 注射用ウリナスタチン 持田製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ミリスロ－ル注　5mg/10ml ニトログリセリン注射液 日本化薬 循環器官用薬
注射薬 ミリプラ用懸濁用液4mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル 大日本住友製薬 その他の治療を主目的としない医薬品
注射薬 ミリプラ動注用70mg ミリプラチン 大日本住友製薬 腫瘍用薬
注射薬 ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ100μg エポエチン　ベータ　ペゴル 中外製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ150μg エポエチン　ベータ　ペゴル 中外製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ25μg エポエチン　ベータ　ペゴル 中外製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ50μg エポエチン　ベータ　ペゴル 中外製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ75μg エポエチン　ベータ　ペゴル 中外製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 ミルリーラ注射液10mg ﾐﾙﾘﾉﾝ 日医工 循環器官用薬
注射薬 無水エタノール注「ﾌｿｰ」 無水エタノール 扶桑薬品 腫瘍用薬
注射薬 メイロン静注 7% 20ml 炭酸水素ナトリウム注射液 大塚製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 メイロン注 7% 250ml 炭酸水素ナトリウム注射液 大塚製薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 メソトレキセート点滴静注液1000mg ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ ファイザー 腫瘍用薬
注射薬 メソトレキセート点滴静注液 200mg メトトレキサート注射液 ファイザー 腫瘍用薬
注射薬 注射用メソトレキセート5mg メトトレキサート ファイザー 腫瘍用薬
注射薬 注射用メソトレキセート 50mg 注射用メトトレキサート ファイザー 腫瘍用薬
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注射薬 メチルエルゴメトリン注0.2㎎「あすか」 マレイン酸メチルエルゴメトリン 武田薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬
注射薬 メナクトラ筋注 4価髄膜炎菌ﾜｸﾁﾝ サノフィ 生物学的製剤
注射薬 メロペネム点滴静注用1g「明治」 メロペネム 明治製菓 抗生物質製剤
注射薬 メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 メロペネム 明治製菓 抗生物質製剤
注射薬 モゾビル皮下注24mg プレリキサホル サノフィ 血液・体液用薬
注射薬 【麻】モルヒネ塩酸塩注射液 10mg/1ml｢ﾀｹﾀﾞ｣ 塩酸モルヒネ注射液 武田薬品 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
注射薬 【麻】モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」 モルヒネ塩酸塩 第一三共 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
注射薬 【麻】モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「第一三共」 モルヒネ塩酸塩 第一三共 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
注射薬 【麻】モルヒネ塩酸塩注射液 50mg/5ml｢ﾀｹﾀﾞ｣ 塩酸モルヒネ注射液 武田薬品 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
注射薬 【麻】モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「第一三共」 モルヒネ塩酸塩 第一三共 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
注射薬 ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ イピリムマブ ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ 腫瘍用薬
注射薬 ユナシン－Ｓ静注用３ｇ アンピシリン/スルバクタム ファイザー 抗生物質製剤
注射薬 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g ﾀﾙｸ ノーベルファーマ 腫瘍用薬
注射薬 ユルトミリスHI点滴静注300mg/3ml ラブリズマブ アレクシオン 生物学的製剤
注射薬 ヨンデリス点滴静注用 0.25mg ﾄﾗﾍﾞｸﾃｼﾞﾝ 大鵬薬品 腫瘍用薬
注射薬 ヨンデリス点滴静注用 1mg ﾄﾗﾍﾞｸﾃｼﾞﾝ 大鵬薬品 腫瘍用薬
注射薬 ライゾデグ配合注　フレックスタッチ ｲﾝｽﾘﾝﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ/ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ラクテック注ソフトバック 500ml 乳酸リンゲル液注射液 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 ラクテックＧ輸液 500ml 乳酸リンゲル液（ソルビトール加）注射液 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 ラジカット点滴静注バッグ30mg エダラボン 田辺三菱製薬 中枢神経系用薬
注射薬 ラシックス注 20mg フロセミド注射液 日医工 循環器官用薬
注射薬 ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ エトポシド 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ラスリテック点滴静注用 1.5mg ラスブリカーゼ サノフィ その他の代謝性医薬品
注射薬 ラスリテック点滴静注用 7.5mg ラスブリカーゼ サノフィ その他の代謝性医薬品
注射薬 ラニビズマブBS硝子体内注射用ｷｯﾄ10mg/mL｢ｾﾝｼﾞｭ｣ ラニビズマブ 武田薬品 感覚器官用薬
注射薬 ラピアクタ点滴用ﾊﾞｲｱﾙ150mg ペラミビル水和物 塩野義製薬 化学療法剤
注射薬 ラビピュール筋注用 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 生物学的製剤
注射薬 ラボナール 0.5g 注射用チオペンタールナトリウム ニプロESファーマ 中枢神経系用薬
注射薬 ランタスＸＲ注ソロスター ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ サノフィ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ランマーク皮下注 120mg ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ 第一三共 その他の代謝性医薬品
注射薬 リクラスト点滴静注液　5mg ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝｻﾝ 旭化成 その他の代謝性医薬品
注射薬 リコモジュリン点滴静注用12800 トロンボモデュリン アルファ 旭化成 血液・体液用薬
注射薬 リサイオ点滴静注液１００ｍｇ チオテパ 大日本住友製薬 腫瘍用薬
注射薬 リスモダンＰ静注 50mg リン酸ジソピラミド注射液 クリニジェン 循環器官用薬
注射薬 リツキサン点滴静注 100mg リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 全薬工業 腫瘍用薬
注射薬 リツキサン点滴静注 500mg リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 全薬工業 腫瘍用薬
注射薬 【BS】リツキシマブBS点滴静注100mg リツキシマブ 協和キリン 腫瘍用薬
注射薬 【BS】リツキシマブBS点滴静注500mg リツキシマブ 協和キリン 腫瘍用薬
注射薬 リドカイン点滴静注液 1%「ﾀｶﾀ」 リドカイン注射液 高田製薬 末梢神経系用薬
注射薬 リドカイン注「ＮＭ」0.5%（ﾊﾞｲｱﾙ） リドカイン注射液 ファイザー 末梢神経系用薬
注射薬 リドカイン静注用 2%シリンジ「ﾃﾙﾓ」 塩酸リドカインキット テルモ 循環器官用薬
注射薬 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」★ ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 富士製薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
注射薬 リメタゾン静注2.5mg 田辺三菱製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 硫酸Ｍｇ補正液 １mEq/ml 硫酸マグネシウム 大塚製薬 末梢神経系用薬
注射薬 リュープリンSR注射用キット11.25mg 《出荷制限》 注射用酢酸リュープロレリン 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 リュープリン注射用 (ﾊﾞｲｱﾙ)1.88mg 酢酸リュープロレリン 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 リュープリンＰＲＯ注射用キット22.5mg《出荷制限》 ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 リュープリン注射用【ﾊﾞｲｱﾙ】3.75mg リュープロレリン 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)



医薬品リスト 市立福知山市民病院
2022.3.1

38/47

剤型 薬品名 一般名称 メーカー名 薬効大分類

注射薬 ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用ｷｯﾄ3.75mg「あすか」 リュープロレリン酢酸塩 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用ｷｯﾄ1.88mg｢あすか｣ 酢酸ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ 武田薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 リン酸Ｎａ補正液0.5ﾓﾙ20mL リン酸二水素ナトリウム 大塚製薬 血液・体液用薬
注射薬 リンデロン懸濁注 2.5mg/0.5ml 酢酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 塩野義製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 リンデロン注 2mg リン酸ベタメタゾンナトリウム 塩野義製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 ルセンティス硝子体内注射用ｷｯﾄ ラニビズマブ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 感覚器官用薬
注射薬 ルミセフ皮下注210mgシリンジ ﾌﾞﾛﾀﾞﾙﾏﾌﾞ 協和キリン その他の代謝性医薬品
注射薬 ルムジェブ注ミリオペンHD ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 レギチーン注射液 5㎎ メシル酸フェントラミン注射液 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
注射薬 レスピア静注・経口液６０ｍｇ カフェインクエン酸塩 ノーベルファーマ 循環器官用薬
注射薬 レパーサ皮下注140mgペン エボロクマブ アステラス製薬 循環器官用薬
注射薬 レペタン注 0.2mg 塩酸ブプレノルフィン注射液 大塚製薬 中枢神経系用薬
注射薬 レベチラセタム点滴静注500mg レベチラセタム 明治製菓 中枢神経系用薬
注射薬 レベミル注300ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ　3ml インスリンデテミル ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
注射薬 レボフロキサシン点滴静注500mg/20ml「DSEP」 レボフロキサシン 第一三共 化学療法剤
注射薬 レボホリナート点滴静注用100㎎｢NK」 レボホリナートカルシウム 日本化薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 レボホリナート点滴静注用25mg｢NK｣ レボホリナートカルシウム 日本化薬 その他の代謝性医薬品
注射薬 レミケード点滴静注用100 インフリキシマブ（遺伝子組換え） 田辺三菱製薬 消化器官用薬
注射薬 レミトロ点滴静注用300μg デニロイキン ジフチトクス エーザイ 腫瘍用薬
注射薬 ロイコボリン注 3mg ホリナートカルシウム注射液 ファイザー その他の代謝性医薬品
注射薬 ロイスタチン注 8mg   8ml クラドリビン注射液 ヤンセンファーマ 腫瘍用薬
注射薬 ロイナーゼ注用 5000単位 Ｌ－アスパラギナーゼ注射液 協和キリン 腫瘍用薬
注射薬 ロカイン注２％ 塩酸プロカイン 扶桑薬品 末梢神経系用薬
注射薬 ロカルトロール注 0.5 カルシトリオール 協和キリン ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物静注液50㎎/5.0ml｢ﾏﾙｲｼ｣ ロクロニウム 丸石製薬 末梢神経系用薬
注射薬 ロゼウス静注液10mg ビノレルビン酒石酸塩 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ロゼウス静注液40mg ビノレルビン酒石酸塩 日本化薬 腫瘍用薬
注射薬 ロピオン静注50mg フルルビプロフェンアキセチル注射液 科研製薬 中枢神経系用薬
注射薬 ロミプレート皮下注250μg調製用 ﾛﾐﾌﾟﾛｽﾁﾑ 協和キリン その他の代謝性医薬品
注射薬 ロルファン注 1mg 酒石酸レバロルファン注射液 武田薬品 呼吸器官用薬
注射薬 ワゴスチグミン注0.5mg メチル硫酸ネオスチグミン注射液 共和薬品 末梢神経系用薬
注射薬 大塚蒸留水 100mL ｼﾞｮｳﾘｭｳｽｲ 大塚製薬 調剤用薬
注射薬 ワソラン静注 5mg 塩酸ベラパミル注射液 エーザイ 循環器官用薬
造影剤 アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「FRI」 20mL ｱﾃﾞﾉｼﾝ 富士ﾌｲﾙﾑ富山化学 その他の治療を主目的としない医薬品
造影剤 イオパミドール370注 100mL｢FF｣ (ﾊﾞｲｽﾃｰｼﾞ) ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 イオパミドール300注ｼﾘﾝｼﾞ100ml｢F｣ イオパミドール 富士製薬 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 イオパミドール300注 100mL｢FF｣ (ﾊﾞｲｽﾃｰｼﾞ) ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 イオパミドール300注 20mL｢FF｣ (ﾊﾞｲｽﾃｰｼﾞ) ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 イオパミロン注300 20ml イオパミドール注射液 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 イオパミドール370注ｼﾘﾝｼﾞ100ml｢F｣ イオパミドール 富士製薬 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 イオパミドール300注 50mL｢FF｣ (ﾊﾞｲｽﾃｰｼﾞ) ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 イオパミドール370注 50mL｢FF｣ (ﾊﾞｲｽﾃｰｼﾞ) ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 イオパミドール300注ｼﾘﾝｼﾞ50ml イオパミドール 富士製薬 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 イオパミドール300注ｼﾘﾝｼﾞ80ml｢F｣ イオパミドール 富士製薬 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ 10mL ガドキセト酸ナトリウム ﾊﾞｲｴﾙ薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 イソビスト注240 イオトロラン注射液 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 イソビスト注300 イオトロラン注射液 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 インジゴカルミン注 20mg ｢AFP｣ 5ml インジゴカルミン ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
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造影剤 ウログラフィン注60%20ml アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン ﾊﾞｲｴﾙ薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 オフサグリーン静注用25mg 静注用インドシアニングリーン 参天製薬 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 オムニパーク300注ｼﾘﾝｼﾞ150ml イオヘキソールキット 第一三共 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 オムニパーク350注ｼﾘﾝｼﾞ100ml イオヘキソール注射液 第一三共 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 オムニパーク350注 100mL イオヘキソール注射液 第一三共 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 オムニパーク300注ｼﾘﾝｼﾞ80ml イオヘキソール注射液 第一三共 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 ガストログラフィン経口･注腸用 100ml アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン液 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 ガドビスト静注1.0mol/Lｼﾘﾝｼﾞ10mL ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙ ﾊﾞｲｴﾙ薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 ガドビスト静注1.0mol/Lｼﾘﾝｼﾞ7.5mL ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙ ﾊﾞｲｴﾙ薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 ジアグノグリ－ン注 25mg インドシアニングリーン注射液 第一三共 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 ソナゾイド注射用16μL 注射用ペルフルブタン 第一三共 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 バリトゲンHD 98.6% 400g 硫酸バリウム散 伏見製薬 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 バロス発泡顆粒－Ｓ 炭酸水素ナトリウム・酒石酸（６）顆粒 堀井薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 ビリスコピン点滴静注50 100ml イオトロクス酸メグルミン注射液 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 フェノールスルホンフタレイン注0.6％ フェノールスルホンフタレイン ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 フルオレサイト静注500㎎ フルオレセイン注射液 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 ボースデル内用液10mg250mL 塩化マンガン四水和物 協和キリン 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 マグネスコープ静注38%ｼﾘﾝｼﾞ15ml ガドテル酸メグルミン ゲルベ・ジヤパン 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 マグネスコープ静注38%ｼﾘﾝｼﾞ20ml ガドテル酸メグルミン ゲルベ・ジヤパン 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 リゾビスト注 44.6㎎ フェルカルボトラン注射液 富士ﾌｲﾙﾑ富山化学 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
造影剤 リピオドール480注 10ml ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル注射液 ゲルベ・ジヤパン 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
血液製剤 アコアラン静注用６００ ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝ 日本血液製剤機構 生物学的製剤
血液製剤 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 人血清アルブミン 日本血液製剤機構 生物学的製剤
血液製剤 赤十字アルブミン25%静注12.5g/50ml ｱﾙﾌﾞﾐﾝ 日本血液製剤機構 生物学的製剤
血液製剤 献血アルブミン20%静注 10g/50ml｢JB｣ 人血清アルブミン注射液 日本血液製剤機構 生物学的製剤
血液製剤 イロクテイト静注用 2000 ｴﾌﾗﾛｸﾄｺｸﾞｱﾙﾌｧ サノフィ 生物学的製剤
血液製剤 献血ヴェノグロブリンIH10％静注10ｇ/100mL 人免疫グロブリンG 日本血液製剤機構 生物学的製剤
血液製剤 献血ヴェノグロブリンIH10％静注5ｇ/50ml 人免疫グロブリンG 日本血液製剤機構 生物学的製剤
血液製剤 乾燥ＨＢグロブリン筋注用 200単位｢ﾆﾁﾔｸ｣ 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 武田薬品 生物学的製剤
血液製剤 献血グロベニン-Ｉ静注用5g ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 武田薬品 生物学的製剤
血液製剤 抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用 1000倍｢JB｣ 乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン 日本血液製剤機構 生物学的製剤
血液製剤 タコシール組織接着用ｼｰﾄ(ハーフ） フィブリノゲン配合剤貼付剤 ＣＳＬベーリング その他の治療を主目的としない医薬品
血液製剤 タコシール組織接着用ｼｰﾄ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) フィブリノゲン配合剤貼付剤 ＣＳＬベーリング その他の治療を主目的としない医薬品
血液製剤 テタガムP筋注シリンジ250単位 抗破傷風人免疫グロブリン ＣＳＬベーリング 生物学的製剤
血液製剤 テタノブリンＩＨ静注１５００単位 破傷風人免疫グロブリン 日本血液製剤機構 生物学的製剤
血液製剤 献血ノンスロン１５００注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ 武田薬品 生物学的製剤
血液製剤 バイクロット配合静注用 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子 KMﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ 生物学的製剤
血液製剤 ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mL 人免疫グロブリンＧ ＣＳＬベーリング 生物学的製剤
血液製剤 ハプトグロビン静注2000単位｢JB｣ 人ハプトグロビン 日本血液製剤機構 生物学的製剤
血液製剤 ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用500単位「ﾆﾁﾔｸ」 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 武田薬品 生物学的製剤
血液製剤 ファイバ静注用 1000 人血液凝固因子抗体迂回活性複合体 武田薬品 生物学的製剤
血液製剤 フイブロガミンＰ注　240倍 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ＸＩＩＩ因子 ＣＳＬベーリング 生物学的製剤
血液製剤 献血ベニロン-I静注用 5g 注射用乾燥スルホ化人免疫グロブリン 帝人ファーマ 生物学的製剤
血液製剤 献血ベニロン-I静注用2500mg ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 帝人ファーマ 生物学的製剤
血液製剤 ヘブスブリンIH静注　1000単位 ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 日本血液製剤機構 生物学的製剤
血液製剤 ベリプラストＰコンビセット組織接着用3mL フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 ＣＳＬベーリング その他の治療を主目的としない医薬品
血液製剤 ベリプラストＰコンビセット組織接着用0.5mL フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 ＣＳＬベーリング その他の治療を主目的としない医薬品
血液製剤 ボルヒ－ル組織接着用 3ml フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 日本血液製剤機構 生物学的製剤
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血液製剤 ボルヒール組織接着用 0.5ml フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 日本血液製剤機構 生物学的製剤
外用薬 アイオピジンＵＤ点眼液1%  0.1ml 塩酸アプラクロニジン液 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 感覚器官用薬
外用薬 アイファガン点眼液0.1％ ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 アイベーダ配合点眼液 ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 アイラミド配合懸濁性点眼液 ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ/ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 亜鉛華デンプン「ｺｻﾞｶｲ･M」 亜鉛華デンプン 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 亜鉛華軟膏 10% 亜鉛華軟膏 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 アクアチム軟膏１％ 10mg/g ナジフロキサシン 大塚製薬 外皮用薬
外用薬 アクトシン軟膏 3% 30g ブクラデシンナトリウム軟膏 マルホ 外皮用薬
外用薬 アクロマイシン軟膏3％ 5g 塩酸テトラサイクリン軟膏 サンファーマ 外皮用薬
外用薬 亜硝酸アミル｢AFP｣ 0.25ml 亜硝酸アミル ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 循環器官用薬
外用薬 アズノールＳＴ錠口腔用 5mg アズレンスルホン酸ナトリウムトローチ 日本新薬 消化器官用薬
外用薬 アズノールうがい液4%10ml アズレンスルホン酸ナトリウム含嗽剤 日本新薬 呼吸器官用薬
外用薬 【20g】アズノール軟膏０．０３３％ ジメチルイソプロピルアズレン軟膏 日本新薬 外皮用薬
外用薬 【500g】アズノール軟膏 0.033% ジメチルイソプロピルアズレン軟膏 日本新薬 外皮用薬
外用薬 アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg｢JG｣ アセトアミノフェン坐剤 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 中枢神経系用薬
外用薬 アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg｢JG｣ アセトアミノフェン 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 中枢神経系用薬
外用薬 アゾルガ配合懸濁性点眼液 ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ・ﾁﾓﾛｰﾙ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 感覚器官用薬
外用薬 アドエア50エアゾール120吸入 ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙ/ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 アドエア100ﾃﾞｨｽｶｽ60吸入用 ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 アドエア250ﾃﾞｨｽｶｽ60吸入用 サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 アドエア500ﾃﾞｨｽｶｽ60吸入 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 アトラント軟膏　1% 塩酸ネチコナゾール 鳥居薬品 外皮用薬
外用薬 アトロピン点眼1% 5ml 硫酸アトロピン液 日本点眼薬 感覚器官用薬
外用薬 アノーロエリプタ30吸入用 ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ/ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用★ ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 感覚器官用薬
外用薬 アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 感覚器官用薬
外用薬 アルメタ軟膏 0.1%　5g プロピオン酸アルクロメタゾン軟膏 塩野義製薬 外皮用薬
外用薬 アレギサール点眼液　　5ml ペミロラストカリウム液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 アレジオンＬＸ点眼液 0.1% ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 アレベ－ル吸入用溶解液 0.125% 100ml チロキサポール吸入剤 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 呼吸器官用薬
外用薬 アンテベート軟膏 0.05%　100ｇ 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン軟膏 鳥居薬品 外皮用薬
外用薬 アンテベートローション 0.05% 10g 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン液 鳥居薬品 外皮用薬
外用薬 アンテベート軟膏　0.05%　5g 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン軟膏 鳥居薬品 外皮用薬
外用薬 【麻】アンペック坐剤 10mg 塩酸モルヒネ坐剤 大日本住友製薬 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬(天然麻薬)
外用薬 産科用イソジンクリーム 5%  250g ポビドンヨードクリーム 塩野義製薬 外皮用薬
外用薬 イソジンゲル10% 90g ポビドンヨード水溶性軟膏 塩野義製薬 外皮用薬
外用薬 イソプロピルアルコール 70% イソプロパノール液 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 イナビル吸入粉末剤20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 第一三共 化学療法剤
外用薬 イミグラン点鼻液20mg スマトリプタン液 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 循環器官用薬
外用薬 イムノブラダー膀注用80mg 乾燥ＢＣＧ（膀胱内用） 日本化薬 生物学的製剤
外用薬 ウルティブロ吸入用カプセル ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ/ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ 明治製菓 呼吸器官用薬
外用薬 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液3%  3L Ｄ－ソルビトール液 バクスター 泌尿生殖器官及び肛門用薬
外用薬 エイゾプト１％点眼液　5ml ブリンゾラミド点眼液 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 感覚器官用薬
外用薬 エイベリス点眼液　0.002% オミデネパグ イソプロピル 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 エキザルベ軟膏 混合死菌製剤軟膏 マルホ 外皮用薬
外用薬 エキザルベ軟膏　5g 混合死菌製剤軟膏 マルホ 外皮用薬
外用薬 エクラープラスター20μg/cm21.5mg/(7.5cmX10cm) ﾃﾞﾌﾞﾛﾄﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 久光製薬 外皮用薬
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外用薬 エクリラ400μgｼﾞｪﾇｴｱ60吸入用 ｱｸﾘｼﾞﾆｳﾑ 杏林製薬 呼吸器官用薬
外用薬 エクロックゲル5%　20g ｿﾌﾋﾟﾛﾆｳﾑ 科研製薬 末梢神経系用薬
外用薬 エスクレ注腸用ｷｯﾄ｢500｣ 抱水クロラール 久光製薬 中枢神経系用薬
外用薬 エストリ－ル膣錠 0.5mg エストリオール膣錠 持田製薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
外用薬 エストラーナテープ 0.72mg/9cm(2) エストラジオール 久光製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
外用薬 エストラーナテープ0.09mg ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 久光製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
外用薬 消毒用エタノール液ＩＰ500ml《出荷制限中》 エタノール 健栄製薬 外皮用薬
外用薬 エタノ―ル 局方 エタノール 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 エナジア吸入用カプセル中用量 ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩他 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 呼吸器官用薬
外用薬 エネマスター注腸散 硫酸バリウム 伏見製薬 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ＭＳ温シップ「タイホウ」 ﾊﾟｯﾌﾟ剤（ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ・ｄｌ-ｶﾝﾌﾙ・ﾄ 帝国製薬 外皮用薬
外用薬 ＭＳ冷シップ 40g×5枚 パップ剤（ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ・ｄｌ-ｶﾝﾌﾙ・ｌ-ﾒ 三和化学 外皮用薬
外用薬 エムラクリーム ﾘﾄﾞｶｲﾝ/ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ 佐藤製薬 末梢神経系用薬
外用薬 エリザス点鼻粉末200μg　28噴霧 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾍﾟﾝﾙ 日本新薬 感覚器官用薬
外用薬 オイラックスクリーム 10% クロタミトン軟膏 日新製薬（山形） 外皮用薬
外用薬 オキサロール軟膏 25μg マキサカルシトール軟膏 マルホ 外皮用薬
外用薬 オキサロールローション 25μg/10g マキサカルシトール マルホ 外皮用薬
外用薬 オキシド－ル消毒用液｢ﾏﾙｲｼ｣ オキシドール 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 ｵｷｼｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ眼灌流液0.0184%ｷｯﾄ｢ｾﾝｼﾞｭ｣ オキシグルタチオン 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 オキナゾール膣錠 600㎎ 硝酸オキシコナゾール膣錠 田辺三菱製薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
外用薬 オスバン消毒液 10% 塩化ベンザルコニウム液 武田薬品 外皮用薬
外用薬 オラネジン液1.5％消毒用アプリケータ10mL ｵﾗﾈｷｼｼﾞﾝ 大塚製薬 外皮用薬
外用薬 オリブ油「ヨシダ」 (ﾒｯｷﾝｽﾞﾐ) オリブ油 吉田製薬 調剤用薬
外用薬 オルセノン軟膏0.25% トレチノイントコフェリル サンファーマ 外皮用薬
外用薬 オルベスコ100μgｲﾝﾍﾗｰ112吸入用★出荷調整中★ ｼｸﾚｿﾆﾄﾞ 帝人ファーマ 呼吸器官用薬
外用薬 オロパタジン点眼液0.1％｢ｻﾝﾄﾞ｣ オロパタジン塩酸塩 サンド 感覚器官用薬
外用薬 オンブレス吸入用カプセル150μｇ インダカテロール ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 呼吸器官用薬
外用薬 ガチフロ点眼液0.3%/5ml ガチフロキサシン水和物液 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 カデックス外用散50g ヨウ素 ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ 外皮用薬
外用薬 カデックス軟膏 0.9% 40g ヨウ素軟膏 ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ 外皮用薬
外用薬 キサラタン点眼液 0.005%   2.5ml ラタノプロスト液 ファイザー 感覚器官用薬
外用薬 キシロカインゼリー 2% 30ml 塩酸リドカインゼリー サンド 末梢神経系用薬
外用薬 キシロカインポンプスプレ－8%  80g リドカイン噴霧剤 サンド 末梢神経系用薬
外用薬 キシロカイン液4% 20ml 塩酸リドカイン液 サンド 末梢神経系用薬
外用薬 キシロカイン点眼液４％ 40mg/mL リドカイン塩酸塩 サンド 末梢神経系用薬
外用薬 キュバール100エアゾール(1本） プロピオン酸ベクロメタゾン 大日本住友製薬 呼吸器官用薬
外用薬 キュバール50 エアゾール(1本) プロピオン酸ベクロメタゾン吸入剤 大日本住友製薬 呼吸器官用薬
外用薬 ギリアデル脳内留置用剤7.7mg カルムスチン エーザイ 腫瘍用薬
外用薬 グラナテック点眼液0.4% ﾘﾊﾟｽｼﾞﾙ 興和創薬 感覚器官用薬
外用薬 クラビット点眼液1.5% ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 グリセリン浣腸｢ｵｦﾀ｣30 グリセリン浣腸剤 日医工 消化器官用薬
外用薬 グリセリン浣腸｢ｵｦﾀ｣60 グリセリン浣腸剤 日医工 消化器官用薬
外用薬 グリセリン グリセリン 丸石製薬 消化器官用薬
外用薬 クレナフィン爪外用液10% ｴﾌｨﾅｺﾅｿﾞｰﾙ 科研製薬 化学療法剤
外用薬 クロマイ腟錠 100mg クロラムフェニコール膣錠 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 泌尿生殖器官及び肛門用薬
外用薬 クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「武田テバ」 クロモグリク酸ナトリウム 武田薬品 呼吸器官用薬
外用薬 ゲーベンクリーム1% 100g スルファジアジン銀クリーム 田辺三菱製薬 外皮用薬
外用薬 ゲーベンクリーム 1% 500g スルファジアジン銀クリーム 田辺三菱製薬 外皮用薬
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外用薬 ゲンタシン軟膏10g 硫酸ゲンタマイシン軟膏 高田製薬 外皮用薬
外用薬 コソプト配合点眼液 ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 コソプトミニ配合点眼液 ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ/ﾁﾓﾛｰﾙ 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 コムクロシャンプー 0.05% ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ マルホ 外皮用薬
外用薬 コレクチム軟膏 0.5% ﾃﾞﾙｺﾞｼﾁﾆﾌﾞ 鳥居薬品 外皮用薬
外用薬 サイプレジン点眼 1% 10ml 塩酸シクロペントラート液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 酢酸｢ﾆｯｺｰ｣ 酢酸 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ【赤】 酸化セルロース貼付剤 ｼﾞｮﾝｿﾝ&ｼﾞｮﾝｿﾝ 血液・体液用薬
外用薬 ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ【青】(ﾆｭｰﾆｯﾄ15.2cmX22.9cm 酸化セルロース貼付剤 ｼﾞｮﾝｿﾝ&ｼﾞｮﾝｿﾝ 血液・体液用薬
外用薬 ザジテン点鼻液0.05% 8ml フマル酸ケトチフェン液 サンファーマ 感覚器官用薬
外用薬 ザ－ネ軟膏0.5% ビタミンＡ油軟膏 エーザイ 外皮用薬
外用薬 サーファクテン気管注入用 120mg 肺サーファクタント吸入剤 田辺三菱製薬 呼吸器官用薬
外用薬 サラゾピリン坐剤  500mg サラゾスルファピリジン坐剤 ファイザー 化学療法剤
外用薬 サリチル酸ワセリン 10% サリチル酸軟膏 東豊薬品 外皮用薬
外用薬 サリベ－トエアゾール   50g ﾘﾝ酸一水素ｶﾘｳﾑ・無機塩類配合剤 帝人ファーマ 消化器官用薬
外用薬 サルタノールインヘラー100μg 硫酸サルブタモール吸入剤 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 サンコバ点眼液 0.02%　　5ml シアノコバラミン液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 サンピロ点眼2% 5ml 塩酸ピロカルピン液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 シェルガン0.5眼粘弾剤 ﾋｱﾙﾛﾝ酸/ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 ジクアス点眼液３％ ジクアホソルナトリウム 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 ジクトルテープ　75mg ジクリフェナックナトリウム 久光製薬 中枢神経系用薬
外用薬 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐薬25㎎｢ｾﾞﾘｱ｣ ジクロフェナクナトリウム ゼリア新薬 中枢神経系用薬
外用薬 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐薬50㎎｢ｾﾞﾘｱ｣ ジクロフェナクナトリウム ゼリア新薬 中枢神経系用薬
外用薬 シムビコートタービュヘイラー60吸入 ブテゾニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 呼吸器官用薬
外用薬 硝酸銀｢ﾎｴｲ｣眼科用殺菌剤 硝酸銀 ファイザー 外皮用薬
外用薬 スコピゾル眼科用液 15ml 特殊ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ角膜装着補助剤 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 スピオルトレスピマット60吸入 ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ/ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 呼吸器官用薬
外用薬 スピリーバ2.5μgﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ60吸入 チオトロピウム 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 呼吸器官用薬
外用薬 スピリーバ吸入用カプセル18mcg/CP(容器無) チオトロピウム 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 呼吸器官用薬
外用薬 スピール膏 病院用Ｍ 5X5cm サリチル酸絆創膏 ニチバン 外皮用薬
外用薬 スープレン吸入麻酔液 デスフルラン バクスター 中枢神経系用薬
外用薬 スポンゼル5X2.5cm ゼラチン貼付剤 LTLファーマ 血液・体液用薬
外用薬 スミスリンローション5% ﾌｪﾉﾄﾘﾝ クラシエ 寄生動物用薬
外用薬 大塚生食注(広口開栓)1L 生理食塩液 大塚製薬 血液・体液用薬
外用薬 大塚生食注 500mL(細口開栓） 生理食塩液 大塚製薬 血液・体液用薬
外用薬 滅菌精製水「ケンエー」500mL 精製水 健栄製薬 調剤用薬
外用薬 ゼビアックスローション2% ｵｾﾞﾉｷｻｼﾝ マルホ 外皮用薬
外用薬 ゼフナート外用液 2%　10ml リラナフタート 鳥居薬品 外皮用薬
外用薬 セボフルラン吸入麻酔液｢ﾆｯｺｰ｣ ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝ 丸石製薬 中枢神経系用薬
外用薬 セレベント50ﾃﾞｨｽｶｽ 60ﾌﾞﾘｽﾀｰ キシナホ酸サルメテロール吸入剤 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 ゾビラックス眼軟膏 5g アシクロビル軟膏 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 ソフラチュール貼付剤 10X10cm 硫酸フラジオマイシン貼付剤 テイカ製薬 外皮用薬
外用薬 ダイアップ坐剤 10mg ジアゼパム坐剤 高田製薬 中枢神経系用薬
外用薬 ダイアップ坐剤 4mg ジアゼパム坐剤 高田製薬 中枢神経系用薬
外用薬 タプコム配合点眼液 ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ/ﾁﾓﾛｰﾙ 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 タプロス点眼液 0.0015%1mL タフルプロスト 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 タプロスミニ点眼液0.0015% ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 ダラシンＴゲル 10g リン酸クリンダマイシンゲル 佐藤製薬 外皮用薬
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外用薬 タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g オフロキサシン軟膏 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 タリビッド耳科用液 オフロキサシン ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 感覚器官用薬
外用薬 タリムス点眼液0.1％ ﾀｸﾛﾘﾑｽ 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 ヂアミトール水  0.025W/V% 塩化ベンザルコニウム液 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 チモプトールXE点眼液 0.5% 2.5ml マレイン酸チモロール（２）液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 ディビゲル1mg エストラジオール 持田製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
外用薬 ディフェリンゲル 0.1%1g アダパレンゲル マルホ 外皮用薬
外用薬 テーカイン原末 塩酸ﾊﾟﾗﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉ安息香酸ｼﾞｴﾁﾙｱﾐﾉｴ ファイザー 末梢神経系用薬
外用薬 テキサント消毒液6% 次亜塩素酸ナトリウム液 日本新薬 外皮用薬
外用薬 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ口腔用軟膏0.1%｢NK｣ 5g(ﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ) デキサメタゾン 日本化薬 消化器官用薬
外用薬 デスモプレシンスプレー2.5協和 酢酸デスモプレシン液　スプレー キッセイ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
外用薬 デタントール点眼液 0.01%   5ml 塩酸ブナゾシン液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 デュオトラバ配合点眼液 トラボプロスト・チモロールマレイン酸 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 感覚器官用薬
外用薬 テリルジー200ｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 テリルジー100エリプタ30吸入用★ ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ/ｳﾒｸﾘｼﾞｳﾑ/ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 デルモベート軟膏 0.05%　5g プロピオン酸クロベタゾール軟膏 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 外皮用薬
外用薬 デルモベート軟膏０．０５％ 30g プロピオン酸クロベタゾール軟膏 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 外皮用薬
外用薬 デルモベートスカルプローション０．０５％ 0.05%1g クロベタゾール ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 外皮用薬
外用薬 テレミンソフト坐薬 10mg ビサコジル坐薬 ＥＡファーマ 消化器官用薬
外用薬 テレミンソフト坐薬 2mg★ ビサコジル坐薬 ＥＡファーマ 消化器官用薬
外用薬 トスフロ点眼液0.3%5mL トスフロキサシントシル 日東ﾒﾃﾞｨｯｸ 感覚器官用薬
外用薬 【眼】トブラシン点眼液0.3% 3mg1mL トブラマイシン 日東ﾒﾃﾞｨｯｸ 感覚器官用薬
外用薬 ドボベット軟膏 ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ/ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 協和キリン 外皮用薬
外用薬 ドボベットゲル ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ/ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 協和キリン 外皮用薬
外用薬 トラバタンズ点眼液0.004％2.5ml トラボプロスト ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 感覚器官用薬
外用薬 トルソプト点眼液 1% 5ml 塩酸ドルゾラミド液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 ドレニゾンテープ 7.5X10cm フルドロキシコルチド貼付剤 帝国製薬 外皮用薬
外用薬 ＳＰトローチ0.25mg「明治」 塩化デカリニウムトローチ 明治製菓 消化器官用薬
外用薬 トロンビン液モチダ ｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ 1万/10ml トロンビン液 持田製薬 血液・体液用薬
外用薬 ナウゼリン坐剤 10mg ドンペリドン坐剤 協和キリン 消化器官用薬
外用薬 ナウゼリン坐剤 30mg ドンペリドン坐剤 協和キリン 消化器官用薬
外用薬 ナウゼリン坐剤 60mg ドンペリドン坐剤 協和キリン 消化器官用薬
外用薬 ニコチネルＴＴＳ１０ ニコチン ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ その他の治療を主目的としない医薬品
外用薬 ニコチネルＴＴＳ２０ ニコチン ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ その他の治療を主目的としない医薬品
外用薬 ニコチネルＴＴＳ３０ ニコチン ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ その他の治療を主目的としない医薬品
外用薬 ニゾラールクリーム2% 20mg/g ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙ ヤンセンファーマ 外皮用薬
外用薬 ニゾラールローション 2%   10g ケトコナゾールローション ヤンセンファーマ 外皮用薬
外用薬 ニュープロパッチ13.5mg ロチゴチン 大塚製薬 中枢神経系用薬
外用薬 ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン 大塚製薬 中枢神経系用薬
外用薬 ニュープロパッチ９ｍｇ ロチゴチン 大塚製薬 中枢神経系用薬
外用薬 尿素クリーム10%｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣ 20g 尿素 第一三共 外皮用薬
外用薬 尿素クリーム10%｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣ 500g 尿素 第一三共 外皮用薬
外用薬 ネオキシテープ 73.5㎎ オキシブチニン 久光製薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
外用薬 ネオシネジン点眼液5% 10ml 塩酸フェニレフリン液 興和創薬 感覚器官用薬
外用薬 ネリゾナ軟膏 0.1%　10g 吉草酸ジフルコルトロン LTLファーマ 外皮用薬
外用薬 ノルスパンテープ5mg ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ ムンディファーマ 中枢神経系用薬
外用薬 ハイジ―ル消毒用液 10% 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 バクスミー点鼻粉末剤3mg グルカゴン 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)



医薬品リスト 市立福知山市民病院
2022.3.1

44/47

剤型 薬品名 一般名称 メーカー名 薬効大分類

外用薬 バクトロバン鼻腔用軟膏   3g ムピロシンカルシウム水和物軟膏 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 抗生物質製剤
外用薬 含嗽用ハチアズレ顆粒 1mg/g アズレン 小野薬品 呼吸器官用薬
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ2%Ｐ201 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属塩化金酸0.2%Ｐ202 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属塩化第二ｽｽﾞ１%Ｐ203 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属塩化第二鉄2%Ｐ204 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属塩化ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ１%Ｐ206 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属三塩化ｲﾝｼﾞｳﾑ１%Ｐ207 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属四塩化ｲﾘｼﾞｳﾑ１%Ｐ208 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属塩化亜鉛2%P209 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属塩化ﾏﾝｶﾞﾝ2%P210 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属臭化銀2%Ｐ211 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属塩化ｺﾊﾞﾙﾄ2%Ｐ212 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属塩化第二水銀0.05%Ｐ213 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属重ｸﾛﾑ酸ｶﾘｳﾑ0.5%Ｐ214 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属硫酸銅１%Ｐ216 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属硫酸ﾆｯｹﾙ5%Ｐ217 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ試薬金属塩化白金酸0.5%Ｐ205 パッチテスト用塩類 鳥居薬品 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ハッカ油｢ﾆｯｺｰ｣ ハッカ油 ファイザー 調剤用薬
外用薬 パッチテストパネル（S） パッチテスト 佐藤製薬 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 パルミコート吸入液0.25㎎ ブデソニド吸入用懸濁剤 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 呼吸器官用薬
外用薬 ﾊﾟﾙﾐｺｰﾄ200μgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ112吸入(1瓶用) ブデソニド ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 呼吸器官用薬
外用薬 パルミコート吸入液　0.5㎎ ブデソニド吸入用懸濁剤 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 呼吸器官用薬
外用薬 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%｢ｾﾝｼﾞｭ｣ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 ヒアルロン酸NA0.85眼粘弾剤1%HV｢ｾﾝｼﾞｭ｣(ｵﾍﾟﾘｰﾄﾞ) ヒアルロン酸ナトリウム 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 ヒアレイン点眼液 0.1%5ml ヒアルロン酸ナトリウム液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 ビーエスエスプラス500眼灌流液 ｵｷｼｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 日本ｱﾙｺﾝ 感覚器官用薬
外用薬 ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 0.2%1mL (ｹﾞﾝｴｷﾉﾐ) ポリビニルアルコールヨウ素 日本点眼薬 感覚器官用薬
外用薬 ビソノテープ 4mg ビソプロロール アステラス製薬 循環器官用薬
外用薬 ビソルボン吸入液 0.2% 45ml 塩酸ブロムヘキシン吸入剤 サノフィ 呼吸器官用薬
外用薬 ビダラビン軟膏 3%｢SW｣ ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ 沢井製薬 化学療法剤
外用薬 ピマリシン眼軟膏 1% ｢ｾﾝｼﾞｭ｣   5g ピマリシン軟膏 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 ヒルドイドローション0.3%50g ヘパリン類似物質液 マルホ 血液・体液用薬
外用薬 ビレーズトリエアロスフィア　56吸入 ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ/ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ/ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 呼吸器官用薬
外用薬 ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ懸濁性点眼液 0.005% 5ml ピレノキシン懸濁性点眼液0.005% 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 ヒーロンＶ眼粘弾剤 2.3%ｼﾘﾝｼﾞ0.6mL ヒアルロン酸ナトリウム ｴｲｴﾑｵｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 感覚器官用薬
外用薬 フィブラストスプレー500 トラフェルミン（遺伝子組換え）噴霧剤 科研製薬 外皮用薬
外用薬 フェノール亜鉛華リニメント フェノール・亜鉛華リニメント 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 フェノール水 ｢ｹﾝｴｰ｣ 液状フェノール 健栄製薬 外皮用薬
外用薬 フェルビナクパップ70mg｢ﾕｰﾄｸ｣ 10cmX14cm フェルビナクパップ 祐徳薬品 外皮用薬
外用薬 フェルビナクスチック軟膏3%｢三笠｣ フェルビナック 三笠製薬 外皮用薬
外用薬 【麻】フェントステープ 0.5㎎ フェンタニルクエン酸 協和キリン 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
外用薬 【麻】フェントステープ1mg フェンタニルクエン酸塩 協和キリン 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
外用薬 【麻】フェントステープ2mg フェンタニルクエン酸塩 協和キリン 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
外用薬 【麻】フェントステープ4mg フェンタニルクエン酸塩 協和キリン 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
外用薬 【麻】フェントステープ8mg フェンタニルクエン酸塩 協和キリン 非ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系麻薬
外用薬 複方ヨード・グリセリン｢ｹﾝｴｰ｣ 複方ヨード・グリセリン 健栄製薬 消化器官用薬
外用薬 フシジンレオ軟膏２％ フシジン酸ナトリウム 第一三共 外皮用薬
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外用薬 フラジール腟錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 富士製薬 泌尿生殖器官及び肛門用薬
外用薬 フランドルテープＳ 40mg 硝酸イソソルビド貼付剤 アステラス製薬 循環器官用薬
外用薬 プリビナ液 0.05% 硝酸ナファゾリン液 日新製薬（山形） 感覚器官用薬
外用薬 フルオロメトロン点眼液0.1%｢ｾﾝｼﾞｭ｣ フルオロメトロン 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 フルタイド１００ディスカス フルチカゾン ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 フルタイド200 ﾃﾞｨｽｶｽ プロピオン酸フルチカゾン吸入剤 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 フルタイド50μgｴｱｿﾞｰﾙ 120吸入用 プロピオン酸フルチカゾン吸入剤 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 フルティフォーム125ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ 杏林製薬 呼吸器官用薬
外用薬 小児用フルナーゼ点鼻液25 4ml プロピオン酸フルチカゾン液 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 感覚器官用薬
外用薬 プレグランディン腟坐剤 1mg ゲメプロスト膣坐剤 小野薬品 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
外用薬 プレドニン眼軟膏 2.5mg/g ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ 塩野義製薬 感覚器官用薬
外用薬 プロウペス腟用剤１０ｍｇ ジノプロストン 薬師製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
外用薬 フロジン外用液 5% 30ml 塩化カルプロニウム液 第一三共 外皮用薬
外用薬 プロスタンディン軟膏0.003%　30ｇ アルプロスタジルアルファデクス 小野薬品 外皮用薬
外用薬 プロトピック軟膏小児用 0.03% 5g タクロリムス水和物軟膏 マルホ 外皮用薬
外用薬 プロトピック軟膏 0.1% 5g タクロリムス水和物軟膏 マルホ 外皮用薬
外用薬 ブロナック点眼液0.1% 5ml ブロムフェナクナトリウム液 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 プロピレングリコ―ル プロピレングリコール 丸石製薬 調剤用薬
外用薬 プロペト 白色ワセリン 丸石製薬 調剤用薬
外用薬 フローレス眼検査試験紙0.7mg フルオレセインナトリウム（２）試験紙 あゆみ製薬 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外用薬 ベストロン耳鼻科用1% 50ml 塩酸セフメノキシム液 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 ベストロン点眼液 5ml 塩酸セフメノキシム液 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 ベセルナクリーム5% イモキシド 持田製薬 化学療法剤
外用薬 ベナパスタ軟膏4% ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン軟膏 田辺三菱製薬 外皮用薬
外用薬 ベネトリン吸入液 0.5% 硫酸サルブタモール吸入剤 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 ベノキシール点眼液 0.4% 5ml 塩酸オキシブプロカイン液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 ヘパリン類似物質油性ｸﾘｰﾑ0.3%｢日医工｣100g ヘパリン類似物質油性ｸﾘｰﾑ 持田製薬 血液・体液用薬
外用薬 ヘパリン類似物質油性ｸﾘｰﾑ0.3%｢日医工｣25g ヘパリン類似物質油性ｸﾘｰﾑ 持田製薬 血液・体液用薬
外用薬 【泡】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 ヘパリン類似物質 サンファーマ 血液・体液用薬
外用薬 ベピオゲル 2.5% ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ マルホ 外皮用薬
外用薬 ペンタサ注腸1g メサラジン 杏林製薬 消化器官用薬
外用薬 ペンタサ坐剤1g ﾒｻﾗｼﾞﾝ 杏林製薬 その他
外用薬 ボアラ軟膏0.12%100g 吉草酸デキサメタゾン マルホ 外皮用薬
外用薬 ボアラ軟膏 0.12%5g 吉草酸デキサメタゾン マルホ 外皮用薬
外用薬 ホクナリンテープ 1mg ツロブテロール貼付剤 マイランEPD 呼吸器官用薬
外用薬 ホクナリンテープ 2mg ツロブテロール貼付剤 マイランEPD 呼吸器官用薬
外用薬 ホクナリンテープ 0.5mg ツロブテロール貼付剤 マイランEPD 呼吸器官用薬
外用薬 ホスコーS－５５ ウイテプゾール坐剤基材 丸石製薬 調剤用薬
外用薬 強力ポステリザン（軟膏） 2g 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏 マルホ 泌尿生殖器官及び肛門用薬
外用薬 ボスミン外用液 0.1% エピネフリン液 第一三共 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
外用薬 ポビドンヨード消毒液10％　250ml ポピドンヨード 健栄製薬 外皮用薬
外用薬 ポビドンヨードガーグル7%「日医工」 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 日医工 呼吸器官用薬
外用薬 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 健栄製薬 外皮用薬
外用薬 ボラザＧ坐剤 トリベノシド・リドカイン坐剤 武田薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬
外用薬 ボルタレンテープ15mg　7枚入り ジクロフェナクナトリウム貼付剤 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 外皮用薬
外用薬 マイザー軟膏 10g ジフルプレドナート 田辺三菱製薬 外皮用薬
外用薬 マイザークリーム 0.05% 100g ジフルプレドナートクリーム 田辺三菱製薬 外皮用薬
外用薬 マイザー軟膏0.05% 100ｇ ジフルプレドナート 田辺三菱製薬 外皮用薬
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外用薬 マイザークリーム 0.05%5ｇ ジフルプレドナート 田辺三菱製薬 外皮用薬
外用薬 人工涙液マイティア点眼液 5ml ホウ酸・無機塩類配合剤液 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 マクロゴール軟膏 マクロゴール 健栄製薬 調剤用薬
外用薬 マスキン水 0.05% グルコン酸クロルヘキシジン液 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 マスキンＷ・エタノ―ル液 0.5% グルコン酸クロルヘキシジン液 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 マスキン液 5% グルコン酸クロルヘキシジン液 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 マーデュオックス軟膏 ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ マルホ 外皮用薬
外用薬 ミオコールスプレー 0.3mg ニトログリセリン噴霧剤 アステラス製薬 循環器官用薬
外用薬 ミケランＬＡ点眼液２％ 塩酸カルテオロール 大塚製薬 感覚器官用薬
外用薬 ミケルナ配合点眼液 ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ/ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ 大塚製薬 感覚器官用薬
外用薬 ミドリンＭ点眼液 0.4% 5ml トロピカミド液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 ミドリンＰ点眼液 5ml トロピカミド・塩酸フェニレフリン液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 ミリステープ５ｍｇ(4.05cmX4.50cm) ニトロギリセリン 日本化薬 循環器官用薬
外用薬 ミレーナ52mg ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ ﾊﾞｲｴﾙ薬品 泌尿生殖器官及び肛門用薬
外用薬 ムコスタ点眼液ＵＤ2% 0.35mL ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 大塚製薬 感覚器官用薬
外用薬 無水エタノ－ル 無水エタノール 丸石製薬 外皮用薬
外用薬 メサデルムクリーム0.1% デキサメタゾンプロピオン酸エステル 大鵬薬品 外皮用薬
外用薬 メノエイドコンビパッチ ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ/ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 久光製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
外用薬 メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 大塚製薬 呼吸器官用薬
外用薬 メプチン吸入液ユニット0.3mL 塩酸プロカテロール 大塚製薬 呼吸器官用薬
外用薬 モキシフロキサシン点眼液0.5%｢ｻﾝﾄﾞ｣ モキシフロキサシン サンド 感覚器官用薬
外用薬 モメタゾン点鼻液 50μg｢杏林｣56噴霧 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 杏林製薬 感覚器官用薬
外用薬 モーラスパップXR120mg ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝXR 久光製薬 外皮用薬
外用薬 モーラステープL 40mg 10cmX14cm(院内不可） ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 久光製薬 外皮用薬
外用薬 モーラスパップ60mg 14×20cm ケトプロフェン 久光製薬 外皮用薬
外用薬 ユーパスタｺｰﾜ軟膏 精製白糖・ポビドンヨード軟膏 興和創薬 外皮用薬
外用薬 ユベラ軟膏 トコフェロール エーザイ 外皮用薬
外用薬 ヨウ化カリウム｢日医工｣ ヨウ化カリウム 日医工 滋養強壮薬
外用薬 ヨウ素「ｺｻﾞｶｲ・Ｍ」 ヨウ素 吉田製薬 外皮用薬
外用薬 ラクリミン点眼液 0.05%   5ml 塩酸オキシブプロカイン液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 ラパリムスゲル０．２％ シロリムス ノーベルファーマ 腫瘍用薬
外用薬 ラミシールクリーム 1% 10g 塩酸テルビナフィンクリーム サンファーマ 外皮用薬
外用薬 リザベン点眼液 0.5%   5ml トラニラスト液 キッセイ 感覚器官用薬
外用薬 リティンパ耳科用 250μg ﾄﾗﾌｪﾙﾐﾝ ノーベルファーマ 感覚器官用薬
外用薬 リドカインテープ 18㎎｢YP｣ リドカイン貼付剤 祐徳薬品 末梢神経系用薬
外用薬 リドメックスｺｰﾜクリーム 0.3% 100g 吉草酸酢酸プレドニゾロンクリーム 興和創薬 外皮用薬
外用薬 リドメックスｺｰﾜ軟膏 0.3% 100g 吉草酸酢酸プレドニゾロン軟膏 興和創薬 外皮用薬
外用薬 リドメックスｺｰﾜクリーム 0.3% 吉草酸酢酸プレドニゾロン 興和創薬 外皮用薬
外用薬 リドメックスｺｰﾜ軟膏 0.3% 吉草酸酢酸プレドニゾロン軟膏 興和創薬 外皮用薬
外用薬 リドメックスコーワローション 0.3％ 吉草酸酢酸プレドニゾロン 興和創薬 外皮用薬
外用薬 リバスチグミンテープ4.5㎎｢DSEP｣ ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 第一三共 中枢神経系用薬
外用薬 リバスチグミンテープ9㎎｢DSEP｣ ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 第一三共 中枢神経系用薬
外用薬 リバスチグミンテープ 13.5㎎｢DSEP｣ ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 第一三共 中枢神経系用薬
外用薬 リバスチグミンテープ18㎎｢DSEP｣ ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 第一三共 中枢神経系用薬
外用薬 リボスチン点眼液 5ml 塩酸レボカバスチン液 参天製薬 感覚器官用薬
外用薬 リンデロンＶＧ軟膏5g 吉草酸ベタメタゾン・ゲンタマイシン軟膏 塩野義製薬 外皮用薬
外用薬 リンデロンVG軟膏0.12%　200g 吉草酸ベタメタゾン・ゲンタマイシン軟膏 塩野義製薬 外皮用薬
外用薬 リンデロン点眼点耳点鼻液0.1% リン酸ベタメタゾンナトリウム液 塩野義製薬 感覚器官用薬
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外用薬 眼耳科用リンデロンＡ軟膏0.1% 5g フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾン軟膏 塩野義製薬 感覚器官用薬
外用薬 リンデロン坐剤 1mg★ ベタメタゾン坐剤 塩野義製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
外用薬 リンデロン坐剤0.5mg ベタメタゾン坐剤 塩野義製薬 ﾎﾙﾓﾝ剤(抗ﾎﾙﾓﾝ剤を含む)
外用薬 リンデロンＶＧローション 10ml 吉草酸ベタメタゾン・ゲンタマイシン液 塩野義製薬 外皮用薬
外用薬 ルミガン点眼液 0.03%1mL ビマトプロスト 武田薬品 感覚器官用薬
外用薬 ルリコンクリーム1% 10g ルリコナゾール サンファーマ 外皮用薬
外用薬 レクタブル2mg注腸フォーム　14回 ﾌﾞﾃｿﾞﾆﾄﾞ ＥＡファーマ 消化器官用薬
外用薬 新レシカルボン坐剤 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ・無水ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ ゼリア新薬 消化器官用薬
外用薬 レルベア100エリプタ30吸入用 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ・ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 レルベア200エリブタ30吸入用 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ・ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ 呼吸器官用薬
外用薬 ロキソプロフェンＮａテープ100mg｢ﾕｰﾄｸ｣ ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 祐徳薬品 外皮用薬
外用薬 ロキソニンゲル1％ ロキソプロフェンナトリウム 第一三共 外皮用薬
外用薬 ロキソニンテープ100mg ロキソプロフェンナトリウム 第一三共 外皮用薬
外用薬 ロコアテープ ｴｽﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ･ﾊｯｶ油 帝人ファーマ 外皮用薬
外用薬 ロコイドクリーム 0.1% 5g 酪酸ヒドロコルチゾンクリーム 鳥居薬品 外皮用薬
外用薬 ロゼックスゲル0.75% ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ マルホ 外皮用薬
外用薬 ロナセンテープ 40㎎ ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
外用薬 ロナセンテープ 20㎎ ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ 大日本住友製薬 中枢神経系用薬
外用薬 ワコビタール坐剤 100mg フェノバルビタールナトリウム坐剤 高田製薬 中枢神経系用薬
外用薬 ワコビタール坐剤 30mg フェノバルビタールナトリウム坐剤 高田製薬 中枢神経系用薬
外用薬 白色ワセリン 白色ワセリン 丸石製薬 調剤用薬
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