
大塚製薬 (局)塩化ナトリウム  

丸石製薬 ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水　０．０５％ ０．０５％１０ｍＬ

東豊薬品 １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 １０％１０ｇ

武田薬品 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 ２５ｍｇ１錠

武田薬品 ２ｍｇセルシン錠 ２ｍｇ１錠

東豊薬品 ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 ５％１０ｇ

日本ジェネリック ５０％ブドウ糖注射液「ニッシン」　２０ｍＬ ５０％２０ｍＬ１管

武田薬品 ５ｍｇセルシン錠 ５ｍｇ１錠

ゼリア新薬 ＡＺ点眼液０．０２％　５ｍＬ ０．０２％５ｍＬ１瓶

武田薬品 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６ｍｇ「武田テバ」 ６ｍｇ１錠

ＪＰＳ ＪＰＳ越婢加朮湯エキス顆粒〔調剤用〕 １ｇ

ＪＰＳ ＪＰＳ桂枝茯苓丸料エキス顆粒〔調剤用〕 １ｇ

沢井製薬 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワイ」 １錠

健栄製薬 ｌ－メントール「ケンエー」 １ｇ

興和 ＭＤＳコーワ錠３００　３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠

塩野義 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ＭＳ温シップ「タイホウ」 １０ｇ

大鵬薬品 ＭＳ冷シップ「タイホウ」 １０ｇ

三和化学 ＭＳ冷シップ「タカミツ」 １０ｇ

塩野義 ＰＬ配合顆粒 １ｇ

アルフレッサファーマ Ｓ・Ｍ配合散 １ｇ

塩野義 ＳＧ配合顆粒 １ｇ

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 ０．２５ｍｇ１錠

アステラス製薬 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ ２０％２５ｇ１個

アステラス製薬 アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ ８９．２９％１ｇ

第一三共 アーチスト錠１．２５ｍｇ １．２５ｍｇ１錠

第一三共 アーチスト錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

第一三共 アーチスト錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

第一三共 アーチスト錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

ファイザー アーテン散１％ １％１ｇ

ファイザー アーテン錠（２ｍｇ） ２ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ アーリーダ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠

大塚製薬 アイクルシグ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

ＭＳＤ アイセントレス錠４００ｍｇ ４００ｍｇ１錠

アステラス製薬 アイトロール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

アステラス製薬 アイトロール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

大鵬薬品 アイピーディカプセル１００　１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル

武田薬品 アイファガン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ

大日本住友製薬 アイミクス配合錠ＨＤ １錠

武田薬品 アカルボース錠１００ｍｇ「テバ」 １００ｍｇ１錠

ファイザー アカルボース錠１００ｍｇ「ファイザー」 １００ｍｇ１錠

武田薬品 アカルボース錠５０ｍｇ「テバ」 ５０ｍｇ１錠

大日本住友製薬 アキネトン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

大塚製薬 アクアチムクリーム１％ １％１ｇ

大塚製薬 アクアチムローション１％ １％１ｍＬ

大塚製薬 アクアチム軟膏１％ １％１ｇ

中外製薬 アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター　０．９ｍＬ １６２ｍｇ０．９ｍＬ１キット

中外製薬 アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ　０．９ｍＬ １６２ｍｇ０．９ｍＬ１筒

マルホ アクトシン軟膏３％ ３％１ｇ

武田薬品 アクトス錠１５　１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

武田薬品 アクトス錠３０　３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

エーザイ アクトネル錠１７．５ｍｇ １７．５ｍｇ１錠

シャイアー・ジャパン アグリリンカプセル０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１カプセル

サンファーマ アクロマイシンＶカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル

サンファーマ アクロマイシン軟膏３％　３０ｍｇ ３０ｍｇ１ｇ

化研生薬 アコニンサン錠　１６６．６７ｍｇ １６６．６７ｍｇ１錠

アステラス製薬 アコファイド錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

あゆみ製薬 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

ファイザー アシクロビル錠２００ｍｇ「ファイザー」 ２００ｍｇ１錠

ゼリア新薬 アシノン錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠

興和 アジャストＡコーワ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

武田薬品 アジルバ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠
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武田薬品 アジルバ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

武田薬品 アジルバ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

武田薬品 アジレクト錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

武田薬品 アジレクト錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

マルホ アスタットクリーム１％ １％１ｇ

マルホ アスタット軟膏１％ １％１ｇ

オーファンＰ アストミン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

日本新薬 アズノールうがい液４％ ４％１ｍＬ

日本新薬 アズノール錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

日本新薬 アズノール軟膏０．０３３％ ０．０３３％１０ｇ

ニプロＥＳファーマ アスパラ－ＣＡ錠２００ １錠

ニプロＥＳファーマ アスパラカリウム錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠

吉田製薬 アスピリン「ヨシダ」 １０ｇ

バイエル アスペノンカプセル１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル

ニプロＥＳファーマ アスベリンシロップ０．５％ ０．５％１０ｍＬ

ニプロＥＳファーマ アスベリンドライシロップ２％ ２％１ｇ

ニプロＥＳファーマ アスベリン散１０％ １０％１ｇ

ニプロＥＳファーマ アスベリン錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ニプロＥＳファーマ アスベリン錠２０　２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

ＭＳＤ アズマネックスツイストヘラー１００μｇ６０吸入　６ｍｇ１００μｇ ６ｍｇ１キット（１００μｇ）

ＭＳＤ アズマネックスツイストヘラー２００μｇ６０吸入　１２ｍｇ １２ｍｇ１キット（２００μｇ）

日医工 アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」 １ｇ

サノフィ アセタノールカプセル２００　２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル

吉田製薬 アセトアミノフェン「ヨシダ」 １ｇ

日本ジェネリック アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「ＪＧ」 ３００ｍｇ１錠

エーザイ アゼプチン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

ニプロＥＳファーマ アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 １６ｍｇ１錠

ニプロＥＳファーマ アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 ８ｍｇ１錠

日本ジェネリック アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 ３０ｍｇ１錠

日本ジェネリック アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 ６０ｍｇ１錠

ノバルティスＰ アゾルガ配合懸濁性点眼液 １ｍＬ

バイエル アダプチノール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

バイエル アダラートＣＲ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

バイエル アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

バイエル アダラートＣＲ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

バイエル アダラートＬ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ファイザー アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル

ファイザー アタラックス－Ｐドライシロップ２．５％ ２．５％１ｇ

ファイザー アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ）　２．５％１ｍＬ ２．５％１ｍＬ１管

ファイザー アタラックス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ファイザー アタラックス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

バイエル アデスタンクリーム１％ １％１ｇ

持田製薬 アテディオ配合錠 １錠

沢井製薬 アテノロール錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠

沢井製薬 アテノロール錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠

興和 アデホスコーワ腸溶錠２０　２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

興和 アデホスコーワ顆粒１０％ １０％１ｇ

ＭＳＤ アデムパス錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

持田製薬 アテレック錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

持田製薬 アテレック錠２０　２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

持田製薬 アテレック錠５　５ｍｇ ５ｍｇ１錠

ＧＳＫ アドエア１００ディスカス６０吸入用　６０ブリスター ６０ブリスター１キット

ＧＳＫ アドエア１２５エアゾール１２０吸入用　１２．０ｇ １２．０ｇ１瓶

ＧＳＫ アドエア２５０エアゾール１２０吸入用　１２．０ｇ １２．０ｇ１瓶

ＧＳＫ アドエア２５０ディスカス６０吸入用　６０ブリスター ６０ブリスター１キット

ＧＳＫ アドエア５００ディスカス６０吸入用　６０ブリスター ６０ブリスター１キット

ＧＳＫ アドエア５０エアゾール１２０吸入用　１２．０ｇ １２．０ｇ１瓶

バイエル アトーゼット配合錠ＨＤ １錠

バイエル アトーゼット配合錠ＬＤ １錠

日本新薬 アドシルカ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

ニプロＥＳファーマ アドナ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ニプロＥＳファーマ アドナ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

科研製薬 アドフィードパップ４０ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

沢井製薬 アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「サワイ」 ４０ｍｇ１カプセル



鳥居薬品 アトラント軟膏１％ １％１ｇ

日医工 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠

日医工 アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠

第一三共 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １ｍｇ１錠

日本化薬 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 １ｍｇ１錠

アルフレッサファーマ アナフラニール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

アルフレッサファーマ アナフラニール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

ＧＳＫ アノーロエリプタ３０吸入用 ３０吸入１キット

大日本住友製薬 アバプロ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

サノフィ アピドラ注ソロスター　３００単位 ３００単位１キット

ノバルティスＰ アフィニトール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

協和キリン アブストラル舌下錠１００μｇ １００μｇ１錠

協和キリン アブストラル舌下錠２００μｇ ２００μｇ１錠

協和キリン アブストラル舌下錠４００μｇ ４００μｇ１錠

あゆみ製薬 アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ ０．１％１ｇ

帝人ファーマ アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ ２５μｇ１錠

日本化薬 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」 ８０ｍｇ１カプセル

第一三共 アヘンチンキ「第一三共」　１０％ １０％１ｍＬ

ＧＳＫ アボルブカプセル０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１カプセル

ＧＳＫ アマージ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

サノフィ アマリール０．５ｍｇ錠 ０．５ｍｇ１錠

サノフィ アマリール１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠

第一三共 アマルエット配合錠１番「ＤＳＥＰ」 １錠

第一三共 アマルエット配合錠３番「ＤＳＥＰ」 １錠

第一三共 アマルエット配合錠４番「ＤＳＥＰ」 １錠

沢井製薬 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠

アステラス製薬 アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 １００ｍｇ１錠

アステラス製薬 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 ５０ｍｇ１錠

マイランＥＰＤ アミティーザカプセル１２μｇ １２μｇ１カプセル

マイランＥＰＤ アミティーザカプセル２４μｇ ２４μｇ１カプセル

日医工 アミノバクト配合顆粒　４．７４ｇ ４．７４ｇ１包

大塚製薬 アミノレバンＥＮ配合散 １０ｇ

日本ケミファ アムバロ配合錠「ケミファ」 １錠

日本ケミファ アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」 ２．５ｍｇ１錠

日本ケミファ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 ５ｍｇ１錠

日本ケミファ アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠

日本ケミファ アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミファ」 ２．５ｍｇ１錠

日本ケミファ アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」 ５ｍｇ１錠

大日本住友製薬 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

大日本住友製薬 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

大日本住友製薬 アムロジン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

大日本住友製薬 アムロジン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

大日本住友製薬 アムロジン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

マルホ アメナリーフ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

ファイザー アモキサンカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル

東和薬品 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１カプセル

日医工 アモバン錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

日医工 アモバン錠７．５　７．５ｍｇ ７．５ｍｇ１錠

持田製薬 アラセナ－Ａ軟膏３％ ３％１ｇ

日医工 アラセプリル錠２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１錠

サノフィ アラバ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

ＧＳＫ アラミスト点鼻液２７．５μｇ１２０噴霧用　５ｍｇ１０ｇ ５ｍｇ１０ｇ１キット

ＧＳＫ アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用　３ｍｇ６ｇ ３ｍｇ６ｇ１キット

エーザイ アリセプトＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

エーザイ アリセプトＤ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠

エーザイ アリセプトＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

ニプロＥＳファーマ アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「ヨシトミ」 ２４ｍｇ１錠

沢井製薬 アリピプラゾール錠３ｍｇ「サワイ」 ３ｍｇ１錠

東和薬品 アリピプラゾール錠６ｍｇ「トーワ」 ６ｍｇ１錠

アストラゼネカ アリミデックス錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

アルサルミン細粒９０％ ９０％１ｇ

日医工 アルサルミン内用液１０％ １０％１ｍＬ

武田薬品 アルジオキサ顆粒５０％「あすか」 ５０％１ｇ

ファイザー アルダクトンＡ細粒１０％ １０％１ｇ



ファイザー アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

ファイザー アルダクトンＡ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

武田薬品 アルタットカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル

ミノファーゲン アルドメット錠１２５　１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠

ミノファーゲン アルドメット錠２５０　２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

沢井製薬 アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「サワイ」 ０．２５μｇ１カプセル

沢井製薬 アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「サワイ」 ０．５μｇ１カプセル

沢井製薬 アルファカルシドールカプセル１μｇ「サワイ」 １μｇ１カプセル

共和薬品 アルファカルシドール錠０．２５μｇ「アメル」 ０．２５μｇ１錠

共和薬品 アルファカルシドール錠０．５μｇ「アメル」 ０．５μｇ１錠

共和薬品 アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」　１μｇ １μｇ１錠

中外製薬 アルファロールカプセル０．２５μｇ ０．２５μｇ１カプセル

中外製薬 アルファロールカプセル０．５μｇ ０．５μｇ１カプセル

中外製薬 アルファロールカプセル１μｇ １μｇ１カプセル

中外製薬 アルファロール散１μｇ／ｇ １μｇ１ｇ

沢井製薬 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 ０．４ｍｇ１錠

塩野義 アルメタ軟膏　０．１％ ０．１％１ｇ

カイゲンファーマ アルロイドＧ内用液５％ １０ｍＬ

サノフィ アレグラＯＤ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠

サノフィ アレグラドライシロップ５％ ５％１ｇ

サノフィ アレグラ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

サノフィ アレグラ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠

久光製薬 アレサガテープ４ｍｇ ４ｍｇ１枚

参天製薬 アレジオンＬＸ点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ

日本ベーリンガー アレジオンドライシロップ１％ １％１ｇ

日本ベーリンガー アレジオン錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

日本ベーリンガー アレジオン錠２０　２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

参天製薬 アレジオン点眼液０．０５％ ０．０５％１ｍＬ

中外製薬 アレセンサカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル

大日本住友製薬 アレビアチン散１０％ １０％１ｇ

大日本住友製薬 アレビアチン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

協和キリン アレロックＯＤ錠５　５ｍｇ ５ｍｇ１錠

協和キリン アレロック錠２．５　２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

協和キリン アレロック顆粒０．５％ ０．５％１ｇ

日医工 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」 ３５ｍｇ１錠

日医工 アレンドロン酸錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠

サンファーマ アローゼン顆粒 １ｇ

沢井製薬 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠

大日本住友製薬 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 ５ｍｇ１錠

沢井製薬 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠

佐藤製薬 アロビックス外用液５％ ５％１ｍＬ

沢井製薬 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠

沢井製薬 アロプリノール錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠

ファイザー アロマシン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

大正製薬 アンカロン錠１００　１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

鳥居薬品 アンテベートクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ

鳥居薬品 アンテベートローション０．０５％ ０．０５％１ｇ

鳥居薬品 アンテベート軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ

マイランＥＰＤ アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ １００ｍｇ１個

マイランＥＰＤ アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ ２００ｍｇ１個

田辺三菱製薬 アンプラーグ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

高田製薬 アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．５％「タカタ」 １．５％１ｇ

沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ｍｇ「サワイ」 ４５ｍｇ１カプセル

沢井製薬 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サワイ」 ４５ｍｇ１錠

大日本住友製薬 アンペック坐剤１０ｍｇ １０ｍｇ１個

大塚製薬 イーケプラドライシロップ５０％ ５０％１ｇ

大塚製薬 イーケプラ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

大塚製薬 イーケプラ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

協和キリン イーシー・ドパール配合錠 １錠

丸石製薬 イオウ・カンフルローション「東豊」 １０ｍＬ

バイエル イグザレルト錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

バイエル イグザレルト錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

アステラス製薬 イクスタンジ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「サワイ」 ３００ｍｇ１包



沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「サワイ」 ６００ｍｇ１包

沢井製薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」 ９００ｍｇ１包

アルフレッサファーマ イスコチン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

塩野義 イソジンガーグル液７％ ７％１ｍＬ

塩野義 イソジン液１０％ １０％１０ｍＬ

武田薬品 イソソルビド内用液７０％分包３０ｍＬ「ＣＥＯ」 ７０％３０ｍＬ１包

日本新薬 イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ ７０％３０ｍＬ１包

ニプロＥＳファーマ イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タナベ」 ５０ｍｇ１錠

興和 イドメシンコーワクリーム１％ １％１ｇ

興和 イドメシンコーワゲル１％ １％１ｇ

興和 イドメシンコーワゾル１％ １％１ｇ

日本ケミファ イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 ５０ｍｇ１カプセル

ファイザー イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 １％１ｍＬ

第一三共 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ２０ｍｇ１キット

武田薬品 イニシンク配合錠 １錠

大塚製薬 イノラス配合経腸用液 １０ｍＬ

ファイザー イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ ３７．５ｍｇ１カプセル

武田薬品 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「あすか」 ２０ｍｇ１錠

ファイザー イブランスカプセル１２５ｍｇ １２５ｍｇ１カプセル

ファイザー イブランスカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル

ヤクルト イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 １００ｍｇ１錠

ＧＳＫ イミグランキット皮下注３ｍｇ　０．５ｍＬ ３ｍｇ０．５ｍＬ１筒

ＧＳＫ イミグラン錠５０　５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

ＧＳＫ イミグラン点鼻液２０　２０ｍｇ０．１ｍＬ ２０ｍｇ０．１ｍＬ１個

武田薬品 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 ５ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ イムブルビカカプセル１４０ｍｇ １４０ｍｇ１カプセル

アスペンジャパン イムラン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

小野薬品 イメンドカプセル８０ｍｇ ８０ｍｇ１カプセル

アステラス製薬 イリボー錠２．５μｇ ２．５μｇ１錠

アステラス製薬 イリボー錠５μｇ ５μｇ１錠

大日本住友製薬 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」 １錠

大日本住友製薬 イルアミクス配合錠ＬＤ「ＤＳＰＢ」 １錠

日医工 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」 ２ｍｇ１錠

日医工 イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ「日医工」 ４ｍｇ１錠

沢井製薬 イルベサルタン錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠

沢井製薬 イルベサルタン錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠

アストラゼネカ イレッサ錠２５０　２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ インヴェガ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ インヴェガ錠６ｍｇ ６ｍｇ１錠

アルフレッサファーマ インクレミンシロップ５％ １ｍＬ

日本イーライリリー インスリン　グラルギンＢＳ注カート「リリー」　３００単位 ３００単位１筒

日本イーライリリー インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」　３００単位 ３００単位１キット

サノフィ インタール吸入液１％　２ｍＬ １％２ｍＬ１管

サノフィ インタール細粒１０％ １０％１ｇ

サノフィ インタール点眼液２％　１００ｍｇ５ｍＬ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶

サノフィ インタール点鼻液２％　１９０ｍｇ９．５ｍＬ １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶

塩野義 インチュニブ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

塩野義 インチュニブ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠

帝國製薬 インテバンクリーム１％ １％１ｇ

帝國製薬 インテバン外用液１％ １％１ｍＬ

帝國製薬 インテバン坐剤２５　２５ｍｇ ２５ｍｇ１個

帝國製薬 インテバン軟膏１％ １％１ｇ

アストラゼネカ インデラル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

日医工 インドメタシンクリーム１％「日医工」 １％１ｇ

エーザイ インフリーＳカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル

ファイザー インライタ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

ファイザー インライタ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

ノバルティスＰ ヴォトリエント錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

ＧＳＫ ヴォリブリス錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

鳥居薬品 ウブレチド錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

日本ケミファ ウラリット配合錠 １錠

三和化学 ウリアデック錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

三和化学 ウリアデック錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

三和化学 ウリアデック錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠



杏林製薬 ウリトス錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠

武田薬品 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テバ」 １００ｍｇ１錠

武田薬品 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 ５０ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ウルソ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ウルソ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ウルソ顆粒５％ ５％１ｇ

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ウルティブロ吸入用カプセル １カプセル

大塚製薬 ウレパールローション１０％ １０％１ｇ

日本新薬 ウロカルン錠２２５ｍｇ ２２５ｍｇ１錠

ノバルティスＰ エイゾプト懸濁性点眼液１％ １％１ｍＬ

参天製薬 エイベリス点眼液０．００２％ ０．００２％１ｍＬ

武田薬品 エカード配合錠ＨＤ １錠

武田薬品 エカード配合錠ＬＤ １錠

ファイザー エカベトＮａ顆粒６６．７％「ファイザー」 ６６．７％１ｇ

マルホ エキザルベ １ｇ

大日本住友製薬 エクア錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

大日本住友製薬 エクセグラン散２０％ ２０％１ｇ

大日本住友製薬 エクセグラン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ エクセラーゼ配合錠 １錠

大日本住友製薬 エクメット配合錠ＨＤ １錠

エクメット配合錠ＬＤ １錠

久光製薬 エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２　１．５ｍｇ７．５×１０ｃｍ （１．５ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ

参天製薬 エコリシン眼軟膏 １ｇ

サンド エサンブトール錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

共和薬品 エスタゾラム錠１ｍｇ「アメル」 １ｍｇ１錠

共和薬品 エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 ２ｍｇ１錠

久光製薬 エストラーナテープ０．１８ｍｇ　２．２５ｃｍ２ （０．１８ｍｇ）２．２５ｃｍ（２）１枚

久光製薬 エストラーナテープ０．７２ｍｇ　９ｃｍ２ （０．７２ｍｇ）９ｃｍ（２）１枚

日本新薬 エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ １５６．７ｍｇ１カプセル

持田製薬 エストリール腟錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

大鵬薬品 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０　２０ｍｇ（テガフール相当量） ２０ｍｇ１錠（テガフール相当量）

大鵬薬品 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５　２５ｍｇ（テガフール相当量） ２５ｍｇ１錠（テガフール相当量）

東和薬品 エゼチミブ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠

あゆみ製薬 エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ「ＭＡ」 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット

帝人ファーマ エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「ＴＹ」　１ｍＬ ５０ｍｇ１ｍＬ１キット

沢井製薬 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＳＷ」 ０．２５ｍｇ１錠

第一三共 エチゾラム錠０．５ｍｇ「フジナガ」 ０．５ｍｇ１錠

第一三共 エチゾラム錠１ｍｇ「フジナガ」 １ｍｇ１錠

ノバルティスＰ エックスフォージ配合錠 １錠

中外製薬 エディロールカプセル０．５μｇ ０．５μｇ１カプセル

中外製薬 エディロールカプセル０．７５μｇ ０．７５μｇ１カプセル

沢井製薬 エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 ２００ｍｇ１錠

共和薬品 エナラート細粒１％ １％１ｇ

エナラプリルＭ錠５「ＥＭＥＣ」　５ｍｇ ５ｍｇ１錠

沢井製薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠

沢井製薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 ２．５ｍｇ１錠

沢井製薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠

アボットジャパン エネーボ配合経腸用液 １０ｍＬ

科研製薬 エバスチン錠１０ｍｇ「科研」 １０ｍｇ１錠

大日本住友製薬 エバステル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

持田製薬 エパデールＳ６００　６００ｍｇ ６００ｍｇ１包

持田製薬 エパデールＳ９００　９００ｍｇ ９００ｍｇ１包

持田製薬 エパデールカプセル３００　３００ｍｇ ３００ｍｇ１カプセル

バイエル エバミール錠１．０　１ｍｇ １ｍｇ１錠

日本臓器 エパラカプセル３００　３００ｍｇ ３００ｍｇ１カプセル

日本ケミファ エパルレスタット錠５０ｍｇ「ケミファ」 ５０ｍｇ１錠

日本イーライリリー エビスタ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠

ファイザー エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 ２０ｍｇ１錠

日本新薬 エビプロスタット配合錠ＤＢ １錠

マイランＥＰＤ エピペン注射液０．３ｍｇ ０．３ｍｇ１筒

大塚製薬 エビリファイ錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠

大塚製薬 エビリファイ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

大塚製薬 エビリファイ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠

大塚製薬 エビリファイ錠６ｍｇ ６ｍｇ１錠



第一三共 エフィエント錠３．７５ｍｇ ３．７５ｍｇ１錠

エフピー エフピーＯＤ錠２．５　２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

科研製薬 エブランチルカプセル１５ｍｇ １５ｍｇ１カプセル

科研製薬 エブランチルカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル

ニプロ エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ５０ｍｇ１錠

第一三共 エボザックカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル

佐藤製薬 エムラクリーム １ｇ

ファイザー エリキュース錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

ファイザー エリキュース錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

日本新薬 エリザスカプセル外用４００μｇ ４００μｇ１カプセル

日本新薬 エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用　５．６ｍｇ ５．６ｍｇ１瓶

マイランＥＰＤ エリスロシン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

マイランＥＰＤ エリスロシン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

吉田製薬 エルエイジー０．１液　０．１％ ０．１％１０ｍＬ

大塚製薬 エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

大塚製薬 エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

大塚製薬 エルカルチンＦＦ内用液１０％分包５ｍＬ １０％５ｍＬ１包

武田薬品 エルサメットＳ配合錠 １錠

大塚製薬 エルネオパＮＦ１号輸液　１０００ｍＬ １０００ｍＬ１キット

大塚製薬 エルネオパＮＦ１号輸液　１５００ｍＬ １５００ｍＬ１キット

大塚製薬 エルネオパＮＦ２号輸液　１０００ｍＬ １０００ｍＬ１キット

大塚製薬 エルネオパＮＦ２号輸液　１５００ｍＬ １５００ｍＬ１キット

ＥＡファーマ エレンタール配合内用剤 １０ｇ

アボットジャパン エンシュア・Ｈ １０ｍＬ

アボットジャパン エンシュア・リキッド １０ｍＬ

第一三共 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ０．５ｍｇ１錠

塩野義 エンドキサン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

武田薬品 エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ ２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒

武田薬品 エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ ２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット

バイエル エンペシドクリーム１％ １％１ｇ

日新製薬 オイラックスＨクリーム １ｇ

日新製薬 オイラックスクリーム１０％ １０％１０ｇ

ＧＳＫ オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ　３７５ｍｇ （３７５ｍｇ）１錠

大杉製薬 オースギ葛根湯エキスＧ １ｇ

マルホ オキサロールローション２５μｇ／ｇ　０．００２５％ ０．００２５％１ｇ

マルホ オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ　０．００２５％ ０．００２５％１ｇ

テルモ オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テルモ」 ２０ｍｇ１カプセル

テルモ オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 ５ｍｇ１カプセル

塩野義 オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

塩野義 オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

塩野義 オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

塩野義 オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

塩野義 オキノーム散１０ｍｇ １０ｍｇ１包

塩野義 オキノーム散２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１包

塩野義 オキノーム散２０ｍｇ ２０ｍｇ１包

塩野義 オキノーム散５ｍｇ ５ｍｇ１包

武田薬品 オステラック錠１００　１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

共和薬品 オスポロット錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

オゼックス細粒小児用１５％　１５０ｍｇ １５０ｍｇ１ｇ

オゼックス錠１５０　１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠

大塚製薬 オゼックス点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ

日本化薬 オダイン錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠

オテズラ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

アムジェン オテズラ錠スターターパック １パック

武田薬品 オドメール点眼液０．０２％ ０．０２％１ｍＬ

武田薬品 オドメール点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ

小野薬品 オノンカプセル１１２．５ｍｇ １１２．５ｍｇ１カプセル

小野薬品 オノンドライシロップ１０％ １０％１ｇ

小野薬品 オパルモン錠５μｇ ５μｇ１錠

日医工 オピセゾールコデイン液（日医工） １ｍＬ

日本ベーリンガー オフェブカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル

わかもと オフサロン点眼液　５ｍＬ ５ｍＬ１瓶

ヤンセンファーマ オプスミット錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

大日本住友製薬 オプソ内服液１０ｍｇ　５ｍＬ １０ｍｇ５ｍＬ１包



大日本住友製薬 オプソ内服液５ｍｇ　２．５ｍＬ ５ｍｇ２．５ｍＬ１包

アルフレッサファーマ オフタルムＫ配合錠 １錠

アストラゼネカ オメプラール錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

アストラゼネカ オメプラール錠２０　２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

沢井製薬 オメプラゾール錠１０「ＳＷ」　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

沢井製薬 オメプラゾール錠２０「ＳＷ」　２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

富士フイルム富山化学 オラビ錠口腔用５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

第一三共 オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １０ｍｇ１錠

第一三共 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２．５ｍｇ１錠

第一三共 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５ｍｇ１錠

共和薬品 オランザピン錠１．２５ｍｇ「アメル」 １．２５ｍｇ１錠

丸石製薬 オリブ油（丸石） １０ｍＬ

吉田製薬 オリブ油「ヨシダ」 １０ｍＬ

オルガドロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ０．１％１ｍＬ

協和キリン オルケディア錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

協和キリン オルケディア錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

日本ジェネリック オルテクサー口腔用軟膏０．１％ ０．１％１ｇ

帝人ファーマ オルベスコ１００μｇインヘラー１１２吸入用　１１．２ｍｇ６．６ｇ １１．２ｍｇ６．６ｇ１キット

帝人ファーマ オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用　１１．２ｍｇ３．３ｇ １１．２ｍｇ３．３ｇ１キット

第一三共 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １０ｍｇ１錠

第一三共 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２０ｍｇ１錠

第一三共 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ４０ｍｇ１錠

第一三共 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５ｍｇ１錠

第一三共 オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

第一三共 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

第一三共 オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

第一三共 オルメテックＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 ２．５ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 ５ｍｇ１錠

協和キリン オングリザ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

協和キリン オングリザ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

ノバルティスＰ オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ １５０μｇ１カプセル

藤本製薬 カイロック細粒４０％ ４０％１ｇ

キッセイ ガスコン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

キッセイ ガスコン錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠

ＬＴＬファーマ ガスターＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ＬＴＬファーマ ガスターＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

ガスター散２％ ２％１ｇ

ＬＴＬファーマ ガスター錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ＬＴＬファーマ ガスター錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ガストローム顆粒６６．７％ ６６．７％１ｇ

日本ベーリンガー ガストロゼピン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

大日本住友製薬 ガスモチン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

大日本住友製薬 ガスモチン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

日本新薬 ガスロンＮ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

日本新薬 ガスロンＮ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

アストラゼネカ カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠

武田薬品 カタリン点眼用０．００５％　（溶解後の液として） ０．００５％１ｍＬ（溶解後の液として）

武田薬品 カチーフＮ散１０ｍｇ／ｇ　１％ １％１ｇ

武田薬品 ガチフロ点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ

スミスアンドネフュー カデックス軟膏０．９％ ０．９％１ｇ

ファイザー カデュエット配合錠２番 １錠

ファイザー カデュエット配合錠４番 １錠

帝國製薬 カトレップパップ７０ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

田辺三菱製薬 カナグル錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

アステラス製薬 ガナトン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

第一三共 カナリア配合錠 １錠

ファイザー カバサール錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠

ファイザー カバサール錠１．０ｍｇ　１ｍｇ １ｍｇ１錠

ガバペン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

ガバペン錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠

富士製工 ガバペン錠４００ｍｇ ４００ｍｇ１錠

ファイザー カフコデＮ配合錠 １錠

第一三共 カプトリル－Ｒカプセル１８．７５ｍｇ １８．７５ｍｇ１カプセル



沢井製薬 カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」 ３００ｍｇ１錠

武田薬品 カボメティクス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

武田薬品 カムシア配合錠ＨＤ「あすか」 １錠

武田薬品 カムシア配合錠ＬＤ「あすか」 １錠

日医工 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠

参天製薬 カリーユニ点眼液０．００５％　５ｍＬ ０．００５％５ｍＬ１瓶

小野薬品 カリエードプラス散（分包）９６．７％ ９６．７％１ｇ

日医工 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 ２５単位１錠

日医工 カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」 ５０単位１錠

興和 カリメートドライシロップ９２．５９％ ９２．５９％１ｇ

興和 カリメート経口液２０％　２５ｇ ２０％２５ｇ１包

興和 カリメート散 １ｇ

田辺三菱製薬 カルグート錠５　５ｍｇ ５ｍｇ１錠

沢井製薬 カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「サワイ」 ０．２５μｇ１カプセル

沢井製薬 カルシトリオールカプセル０．５μｇ「サワイ」 ０．５μｇ１カプセル

扶桑薬品 カルタンＯＤ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

ファイザー カルデナリン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

ファイザー カルデナリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

ファイザー カルデナリン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

ファイザー カルデナリン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

三和化学 カルナクリン錠２５　２５単位 ２５単位１錠

三和化学 カルナクリン錠５０　５０単位 ５０単位１錠

日医工 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠

日医工 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」 ３０ｍｇ１錠

共和薬品 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１錠

共和薬品 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 ２００ｍｇ１錠

日本ケミファ カルバン錠１００　１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

カルフィーナ錠０．２５μｇ ０．２５μｇ１錠

カルフィーナ錠０．５μｇ ０．５μｇ１錠

共和薬品 カルフィーナ錠１．０μｇ　１μｇ １μｇ１錠

第一三共 カルブロック錠１６ｍｇ １６ｍｇ１錠

第一三共 カルブロック錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠

沢井製薬 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 １．２５ｍｇ１錠

沢井製薬 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠

沢井製薬 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 ２．５ｍｇ１錠

沢井製薬 カルベジロール錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠

高田製薬 カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 ５０％１ｇ

沢井製薬 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 ２５０ｍｇ１錠

沢井製薬 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 ５００ｍｇ１錠

あゆみ製薬 カロナール坐剤４００　４００ｍｇ ４００ｍｇ１個

あゆみ製薬 カロナール細粒２０％ ２０％１ｇ

あゆみ製薬 カロナール細粒５０％ ５０％１ｇ

あゆみ製薬 カロナール錠２００　２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

あゆみ製薬 カロナール錠３００　３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠

あゆみ製薬 カロナール錠５００　５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

武田薬品 カンデサルタン錠２ｍｇ「あすか」 ２ｍｇ１錠

武田薬品 カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 ４ｍｇ１錠

武田薬品 カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」 ８ｍｇ１錠

カンフル精（東洋製薬） １０ｍＬ

ファイザー キサラタン点眼液０．００５％ ０．００５％１ｍＬ

アスペンジャパン キシロカインゼリー２％ ２％１ｍＬ

アスペンジャパン キシロカインビスカス２％ ２％１ｍＬ

アステラス製薬 キックリンカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル

杏林製薬 キプレスチュアブル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

杏林製薬 キプレス細粒４ｍｇ ４ｍｇ１包

杏林製薬 キプレス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

武田薬品 キャブピリン配合錠 １錠

大日本住友製薬 キュバール１００エアゾール　１５ｍｇ８．７ｇ １５ｍｇ８．７ｇ１瓶

丸石製薬 キョウニン水「マルイシ」 １０ｍＬ

ＧＳＫ キンダベート軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ

持田製薬 グーフィス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

第一三共 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １００ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ クエチアピン錠１２．５ｍｇ「明治」 １２．５ｍｇ１錠

第一三共 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２５ｍｇ１錠



日本薬工 クエンメット配合散 １ｇ

日本薬工 クエンメット配合錠 １錠

沢井製薬 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」　鉄５０ｍｇ 鉄５０ｍｇ１錠

小野薬品 グラクティブ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

小野薬品 グラクティブ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

小野薬品 グラクティブ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

クラシエ薬品 クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 １ｇ

クラシエ薬品 クラシエ五苓散料エキス錠 １錠

クラシエ薬品 クラシエ柴朴湯エキス細粒 １ｇ

クラシエ薬品 クラシエ柴苓湯エキス細粒 １ｇ

クラシエ薬品 クラシエ補中益気湯エキス細粒 １ｇ

クラシエ薬品 クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 １ｇ

アステラス製薬 グラセプターカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル

興和 グラナテック点眼液０．４％ ０．４％１ｍＬ

ＧＳＫ クラバモックス小児用配合ドライシロップ　６３６．５ｍｇ （６３６．５ｍｇ）１ｇ

第一三共 クラビット細粒１０％　１００ｍｇ（レボフロキサシンとして） １００ｍｇ１ｇ（レボフロキサシンとして）

第一三共 クラビット錠２５０ｍｇ　（レボフロキサシンとして） ２５０ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして）

第一三共 クラビット錠５００ｍｇ　（レボフロキサシンとして） ５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして）

参天製薬 クラビット点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ

参天製薬 クラビット点眼液１．５％ １．５％１ｍＬ

グラマリール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

グラマリール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

マイランＥＰＤ クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用　１００ｍｇ １００ｍｇ１ｇ

マイランＥＰＤ クラリシッド錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

日医工 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ２００ｍｇ１錠

クラリス錠２００　２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

バイエル クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

バイエル クラリチン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

持田製薬 グランダキシン細粒１０％ １０％１ｇ

持田製薬 グランダキシン錠５０　５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 クリアナール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

ニプロ グリクラジド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ２０ｍｇ１錠

ニプロ グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ４０ｍｇ１錠

日医工 グリセリン浣腸「オヲタ」１２０　５０％１２０ｍＬ ５０％１２０ｍＬ１個

日医工 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０　５０％３０ｍＬ ５０％３０ｍＬ１個

東豊薬品 グリセリン浣腸液５０％「東豊」 ５０％１０ｍＬ

ＥＡファーマ グリチロン配合錠 １錠

日医工 クリノリル錠１００　１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

ノバルティスＰ グリベック錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

沢井製薬 グリマック配合顆粒 １ｇ

大日本住友製薬 グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

大日本住友製薬 グリミクロン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

第一三共 グリメサゾン軟膏 １ｇ

三和化学 グリメピリド錠０．５ｍｇ「三和」 ０．５ｍｇ１錠

三和化学 グリメピリド錠１ｍｇ「三和」 １ｍｇ１錠

クラシエ薬品 クリンダマイシンゲル１％「クラシエ」 １％１ｇ

バイエル グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

バイエル グルコバイ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ　カリウム カリウム４ｍＥｑ１ｇ

キッセイ グルファスト錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

キッセイ グルファスト錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

キッセイ グルベス配合錠 １錠

第一三共 グレースビット錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

アストラゼネカ クレストール錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

クレストール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

科研製薬 クレナフィン爪外用液１０％ １０％１ｇ

田辺三菱製薬 クレメジン細粒分包２ｇ １ｇ

田辺三菱製薬 クレメジン速崩錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

ＪＣＲファーマ グロウジェクト注射用８ｍｇ　（溶解液付） ８ｍｇ１瓶（溶解液付）

日医工 クロチアゼパム錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠

日医工 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 ２５ｍｇ１錠

日医工 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 ７５ｍｇ１錠

日医工 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「ＭＹＫ」 ０．０５％１ｇ

アルフレッサファーマ クロマイ－Ｐ軟膏 １ｇ



クロマイ腟錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

日本ジェネリック クロモグリク酸Ｎａ細粒小児用１０％「ＴＣＫ」 １０％１ｇ

武田薬品 クロモフェロン点眼液２％　１００ｍｇ５ｍＬ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶

沢井製薬 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠１２５ｍｇ「サワイ」 １２５ｍｇ１錠

沢井製薬 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ｍｇ「サワイ」 ２５０ｍｇ１錠

エーザイ ケアラム錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

アステラス製薬 ケアロードＬＡ錠６０μｇ ６０μｇ１錠

鳥居薬品 ケイキサレートドライシロップ７６％ ７６％１ｇ

鳥居薬品 ケイキサレート散 １ｇ

アルフレッサファーマ ケーサプライ錠６００ｍｇ ６００ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ゲーベンクリーム１％ １％１ｇ

エーザイ ケーワン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

杏林製薬 ケタスカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル

岩城製薬 ケトコナゾールクリーム２％「イワキ」 ２％１ｇ

日本臓器 ケトコナゾール外用ポンプスプレー２％「日本臓器」 ２％１ｇ

帝國製薬 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」　７ｃｍ×１０ｃｍ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚

帝國製薬 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

三和化学 ケトプロフェンパップ６０ｍｇ「三和」　２０ｃｍ×１４ｃｍ ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

帝國製薬 ケトプロフェンパップＸＲ１２０ｍｇ「テイコク」　１０×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

第一三共 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２５０ｍｇ１錠

共和薬品 ケフラールカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル

共和薬品 ケフラール細粒小児用１００ｍｇ １００ｍｇ１ｇ

共和薬品 ケフレックスカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル

興和 ケラチナミンコーワクリーム２０％ ２０％１ｇ

サノフィ ケルロング錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

サノフィ ケルロング錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

健栄製薬 ケンエーＧ浣腸液５０％　１５０ｍＬ ５０％１５０ｍＬ１個

健栄製薬 ケンエーＧ浣腸液５０％　６０ｍＬ ５０％６０ｍＬ１個

高田製薬 ゲンタシン軟膏０．１％　１ｍｇ １ｍｇ１ｇ

武田薬品 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」　１ｍｇ １ｍｇ１ｇ

ファイザー コートリル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

陽進堂 コールタイジン点鼻液 １ｍＬ

三和化学 コカールドライシロップ４０％ ４０％１ｇ

エーザイ コスパノンカプセル４０ｍｇ ４０ｍｇ１カプセル

参天製薬 コソプトミニ配合点眼液　０．４ｍＬ ０．４ｍＬ１個

参天製薬 コソプト配合点眼液 １ｍＬ

小太郎漢方 コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒 １ｇ

小太郎漢方 コタロー黄連解毒湯エキスカプセル １カプセル

小太郎漢方 コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 １ｇ

小太郎漢方 コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル １カプセル

小太郎漢方 コタロー六君子湯エキス細粒 １ｇ

ノバルティスＰ コディオ配合錠ＭＤ １錠

武田薬品 コデインリン酸塩散１％「タケダ」 １％１ｇ

第一三共 コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「第一三共」 ２０ｍｇ１錠

協和キリン コニール錠２　２ｍｇ ２ｍｇ１錠

協和キリン コニール錠４　４ｍｇ ４ｍｇ１錠

協和キリン コニール錠８　８ｍｇ ８ｍｇ１錠

武田薬品 コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ　１ｍＬ ２０ｍｇ１ｍＬ１筒

協和キリン コバシル錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

協和キリン コバシル錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

中外製薬 コペガス錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

マルホ コムクロシャンプー０．０５％ ０．０５％１ｇ

ノバルティスＰ コムタン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

興和 コメリアンコーワ錠１００　１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

小野薬品 コララン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

共和薬品 コランチル配合顆粒 １ｇ

高田製薬 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 ０．５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 コレバインミニ８３％ ８３％１ｇ

田辺三菱製薬 コレバイン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 コレミナール錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

アステラス製薬 コロネル細粒８３．３％ ８３．３％１ｇ

アステラス製薬 コロネル錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ コンサータ錠３６ｍｇ ３６ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠



田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 コントミン糖衣錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

サノフィ コンプラビン配合錠 １錠

田辺三菱製薬 コンベック軟膏５％ ５％１ｇ

エーザイ ザーネ軟膏０．５％　５，０００単位 ５，０００単位１ｇ

ＧＳＫ ザイザルシロップ０．０５％ ０．０５％１ｍＬ

ＧＳＫ ザイザル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ ザイティガ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

エーザイ サイレース錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

エーザイ サイレース錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

ＧＳＫ ザイロリック錠１００　１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

ＧＳＫ ザイロリック錠５０　５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

日本イーライリリー サインバルタカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル

日本イーライリリー サインバルタカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル

武田薬品 ザクラス配合錠ＨＤ １錠

武田薬品 ザクラス配合錠ＬＤ １錠

田辺三菱製薬 ザジテンカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル

田辺三菱製薬 ザジテンドライシロップ０．１％ ０．１％１ｇ

ノバルティスＰ ザジテン点眼液０．０５％　３．４５ｍｇ５ｍＬ ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶

田辺三菱製薬 ザジテン点鼻液０．０５％　６．０４８ｍｇ８ｍＬ ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶

佐藤製薬 サトウザルベ軟膏１０％ １０ｇ

佐藤製薬 サトウザルベ軟膏２０％ １０ｇ

武田薬品 ザファテック錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

大塚製薬 サムスカＯＤ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

大塚製薬 サムスカＯＤ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

大塚製薬 サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ ７．５ｍｇ１錠

大塚製薬 サムスカ錠７．５ｍｇ ７．５ｍｇ１錠

大塚製薬 サムスカ顆粒１％ １％１ｇ

ＧＳＫ サムチレール内用懸濁液１５％　７５０ｍｇ５ｍＬ ７５０ｍｇ５ｍＬ１包

ファイザー ザラカム配合点眼液 １ｍＬ

武田薬品 サラザック配合顆粒 １ｇ

キッセイ サラジェン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

武田薬品 サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「タイヨー」 ５００ｍｇ１錠

日本ジェネリック サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「ＣＨ」 ５００ｍｇ１錠

ファイザー サラゾピリン坐剤５００ｍｇ ５００ｍｇ１個

ファイザー サラゾピリン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

日本化薬 サリグレンカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル

帝人ファーマ サリベートエアゾール　５０ｇ ５０ｇ１個

帝人ファーマ サルコートカプセル外用５０μｇ ５０μｇ１カプセル

ＧＳＫ サルタノールインヘラー１００μｇ　０．１６％１３．５ｍＬ ０．１６％１３．５ｍＬ１瓶

日本新薬 ザルティア錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

日本ケミファ サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ケミファ」 １００ｍｇ１錠

参天製薬 サンコバ点眼液０．０２％　５ｍＬ ０．０２％５ｍＬ１瓶

参天製薬 サンピロ点眼液１％　５ｍＬ １％５ｍＬ１瓶

参天製薬 サンピロ点眼液２％　５ｍＬ ２％５ｍＬ１瓶

参天製薬 サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ ０．１％１ｍＬ

第一三共 サンリズムカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル

第一三共 サンリズムカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル

ファイザー ジアスターゼ「ホエイ」 １０ｇ

共和薬品 ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 ２ｍｇ１錠

共和薬品 ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇ１錠

オーファンＰ ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＯＰ」 ２５ｍｇ１カプセル

日本新薬 シアリス錠１０ｍｇ １錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ シーブリ吸入用カプセル５０μｇ ５０μｇ１カプセル

ファイザー ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

アステラス製薬 ジェニナック錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

持田製薬 ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 １ｍｇ１錠

ノーベルファーマ ジェミーナ配合錠 １錠

武田薬品 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 ５％１ｍＬ

参天製薬 ジクアス点眼液３％　５ｍＬ ３％５ｍＬ１瓶

中外製薬 シグマート錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

わかもと ジクロード点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ

ファイザー シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ファイザー」 ２５ｍｇ１カプセル

ファイザー シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 ５０ｍｇ１カプセル



武田薬品 ジクロフェナクＮａゲル１％「武田テバ」 １％１ｇ

日本臓器 ジクロフェナクＮａローション１％「日本臓器」 １％１ｇ

沢井製薬 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠

祐徳薬品 ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「ユートク」 １％１ｇ

日医工 ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「テイコク」　７×１０ｃｍ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚

ニプロ ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ＮＰ」　１０×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

日本ジェネリック ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 ５０ｍｇ１個

ジゴシン散０．１％ ０．１％１ｇ

太陽ファルマ ジゴシン錠０．１２５ｍｇ ０．１２５ｍｇ１錠

太陽ファルマ ジゴシン錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠

ファイザー ジスロマック細粒小児用１０％　１００ｍｇ １００ｍｇ１ｇ

ファイザー ジスロマック錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

ファイザー ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 ５０ｍｇ１カプセル

ファイザー ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ファイザー」 １５０ｍｇ１錠

鳥居薬品 シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ ５，０００ＪＡＵ１錠

鳥居薬品 シダトレンスギ花粉舌下液２，０００ＪＡＵ／ｍＬパック　１ｍＬ １ｍＬ１包

塩野義 シナール配合錠 １錠

塩野義 シナール配合顆粒 １ｇ

日本ジェネリック ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 １２．５％１ｇ

日医工 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１錠

ファイザー ジフルカンカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル

日本イーライリリー ジプレキサ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

バイエル シプロキサン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

バイエル シプロキサン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

日医工 ジベトス錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

アステラス製薬 シベノール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

アステラス製薬 シベノール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

沢井製薬 シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠

アステラス製薬 シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス　１ｍＬ ２００ｍｇ１ｍＬ１キット

シムビコートタービュヘイラー３０吸入 ３０吸入１キット

アストラゼネカ シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ６０吸入１キット

ノバルティスＰ ジャカビ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

日本ベーリンガー ジャディアンス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

日本ベーリンガー ジャディアンス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

ノバルティスＰ ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ ３６０ｍｇ１包

ノバルティスＰ ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ ９０ｍｇ１包

ＭＳＤ ジャヌビア錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

ＭＳＤ ジャヌビア錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

ＭＳＤ ジャヌビア錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

大日本住友製薬 シュアポスト錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠

大日本住友製薬 シュアポスト錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

日医工 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠

日医工 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠

佐藤製薬 ジルダザック軟膏３％ ３％１ｇ

沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１カプセル

沢井製薬 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 ３０ｍｇ１錠

ＧＳＫ ジルテックドライシロップ１．２５％ １．２５％１ｇ

ＧＳＫ ジルテック錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

沢井製薬 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠

沢井製薬 シルニジピン錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠

沢井製薬 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠

日医工 シロスタゾール錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠

日医工 シロスタゾール錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠

第一三共 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ４ｍｇ１錠

第一三共 シロドシン錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２ｍｇ１錠

第一三共 シロドシン錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ４ｍｇ１錠

ＭＳＤ シングレアチュアブル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

ＭＳＤ シングレア錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

日医工 シンバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 シンメトレル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

三和化学 スイニー錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

塩野義 スインプロイク錠０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１錠

アステラス製薬 スーグラ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

アステラス製薬 スーグラ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠



アステラス製薬 スージャヌ配合錠 １錠

ファイザー スーテントカプセル１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１カプセル

東和薬品 スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 ９０％１ｇ

鳥居薬品 スタデルムクリーム５％ ５％１ｇ

鳥居薬品 スタデルム軟膏５％ ５％１ｇ

ノバルティスＰ スタレボ配合錠Ｌ１００ １錠

三笠製薬 スチックゼノールＡ １０ｇ

バイエル スチバーガ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

岩城製薬 スチブロンクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ

岩城製薬 スチブロン軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ

小野薬品 ステーブラ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠

ゾンネボード製薬 ストミンＡ配合錠 １錠

日本イーライリリー ストラテラカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル

日本イーライリリー ストラテラカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル

日本イーライリリー ストラテラカプセル４０ｍｇ ４０ｍｇ１カプセル

日本イーライリリー ストラテラ内用液０．４％ ０．４％１ｍＬ

エーザイ ストロカイン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

大原薬品 スパカール錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

ニチバン スピール膏Ｍ　２５ｃｍ２ ２５ｃｍ（２）１枚

日本ベーリンガー スピオルトレスピマット６０吸入 ６０吸入１キット

岩城製薬 スピラゾンクリーム０．３％ ０．３％１ｇ

岩城製薬 スピラゾンローション０．３％ ０．３％１ｇ

岩城製薬 スピラゾン軟膏０．３％ ０．３％１ｇ

日本ベーリンガー スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入　１５０μｇ １５０μｇ１キット

日本ベーリンガー スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ １８μｇ１カプセル

日医工 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１錠

陽進堂 スピロノラクトン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 ５０ｍｇ１錠

帝人ファーマ スピロペント錠１０μｇ １０μｇ１錠

ブリストルＭＳ スプリセル錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

ブリストルＭＳ スプリセル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

三笠製薬 スミルスチック３％ ３％１ｇ

共和薬品 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 ５０ｍｇ１錠

三和化学 セイブル錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

三和化学 セイブル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

三和化学 セイブル錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠

日医工 セキコデ配合シロップ １０ｍＬ

久光製薬 セクターローション３％ ３％１ｍＬ

三笠製薬 ゼスタッククリーム １ｇ

旭化成ファーマ ゼスラン錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠

バイエル ゼチーア錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

沢井製薬 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠

日医工 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠

大日本住友製薬 セディール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

丸石製薬 セネガシロップ　シオエ １０ｍＬ

セパゾン散１％ １％１ｇ

セパゾン錠１　１ｍｇ １ｍｇ１錠

マルホ ゼビアックスローション２％ ２％１ｇ

あゆみ製薬 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＳＮ」 ２５０ｍｇ１カプセル

日本新薬 セファドール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

化研生薬 セファランチン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

化研生薬 セファランチン末１％ １％１ｇ

日医工 セファレキシン錠２５０「日医工」　２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

ＧＳＫ ゼフィックス錠１００　１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

沢井製薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠

日医工 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠

鳥居薬品 ゼフナートクリーム２％ ２％１ｇ

三笠製薬 ゼポラスパップ８０ｍｇ　２０ｃｍ×１４ｃｍ ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

ファイザー セララ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

ファイザー セララ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

大塚製薬 セリンクロ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

武田薬品 セルシン散１％ １％１ｇ

中外製薬 セルセプトカプセル２５０　２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル

帝國製薬 セルタッチパップ１４０　２０ｃｍ×１４ｃｍ ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

帝國製薬 セルタッチパップ７０　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚



第一三共 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２５ｍｇ１錠

扶桑薬品 セルニルトン錠 １錠

ＥＡファーマ セルベックスカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル

ファイザー ゼルヤンツ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 セレキノン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

共和薬品 セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 ２．５ｍｇ１錠

第一三共 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １００ｍｇ１錠

第一三共 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２００ｍｇ１錠

アステラス製薬 セレコックス錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

アステラス製薬 セレコックス錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 セレジストＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

高田製薬 セレスタミン配合錠 １錠

興和 セレニカＲ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

興和 セレニカＲ錠４００ｍｇ ４００ｍｇ１錠

興和 セレニカＲ顆粒４０％ ４０％１ｇ

ＧＳＫ セレベント５０ディスカス　５０μｇ６０ブリスター ５０μｇ６０ブリスター１キット

中外製薬 ゼローダ錠３００　３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠

アステラス製薬 セロクエル１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠

アステラス製薬 セロクエル２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠

日医工 セロクラール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

アストラゼネカ セロケン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

ゼリア新薬 ゼンタコートカプセル３ｍｇ ３ｍｇ１カプセル

沢井製薬 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 １２ｍｇ１錠

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

アステラス製薬 ゾスパタ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

武田薬品 ソニアス配合錠ＬＤ １錠

共和薬品 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１錠

沢井製薬 ゾピクロン錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠

沢井製薬 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 ７．５ｍｇ１錠

日東メディック ゾビラックス眼軟膏３％ ３％１ｇ

ＧＳＫ ゾビラックス錠２００　２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

ＧＳＫ ゾビラックス軟膏５％ ５％１ｇ

武田薬品 ソフティア点眼液０．０２％　５ｍＬ ０．０２％５ｍＬ１瓶

テイカ製薬 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ　１０．８ｍｇ１０ｃｍ×１０ｃｍ （１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃｍ１枚

塩野義 ゾフルーザ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

ファイザー ソラナックス０．４ｍｇ錠 ０．４ｍｇ１錠

ＬＴＬファーマ ソランタール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

陽進堂 ソリタ－Ｔ配合顆粒３号　４ｇ ４ｇ１包

ノボノルディスクＰ ゾルトファイ配合注フレックスタッチ １キット

日医工 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 ５ｍｇ１錠

ファイザー ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 １０ｍｇ１錠

ファイザー ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠

陽進堂 ソルベース １０ｇ

ソロンカプセル１００　１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル

ソロン錠５０　５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

三和化学 ダイアート錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

三和化学 ダイアート錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠

帝國製薬 ダイアコートクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ

帝國製薬 ダイアコート軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ

高田製薬 ダイアップ坐剤１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１個

高田製薬 ダイアップ坐剤４　４ｍｇ ４ｍｇ１個

高田製薬 ダイアップ坐剤６　６ｍｇ ６ｍｇ１個

三和化学 ダイアモックス錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

ノバルティスＰ タイケルブ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

鶴原製薬 ダイフェン配合錠 １錠

鶴原製薬 ダイフェン配合顆粒 １ｇ

日医工 ダイメジン・マルチ注 １瓶

大正製薬 タウリン散９８％「大正」 ９８％１ｇ

大日本住友製薬 タガメット細粒２０％ ２０％１ｇ

大日本住友製薬 タガメット錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

キッセイ ダクチル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

アストラゼネカ タグリッソ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

アストラゼネカ タグリッソ錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠

ファイザー タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイザー」 ０．５ｍｇ１カプセル



ファイザー タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 １ｍｇ１カプセル

高田製薬 タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 ０．１％１ｇ

武田薬品 タケキャブ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

武田薬品 タケキャブ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

武田薬品 タケプロンＯＤ錠１５　１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

武田薬品 タケプロンＯＤ錠３０　３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

武田薬品 タケプロンカプセル１５　１５ｍｇ １５ｍｇ１カプセル

武田薬品 タケプロンカプセル３０　３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル

武田薬品 タケルダ配合錠 １錠

ノバルティスＰ タシグナカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル

ノバルティスＰ タシグナカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル

日本ジェネリック タチオン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

参天製薬 タプコム配合点眼液 １ｍＬ

参天製薬 タプロスミニ点眼液０．００１５％　０．３ｍＬ ０．００１５％０．３ｍＬ１個

参天製薬 タプロス点眼液０．００１５％ ０．００１５％１ｍＬ

日新製薬 タベジール錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

中外製薬 タミフルカプセル７５　７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル

中外製薬 タミフルドライシロップ３％ ３％１ｇ

沢井製薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「サワイ」 ０．１ｍｇ１錠

沢井製薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 ０．２ｍｇ１錠

第一三共 タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２０ｍｇ１錠

佐藤製薬 ダラシンＴゲル１％ １％１ｇ

佐藤製薬 ダラシンＴローション１％ １％１ｍＬ

ファイザー ダラシンカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル

第一三共 タリージェ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

第一三共 タリージェ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

第一三共 タリージェ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

第一三共 タリージェ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 タリオン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

参天製薬 タリビッド眼軟膏０．３％ ０．３％１ｇ

第一三共 タリビッド耳科用液０．３％　３ｍｇ ３ｍｇ１ｍＬ

武田薬品 タリムス点眼液０．１％　５ｍＬ ０．１％５ｍＬ１瓶

中外製薬 タルセバ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

中外製薬 タルセバ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

沢井製薬 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠

オーファンＰ ダントリウムカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル

ファイザー タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 １ｇ

エーザイ タンボコール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

マイランＥＰＤ チアトンカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル

共和薬品 チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１錠

共和薬品 チアプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 ５０ｍｇ１錠

日医工 チアプリド錠２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１錠

太陽ファルマ チガソンカプセル１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル

沢井製薬 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠

沢井製薬 チザニジン錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠

旭化成ファーマ チザニジン錠１ｍｇ「杏林」 １ｍｇ１錠

ファイザー チモール「ファイザー」原末 １ｇ

参天製薬 チモプトールＸＥ点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ

参天製薬 チモプトール点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ

日東メディック チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ニットー」 ０．２５％１ｍＬ

杏林製薬 チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 ０．５％１ｍＬ

わかもと チモロール点眼液０．５％「わかもと」 ０．５％１ｍＬ

エーザイ チョコラＡ錠１万単位　１０，０００単位 １０，０００単位１錠

武田薬品 チラーヂンＳ散０．０１％ ０．０１％１ｇ

武田薬品 チラーヂンＳ錠１００μｇ １００μｇ１錠

武田薬品 チラーヂンＳ錠１２．５μｇ １２．５μｇ１錠

武田薬品 チラーヂンＳ錠２５μｇ ２５μｇ１錠

武田薬品 チラーヂンＳ錠５０μｇ ５０μｇ１錠

武田薬品 チラーヂンＳ錠７５μｇ ７５μｇ１錠

富士フイルム富山化学 つくしＡ・Ｍ配合散 １ｇ

ツムラ ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ安中散エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用） １ｇ



ツムラ ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ消風散エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） １ｇ



ツムラ ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツムラ ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） １ｇ

ツルバダ配合錠 １錠

久光製薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」 １ｍｇ１枚

久光製薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 ２ｍｇ１枚

武田薬品 ティアバランス点眼液０．１％　５ｍＬ ０．１％５ｍＬ１瓶

大鵬薬品 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０　２０ｍｇ（テガフール相当量） ２０ｍｇ１錠（テガフール相当量）

ノバルティスＰ ディオバン錠１６０ｍｇ １６０ｍｇ１錠

ノバルティスＰ ディオバン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

ノバルティスＰ ディオバン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

ノバルティスＰ ディオバン錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠

持田製薬 ディビゲル１ｍｇ １ｍｇ１包

マルホ ディフェリンゲル０．１％ ０．１％１ｇ

サノフィ ディレグラ配合錠 １錠

田辺三菱製薬 テオドールドライシロップ２０％ ２０％１ｇ

田辺三菱製薬 テオドール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 テオドール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 テオドール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

高田製薬 テオフィリンドライシロップ２０％「タカタ」 ２０％１ｇ

沢井製薬 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠

日医工 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「日医工」 ２００ｍｇ１錠

エーザイ テオロング錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

エーザイ テオロング錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

日医工 デカドロン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

日医工 デカドロン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

日本化薬 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 ０．１％１ｇ

日本化薬 デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ　０．１％ ０．１％１ｇ

ニプロ デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 １５ｍｇ１錠

佐藤製薬 テクスメテン　ユニバーサル　クリーム０．１％ ０．１％１ｇ

バイオジェン・Ｊ テクフィデラカプセル２４０ｍｇ ２４０ｍｇ１カプセル

田辺三菱製薬 テグレトール細粒５０％ ５０％１ｇ

田辺三菱製薬 テグレトール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 テグレトール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

杏林製薬 デザレックス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

持田製薬 テシプール錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

ファイザー デジレル錠５０　５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

興和 デスパコーワ口腔用クリーム １ｇ

協和キリン デスモプレシン・スプレー１０協和　５００μｇ ５００μｇ１瓶

参天製薬 デタントール０．０１％点眼液 ０．０１％１ｍＬ

第一三共 テトラミド錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

ファイザー デトルシトールカプセル４ｍｇ ４ｍｇ１カプセル

第一三共 テネリア錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

第一三共 テネリア錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

アストラゼネカ テノーミン錠２５　２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

ＧＳＫ テノゼット錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠

第一三共 デノタスチュアブル配合錠 １錠

協和キリン デパケンＲ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

協和キリン デパケンＲ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

協和キリン デパケンシロップ５％ ５％１ｍＬ

協和キリン デパケン細粒４０％ ４０％１ｇ

協和キリン デパケン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

協和キリン デパケン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 デパス錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 デパス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 デパス錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

沢井製薬 テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１カプセル



ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ デプロメール錠５０　５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

興和 デベルザ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

日本化薬 テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 １００ｍｇ１錠

日本化薬 テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 ２０ｍｇ１錠

サンファーマ デュアック配合ゲル １ｇ

ノバルティスＰ デュオトラバ配合点眼液 １ｍＬ

沢井製薬 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「サワイ」 ０．５ｍｇ１カプセル

マイランＥＰＤ デュファストン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ ２．１ｍｇ１枚

陽進堂 テラ・コートリル軟膏 １ｇ

沢井製薬 テラムロ配合錠ＡＰ「サワイ」 １錠

沢井製薬 テラムロ配合錠ＢＰ「サワイ」 １錠

ＧＳＫ テリルジー１００エリプタ３０吸入用 ３０吸入１キット

沢井製薬 テルチア配合錠ＡＰ「サワイ」 １錠

沢井製薬 テルチア配合錠ＢＰ「サワイ」 １錠

田辺三菱製薬 テルネリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

沢井製薬 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 １％１ｇ

武田薬品 テルペラン錠５　５ｍｇ ５ｍｇ１錠

沢井製薬 テルミサルタン錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠

沢井製薬 テルミサルタン錠４０ｍｇ「サワイ」 ４０ｍｇ１錠

沢井製薬 テルミサルタン錠８０ｍｇ「サワイ」 ８０ｍｇ１錠

岩城製薬 デルモゾールＧローション １ｍＬ

岩城製薬 デルモゾールＧ軟膏 １ｇ

岩城製薬 デルモゾール軟膏０．１２％ ０．１２％１ｇ

ＧＳＫ デルモベートクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ

ＧＳＫ デルモベートスカルプローション０．０５％ ０．０５％１ｇ

ＧＳＫ デルモベート軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ

ＥＡファーマ テレミンソフト坐薬１０ｍｇ １０ｍｇ１個

ＥＡファーマ テレミンソフト坐薬２ｍｇ ２ｍｇ１個

東和薬品 トアラセット配合錠「トーワ」 １錠

武田薬品 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「テバ」 ０．５ｍｇ１錠

武田薬品 ドキサゾシン錠１ｍｇ「テバ」 １ｍｇ１錠

武田薬品 ドキサゾシン錠２ｍｇ「テバ」 ２ｍｇ１錠

武田薬品 ドキサゾシン錠４ｍｇ「テバ」 ４ｍｇ１錠

アステラス製薬 ドグマチール細粒１０％ １０％１ｇ

アステラス製薬 ドグマチール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

アステラス製薬 ドグマチール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

東和薬品 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１カプセル

日東メディック トスフロ点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ

栃本天海堂 トチモトのセッコウ １０ｇ

日本ケミファ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠

日本ケミファ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ケミファ」 ３ｍｇ１錠

日本ケミファ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 ５ｍｇ１錠

扶桑薬品 ドパコール配合錠Ｌ１００ １錠

扶桑薬品 ドパコール配合錠Ｌ５０ １錠

ファイザー トビエース錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

ファイザー トビエース錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠

協和キリン トピナ細粒１０％ １０％１ｇ

協和キリン トピナ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 トプシムクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ

田辺三菱製薬 トプシムローション０．０５％ ０．０５％１ｇ

田辺三菱製薬 トプシム軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ

大日本住友製薬 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

大日本住友製薬 ドプスＯＤ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

協和キリン ドボベットゲル １ｇ

協和キリン ドボベット軟膏 １ｇ

トミロン錠１００　１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

久光製薬 ドラール錠１５　１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

日本ベーリンガー トラゼンタ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

共和薬品 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１錠

共和薬品 トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 ５０ｍｇ１錠

日東メディック トラチモ配合点眼液「ニットー」 １ｍＬ

日本ベーリンガー トラディアンス配合錠ＡＰ １錠

日本ベーリンガー トラディアンス配合錠ＢＰ １錠



武田薬品 トラニラストカプセル１００ｍｇ「タイヨー」 １００ｍｇ１カプセル

テイカ製薬 トラニラスト点眼液０．５％「ＴＳ」　２５ｍｇ５ｍＬ ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶

陽進堂 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 ２５０ｍｇ１錠

陽進堂 トラネキサム酸錠５００ｍｇ「ＹＤ」 ５００ｍｇ１錠

ノバルティスＰ トラバタンズ点眼液０．００４％ ０．００４％１ｍＬ

沢井製薬 トラピジル錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠

沢井製薬 トラピジル錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠

エーザイ トラベルミン配合錠 １錠

日東メディック トラボプロスト点眼液０．００４％「ニットー」 ０．００４％１ｍＬ

日本新薬 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

日本新薬 トラマールＯＤ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

アルフレッサファーマ トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」 ０．１１８％１ｍＬ

陽進堂 ドラマミン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

持田製薬 トラムセット配合錠 １錠

アステラス製薬 トランコロン錠７．５ｍｇ ７．５ｍｇ１錠

第一三共 トランサミン散５０％ ５０％１ｇ

第一三共 トランサミン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

第一三共 トランサミン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

沢井製薬 トランドラプリル錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠

日医工 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ０．１２５ｍｇ１錠

日医工 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ０．２５ｍｇ１錠

ニプロ トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「ＮＰ」 １ｍｇ１錠

ニプロ トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＰ」 ２ｍｇ１錠

アステラス製薬 トリノシン顆粒１０％ １０％１ｇ

日医工 トリプタノール錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

日医工 トリプタノール錠２５　２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

参天製薬 トルソプト点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ

参天製薬 トルソプト点眼液１％ １％１ｍＬ

日東メディック ドルモロール配合点眼液「ニットー」 １ｍＬ

大日本住友製薬 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス　０．５ｍＬ ０．７５ｍｇ０．５ｍＬ１キット

ノボノルディスクＰ トレシーバ注　フレックスタッチ　３００単位 ３００単位１キット

ノボノルディスクＰ トレシーバ注　ペンフィル　３００単位 ３００単位１筒

帝國製薬 ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２　０．３ｍｇ７．５ｃｍ×１０ｃｍ （０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ

沢井製薬 トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」 ４０ｍｇ１錠

大日本住友製薬 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

アルフレッサファーマ トロキシピド錠１００ｍｇ「オーハラ」 １００ｍｇ１錠

日本ジェネリック ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠

ニプロＥＳファーマ ナイキサン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

協和キリン ナウゼリンＯＤ錠５　５ｍｇ ５ｍｇ１錠

協和キリン ナウゼリン坐剤１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１個

協和キリン ナウゼリン坐剤３０　３０ｍｇ ３０ｍｇ１個

協和キリン ナウゼリン坐剤６０　６０ｍｇ ６０ｍｇ１個

協和キリン ナウゼリン錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

サンファーマ ナジフロクリーム１％ １％１ｇ

ＬＴＬファーマ ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠

杏林製薬 ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２噴霧用　９ｍｇ１８ｇ ９ｍｇ１８ｇ１瓶

杏林製薬 ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用　５ｍｇ１０ｇ ５ｍｇ１０ｇ１瓶

日医工 ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 ３０ｍｇ１錠

日医工 ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 ９０ｍｇ１錠

大日本住友製薬 ナトリックス錠１　１ｍｇ １ｍｇ１錠

ナパゲルンローション３％ ３％１ｍＬ

ナパゲルン軟膏３％ ３％１ｇ

日医工 ナフトピジル錠２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１錠

日医工 ナフトピジル錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠

日医工 ナフトピジル錠７５ｍｇ「日医工」 ７５ｍｇ１錠

第一三共 ナルサス錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠

第一三共 ナルサス錠２４ｍｇ ２４ｍｇ１錠

第一三共 ナルサス錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

第一三共 ナルサス錠６ｍｇ ６ｍｇ１錠

扶桑薬品 ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「フソー」 ２．５μｇ１錠

第一三共 ナルラピド錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

第一三共 ナルラピド錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

第一三共 ナルラピド錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

ニプロ ニコ２００ソフトカプセル　２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル



アルフレッサファーマ ニコチネルＴＴＳ１０　１７．５ｍｇ１０ｃｍ２ （１７．５ｍｇ）１０ｃｍ（２）１枚

ゾンネボード製薬 ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 １０％１ｇ

東和薬品 ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠

ニプロＥＳファーマ ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「タナベ」 １５０ｍｇ１カプセル

第一三共 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日新」 ５ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ ニゾラールクリーム２％ ２％１ｇ

ヤンセンファーマ ニゾラールローション２％ ２％１ｇ

日本ジェネリック ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠

日本ジェネリック ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠

沢井製薬 ニトレンジピン錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠

エーザイ ニトロールＲカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル

エーザイ ニトロール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ　１０ｃｍ２ （２５ｍｇ）１０ｃｍ（２）１枚

日本化薬 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ０．３ｍｇ１錠

ＬＴＬファーマ ニバジール錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

沢井製薬 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠

沢井製薬 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠

沢井製薬 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワイ」 ４０ｍｇ１錠

武田薬品 ニフラン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ

アルフレッサファーマ ニポラジン小児用細粒０．６％ ０．６％１ｇ

アルフレッサファーマ ニポラジン錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠

大塚製薬 ニュープロパッチ１３．５ｍｇ １３．５ｍｇ１枚

大塚製薬 ニュープロパッチ１８ｍｇ １８ｍｇ１枚

大塚製薬 ニュープロパッチ２．２５ｍｇ ２．２５ｍｇ１枚

大塚製薬 ニュープロパッチ４．５ｍｇ ４．５ｍｇ１枚

大塚製薬 ニュープロパッチ９ｍｇ ９ｍｇ１枚

ＭＳＤ ニューロタン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

ＭＳＤ ニューロタン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

ＭＳＤ ニューロタン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

陽進堂 ネオアミユー輸液　２００ｍＬ ２００ｍＬ１袋

ノバルティスＰ ネオーラル１０ｍｇカプセル １０ｍｇ１カプセル

ノバルティスＰ ネオーラル５０ｍｇカプセル ５０ｍｇ１カプセル

久光製薬 ネオキシテープ７３．５ｍｇ ７３．５ｍｇ１枚

興和 ネオシネジンコーワ５％点眼液 ５％１ｍＬ

日本歯科薬品 ネオステリングリーンうがい液０．２％ １ｍＬ

第一三共 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ １錠

大塚製薬 ネオパレン１号輸液　１０００ｍＬ １０００ｍＬ１キット

ファイザー ネオメドロールＥＥ軟膏 １ｇ

第一三共 ネキシウムカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル

第一三共 ネキシウムカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル

バイエル ネクサバール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

武田薬品 ネシーナ錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠

武田薬品 ネシーナ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

武田薬品 ネシーナ錠６．２５ｍｇ ６．２５ｍｇ１錠

ノバルティスＰ ネバナック懸濁性点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ

ネリゾナクリーム０．１％ ０．１％１ｇ

ＬＴＬファーマ ネリゾナソリューション０．１％ ０．１％１ｍＬ

ＬＴＬファーマ ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ ０．１％１ｇ

ＬＴＬファーマ ネリゾナ軟膏０．１％ ０．１％１ｇ

ＬＴＬファーマ ネリプロクト坐剤 １個

ＬＴＬファーマ ネリプロクト軟膏 １ｇ

アルフレッサファーマ ネルボン散１％ １％１ｇ

アルフレッサファーマ ネルボン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

ノイエルカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル

日本臓器 ノイロトロピン錠４単位 ４単位１錠

ＬＴＬファーマ ノイロビタン配合錠 １錠

協和キリン ノウリアスト錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

共和薬品 ノバミン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

日医工 ノフロ点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ

ノーベルファーマ ノベルジン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

ノーベルファーマ ノベルジン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

ノボノルディスクＰ ノボラピッド３０ミックス注　ペンフィル　３００単位 ３００単位１筒

ノボノルディスクＰ ノボラピッド注　フレックスタッチ　３００単位 ３００単位１キット

ノボノルディスクＰ ノボラピッド注　フレックスペン　３００単位 ３００単位１キット



ノボノルディスクＰ ノボラピッド注　ペンフィル　３００単位 ３００単位１筒

大日本住友製薬 ノリトレン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

大日本住友製薬 ノリトレン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

ムンディファーマ ノルスパンテープ１０ｍｇ １０ｍｇ１枚

ムンディファーマ ノルスパンテープ５ｍｇ ５ｍｇ１枚

ファイザー ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

ファイザー ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

ファイザー ノルバスク錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ファイザー ノルバスク錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

ファイザー ノルバスク錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

アストラゼネカ ノルバデックス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

アステラス製薬 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５　０．１２５ｍｇ ０．１２５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 パーロデル錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

ファイザー バイアグラ錠５０ｍｇ １錠

バイエル バイアスピリン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

テルモ ハイカリックＲＦ輸液　５００ｍＬ ５００ｍＬ１袋

田辺三菱製薬 バイカロン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

富士製工 ハイセチンＰ軟膏 １ｇ

大塚製薬 ハイゼット細粒２０％ ２０％１ｇ

久光製薬 ハイチオール錠８０　８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠

ブリストルＭＳ ハイドレアカプセル５００ｍｇ ５００ｍｇ１カプセル

興和 ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ０．２５％１ｍＬ

日本新薬 ハイペン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

日本新薬 ハイペン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

ニプロＥＳファーマ ハイボン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

ＧＳＫ パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠

塩野義 バクタ配合錠 １錠

塩野義 バクタ配合顆粒 １ｇ

太陽ファルマ バクトラミン配合錠 １錠

ＧＳＫ バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ２％１ｇ

佐藤製薬 パスタロンクリーム１０％ １０％１ｇ

佐藤製薬 パスタロンソフト軟膏１０％ １０％１ｇ

佐藤製薬 パスタロンソフト軟膏２０％ ２０％１ｇ

アスペンジャパン パセトシンカプセル２５０　２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル

協和キリン パタノール点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ

吉田製薬 ハッカ油「ヨシダ」 １ｍＬ

大鵬薬品 バップフォー錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

サノフィ パナルジン細粒１０％ １０％１ｇ

サノフィ パナルジン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

第一三共 バナン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ パニマイシン点眼液０．３％　３ｍｇ ３ｍｇ１ｍＬ

エーザイ バファリン配合錠Ａ８１　８１ｍｇ ８１ｍｇ１錠

ブリストルＭＳ バラクルード錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

第一三共 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５００ｍｇ１錠

武田薬品 パラミヂンカプセル３００ｍｇ ３００ｍｇ１カプセル

ＥＡファーマ パリエット錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ＥＡファーマ パリエット錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 バリキサ錠４５０ｍｇ ４５０ｍｇ１錠

日本ケミファ バルサルタン錠１６０ｍｇ「ケミファ」 １６０ｍｇ１錠

日本ケミファ バルサルタン錠２０ｍｇ「ケミファ」 ２０ｍｇ１錠

日本ケミファ バルサルタン錠４０ｍｇ「ケミファ」 ４０ｍｇ１錠

日本ケミファ バルサルタン錠８０ｍｇ「ケミファ」 ８０ｍｇ１錠

ファイザー ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 ０．１２５ｍｇ１錠

ファイザー ハルシオン０．２５ｍｇ錠 ０．２５ｍｇ１錠

持田製薬 パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ ０．１２５ｍｇ１錠

岩城製薬 パルデス軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ

ＧＳＫ バルトレックス錠５００　５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

ＧＳＫ バルトレックス顆粒５０％ ５０％１ｇ

アステラス製薬 ハルナールＤ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠

アステラス製薬 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１錠

日医工 バルヒディオ配合錠ＭＤ「日医工」 １錠

東和薬品 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠

東和薬品 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠

日医工 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 ５％１ｍＬ



東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠

東和薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠

アストラゼネカ パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入　２２．４ｍｇ ２２．４ｍｇ１瓶（２００μｇ）

アストラゼネカ パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入　１１．２ｍｇ １１．２ｍｇ１瓶（２００μｇ）

アストラゼネカ パルミコート吸入液０．２５ｍｇ　２ｍＬ ０．２５ｍｇ２ｍＬ１管

興和 パルモディア錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠

吉田製薬 バレイショデンプン「ヨシダ」 １０ｇ

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」 １０ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ パロキセチン錠２０ｍｇ「明治」 ２０ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ハロペリドール細粒１％「ヨシトミ」 １％１ｇ

共和薬品 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「アメル」 ０．７５ｍｇ１錠

共和薬品 ハロペリドール錠３ｍｇ「アメル」 ３ｍｇ１錠

パントシン散２０％ ２０％１ｇ

日本ベーリンガー ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ ０．１２５ｍｇ１錠

日本ベーリンガー ビ・シフロール錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

ファイザー ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」　５ｍＬ ０．１％５ｍＬ１瓶

日本点眼薬研究所 ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％「日点」　５ｍＬ ０．１％５ｍＬ１瓶

参天製薬 ヒアレインミニ点眼液０．１％　０．４ｍＬ ０．１％０．４ｍＬ１個

参天製薬 ヒアレインミニ点眼液０．３％　０．４ｍＬ ０．３％０．４ｍＬ１個

参天製薬 ヒアレイン点眼液０．１％　５ｍＬ ０．１％５ｍＬ１瓶

参天製薬 ヒアレイン点眼液０．３％　５ｍＬ ０．３％５ｍＬ１瓶

ニプロＥＳファーマ ピーエイ配合錠 １錠

日医工 ビーソフテンクリーム０．３％ １ｇ

日医工 ビーソフテンローション０．３％ １ｇ

キッセイ ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

キッセイ ピートルチュアブル錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

キッセイ ピートル顆粒分包２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１包

キッセイ ピートル顆粒分包５００ｍｇ ５００ｍｇ１包

日本臓器 ビーマス配合錠 １錠

第一三共 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １５ｍｇ１錠

第一三共 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ３０ｍｇ１錠

鳥居薬品 ビオスリー配合ＯＤ錠 １錠

鳥居薬品 ビオスリー配合散 １ｇ

扶桑薬品 ビオチン散０．２％「フソー」 ０．２％１ｇ

ファイザー ビオチン散０．２％「ホエイ」 ０．２％１ｇ

武田薬品 ビオフェルミンＲ散 １ｇ

武田薬品 ビオフェルミンＲ錠 １錠

武田薬品 ビオフェルミン錠剤 １錠

武田薬品 ビオフェルミン配合散 １ｇ

第一三共 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ８０ｍｇ１錠

日本ケミファ ビカルタミド錠８０ｍｇ「ケミファ」 ８０ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ビクシリンカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル

ノボノルディスクＰ ビクトーザ皮下注１８ｍｇ　３ｍＬ １８ｍｇ３ｍＬ１キット

武田薬品 ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「武田テバ」 ０．７５％１ｍＬ

協和キリン ヒスロンＨ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

アステラス製薬 ビソノテープ４ｍｇ ４ｍｇ１枚

日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「日医工」 ０．６２５ｍｇ１錠

日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 ２．５ｍｇ１錠

日医工 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠

サノフィ ビソルボン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

武田薬品 ビタノイリンカプセル２５ １カプセル

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」 １ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」 ２ｍｇ１錠

ニプロ ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ５０ｍｇ１錠

第一三共 ビタメジン配合カプセルＢ２５ １カプセル

第一三共 ヒダントールＤ配合錠 １錠

第一三共 ヒダントールＦ配合錠 １錠

第一三共 ヒダントール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

第一三共 ヒダントール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

太陽ファルマ ピドキサール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

太陽ファルマ ピドキサール錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

岩城製薬 ビトラ軟膏０．１％ ０．１％１ｇ

東和薬品 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠

ファイザー ビビアント錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠



アストラゼネカ ビベスピエアロスフィア２８吸入 ２８吸入１キット

田辺三菱製薬 ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「ヨシトミ」 １ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ヒベルナ糖衣錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

参天製薬 ビマトプロスト点眼液０．０３％「ＳＥＣ」 ０．０３％１ｍＬ

武田薬品 ピマリシン点眼液５％「センジュ」　５０ｍｇ ５０ｍｇ１ｍＬ

第一三共 ビムパットドライシロップ１０％ １０％１ｇ

第一三共 ビムパット錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

第一三共 ビムパット錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

アステラス製薬 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 １．２５ｍｇ１錠

アステラス製薬 ピモベンダン錠２．５ｍｇ「ＴＥ」 ２．５ｍｇ１錠

日本イーライリリー ヒューマトロープ注射用６ｍｇ　（溶解液付） ６ｍｇ１筒（溶解液付）

日本イーライリリー ヒューマログミックス２５注カート　３００単位 ３００単位１筒

日本イーライリリー ヒューマログミックス５０注カート　３００単位 ３００単位１筒

日本イーライリリー ヒューマログミックス５０注ミリオペン　３００単位 ３００単位１キット

日本イーライリリー ヒューマログ注１００単位／ｍＬ １００単位１ｍＬバイアル

日本イーライリリー ヒューマログ注カート　３００単位 ３００単位１筒

日本イーライリリー ヒューマログ注ミリオペン　３００単位 ３００単位１キット

エーザイ ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ ８０ｍｇ０．８ｍＬ１キット

大鵬薬品 ビラノア錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

アルフレッサファーマ ピラマイド原末 １ｇ

鶴原製薬 ピリドキサール錠２０ｍｇ「ツルハラ」 ２０ｍｇ１錠

日医工 ピリドキサール錠３０ｍｇ「イセイ」 ３０ｍｇ１錠

日医工 ピリドキサール錠３０ｍｇ「ツルハラ」 ３０ｍｇ１錠

沢井製薬 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１カプセル

沢井製薬 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１カプセル

マルホ ヒルドイドクリーム０．３％ １ｇ

マルホ ヒルドイドソフト軟膏０．３％ １ｇ

マルホ ヒルドイドフォーム０．３％ １ｇ

マルホ ヒルドイドローション０．３％ １ｇ

共和薬品 ヒルナミン錠（２５ｍｇ） ２５ｍｇ１錠

共和薬品 ヒルナミン錠（５０ｍｇ） ５０ｍｇ１錠

共和薬品 ヒルナミン錠（５ｍｇ） ５ｍｇ１錠

アストラゼネカ ビレーズトリエアロスフィア５６吸入 ５６吸入１キット

高田製薬 ピレチア錠（２５ｍｇ） ２５ｍｇ１錠

高田製薬 ピレチア錠（５ｍｇ） ５ｍｇ１錠

沢井製薬 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠

持田製薬 ファスティック錠３０　３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

持田製薬 ファスティック錠９０　９０ｍｇ ９０ｍｇ１錠

マルホ ファムビル錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

武田薬品 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ１錠

武田薬品 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 ２０ｍｇ１錠

武田薬品 ファモチジン錠１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ１錠

武田薬品 ファモチジン錠２０ｍｇ「テバ」 ２０ｍｇ１錠

マルホ ファロム錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠

マルホ ファロム錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

ブリストルＭＳ ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ １００ｍｇ１ｍＬ

エーザイ フィコンパ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

エーザイ フィコンパ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

ファイザー ブイフェンド錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

科研製薬 フィブラストスプレー２５０　２５０μｇ（溶解液付） ２５０μｇ１瓶（溶解液付）

科研製薬 フィブラストスプレー５００　５００μｇ（溶解液付） ５００μｇ１瓶（溶解液付）

日本化薬 フェアストン錠４０　４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

日医工 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 ６０ｍｇ１錠

第一三共 フェノバール散１０％ １０％１ｇ

第一三共 フェノバール錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

武田薬品 フェノフィブラート錠５３．３ｍｇ「武田テバ」 ５３．３ｍｇ１錠

武田薬品 フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 ８０ｍｇ１錠

帝人ファーマ フェブリク錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

帝人ファーマ フェブリク錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

帝人ファーマ フェブリク錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

ノバルティスＰ フェマーラ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

大鵬薬品 フェルナビオンパップ７０　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚



東光薬工 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

日医工 フェルムカプセル１００ｍｇ　鉄１００ｍｇ 鉄１００ｍｇ１カプセル

マイランＥＰＤ フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ １錠

武田薬品 フェロジピン錠５ｍｇ「武田テバ」 ５ｍｇ１錠

日本ジェネリック フェロベリン配合錠 １錠

エーザイ フェロミア錠５０ｍｇ　鉄５０ｍｇ 鉄５０ｍｇ１錠

エーザイ フェロミア顆粒８．３％ １ｇ

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ フェンタニル１日用テープ０．８４ｍｇ「明治」 ０．８４ｍｇ１枚

協和キリン フェントステープ０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１枚

協和キリン フェントステープ１ｍｇ １ｍｇ１枚

協和キリン フェントステープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚

協和キリン フェントステープ４ｍｇ ４ｍｇ１枚

協和キリン フェントステープ８ｍｇ ８ｍｇ１枚

小野薬品 フオイパン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

ＭＳＤ フォサマック錠３５ｍｇ ３５ｍｇ１錠

小野薬品 フォシーガ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

武田薬品 フォリアミン錠　５ｍｇ ５ｍｇ１錠

日本イーライリリー フォルテオ皮下注キット６００μｇ ６００μｇ１キット

第一三共 フシジンレオ軟膏２％　２０ｍｇ ２０ｍｇ１ｇ

日医工 ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠

日医工 ブシラミン錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠

マイランＥＰＤ フスコデ配合シロップ １ｍＬ

マイランＥＰＤ フスコデ配合錠 １錠

サノフィ ブスコパン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ニプロＥＳファーマ フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

サノフィ プラケニル錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

日本ベーリンガー プラザキサカプセル１１０ｍｇ １１０ｍｇ１カプセル

塩野義 フラジール内服錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

富士製工 フラジール腟錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

日本新薬 ブラダロン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

武田薬品 プラノバール配合錠 １錠

日本ケミファ プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠

日本ケミファ プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」 ５ｍｇ１錠

アステラス製薬 フラビタン眼軟膏０．１％ ０．１％１ｇ

アステラス製薬 フラビタン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

アステラス製薬 フラビタン点眼液０．０５％　５ｍＬ ０．０５％５ｍＬ１瓶

サノフィ プラビックス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

サノフィ プラビックス錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠

ファイザー フラベリック錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

第一三共 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ「ＤＳＥＰ」 ０．３７５ｍｇ１錠

第一三共 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「ＤＳＥＰ」 １．５ｍｇ１錠

サノフィ プラルエント皮下注７５ｍｇペン　１ｍＬ ７５ｍｇ１ｍＬ１キット

岩城製薬 フランカルボン酸モメタゾンローション０．１％「イワキ」 ０．１％１ｇ

岩城製薬 フランカルボン酸モメタゾン軟膏０．１％「イワキ」 ０．１％１ｇ

アステラス製薬 フランドルテープ４０ｍｇ ４０ｍｇ１枚

武田薬品 プランルカストドライシロップ１０％「タイヨー」 １０％１ｇ

日医工 プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」　１１２．５ｍｇ １１２．５ｍｇ１錠

日医工 プランルカスト錠２２５「ＥＫ」　２２５ｍｇ ２２５ｍｇ１錠

持田製薬 フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 １錠

旭化成ファーマ フリバスＯＤ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

旭化成ファーマ フリバスＯＤ錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠

プリビナ液０．０５％ ０．０５％１ｍＬ

日医工 プリミドン細粒９９．５％「日医工」 ９９．５％１ｇ

日医工 プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」 ２５０ｍｇ１錠

バイエル プリモボラン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

アストラゼネカ ブリリンタ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠

日東メディック ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「ニットー」 １％１ｍＬ

プリンペラン錠５　５ｍｇ ５ｍｇ１錠

塩野義 フルイトラン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

塩野義 フルイトラン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

日医工 フルオシノニド軟膏０．０５％「テイコク」 ０．０５％１ｇ

田辺三菱製薬 フルコートスプレー０．００７％ ０．００７％１ｇ

共和薬品 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１カプセル

キッセイ フルスタン錠０．１５　０．１５μｇ ０．１５μｇ１錠



キッセイ フルスタン錠０．３　０．３μｇ ０．３μｇ１錠

田辺三菱製薬 プルゼニド錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠

ＧＳＫ フルタイド１００μｇエアゾール６０吸入用　１１．６７ｍｇ７．０ｇ １１．６７ｍｇ７．０ｇ１瓶

ＧＳＫ フルタイド１００ディスカス　１００μｇ６０ブリスター １００μｇ６０ブリスター１個

ＧＳＫ フルタイド１００ロタディスク　１００μｇ １００μｇ１ブリスター

ＧＳＫ フルタイド２００ディスカス　２００μｇ６０ブリスター ２００μｇ６０ブリスター１個

ＧＳＫ フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用　８．８３ｍｇ１０．６ｇ ８．８３ｍｇ１０．６ｇ１瓶

ＧＳＫ フルタイド５０ディスカス　５０μｇ６０ブリスター ５０μｇ６０ブリスター１個

ヤクルト フルタミド錠１２５「ＫＮ」　１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠

サノフィ フルダラ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

杏林製薬 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 １２０吸入１瓶

杏林製薬 フルティフォーム５０エアゾール１２０吸入用 １２０吸入１瓶

ＧＳＫ フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用　２．０４ｍｇ４ｍＬ ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶

ＧＳＫ フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用　４．０８ｍｇ８ｍＬ ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶

共和薬品 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 １ｍｇ１錠

共和薬品 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 ２ｍｇ１錠

沢井製薬 フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠

沢井製薬 フルバスタチン錠３０ｍｇ「サワイ」 ３０ｍｇ１錠

科研製薬 ブルフェン錠１００　１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

科研製薬 ブルフェン錠２００　２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

日医工 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ２５ｍｇ１錠

塩野義 フルメタクリーム　０．１％ ０．１％１ｇ

塩野義 フルメタローション　０．１％ ０．１％１ｇ

塩野義 フルメタ軟膏　０．１％ ０．１％１ｇ

参天製薬 フルメトロン点眼液０．０２％ ０．０２％１ｍＬ

参天製薬 フルメトロン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ

祐徳薬品 フルルビプロフェンテープ４０ｍｇ「ユートク」　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

大塚製薬 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

大塚製薬 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

旭化成ファーマ ブレディニン錠５０　５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

武田薬品 プレドニゾロン散「タケダ」１％ １％１ｇ

旭化成ファーマ プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） １ｍｇ１錠

ニプロ プレドニゾロン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ２．５ｍｇ１錠

塩野義 プレドニン眼軟膏　０．２５％ ０．２５％１ｇ

塩野義 プレドニン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

ファイザー プレマリン錠０．６２５ｍｇ ０．６２５ｍｇ１錠

ＭＳＤ プレミネント配合錠ＨＤ １錠

ＭＳＤ プレミネント配合錠ＬＤ １錠

ファイザー プロ・バンサイン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

日医工 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「日医工」　０．０２５ｍｇ ０．０２５ｍｇ１錠

ＥＡファーマ プロクトセディル軟膏 １ｇ

アステラス製薬 プログラフカプセル０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１カプセル

アステラス製薬 プログラフカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル

科研製薬 プロサイリン錠２０　２０μｇ ２０μｇ１錠

第一三共 フロジン外用液５％ ５％１ｍＬ

武田薬品 プロスタール錠２５　２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

小野薬品 プロスタンディン軟膏０．００３％ ０．００３％１ｇ

武田薬品 プロセキソール錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

日医工 フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 ４％１ｇ

ニプロ フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｍｇ１錠

武田薬品 フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 ２０ｍｇ１錠

ニプロ フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ４０ｍｇ１錠

沢井製薬 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ０．２５ｍｇ１錠

大鵬薬品 プロテカジンＯＤ錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

マルホ プロトピック軟膏０．０３％小児用 ０．０３％１ｇ

マルホ プロトピック軟膏０．１％ ０．１％１ｇ

武田薬品 ブロナック点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ

アステラス製薬 プロノン錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠

武田薬品 プロパジール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

日医工 プロブコール錠２５０ｍｇ「日医工」 ２５０ｍｇ１錠

沢井製薬 プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０ｍｇ「サワイ」 ６０ｍｇ１カプセル

日医工 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠

武田薬品 ブロプレス錠１２　１２ｍｇ １２ｍｇ１錠

武田薬品 ブロプレス錠２　２ｍｇ ２ｍｇ１錠



武田薬品 ブロプレス錠４　４ｍｇ ４ｍｇ１錠

武田薬品 ブロプレス錠８　８ｍｇ ８ｍｇ１錠

ＭＳＤ プロペシア錠１ｍｇ １パック

プロペシア錠１ｍｇ １錠

丸石製薬 プロペト １０ｇ

ファイザー プロベラ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

ゼリア新薬 プロマックＤ錠７５　７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠

ゼリア新薬 プロマック顆粒１５％ １５％１ｇ

日東メディック ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「ニットー」 ０．１％１ｍＬ

日医工 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 ４ｍｇ１錠

日医工 プロメタゾン軟膏０．１％ ０．１％１ｇ

塩野義 フロモックス錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

参天製薬 プロラノン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ

持田製薬 フロリードゲル経口用２％ ２％１ｇ

アスペンジャパン フロリネフ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠

武田薬品 ベイスンＯＤ錠０．３　０．３ｍｇ ０．３ｍｇ１錠

日本イーライリリー ベージニオ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

日本イーライリリー ベージニオ錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠

杏林製薬 ベオーバ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

ノバルティスＰ ベガモックス点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ

ペキロンクリーム０．５％ ０．５％１ｇ

第一三共 ベギンクリーム１０％ １０％１ｇ

第一三共 ベギンクリーム２０％ ２０％１ｇ

エーザイ ベサコリン散５％ ５％１ｇ

キッセイ ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

富士製工 ベサノイドカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル

沢井製薬 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠

沢井製薬 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１錠

アステラス製薬 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

アステラス製薬 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

杏林製薬 ベストロン耳鼻科用１％　１０ｍｇ（溶解後の液として） １０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として）

武田薬品 ベストロン点眼用０．５％　５ｍｇ（溶解後の液として） ５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として）

沢井製薬 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠

沢井製薬 ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠

アステラス製薬 ベタニス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

アステラス製薬 ベタニス錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

武田薬品 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「テバ」 １２ｍｇ１錠

武田薬品 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「テバ」 ６ｍｇ１錠

日本点眼薬研究所 ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻科用液０．１％「日点」 ０．１％１ｍＬ

日医工 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏０．０５％ＭＹＫ ０．０５％１ｇ

日医工 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション０．０５％ＭＹＫ ０．０５％１ｇ

ノバルティスＰ ベトプティック点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ

田辺三菱製薬 ベナパスタ軟膏４％ ４％１０ｇ

沢井製薬 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠

沢井製薬 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 ４ｍｇ１錠

沢井製薬 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「サワイ」 ８ｍｇ１錠

科研製薬 ベネシッド錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

武田薬品 ベネット錠１７．５ｍｇ １７．５ｍｇ１錠

武田薬品 ベネット錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠

ＧＳＫ ベネトリン吸入液０．５％ ０．５％１ｍＬ

持田製薬 ヘパリンカルシウム皮下注５千Ｕ／０．２ｍＬシリンジモチダ　５千Ｕ ５，０００単位０．２ｍＬ１筒

日医工 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 １ｇ

日本臓器 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」 １ｇ

日医工 ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 １ｇ

マルホ ベピオゲル２．５％ ２．５％１ｇ

ベプシドカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル

ＧＳＫ ヘプセラ錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

第一三共 ベプリコール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

第一三共 ベプリコール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

ニプロ ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 １０ｍｇ１錠

ニプロ ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」 ５ｍｇ１錠

ニプロ ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 １０ｍｇ１錠

杏林製薬 ペミロラストＫ点眼液０．１％「杏林」　５ｍｇ５ｍＬ ５ｍｇ５ｍＬ１瓶

ギリアドサイエンシズ ベムリディ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠



ジェイドルフ製薬 ヘモナーゼ配合錠 １錠

ジェイドルフ製薬 ヘモポリゾン軟膏 １ｇ

科研製薬 ベラサスＬＡ錠６０μｇ ６０μｇ１錠

鶴原製薬 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ツルハラ」 ４０ｍｇ１錠

第一三共 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＹＤ」 ２０μｇ１錠

日医工 ペリアクチン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

共和薬品 ベリチーム配合顆粒 １ｇ

沢井製薬 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠

沢井製薬 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワイ」 ４ｍｇ１錠

日本ベーリンガー ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル

ＭＳＤ ベルソムラ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ＭＳＤ ベルソムラ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

ＭＳＤ ベルソムラ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル

大鵬薬品 ペレックス配合顆粒 １ｇ

共和薬品 ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 ４ｍｇ１錠

共和薬品 ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」 ８ｍｇ１錠

日医工 ペングッド錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

日医工 ベンコール配合錠 １錠

共和薬品 ベンザリン錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

共和薬品 ベンザリン錠２　２ｍｇ ２ｍｇ１錠

共和薬品 ベンザリン錠５　５ｍｇ ５ｍｇ１錠

武田薬品 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「ＮＭ」 ２５ｍｇ１錠

ファイザー ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「ＮＭ」 ５０ｍｇ１錠

杏林製薬 ペンタサ坐剤１ｇ １ｇ１個

杏林製薬 ペンタサ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

杏林製薬 ペンタサ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

杏林製薬 ペンタサ注腸１ｇ １ｇ１個

杏林製薬 ペンタサ顆粒９４％ ９４％１ｇ

ペンニードル 32Gテーパー １本

武田薬品 ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

マイランＥＰＤ ホクナリンテープ０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１枚

マイランＥＰＤ ホクナリンテープ１ｍｇ １ｍｇ１枚

マイランＥＰＤ ホクナリンテープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚

沢井製薬 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 ０．２ｍｇ１錠

沢井製薬 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「サワイ」 ０．３ｍｇ１錠

ファイザー ボシュリフ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

マルホ ポステリザンＦ坐薬 １個

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ホスミシン錠５００　５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

ゼリア新薬 ホスリボン配合顆粒　１００ｍｇ（リンとして） １００ｍｇ１包（リンとして）

バイエル ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

バイエル ホスレノールＯＤ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

バイエル ホスレノールチュアブル錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

日医工 ボチシート２０％ ５ｇ

帝人ファーマ ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ ３５ｍｇ１包

帝人ファーマ ボナロン錠３５ｍｇ ３５ｍｇ１錠

帝人ファーマ ボナロン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

武田薬品 ボノサップパック４００ １シート

アステラス製薬 ボノテオ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

日医工 ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 ７％１ｍＬ

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ポビドンヨードゲル１０％「明治」 １０％１０ｇ

武田薬品 ボラザＧ坐剤 １個

武田薬品 ボラザＧ軟膏 １ｇ

沢井製薬 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ７５ｍｇ１錠

高田製薬 ポララミンシロップ０．０４％ ０．０４％１０ｍＬ

高田製薬 ポララミンドライシロップ０．２％ ０．２％１ｇ

高田製薬 ポララミン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

第一三共 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５０ｍｇ１錠

丸石製薬 ホリゾン散１％ １％１ｇ

大鵬薬品 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 ２５ｍｇ１錠

ノバルティスＰ ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ ３７．５ｍｇ１カプセル

ノバルティスＰ ボルタレンゲル１％ １％１ｇ

ノバルティスＰ ボルタレンサポ１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１個

ノバルティスＰ ボルタレンサポ２５ｍｇ ２５ｍｇ１個



ノバルティスＰ ボルタレンサポ５０ｍｇ ５０ｍｇ１個

ノバルティスＰ ボルタレンローション１％ １％１ｇ

ノバルティスＰ ボルタレン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

日本新薬 ポルトラック原末 １ｇ

佐藤製薬 ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ　０．００２％ ０．００２％１ｇ

第一三共 ポンタールカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル

第一三共 ポンタールシロップ３．２５％ ３．２５％１ｍＬ

中外製薬 ボンビバ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

ＥＡファーマ マーズレンＳ配合顆粒 １ｇ

寿 マーズレン配合錠１．０ＥＳ １錠

マルホ マーデュオックス軟膏 １ｇ

サノフィ マーロックス懸濁用配合顆粒 １ｇ

マイクロファインプラス　31G5mm(320129) １本

マイクロファインプラス　32G4mm(320136) １本

バイエル マイコスポールクリーム１％ １％１ｇ

バイエル マイコスポール外用液１％ １％１ｍＬ

田辺三菱製薬 マイザークリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ

田辺三菱製薬 マイザー軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ

大日本住友製薬 マイスタン細粒１％ １％１ｇ

大日本住友製薬 マイスタン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

アルフレッサファーマ マイスタン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

アステラス製薬 マイスリー錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

アステラス製薬 マイスリー錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

サンファーマ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「ＰＰ」　０．００２５％ ０．００２５％１ｇ

エーザイ マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

丸石製薬 マグミット錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

丸石製薬 マグミット錠３３０ｍｇ ３３０ｍｇ１錠

丸石製薬 マグミット錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

マドパー配合錠 １錠

沢井製薬 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠

共和薬品 マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 １０ｍｇ１錠

共和薬品 マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１錠

マリゼブ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

小野薬品 マルファ配合内服液 １０ｍＬ

アステラス製薬 ミオコールスプレー０．３ｍｇ　０．６５％７．２ｇ ０．６５％７．２ｇ１缶

エーザイ ミオナール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

ミカムロ配合錠ＡＰ １錠

アステラス製薬 ミカムロ配合錠ＢＰ １錠

ミカルディス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

ミカルディス錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

ミカルディス錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠

ファイザー ミグシス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

共和薬品 ミグリステン錠２０　２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

沢井製薬 ミグリトールＯＤ錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠

沢井製薬 ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠

沢井製薬 ミグリトールＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ７５ｍｇ１錠

大塚製薬 ミケランＬＡ点眼液１％ １％１ｍＬ

大塚製薬 ミケランＬＡ点眼液２％ ２％１ｍＬ

大塚製薬 ミケラン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

大塚製薬 ミケラン点眼液１％ １％１ｍＬ

大塚製薬 ミケラン点眼液２％ ２％１ｍＬ

大塚製薬 ミケルナ配合点眼液 １ｍＬ

ミコンビ配合錠ＡＰ １錠

ミコンビ配合錠ＢＰ １錠

ファイザー ミゾリビン錠５０ｍｇ「ファイザー」 ５０ｍｇ１錠

三和化学 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「三和」 １０ｍｇ１錠

三和化学 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「三和」 ５ｍｇ１錠

大原薬品 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 ２ｍｇ１錠

参天製薬 ミドリンＭ点眼液０．４％ ０．４％１ｍＬ

参天製薬 ミドリンＰ点眼液 １ｍＬ

日東メディック ミドレフリンＰ点眼液 １ｍＬ

ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ １２０μｇ１錠

協和キリン ミニリンメルトＯＤ錠２４０μｇ ２４０μｇ１錠

協和キリン ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ ６０μｇ１錠



第一三共 ミネブロ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

沢井製薬 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠

沢井製薬 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠

沢井製薬 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠

ファイザー ミノマイシンカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル

ファイザー ミノマイシン顆粒２％　２０ｍｇ ２０ｍｇ１ｇ

ミヤリサン製薬 ミヤＢＭ細粒 １ｇ

ミヤリサン製薬 ミヤＢＭ錠 １錠

ビーブランドＭ ミラノール顆粒１１％ １ｇ

日本ベーリンガー ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ ０．３７５ｍｇ１錠

日本ベーリンガー ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ １．５ｍｇ１錠

第一三共 ミルタックスパップ３０ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

共和薬品 ミルマグ内用懸濁液７．２％ ７．２％１０ｍＬ

サノフィ ムコサールドライシロップ１．５％ １．５％１ｇ

サノフィ ムコサール錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

大塚製薬 ムコスタ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

大塚製薬 ムコスタ点眼液ＵＤ２％　０．３５ｍＬ ２％０．３５ｍＬ１本

参天製薬 ムコゾーム点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ

帝人ファーマ ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ ４５ｍｇ１錠

帝人ファーマ ムコソルバン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

杏林製薬 ムコダインＤＳ５０％ ５０％１ｇ

杏林製薬 ムコダインシロップ５％ ５％１ｍＬ

杏林製薬 ムコダイン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

杏林製薬 ムコダイン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

わかもと ムコファジン点眼液　５ｍＬ ５ｍＬ１瓶

エーザイ ムコフィリン吸入液２０％　１７．６２％２ｍＬ １７．６２％２ｍＬ１包

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ メイアクトＭＳ小児用細粒１０％　１００ｍｇ １００ｍｇ１ｇ

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ メイラックス錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 メインテート錠０．６２５ｍｇ ０．６２５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 メインテート錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 メインテート錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

太陽ファルマ メキシチールカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル

メキシチールカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル

沢井製薬 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１カプセル

沢井製薬 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１カプセル

大鵬薬品 メサデルムクリーム０．１％ ０．１％１ｇ

大鵬薬品 メサデルムローション０．１％ ０．１％１ｇ

大鵬薬品 メサデルム軟膏０．１％ ０．１％１ｇ

メサラジン錠２５０ｍｇ「ケミファ」 ２５０ｍｇ１錠

日本ケミファ メサラジン錠５００ｍｇ「ケミファ」 ５００ｍｇ１錠

日本ジェネリック メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 １ｇ１個

ファイザー メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」 ４００ｍｇ１錠

塩野義 メジコン散１０％ １０％１ｇ

塩野義 メジコン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

共和薬品 メスチノン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠

ファイザー メソトレキセート錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

エーザイ メチコバール細粒０．１％　５００ｍｇ ０．１％５００ｍｇ１包

エーザイ メチコバール錠２５０μｇ　０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠

エーザイ メチコバール錠５００μｇ　０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

三和化学 メトアナ配合錠ＨＤ １錠

三和化学 メトアナ配合錠ＬＤ １錠

大日本住友製薬 メトグルコ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

大日本住友製薬 メトグルコ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 ２ｍｇ１錠

武田薬品 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「テバ」 ２０ｍｇ１錠

第一三共 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＥＰ」 ２５０ｍｇ１錠

第一三共 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＤＳＥＰ」 ５００ｍｇ１錠

メトリジン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

武田薬品 メドレニック注　２ｍＬ ２ｍＬ１管

ファイザー メドロール錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

ファイザー メドロール錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

科研製薬 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「科研」 １５ｍｇ１カプセル

メニレット７０％ゼリー２０ｇ ７０％２０ｇ１個



ＭＳＤ メネシット配合錠１００ １錠

久光製薬 メノエイドコンビパッチ １枚

第一三共 メバロチン錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

第一三共 メバロチン錠５　５ｍｇ ５ｍｇ１錠

大塚製薬 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回　０．０１４３％５ｍＬ ０．０１４３％５ｍＬ１キット

大塚製薬 メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ　０．０００５％ ０．０００５％１ｍＬ

大塚製薬 メプチンドライシロップ０．００５％ ０．００５％１ｇ

大塚製薬 メプチンミニ錠２５μｇ　０．０２５ｍｇ ０．０２５ｍｇ１錠

大塚製薬 メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ　０．０１％ ０．０１％０．３ｍＬ１個

大塚製薬 メプチン錠５０μｇ　０．０５ｍｇ ０．０５ｍｇ１錠

大塚製薬 メプチン顆粒０．０１％ ０．０１％１ｇ

第一三共 メマリーＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

第一三共 メマリーＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

エーザイ メリスロン錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠

エーザイ メリスロン錠６ｍｇ ６ｍｇ１錠

武田薬品 メルカゾール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

沢井製薬 メロキシカム錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠

沢井製薬 メロキシカム錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠

科研製薬 メンタックスクリーム１％ １％１ｇ

科研製薬 メンタックス外用液１％ １％１ｍＬ

日本ベーリンガー モービック錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

久光製薬 モーラステープ２０ｍｇ　７ｃｍ×１０ｃｍ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚

久光製薬 モーラステープＬ４０ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

久光製薬 モーラスパップ３０ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

久光製薬 モーラスパップ６０ｍｇ　２０ｃｍ×１４ｃｍ ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

久光製薬 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

久光製薬 モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ　２０ｃｍ×１４ｃｍ ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

第一三共 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 モディオダール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

中外製薬 モニラック・シロップ６５％ ６５％１ｍＬ

持田製薬 モビコール配合内用剤　６．８５２３ｇ ６．８５２３ｇ１包

杏林製薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」１１２噴霧用　９ｍｇ１８ｇ ９ｍｇ１８ｇ１瓶

杏林製薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用　５ｍｇ１０ｇ ５ｍｇ１０ｇ１瓶

大日本住友製薬 モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 １０ｍｇ１錠

日医工 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 １０ｍｇ１錠

沢井製薬 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠

東和薬品 モンテルカスト細粒４ｍｇ「トーワ」 ４ｍｇ１包

杏林製薬 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 １０ｍｇ１錠

バイエル ヤーズフレックス配合錠 １錠

バイエル ヤーズ配合錠 １シート

大正製薬 ヤクバンテープ２０ｍｇ　７ｃｍ×１０ｃｍ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚

ヤクバンテープ４０ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

大鵬薬品 ユーエフティ配合カプセルＴ１００　１００ｍｇ（テガフール相当量） １００ｍｇ１カプセル（テガフール相当量）

興和 ユーパスタコーワ軟膏 １ｇ

武田薬品 ユーロジン１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠

武田薬品 ユーロジン２ｍｇ錠 ２ｍｇ１錠

ファイザー ユナシン錠３７５ｍｇ ３７５ｍｇ１錠

武田薬品 ユニシア配合錠ＨＤ １錠

大塚製薬 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

沢井製薬 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠

エーザイ ユベラＮカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル

エーザイ ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル

エーザイ ユベラ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

エーザイ ユベラ軟膏 １ｇ

エーザイ ユベラ顆粒２０％ ２０％１ｇ

第一三共 ユリーフ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

ユリーフ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

鳥居薬品 ユリノーム錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

鳥居薬品 ユリノーム錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

日医工 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１丸

小太郎漢方 ヨクイニンエキス散「コタロー」 １ｇ

小太郎漢方 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 １錠

ノボノルディスクＰ ライゾデグ配合注　フレックスタッチ　３００単位 ３００単位１キット

帝人ファーマ ラキソベロン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠



帝人ファーマ ラキソベロン内用液０．７５％ ０．７５％１ｍＬ

興和 ラクツロース・シロップ６０％分包１０ｍＬ「コーワ」 ６０％１０ｍＬ１包

参天製薬 ラクリミン点眼液０．０５％　５ｍＬ ０．０５％５ｍＬ１瓶

大塚製薬 ラコールＮＦ配合経腸用液 １０ｍＬ

日医工 ラシックス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

日医工 ラシックス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

日医工 ラシックス錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

杏林製薬 ラスビック錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠

日東メディック ラタチモ配合点眼液「ニットー」 １ｍＬ

日本ケミファ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ケミファ」 ０．００５％１ｍＬ

興和 ラックビー錠 １錠

興和 ラックビー微粒Ｎ　１％ １％１ｇ

中外製薬 ラニラピッド錠０．０５ｍｇ ０．０５ｍｇ１錠

日医工 ラビン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

ファイザー ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 １０ｍｇ１錠

ファイザー ラフチジン錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠

日本ケミファ ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠

ＧＳＫ ラミクタール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

ＧＳＫ ラミクタール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

ＧＳＫ ラミクタール錠小児用２ｍｇ ２ｍｇ１錠

ＧＳＫ ラミクタール錠小児用５ｍｇ ５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ラミシールクリーム１％ １％１ｇ

田辺三菱製薬 ラミシール外用液１％ １％１ｇ

田辺三菱製薬 ラミシール錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠

東和薬品 ラモトリギン錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠

東和薬品 ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠

沢井製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 ６０ｍｇ１錠

武田薬品 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」 １５ｍｇ１錠

日本ケミファ ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 ３０ｍｇ１錠

武田薬品 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武田テバ」 ３０ｍｇ１錠

日本ケミファ ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「ケミファ」 １５ｍｇ１カプセル

サノフィ ランタスＸＲ注ソロスター　４５０単位 ４５０単位１キット

サノフィ ランタス注ソロスター　３００単位 ３００単位１キット

ゼリア新薬 ランデル錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ゼリア新薬 ランデル錠２０　２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

持田製薬 リアルダ錠１２００ｍｇ　１，２００ｍｇ １，２００ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 リーゼ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

武田薬品 リーダイ配合錠 １錠

ＥＡファーマ リーバクト配合顆粒　４．１５ｇ ４．１５ｇ１包

大正製薬 リーマス錠２００　２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

ファイザー リウマトレックスカプセル２ｍｇ ２ｍｇ１カプセル

鳥居薬品 リオナ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

武田薬品 リオベル配合錠ＬＤ １錠

田辺三菱製薬 リオレサール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

小野薬品 リカルボン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

小野薬品 リカルボン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

第一三共 リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

第一三共 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

第一三共 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠

第一三共 リクシアナ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

第一三共 リクシアナ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠

キッセイ リザベンカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル

キッセイ リザベンドライシロップ５％ ５％１ｇ

キッセイ リザベン点眼液０．５％　２５ｍｇ５ｍＬ ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶

沢井製薬 リシノプリル錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠

沢井製薬 リシノプリル錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ リスパダールＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ リスパダール細粒１％ １％１ｇ

ヤンセンファーマ リスパダール錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ リスパダール錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ リスパダール錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ　０．１％ ０．１％１ｍＬ

田辺三菱製薬 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 ０．５ｍｇ１錠



沢井製薬 リスペリドン錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠

沢井製薬 リスペリドン錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠

沢井製薬 リスペリドン錠３ｍｇ「サワイ」 ３ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」　０．１％ ０．１％１ｍＬ

共和薬品 リスミー錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

大日本住友製薬 リズミック錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

サノフィ リスモダンＲ錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠

サノフィ リスモダンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル

沢井製薬 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 １７．５ｍｇ１錠

ノバルティスＰ リタリン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

興和 リドメックスコーワクリーム０．３％ ０．３％１ｇ

興和 リドメックスコーワローション０．３％ ０．３％１ｇ

興和 リドメックスコーワ軟膏０．３％ ０．３％１ｇ

帝人ファーマ リノコートカプセル鼻用５０μｇ ５０μｇ１カプセル

わかもと リノロサール眼科耳鼻科用液０．１％ ０．１％１ｍＬ

マイランＥＰＤ リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 ３００ｍｇ１包

小野薬品 リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ １３．５ｍｇ１枚

小野薬品 リバスタッチパッチ１８ｍｇ １８ｍｇ１枚

小野薬品 リバスタッチパッチ４．５ｍｇ ４．５ｍｇ１枚

小野薬品 リバスタッチパッチ９ｍｇ ９ｍｇ１枚

興和 リバロＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

興和 リバロＯＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

科研製薬 リピディル錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠

アステラス製薬 リピトール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

アステラス製薬 リピトール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

第一三共 リファジンカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル

サンド リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 １５０ｍｇ１カプセル

武田薬品 リフキシマ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠

エーザイ リフラップ軟膏５％ ５％１ｇ

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ リフレックス錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

参天製薬 リボスチン点眼液０．０２５％ ０．０２５％１ｍＬ

リボトリール細粒０．１％ ０．１％１ｇ

太陽ファルマ リボトリール細粒０．５％ ０．５％１ｇ

太陽ファルマ リボトリール錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

太陽ファルマ リボトリール錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

ＭＳＤ リポバス錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ＭＳＤ リポバス錠５　５ｍｇ ５ｍｇ１錠

コーアイセイ リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「イセイ」 ２０ｍｇ１錠

杏林製薬 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「杏林」 ２０ｍｇ１錠

あゆみ製薬 リマチル錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

沢井製薬 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 ５μｇ１錠

日医工 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医工」 ５μｇ１錠

アストラゼネカ リムパーザ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

アストラゼネカ リムパーザ錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠

参天製薬 リュウアト１％眼軟膏 １％１ｇ

ファイザー リリカＯＤ錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠

ファイザー リリカＯＤ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

ファイザー リリカＯＤ錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠

ファイザー リリカカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル

ファイザー リリカカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル

ＧＳＫ リレンザ　５ｍｇ ５ｍｇ１ブリスター

アステラス製薬 リンゼス錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠

塩野義 リンデロン－ＤＰ軟膏　０．０６４％ ０．０６４％１ｇ

塩野義 リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ １ｇ

塩野義 リンデロン－ＶＧローション １ｍＬ

塩野義 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ １ｇ

塩野義 リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ ０．１２％１ｇ

塩野義 リンデロン－Ｖローション　０．１２％ ０．１２％１ｍＬ

塩野義 リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ ０．１２％１ｇ

塩野義 リンデロン坐剤０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１個

塩野義 リンデロン散０．１％ ０．１％１ｇ

塩野義 リンデロン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

塩野義 リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ０．１％１ｍＬ

塩野義 リンデロン点眼液０．０１％ ０．０１％１ｍＬ



リンラキサー錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠

大正製薬 リンラキサー錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

ファイザー リン酸コデイン錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠

富士製工 ル・エストロジェル０．０６％ ０．０６％１ｇ

大日本住友製薬 ルーラン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

サンファーマ ルコナック爪外用液５％ ５％１ｇ

ルセフィ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

ルナベル配合錠ＬＤ １錠

日本新薬 ルナベル配合錠ＵＬＤ １錠

エーザイ ルネスタ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

エーザイ ルネスタ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ルパフィン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

富士フイルム富山化学 ルプラック錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

富士フイルム富山化学 ルプラック錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠

アッヴィ ルボックス錠２５　２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

武田薬品 ルミガン点眼液０．０３％ ０．０３％１ｍＬ

サンファーマ ルリコンクリーム１％ １％１ｇ

サンファーマ ルリコン液１％ １％１ｍＬ

サンファーマ ルリコン軟膏１％ １％１ｇ

サノフィ ルリッド錠１５０　１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠

エーザイ レキソタン錠１　１ｍｇ １ｍｇ１錠

エーザイ レキソタン錠２　２ｍｇ ２ｍｇ１錠

ＧＳＫ レキップＣＲ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

ＧＳＫ レキップＣＲ錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠

持田製薬 レクサプロ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ＥＡファーマ レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回　４８ｍｇ３０．８ｇ ４８ｍｇ３０．８ｇ１瓶

田辺三菱製薬 レクチゾール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

アステラス製薬 レグナイト錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠

協和キリン レグパラ錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠

協和キリン レグパラ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

第一三共 レザルタス配合錠ＨＤ １錠

第一三共 レザルタス配合錠ＬＤ １錠

日東メディック レスキュラ点眼液０．１２％ ０．１２％１ｍＬ

興和 レスタミンコーワクリーム１％ １％１０ｇ

興和 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

太陽ファルマ レスプレン錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

ＭＳＤ レスリン錠２５　２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

ＭＳＤ レスリン錠５０　５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

日本ケミファ レトロゾール錠２．５ｍｇ「ケミファ」 ２．５ｍｇ１錠

中外製薬 レナジェル錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠

アムジェン レナデックス錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

ＭＳＤ レニベース錠１０　１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

ＭＳＤ レニベース錠２．５　２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠

ＭＳＤ レニベース錠５　５ｍｇ ５ｍｇ１錠

アステラス製薬 レパーサ皮下注１４０ｍｇペン　１ｍＬ １４０ｍｇ１ｍＬ１キット

アステラス製薬 レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー　３．５ｍＬ ４２０ｍｇ３．５ｍＬ１キット

沢井製薬 レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ０．２５ｍｇ１錠

沢井製薬 レパグリニド錠０．５ｍｇ「サワイ」 ０．５ｍｇ１錠

ファイザー レバチオ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

大塚製薬 レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 １００ｍｇ１錠

ノボノルディスクＰ レベミル注　フレックスペン　３００単位 ３００単位１キット

ノボノルディスクＰ レベミル注　ペンフィル　３００単位 ３００単位１筒

沢井製薬 レボカバスチン点眼液０．０２５％「サワイ」 ０．０２５％１ｍＬ

扶桑薬品 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「フソー」 ３００ｍｇ１錠

東和薬品 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 レボトミン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 レボトミン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

東和薬品 レボフロキサシンＯＤ錠５００ｍｇトーワ（レボフロキサシンとして） ５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして）

第一三共 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　レボフロキサシンとして ２５０ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして）

第一三共 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」　レボフロキサシンとして ５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして）

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ レボフロキサシン錠５００ｍｇ「明治」　（レボフロキサシンとして） ５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして）

キッセイ レボフロキサシン点眼液０．５％「キッセイ」 ０．５％１ｍＬ

ノバルティスＰ レボレード錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠

ノバルティスＰ レボレード錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠



興和 レミカットカプセル２ｍｇ ２ｍｇ１カプセル

鳥居薬品 レミッチＯＤ錠２．５μｇ ２．５μｇ１錠

武田薬品 レミニールＯＤ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

武田薬品 レミニールＯＤ錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠

ＭＳＤ レメロン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠

ファイザー レルパックス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

ＧＳＫ レルベア１００エリプタ３０吸入用 ３０吸入１キット

ＧＳＫ レルベア２００エリプタ１４吸入用 １４吸入１キット

ＧＳＫ レルベア２００エリプタ３０吸入用 ３０吸入１キット

武田薬品 レルミナ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

日本ベーリンガー レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠

日本ベーリンガー レンドルミン錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠

エーザイ レンビマカプセル４ｍｇ ４ｍｇ１カプセル

田辺三菱製薬 ローコール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ローコール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠

田辺三菱製薬 ローコール錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠

中外製薬 ロカルトロールカプセル０．２５　０．２５μｇ ０．２５μｇ１カプセル

沢井製薬 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル７５ｍｇ「サワイ」 ７５ｍｇ１カプセル

沢井製薬 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「サワイ」 １５０ｍｇ１錠

第一三共 ロキソニンゲル１％ １％１ｇ

第一三共 ロキソニンテープ１００ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

第一三共 ロキソニンテープ５０ｍｇ　７ｃｍ×１０ｃｍ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚

第一三共 ロキソニンパップ１００ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

第一三共 ロキソニン細粒１０％ １０％１ｇ

第一三共 ロキソニン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠

ニプロ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 １％１ｇ

日医工 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＥＥ」　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

三笠製薬 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三笠」　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

大鵬薬品 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇタイホウ　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

日医工 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＥＥ」　７ｃｍ×１０ｃｍ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚

東和薬品 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「トーワ」　１０×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

日医工 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 ６０ｍｇ１錠

帝人ファーマ ロコアテープ　１０ｃｍ×１４ｃｍ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

鳥居薬品 ロコイドクリーム０．１％ ０．１％１ｇ

鳥居薬品 ロコイド軟膏０．１％ ０．１％１ｇ

持田製薬 ロコルナール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

持田製薬 ロコルナール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠

第一三共 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １００ｍｇ１錠

第一三共 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２５ｍｇ１錠

第一三共 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５０ｍｇ１錠

第一三共 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＥＰ」 １錠

第一三共 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＥＰ」 １錠

バイエル ロスーゼット配合錠ＨＤ １錠

バイエル ロスーゼット配合錠ＬＤ １錠

第一三共 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２．５ｍｇ１錠

第一三共 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５ｍｇ１錠

マルホ ロゼックスゲル０．７５％ ０．７５％１ｇ

武田薬品 ロゼレム錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠

ＬＴＬファーマ ロドピン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠

武田薬品 ロトリガ粒状カプセル２ｇ ２ｇ１包

大日本住友製薬 ロナセン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠

大日本住友製薬 ロナセン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

東和薬品 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠

東和薬品 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「トーワ」 ８ｍｇ１錠

沢井製薬 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠

ヤンセンファーマ ロペミンカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル

ヤンセンファーマ ロペミン小児用細粒０．０５％ ０．０５％１ｇ

日医工 ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 １ｍｇ１錠

沢井製薬 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ０．５ｍｇ１錠

沢井製薬 ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠

ファイザー ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 １０ｍｇ１錠

大正製薬 ロルカム錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠

共和薬品 ロンゲス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

共和薬品 ロンゲス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠



大鵬薬品 ロンサーフ配合錠Ｔ１５　１５ｍｇ（トリフルリジン相当量） １５ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量）

大鵬薬品 ロンサーフ配合錠Ｔ２０　２０ｍｇ（トリフルリジン相当量） ２０ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量）

エーザイ ワーファリン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

エーザイ ワーファリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠

エーザイ ワーファリン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ワイドシリン細粒２０％　２００ｍｇ ２００ｍｇ１ｇ

ファイザー ワイパックス錠０．５　０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

高田製薬 ワコビタール坐剤１００　１００ｍｇ １００ｍｇ１個

エーザイ ワソラン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠

日新製薬 ワルファリンＫ細粒０．２％「ＮＳ」 ０．２％１ｇ

帝人ファーマ ワンアルファ錠０．２５μｇ ０．２５μｇ１錠

帝人ファーマ ワンアルファ錠０．５μｇ ０．５μｇ１錠

帝人ファーマ ワンアルファ錠１．０μｇ　１μｇ １μｇ１錠

ヤンセンファーマ ワンデュロパッチ０．８４ｍｇ ０．８４ｍｇ１枚

日本新薬 ワントラム錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠

丸石製薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 １０ｇ

沢井製薬 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠

沢井製薬 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠

塩化ナトリウム「オーツカ」 １０ｇ

沢井製薬 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＷ」 ２０ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 塩酸リルマザホン錠１「ＭＥＥＫ」　１ｍｇ １ｍｇ１錠

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」　２ｍｇ ２ｍｇ１錠

小野薬品 含嗽用ハチアズレ顆粒　０．１％ ０．１％１ｇ

塩野義 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 １ｇ

吉田製薬 逆性石ケン液０．０１「ヨシダ」　０．０１％ ０．０１％１０ｍＬ

扶桑薬品 球形吸着炭細粒「マイラン」 １ｇ

マルホ 強力ポステリザン（軟膏） １ｇ

興和 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 １ｇ

丸石製薬 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 １０ｇ

吉田製薬 酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 ８３％１ｇ

吉田製薬 酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨシダ」 ２００ｍｇ１錠

吉田製薬 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 ２５０ｍｇ１錠

吉田製薬 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 ３３０ｍｇ１錠

中北薬品 次硝酸ビスマス「メタル」 １ｇ

ファイザー 重曹「ホエイ」 １０ｇ

ファイザー 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 ５００ｍｇ１錠

ＧＳＫ 小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用　２．０４ｍｇ４ｍＬ ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶

帝人ファーマ 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ ０．３％１ｍＬ

健栄製薬 消毒用エタノール液ＩＰ １０ｍＬ

丸石製薬 消毒用エタプロコール １０ｍＬ

沢井製薬 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「サワイ」 ４０ｍｇ１枚

ゼリア新薬 新レシカルボン坐剤 １個

ファイザー 親水クリーム「ホエイ」 １０ｇ

武田薬品 人工涙液マイティア点眼液　５ｍＬ ５ｍＬ１瓶

日新製薬 生食液ＮＳ　２０ｍＬ ２０ｍＬ１管

ニプロ 生食注シリンジ「ＮＰ」　１０ｍＬ １０ｍＬ１筒

大塚製薬 大塚蒸留水　２０ｍＬ ２０ｍＬ１管

大塚製薬 大塚蒸留水　５００ｍＬ ５００ｍＬ１瓶

大塚製薬 大塚食塩注１０％　２０ｍＬ １０％２０ｍＬ１管

大塚製薬 大塚生食注　２５０ｍＬ ２５０ｍＬ１袋

大塚製薬 大塚生食注　５００ｍＬ ５００ｍＬ１瓶

丸石製薬 単シロップ １０ｍＬ

扶桑薬品 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 ２５０ｍｇ１錠

扶桑薬品 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「フソー」 ５００ｍｇ１錠

共和薬品 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１錠

武田薬品 調剤用パンビタン末 １ｇ

三和化学 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 ５００ｍｇ１錠

塩野義 点眼・点鼻用リンデロンＡ液 １ｍＬ

吉田製薬 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 １０ｇ

ファイザー 乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 ５００ｍｇ１錠

吉田製薬 乳糖水和物「ヨシダ」 １０ｇ

丸石製薬 白色ワセリン（日興製薬） １０ｇ

丸石製薬 滅菌精製水（日興製薬） １０ｍＬ


