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内用薬 

２５mgアリナミンＦ糖衣錠 

２mgセルシン錠 

５mgセルシン錠 

ＰＬ配合顆粒 

Ｓ・アドクノン錠３０ ３０mg 

ＳＧ配合顆粒 

アーガメイト２０％ゼリー２５g 

アーチスト錠１０mg 

アーチスト錠２．５mg 

アイトロール錠２０mg 

アイピーディカプセル１００ １００mg 

アイピーディドライシロップ５％ 

アイミクス配合錠ＨＤ 

アクトス錠１５ １５mg 

アコファイド錠１００ｍｇ 

アサコール錠４００mg 

アザルフィジンＥＮ錠５００mg 

アシノン錠７５mg 

アジルバ錠 20ｍｇ 

アジルバ錠 40mg 

アストミン錠１０mg 

アストリックドライシロップ８０％ 

アスパラカリウム錠３００mg 

アスピリン 

アスペノンカプセル１０ １０mg 

アスベリンシロップ０．５％ 

アスベリン散１０％ 

アズレン・グルタミン配合細粒｢EMEC」 

アセチルシステイン内用液「ショーワ」 

アゼルニジピン錠 8mg「NP」 

アダプチノール錠５mg 

アダラートカプセル 5mg 

アダラート CR錠 20mg 

アダラート L錠 10mg 

アダラート L錠 20mg 

アタラックス錠２５mg 

アテレック錠１０ｍｇ 

アデロキザール散 10％ 

アドシルカ錠２０㎎ 

アドソルビン原末 

アドナ散１０％ 

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 

アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 

アナフラニール錠 10mg 

アフィニトール錠 5mg 

アプテシンカプセル１５０mg 

アプネカット経口１０mg ２．５mL 

アプレゾリン錠１０mg 

アボルブカプセル０．５mg 

アマージ錠２．５mg 

アマリール１mg錠 

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００mg「ＴＥ」 

アミティーザカプセル２４μ ｇ 

アミノレバンＥＮ配合散 

アムロジピン OD錠２．５ｍｇ「ﾄｰﾜ」 

アムロジピン OD錠５ｍｇ「ﾄｰﾜ」 

アムロジンＯＤ錠２．５mg 

アムロジンＯＤ錠５mg 

アモキサンカプセル５０ｍｇ 

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 

アリセプト D錠 3mg 

アリセプト D錠 5mg 

アリミデックス錠１mg 

アルクレイン内用液 5％「日医工」 

アルダクトンＡ細粒１０％ 

アルダクトンＡ錠２５mg 

アルドメット錠２５０ ２５０mg 

アルファロールカプセル１μ ｇ 

アルファロール内用液０．５μ ｇ／mL 

アルロイドＧ内用液５％ 

アレグラドライシロップ５％ 

アレグラ錠６０mg 

アレグラ錠 30mg 

アレジオンドライシロップ１％ 

アレジオン錠２０ ２０mg 

アレビアチン散１０％ 

アレビアチン錠１００mg 

アレロックＯＤ錠５ ５mg 

アレロック顆粒０．５％ 

アローゼン顆粒（０．５ｇ／包） 

アロシトール錠１００ １００mg 
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アロチノロール塩酸塩錠１０mg「DSP」 

アロマシン錠２５mg 

アンジュ２８ 

アンプラーグ錠１００mg 

アンプラーグ錠５０mg 

アンブロキソール塩酸塩徐放 OD錠 45ｍｇ「ｻﾜｲ」 

アンブロキソール塩酸塩錠 １５ｍｇ「ﾄｰﾜ」 

イーケプラ錠５００mg 

イグザレルト錠１０ｍｇ 

イグザレルト錠１５ｍｇ 

イクスタンジカプセル４０ｍｇ 

イサロン錠１００mg 

イスコチン原末 

イスコチン錠１００mg 

イトリゾールカプセル５０ ５０mg 

イトリゾール内用液１％ 

イメンドカプセル１２５mg 

イメンドカプセル８０mg 

イリボーOD錠 5μ g 

イリボーOD錠 2.5μ g 

イルベタン錠１００mg 

イレッサ錠２５０ｍｇ 

インクレミンシロップ５％ 

インタール細粒１０％ 

インデラル錠１０mg 

ウテメリン錠５mg 

ウブレチド錠５mg 

ウラリット－Ｕ配合散 

ウラリット配合錠 

ウリトスＯＤ錠０．１mg 

ウルソデオキシコール酸錠１００mg「トーワ」 

ウルソ顆粒５％ 

ウロカルン錠２２５mg 

ヴォリエント錠 200mg 

エカード配合錠ＨＤ 

エカベト Na顆粒 66.7%「サワイ」 

エクア錠５０mg 

エクセグラン散２０％ 

エクセグラン錠１００mg 

エクセラーゼ配合錠 

エクメット配合錠 LD 

エストラサイトカプセル１５６．７mg 

エストリール錠１mg 

エチゾラム錠 ０．５ｍｇ「ﾄｰﾜ」 

エックスフォージ配合錠 

エディロールカプセル０．７５μ ｇ 

エパデールＳ９００ ９００mg 

エビスタ錠６０mg 

エビプロスタット配合錠ＤＢ 

エフィエント錠３．７５ｍｇ 

エフィエント錠５ｍｇ 

エブトール２５０mg錠 

エフピーＯＤ錠２．５ ２．５mg 

エブランチルカプセル１５mg 

エリキュース錠２．５ｍｇ 

エリキュース錠５ｍｇ 

エリスパン錠０．２５mg 

エリスロシンドライシロップＷ２０％ 

エルカルチン FF錠１００mg 

エルカルチン FF錠 250mg 

エレンタール配合内用剤 

エンシュア・リキッド（コーヒー味） 

エンシュア・リキッド（ストロベリー味） 

エンシュア・リキッド（バニラ味） 

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ ３７５mg 

オゼックス細粒小児用１５％ 

オダイン錠１２５mg 

オノンカプセル１１２．５mg 

オノンドライシロップ１０％ 

オメプラール錠１０ １０mg 

オルメテック OD錠２０mg 

オルメテック OD錠 4０mg 

オングリザ錠２．５ｍｇ 

加工ブシ末(三和生薬)（0.5ｇ/包） 

ガスコンドロップ内用液２％ 

ガスコン錠４０mg 

ガスターＤ錠２０mg 

ガスターＤ錠 1０mg 

ガスター錠 20mg 

ガスター散１０％ 

ガストローム顆粒６６．７％ 

ガストログラフイン経口・注腸用 
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ガスモチン錠 5mg 

ガスロンＮ錠４mg 

カソデックスＯＤ錠８０mg 

カデュエット配合錠４番 

カナマイシンカプセル２５０mg「明治」 

カバサール錠０．２５mg 

ガバペン錠２００mg 

カフェイン水和物原末「マルイシ」 

ガランターゼ散５０％ 

カリメート経口液２０％ ノンフレーバー 

カリメート散 

カルタン錠 500mg 

カルデナリン錠１mg 

カルナクリン錠２５ ２５単位 

カルブロック錠１６mg 

カルボシステイン錠 ５００ｍｇ「ﾃﾊﾞ」 

カレトラ配合錠 

カロナール細粒２０％ 

カロナール錠２００ ２００mg 

カロナール錠３００ｍｇ 

キシロカインビスカス２％ 

キックリンカプセル２５０㎎ 

キネダック錠５０mg 

キプレスチュアブル錠５ｍｇ 

キプレス細粒４ｍｇ 

キプレス OD錠１０mg 

キョウニン水 

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 

グラクティブ錠５０mg 

グラケーカプセル１５mg 

クラシエＥＫ－２４加味逍遥散料エキス細粒（2ｇ/包） 

クラシエＥＫ－４１補中益気湯エキス細粒（2.5ｇ/包） 

クラシエＥＫ－４９加味帰脾湯エキス細粒（2.5ｇ/包） 

クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g/包) 

クラビット錠２５０mg 

グラマリール錠５０mg 

クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用 

クラリシッド錠２００mg 

クラリシッド錠５０mg小児用 

クラリチンレディタブ錠１０mg 

グランダキシン錠５０ ５０mg 

クリアナール錠２００mg 

グリチロン配合錠 

グリベック錠１００mg 

グリミクロンＨＡ錠２０mg 

グルファスト錠１０mg 

グルベス配合錠 

グレースビット錠５０mg 

クレストール錠２．５mg 

クレメジン細粒分包２g 

クロミッド錠５０mg 

ケイキサレートドライシロップ７６％ 

ケイツーシロップ０．２％ 

ケタスカプセル１０mg 

ケフラールカプセル２５０mg 

コートリル錠１０mg 

コートン錠２５mg 

コスパノン錠８０mg 

コタローＮ３２０腸癰湯エキス細粒（2ｇ/包） 

コディオ配合錠ＥＸ 

コデインリン酸塩散１％「第一三共」 

コニール錠４ ４mg 

コぺガス錠 2００mg 

コメリアンコーワ錠１００ １００mg 

コルヒチン錠０．５mg「タカタ」 

コロネル細粒８３．３％ 

コンスタン０．４mg錠 

コントミン糖衣錠２５mg 

コンバントリン錠１００mg 

サアミオン錠５mg 

ザイザルシロップ０．０５％ 

ザイザル錠５mg 

ザイティガ錠 

サイトテック錠１００ １００μ ｇ 

ザイボックス錠６００mg 

ザイロリック錠１００ １００mg 

サインバルタカプセル２０mg 

ザクラス配合錠 HD 

ザジテンカプセル１mg 

ザジテンドライシロップ０．１％ 

ザファテック錠 100mg 

サムスカ錠 7.5mg 
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サムスカ錠１５mg 

サムスカ錠３０mg 

サラジェン錠５mg 

サラゾピリン錠５００mg 

サリグレンカプセル３０mg 

ザルティア錠 5mg 

ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「日医工」 

サワシリンカプセル 250mg 

酸化マグネシウム細粒 83％「ケンエー」（0.6ｇ/包） 

サンリズムカプセル２５mg 

サンリズムカプセル５０mg 

三和 EK-180桂芍知母湯エキス細粒（3ｇ/包） 

シグマート錠 5mg 

シダトレンスギ花粉舌下液 

ジェイゾロフト錠５０mg 

ジェニナック錠２００mg 

ジゴシン散０．１％ 

ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２g 

ジスロマック細粒小児用１０％ 

ジスロマック錠２５０mg 

シナール配合顆粒 

ジヒデルゴット錠１mg 

ジフルカンカプセル５０mg 

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ 

シプロフロキサシン錠「JG」200mg 

シベノール錠５０mg 

シュアポスト錠０．５mg 

シロスタゾール OD錠１００ｍｇ「ｻﾜｲ」 

シロスタゾール OD錠５０mg「ｻﾜｲ」 

シングレアチュアブル錠５ｍｇ 

シングレア細粒４ｍｇ 

シングレア錠１０ｍｇ 

シンメトレル細粒１０％ 

シンメトレル錠１００mg 

スイニー錠１００ｍｇ 

スーグラ錠 50mg 

スーテントカプセル１２．５ｍｇ 

スチバーガ錠４０mg 

ストミンＡ配合錠 

ストロカイン錠５mg 

ストロメクトール錠３mg 

スパカール錠４０mg 

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ﾃﾊﾞ」 

スピロペント錠１０μ ｇ 

スローケー錠６００mg 

スンベプラカプセル１００ｍｇ 

セイブル OD錠５０mg 

ゼチーア錠１０mg 

セチロ配合錠 

セパミットＲ細粒２％ 

セファドール錠２５mg 

セファランチン錠１mg 

ゼフィックス錠１００ １００mg 

セフゾンカプセル１００mg 

セフゾン細粒小児用１０％ 

セララ錠５０mg 

セルシン散１％ 

セルテクト錠３０ ３０mg 

セルニルトン錠 

セルベックスカプセル５０mg 

セルベックス細粒１０％ 

セレキノン錠１００mg 

セレコックス錠１００mg 

セレスタミン配合シロップ 

セレスタミン配合錠 

セレニカＲ錠２００mg 

セレニカＲ顆粒４０％ 

セレネース錠０．７５mg 

ゼローダ錠３００ ３００mg 

セロクエル２５mg錠 

セロクラール錠２０mg 

セロケン錠２０mg 

セロトーン錠１０mg 

センノシド錠１２ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 

ソバルディ錠 400mg 

ソラナックス０．４ｍｇ錠 

ソランタール錠１００mg 

ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 

ゾルピデム酒石酸塩 OD錠５ｍｇ「EE」 

ソレトン錠 80㎎ 

ダイアート錠３０ｍｇ 

ダイアモックス錠２５０mg 
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タイケルブ錠２５０mg 

太虎堂 EK-230キュウ帰調血飲 

ダオニール錠２．５mg 

ダクルインザ錠６０ｍｇ 

タケキャブ錠 20mg 

タケプロンＯＤ錠１５ １５mg 

タケルダ配合錠 

タナトリル錠５ ５mg 

タフマックＥ配合カプセル 

タミフルカプセル７５ ７５mg 

タミフルドライシロップ３％ 

タムスロシン塩酸塩 OD錠０．２mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 

ダラシンカプセル１５０mg 

タリオンＯＤ錠１０mg 

タルチレリン錠５ｍｇ「サワイ」 

重曹(炭酸水素ナトリウム) 

単シロップ 

タンナルビン「ホエイ」 

チアトンカプセル１０mg 

チオラ錠１００ｍｇ 

チラーヂンＳ散０．０１％ 

チラーヂンＳ錠２５ ２５μ ｇ 

チラーヂンＳ錠５０ ５０μ ｇ 

沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」 

ツムラ００１葛根湯エキス顆粒 （２．５ｇ／包） 

ツムラ００３乙字湯エキス顆粒 （２．５ｇ／包） 

ツムラ００５安中散エキス顆粒 （２．５ｇ／包） 

ツムラ００７八味地黄丸エキス顆粒 （2.5ｇ/包） 

ツムラ０１０柴胡桂枝湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０１１柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０１２柴胡加竜骨牡蛎湯ｴｷｽ顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０１４半夏瀉心湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０１６半夏厚朴湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０１７五苓散エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０１８桂枝加朮附湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０１９小青竜湯エキス顆粒 （3ｇ/包） 

ツムラ０２０防已黄耆湯エキス顆粒 （2.5ｇ/包） 

ツムラ０２３当帰芍薬散エキス顆粒 （2.5ｇ/包） 

ツムラ０２４加味逍遙散エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０２５桂枝茯苓丸エキス顆粒 （2.5ｇ/包） 

ツムラ０２６桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０２７麻黄湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０２９麦門冬湯エキス顆粒 （3ｇ/包） 

ツムラ０３１呉茱萸湯エキス顆粒 （2.5ｇ/包） 

ツムラ０３２人参湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０３５四逆散エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０３９苓桂朮甘湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０４０猪苓湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０４１補中益気湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０４３六君子湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０４５桂枝湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０４７釣藤散エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０４８十全大補湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０５０荊芥連翹湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０５１潤腸湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０５３疎経活血湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０５４抑肝散エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０５６五淋散エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０５９治頭瘡一方エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０６０桂枝加芍薬湯エキス顆粒（2.5ｇ/包) 

ツムラ０６２防風通聖散エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０６３五積散エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０６５帰脾湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０６７女神散エキス顆粒 （２．５ｇ／包） 

ツムラ０６８芍薬甘草湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ０７２甘麦大棗湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０８３抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０８６当帰飲子エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０８８二朮湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０９２滋陰至宝湯エキス顆粒 (3ｇ/包) 

ツムラ０９６柴朴湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ０９９小建中湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ１００大建中湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ１０１升麻葛根湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ１０２当帰湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ１０３酸棗仁湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ１０４辛夷清肺湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ１０５通導散エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ１０６温経湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ１０７牛車腎気丸エキス顆粒 （2.5ｇ/包） 

ツムラ１０８人参養栄湯エキス顆粒 (3ｇ/包) 

ツムラ１１１清心蓮子飲エキス顆粒（2.5ｇ/包） 
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ツムラ１１４柴苓湯エキス顆粒（3ｇ/包） 

ツムラ１１９苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ１２３当帰建中湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ１２６麻子仁丸エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ１２７麻黄附子細辛湯エキス顆粒 (2.5ｇ/包) 

ツムラ１３３大承気湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ﾂﾑﾗ１３４桂枝加芍薬大黄湯ｴｷｽ顆粒（2.5ｇ/包) 

ツムラ１３７加味帰脾湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツムラ１３８桔梗湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 

ツルバダ配合錠 

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 

ディオバン錠 2０mg 

ディオバン錠８０mg 

ディナゲスト錠１mg 

ディレグラ配合錠 

テオドールドライシロップ２０％ 

テオドール錠１００mg 

テオドール錠２００mg 

テオドール錠５０mg 

デカドロン錠０．５mg 

テグレトール細粒５０％ 

テグレトール錠２００mg 

デジレル錠２５ｍｇ 

テトラミド錠１０mg 

デトルシトールカプセル２mg 

テネリア錠 ２０mg 

テノーミン錠２５ ２５mg 

デノタスチュアブル配合錠 

デパケンＲ錠１００ １００mg 

デパケンＲ錠２００ ２００mg 

デパケンシロップ５％ 

デパケン細粒４０％ 

デパケン錠２００ ２００mg 

デパス錠０．５mg 

デパス錠１mg 

デプロメール錠２５ ２５mg 

デュファストン錠５mg 

テルネリン錠１mg 

テルペラン錠 5 

テルロン錠０．５ ０．５mg 

ドキサゾシン錠 1mg「NS」 

ドグマチールカプセル５０mg 

ドネペジル塩酸塩 OD錠 ３ｍｇ「ﾀﾅﾍﾞ」 

ドネペジル塩酸塩 OD錠 ５ｍｇ「ﾀﾅﾍﾞ」 

ドパストン散９８．５％ 

トビエース錠 4mg 

トピナ錠５０mg 

ドプスＯＤ錠１００mg 

トフラニール錠１０mg 

トミロン細粒小児用１０％ 

トミロン錠１００ １００mg 

ドラール錠１５ １５mg 

トラクリア錠６２．５mg 

トラゼンタ錠５ｍｇ 

トラベルミン配合錠 

トラマールＯＤ錠２５mg 

トラムセット配合錠 

トランサミンカプセル２５０mg 

トリキュラー２１ 

トリクロリールシロップ１０％ 

トリノシン顆粒１０％ 

トリプタノール錠１０ １０mg 

トリプタノール錠２５ ２５mg 

トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ「タイヨー」 

トレーランＧ液５０g １５０mL 

トレーランＧ液７５g ２２５mL 

ナイキサン錠１００mg 

ナウゼリンドライシロップ１％ 

ナウゼリン錠ＯＤ１０ｍｇ 

ナゼアＯＤ錠０．１mg 

ナトリックス錠１ １mg 

ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 

ニコランジル錠 ５ｍｇ「ｻﾜｲ」 

ニトロールＲカプセル２０mg 

ニトロール錠５mg 

ニトロペン舌下錠０．３mg 

ニバジール錠２mg 

ニフェジピン CR錠２０ｍｇ「日医工」 

ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「ﾄｰﾜ」 

ニフェジピンカプセル５ｍｇ「ｻﾜｲ」 

ニフレック配合内用剤 
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乳酸カルシウム水和物「ﾖｼﾀﾞ」 

乳糖 

ニューロタン錠２５mg 

ニューロタン錠５０mg 

ネオーラル１０㎎カプセル 

ネオーラル２５mg カプセル 

ネオドパゾール配合錠 

ネキシウムカプセル１０mg 

ネキシウムカプセル２０mg 

ネクサバール錠２００mg 

ネシーナ錠２５mg 

ネシーナ錠６．２５mg 

ネルボン錠５mg 

ノイキノン錠１０mg 

ノイロトロピン錠４単位 

ノバミン錠５mg 

ノルバデックス錠２０mg 

ノルレボ錠 0.75mg 

パキシル錠 10mg 

パーセリン錠２５mg 

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ０．１２５mg 

バイアグラ錠２５mg 

バイアグラ錠５０mg 

バイアスピリン錠１００mg 

ハイペン錠２００mg 

バイロテンシン錠１０mg 

パキシルＣＲ錠１２．５mg 

バクシダール錠１００mg 

バクタ配合錠 

バップフォー錠１０ １０mg 

パナルジン錠１００mg 

バナン錠１００mg 

ハーボニー配合錠 

バラクルード錠０．５mg 

パリエット錠１０mg 

バリキサ錠４５０ｍｇ 

バリテスタ-A241散 

ハリゾンシロップ１００mg／mL 

ハルシオン０．２５mg錠 

バルトレックス錠５００ ５００mg 

ハルナール D錠 0.2mg 

バレリンシロップ５％ 

バロス消泡内用液２％ 

バロス発泡顆粒－Ｓ 

バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「MEEK」 

調剤用パンビタン末 

ピアーレシロップ 65％500ml 

ビ・シフロール錠０．５mg 

ビオチン散０．２％「ホエイ」 

ビオフェルミンＲ散 

ビオフェルミン錠剤 

ビオフェルミン配合散 

ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「日医工」 

ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「日医工」 

ヒスロンＨ錠２００mg 

ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「トーワ」 

ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「トーワ」 

ビソルボン錠４mg 

ピタバスタチン Ca・OD錠２mg｢ﾄｰﾜ｣ 

ビタミンＣ(アスコルビン酸) 

ビタメジン配合カプセルＢ２５ 

ヒダントール F配合錠 

ビビアント錠２０mg 

ビフロキシン配合錠 

ピモベンダン錠１．２５mg「ＴＥ」 

ピラマイド原末 

ピレスパ錠２００mg 

ファムビル錠２５０mg 

ファモチジンＯＤ錠１０mg「ﾄｰﾜ」 

ファモチジンＯＤ錠２０mg「ﾄｰﾜ」 

ファギゾンシロップ 10％ 

フィナステリド錠 1mg「ファイザー」 

ブイフェンド錠５０mg 

フェアストン錠４０ ４０mg 

フェノバール散１０％ 

フェブリク錠１０mg 

フェブリク錠２０mg 

フェマーラ錠２．５mg 

フェロ・グラデュメット錠１０５mg 

フェロミア錠 50mg 

フオイパン錠１００mg 

フォシーガ錠 5mg 
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フォリアミン錠５mg 

ブスコパン錠１０mg 

プラザキサカプセル１１０mg 

プラザキサカプセル７５mg 

フラジール内服錠２５０mg 

ブラダロン錠２００mg 

プラノバール配合錠 

プラビックス錠２５mg 

プラビックス錠７５mg 

フリウェル配合錠 LD 

フリバス錠５０mg 

フリバス錠７５mg 

プリミドン細粒 99.5％「日医工」 

プリンペラン錠５ ５mg 

フルイトラン錠１mg 

フルイトラン錠２mg 

プルゼニド錠 12mg 

フルツロンカプセル２００ ２００mg 

フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 

ブルフェン錠１００ １００mg 

プレタール OD錠 50mg 

プレタール OD錠 100mg 

ブレディニン錠５０ ５０mg 

プレドニゾロン散「タケダ」１％ 

プレドニゾロン錠「タケダ」５mg 

プレドニゾロン錠１mg（旭化成） 

プレドニゾロン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 

プレマリン錠０．６２５mg 

プレミネント配合錠ＬＤ 

プログラフ顆粒 1mg 

プロサイリン錠 20μ g 

プロスタール錠２５ ２５mg 

プロスタグランジンＥ２錠０．５mg「科研」 

プロセキソール錠０．５mg 

フロセミド錠１０mg「ＮＰ」 

フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 

フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ﾀｲﾖｰ」 

プロテカジンＯＤ錠１０ １０mg 

プロナーゼＭＳ ２０，０００単位 

ブロプレス錠４ ４mg 

ブロプレス錠８ ８mg 

プロヘパール配合錠 

プロベラ錠２．５mg 

フロベン顆粒８％ 

プロマックＤ錠７５ ７５mg 

フロモックス小児用細粒１００mg 

フロモックス錠１００mg 

フロリードゲル経口用２％ 

プロレナール錠５μ ｇ 

ベイスンＯＤ錠０．２ ０．２mg 

ベイスンＯＤ錠０．３ ０．３mg 

ベゲタミン－Ｂ配合錠 

ベザトールＳＲ錠２００mg 

ベシケアＯＤ錠５mg 

ベタニス錠５０ｍｇ 

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ﾄｰﾜ」 

ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」 

ベネット錠１７．５mg 

ベプリコール錠５０mg 

ヘモクロンカプセル２００mg 

ベラチンドライシロップ小児用０．１％ 

ベラパミル塩酸塩錠 40mg「JG」 

ベラプロストＮａ錠 ２０μ ｇ「ﾄｰﾜ」 

ペリアクチンシロップ０．０４％ 

ペリアクチン散１％ 

ベリチーム配合顆粒（１ｇ／包） 

ペルサンチン錠１００mg 

ペルサンチン錠２５mg 

ペルジピンＬＡカプセル４０mg 

ヘルベッサーＲカプセル１００mg 

ヘルベッサー錠３０ ３０mg 

ペンタサ錠５００mg 

ペンタサ顆粒 94％ 

ボグリボース OD錠 0.2mg 

ボグリボース OD錠 0.3mg 

ボースデル内用液１０ １０mg２５０mL 

ホスミシンドライシロップ４００ 

ホスミシン錠２５０ ２５０mg 

ホスリボン配合顆粒 

ホスレノール顆粒分包２５０mg 

ボナロン経口ゼリー35mg 



                          佐世保共済病院採用医薬品 2016 年 4 月 1 日現在 

 9 / 16 

 

ボナロン錠３５mg 

ボノテオ錠５０mg 

ポララミン錠２mg 

ボルタレンＳＲカプセル３７．５mg 

ボルタレン錠２５mg 

ボンゾール錠１００mg 

ポンタールカプセル２５０ 

ポンタールシロップ３．２５％ 

マーズレン S配合顆粒（１ｇ/包） 

マーズレン配合錠１．０ＥＳ 

マーベロン２８ 

マイスタン細粒１％ 

マイスタン錠１０mg 

マイスリー錠５ｍｇ 

マグコロールＰ（５０ｇ/袋） 

マクサルト錠１０mg 

マグテクト配合内服液 

マグミット錠２５０mg 

マグミット錠３３０mg 

ミオナール錠５０mg 

ミカムロ配合錠ＡＰ 

ミカルディス錠４０mg 

ミティキュアダニ舌下錠 

ミノマイシン錠５０mg 

ミノマイシン顆粒２％ 

ミンクリア内用散布液０．８％ 

ミヤＢＭ細粒 

ミヤＢＭ錠 

ムコスタ錠１００mg 

ムコソルバン錠１５mg 

ムコソルバン L カプセル４５mg 

ムコダイン錠５００ｍｇ 

ムコダインＤＳ５０％ 

ムコダインシロップ５％ 

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ 

メイアクトＭＳ錠１００mg 

メイラックス錠１mg 

メインテート錠０．６２５ ０．６２５mg 

メインテート錠２．５ ２．５mg 

メインテート錠５ ５mg 

メキシチールカプセル５０mg 

メジコン散１０％ 

メジコン配合シロップ 

メチコバール錠５００μ ｇ 

メテルギン錠０．１２５mg 

メトグルコ錠２５０mg 

メトホルミン塩酸塩錠２５０mgMT「DSEP」 

メトリジンＤ錠２mg 

メニレット７０％ゼリー ３０ｇ 

メネシット配合錠１００ 

メバロチン錠１０ １０mg 

メプチンシロップ５μ ｇ／mL ０．０００５％ 

メプチンミニ錠２５μ ｇ ０．０２５mg 

メプチン顆粒０．０１％ 

メマリーOD錠２０mg 

メマリーOD錠５mg 

メリスロン錠６mg 

メルカゾール錠５mg 

モービック錠１０mg 

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「EE」 

モニラック・シロップ６５％ 

モビプレップ配合内用剤 

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ 

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ２００ 

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 

ユーゼル錠２５mg 

ユービット錠１００mg 

ユーロジン２mg錠 

ユナシン錠３７５mg 

ユニシア配合錠ＨＤ 

ユベラＮソフトカプセル２００mg 

ユベラ錠５０mg 

ユリーフ OD錠４mg 

ユリノーム錠２５mg 

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 

ラキソベロン錠２．５mg 

ラキソベロン内用液０．７５％ 

ラコールＮＦ配合経腸用液（バナナ味） 

ラコールＮＦ配合経腸用液（ミルク味） 

ラシックス細粒４％ 

ラシックス錠２０mg 

ラシックス錠４０mg 



                          佐世保共済病院採用医薬品 2016 年 4 月 1 日現在 

 10 / 16 

 

ラジレス錠１５０mg 

ラックビー微粒Ｎ １％ 

ラニラピッド錠０．１mg 

ラミクタール錠２５mg 

ラミシール錠１２５mg 

ランソプラゾール OD錠１５mg「日医工」 

ランドセン細粒０．１％ 

ランドセン錠０．５ｍｇ 

リーゼ錠５mg 

リーバクト配合顆粒 

リウマトレックスカプセル２mg 

リオナ錠２５０㎎ 

リオベル配合錠ＬＤ 

リオレサール錠５ｍｇ 

リクシアナ錠１５mg 

リクシアナ錠６０mg 

リザベンカプセル１００mg 

リザベン細粒１０％ 

リスパダール内用液１mg／mL（１ｍL／包） 

リスミー錠２mg 

リズミック錠１０mg 

リスモダンＲ錠１５０mg 

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 

リバロ錠２mg 

リピトール錠５mg 

リピトール錠１０mg 

リフレックス錠１５mg 

リボトリール錠１mg 

リポバス錠５ ５mg 

リマチル錠１００mg 

リマプロストアルファデクス錠５μ ｇ「日医工」 

リリカカプセル２５mg 

リリカカプセル７５mg 

リンデロン錠０．５mg 

ルジオミール錠１０mg 

ルナベル配合錠 ULD 

ルネスタ錠２ｍｇ 

ルプラック錠４mg 

ルプラック錠８mg 

ルリッド錠１５０ １５０mg 

レキップ０．２５ｍｇ 

レキップ１ｍｇ 

レクサプロ錠１０mg 

レグパラ錠２５mg 

レザルタス配合錠ＨＤ 

レスタミンコーワ錠１０mg 

レナジェル錠２５０㎎ 

レニベース錠２．５ ２．５mg 

レニベース錠５ ５mg 

レバミピド錠１００ｍｇ「ｻﾜｲ」 

レミッチカプセル２．５μ ｇ 

レミニールＯＤ錠８mg 

レルパックス錠２０mg 

レンドルミン D錠０．２５mg 

レンビマカプセル４mg 

レンビマカプセル１０mg 

ロイコボリン錠５ｍｇ 

ロイコン錠１０mg 

ロートエキス散 

ロカルトロールカプセル０．２５ ０．２５μ ｇ 

ロキソニン錠６０mg 

ロキソプロフェン錠 ６０ｍｇ「EMEC」 

ローコール錠２０mg 

ロゼレム錠８mg 

ロトリガ粒状カプセル２ｇ 

ロヒプノール錠１ １mg 

ロペミンカプセル１mg 

ロンサーフ配合錠 T１５ 

ロンサーフ配合錠 T２０ 

ワーファリン錠０．５mg 

ワーファリン錠１mg 

ワーファリン錠５mg 

ワイドシリン細粒２００ 

ワソラン錠４０mg 

ワンアルファ錠０．２５μ ｇ 

ワントラム錠１００mg 
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外用薬 

（ＣＡＰＤ用）イオダイン M消毒液 10％ （250ｍL/本） 

（ＣＡＰＤ用）イソジン液１０％ 

（外用用）生食 

（点眼用）生食 

「純生」イオウ 

０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 ０．０２５％(5L) 

０．０５％ヘキザック水Ｒ （500ｍL/本） 

０．１Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 0.1％（500ｍL/本） 

５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ０．２％ 

ＳＰトローチ０．２５mg「明治」 

アイファガン点眼液０．１％ （5ｍL/本） 

アクアチム軟膏１％ （１０ｇ/本） 

アクトシン軟膏３％(３０ｇ／本) 

アクリノール消毒液０．１％「タイセイ」 

アズノールうがい液４％ （１0ｍL/本） 

アズノール軟膏０．０３３％ 

アスプール液（０．５％） 

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小児用２００mg「JG」 

アゾルガ配合懸濁性点眼液 （5ｍL/本） 

アドエア１００ディスカス６０吸入用 

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 ６０ブリスター 

アドエア５００ディスカス６０吸入用  ６０ブリスター 

アドエア５０エアゾール１２０吸入用 

アドフィードパップ４０mg 10cm×14cm （7枚/袋） 

アノーロエリプタ３０吸入用 

アフタシール２５μ ｇ 

アラセナ－Ａ軟膏３％（５ｇ／本） 

アラミスト点鼻液２７．５μ ｇ５６噴霧用 

アルスロマチック関節手術用灌流液 ３Ｌ 

アルト原末 

アルメタ軟膏 ０．１％ （5ｇ/本） 

アレジオン点眼液０．０５％ （5ｍL/本） 

アンテベート軟膏０．０５％（５ｇ／本） 

アンヒバ坐剤小児用１００mg 

アンヒバ坐剤小児用２００mg 

イオダインガーグル液７％（３０ｍｌ／本） 

イソジンガーグル液７％（３０ｍｌ／本） 

イソジンゲル１０％（９０ｇ／本） 

イソジンシュガーパスタ軟膏（100ｇ/本） 

イソジンフィールド液１０％ 

イナビル吸入粉末剤２０mg 

イミグラン点鼻液２０ ２０mg０．１mL 

イムシスト膀注用８１mg （溶解液付） 

イムノブラダー膀注用４０mg （溶解液付） 

イムノブラダー膀注用８０mg （溶解液付） 

インタール吸入液１％ ２mL 

ウルティブロ吸入用カプセル 

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ ３Ｌ 

エイゾプト懸濁性点眼液１％ （5ｍL/本） 

エキザルベ （5g/本） 

エクラープラスター20μ ｇ／ｃｍ2 

エコリシン眼軟膏 

エスクレ坐剤「２５０」 

エスクレ坐剤「５００」 

エストラーナテープ０．７２mg 

エストリール腟錠０．５mg 

エタノール「ニッコー」 

エリザス点鼻粉末２００μ ｇ２８噴霧用 

エンペシド腟錠１００mg 

オイラックスＨクリーム （５g/本） 

オイラックスクリーム１０％ （10g/本） 

オキサロール軟膏２５μ ｇ／g  （10g/本） 

オキシテトラコーン歯科用挿入剤５mg 

オキシドール 

オキナゾール腟錠６００mg 

オクソラレンローション０．３％ （60ｍL/本） 

オゼックス点眼液０．３％ （5ｍL/本） 

オペガードネオキット眼灌流液 0.0184％ ５００mL 

オペガン１．１眼粘弾剤１％ １．１mL 

オペガンハイ 0.85眼粘弾剤 1％  ０．８５mL 

オリブ油 

オルガドロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ （5ｍL/本） 

ガチフロ点眼液０．３％ （5ｍL/本） 

カチリ「ホエイ」 

カデックス軟膏分包４５mg 

カリーユニ点眼液０．００５％ （5ｍL/本） 

キサラタン点眼液０．００５％ （2.5ｍL/本） 

キシロカインゼリー２％（３０ｍ／本） 

キシロカインポンプスプレー８％ 
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キシロカイン液「４％」 

キシロカイン点眼液４％ （20ｍL/本） 

キュバール１００エアゾール 

キュバール５０エアゾール 

クモロールＰＦ点眼液２％ （5ｍL/本） 

グラナテック点眼液０．４％（５mL/本） 

クラビット点眼液１．５％ （5ｍL/本） 

グリセリン「ニッコー」 

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ 

クロマイ－Ｐ軟膏 （２５ｇ／本） 

クロマイ腟錠１００mg 

クロロマイセチン局所用液５％ ５０mg 

ゲーベンクリーム１％ 

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「BMD」 （7枚/袋） 

ケナログ口腔用軟膏０．１％（５ｇ／本） 

ケラチナミンコーワクリーム２０％（２５ｇ／本） 

ケンエーＧ浣腸液５０％ １５０mL 

ケンエーＧ浣腸液５０％ ６０mL 

ゲンタシン軟膏０．１％ １mg（１０ｇ／本） 

コソプト配合点眼液 （5ｍL/本） 

コソプトミニ配合点眼液 

サージセル・アブソーバブル・ﾍﾓｽﾀｯﾄ 5.1cm×7.6cm 

サージセル・アブソーバブル・ﾍﾓｽﾀｯﾄ 綿型 5.1×2.5cm 

サーファクテン気管注入用１２０mg 

サイプレジン１％点眼液 

ザラカム配合点眼液 （2.5ｍL/本） 

サリベートエアゾール ５０g 

サルコートカプセル外用５０μ ｇ 

サルタノールインヘラー１００μ ｇ 

サンコバ点眼液０．０２％ （5ｍL/本） 

サンピロ点眼液２％ （5ｍL/本） 

ジオクチルシジウムスルホサクシネート耳科用液５％ 

ジクアス点眼液３％ （5ｍL/本） 

ジクロフェナク Naゲル 1％「日本臓器」（25ｇ/本） 

ジクロフェナク Na ﾛｰｼｮﾝ 1％「日本臓器」（100ｇ/本） 

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 

スチックゼノールＡ 

スピール膏Ｍ 

スピリーバ２．５μ ｇレスピマット６０吸入 

スープレン吸入麻酔液（２４０ｍｌ） 

スポンゼル ５cm×２．５cm 

スミルスチック３％ 

セニラン坐剤３mg 

ゼフナートクリーム２％ （10g/本） 

セボフルラン吸入麻酔液「ﾏｲﾗﾝ｣ 

セルタッチテープ７０ １０cm×１４cm （7枚/袋） 

セルタッチパップ１４０ ２０cm×１４cm （7枚/袋） 

ゼルフォーム ２cm×６cm×０．７cm 

セレベント５０ディスカス ６０ブリスター 

ゾビラックス眼軟膏３％（５ｇ／本） 

ソフラチュール貼付剤１０cm 

ダイアップ坐剤１０ 

ダイアップ坐剤４ 

ダイアップ坐剤６ 

タコシール組織接着用シート ４．８cm×４．８cm 

タコシール組織接着用シート ９．５cm×４．８cm 

タプコム配合点眼液 （2.5ｍL/本） 

タプロス点眼液０．００１５％ （2.5ｍL/本） 

タリビッド眼軟膏０．３％ 

タリビッド耳科用液０．３％ （5ｍL/本） 

タリムス点眼液０．１％ （5ｍL/本） 

チモプトールＸＥ点眼液０．５％ （2.5ｍL/本） 

ディスコビスク１．０眼粘弾剤 

ディフェリンゲル０．１％（１５ｇ／本） 

デキサルチン口腔用軟膏１mg／g  （2g/本） 

デスモプレシン・スプレー１０協和 （500μ ｇ/瓶） 

デスモプレシン・スプレー２．５協和（125μ ｇ/瓶） 

テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 

デュオトラバ配合点眼液 （2.5ｍL/本） 

デルモベート軟膏０．０５％（５ｇ／本） 

テレミンソフト坐薬１０mg 

ドボネックス軟膏５０μ ｇ／g （30g/本） 

トラバタンズ点眼液０．００４％ （2.5ｍL/本） 

トルソプト点眼液１％ （5ｍL/本） 

トロンビン液モチダ ソフトボトル １万単位１０mL 

ナウゼリン坐剤１０ 

ナウゼリン坐剤３０ 

ナウゼリン坐剤６０ 

ナゾネックス点鼻液５０μ ｇ１１２噴霧用 

ナパゲルンローション３％ 

ニゾラールクリーム２％（１０ｇ／本） 

ニゾラールローション２％（１０ｇ／本） 
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ニトロダームＴＴＳ２５mg 

ニフラン点眼液０．１％ （5ｍL/本） 

ネオキシテープ７３．５mg 

ネオシネジンコーワ５％点眼液 （10ｍL/本） 

ネオメドロールＥＥ軟膏 

ネリゾナソリューション０．１％ （10ｍL/本） 

ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ （5g/本） 

ノルスパンテープ５ｍｇ 

ノルスパンテープ１０ｍｇ 

ハイポエタノール液２％「ニッコー」 

バクトロバン鼻腔用軟膏２％（３ｇ／本） 

パスタロンソフト軟膏１０％ 

パタノール点眼液０．１％ （5ｍL/本） 

パルミコート２００μ ｇタービュヘイラー１１２吸入 

パルミコート吸入液０．２５mg ２mL 

パルミコート吸入液０．５mg ２mL 

バロジェクトゾル１００ 

ヒアルロン酸ﾅﾄﾘｳﾑ RF点眼液 0.1％「日点」（5ｍL/本） 

ヒアレインミニ点眼液０．３％ （０．４mL/本） 

ヒアレイン点眼液０．１％ ５mL 

ヒアレイン点眼液０．３％ （5ｍL/本） 

ヒーロンＶ０．６眼粘弾剤２．３％ ０．６mL 

ビスコート０．５眼粘弾剤 ０．５mL 

ビソノテープ４mg 

ビソルボン吸入液０．２％ （45ｍL/本） 

ヒビテン・グルコネート液２０％ （100ｍL/本） 

ピマリシン眼軟膏１％（５ｇ／本） 

ピマリシン点眼液 5％「センジュ」 （5ｍL/本） 

ヒルドイドソフト軟膏０．３％（２５ｇ／本） 

ヒルドイドローション０．３％（５０ｇ／本） 

フィブラストスプレー５００ 

フェルナビオンパップ７０ 10cm×14cm（7枚/袋） 

フェノール（液状） 

フォーレン吸入麻酔液 

複方ヨード・グリセリン 

フラジール腟錠２５０mg 

フランドルテープ４０mg 

プリビナ液０．０５％ 

フルタイド１００ディスカス ６０ブリスター 

フルタイド２００ディスカス ６０ブリスター 

フルタイド５０μ ｇエアゾール１２０吸入用 

フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 

フルメトロン点眼液０．０２％ （5ｍL/本） 

フルメトロン点眼液０．１％ （5ｍL/本） 

プレグランディン腟坐剤１mg 

プレドニゾロン軟膏０．５％「マイラン」 

プレドニン眼軟膏 ０．２５％ 

プロスタンディン軟膏０．００３％ （30g/本） 

プロトピック軟膏０．０３％小児用 （5g/本） 

プロトピック軟膏０．１％ （5g/本） 

ブロナック点眼液０．１％ （5ｍL/本） 

プロビスク 0.85眼粘弾剤 1％ ０．８５ｍL 

プロペト 

ベガモックス点眼液０．５％ （5ｍL/本） 

ベストロン耳鼻科用１％ ５０mg（溶解液 5mL) 

ベストロン点眼用０．５％ ２５mg（溶解液 5mL) 

ベセルナクリーム５％ ２５０mg 

ベネトリン吸入液０．５％ 

ベノキシール点眼液０．４％ 

ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3％「ニプロ」（25ｇ/本） 

ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3％「ニプロ」（100ｇ/本） 

ヘパリン類似物質ローション 0.3％「ラクール」25ｇ/本 

ベリプラストＰ コンビセット 接着用 １mL２キット 

ベリプラストＰ コンビセット 接着用 ３mL２キット 

ペンタサ注腸１ｇ 

ペンタサ坐剤１ｇ 

ボアラ軟膏０．１２%（５g/本） 

ホクナリンテープ２mg 

ボスミン外用液 ０．１％ 

ポピドンヨードスクラブ液７．５％（ＪＪＫＫ） 

ボラザＧ軟膏（２．４ｇ／本） 

ボルタレンゲル１％（５０ｇ／本） 

ボルタレンサポ１２．５mg 

ボルタレンサポ２５mg 

ボルタレンサポ５０mg 

ボルタレンテープ１５mg ７cm×１０cm （7枚/袋） 

ボルタレンローション 1％（50ｇ/本） 

ボルヒール組織接着用 １mL４瓶 

ボルヒール組織接着用 ３mL４瓶 

ミオコールスプレー０．３mg ０．６５％７．２g 

ミケランＬＡ点眼液２％ （2.5ｍL/本） 

ミケラン点眼液２％ ５ｍｌ 
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ミドリンＭ点眼液０．４％ （5ｍL/本） 

ミドリンＰ点眼液 (10ｍL/本） 

ミレーナ５２ｍｇ 

ムコスタ点眼液ＵＤ２％ （0.35ｍL/本） 

メプチンスイングヘラー１０μ g吸入１００回 

モーラステープＬ４０mg （7枚/袋） 

モーラスパップ３０mg （6枚／袋） 

ユベラ軟膏 

ユーパスタコーワ軟膏（１００ｇ/本） 

ラクリミン点眼液０．０５％ （5ｍL/本） 

ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ PF点眼液 0.005％「日点」 （2.5ｍL/本） 

ラミシールクリーム１％（１０ｇ／本） 

ラミシール外用液１％（１０ｇ／本） 

リザベン点眼液０．５％ （5ｍL/本） 

リドカインテープ１８mg「NP」 

リドメックスコーワクリーム０．３％ （5g/本） 

リドメックスコーワローション０．３％ （15g/本） 

リドメックスコーワ軟膏０．３％ 

リバスタッチパッチ４．５ｍｇ 

リバスタッチパッチ９ｍｇ 

リボスチン点眼液０．０２５％ （5ｍL/本） 

リューブゼリー 

リレンザ ５mg 

リンデロン－ＶＧローション （10ｍL/本） 

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ （5g/本） 

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ （5ｍL/本） 

リンベタＰＦ眼耳鼻科用液 0.1％ （5ｍL/本） 

ルミガン点眼液０．０３％ （2.5ｍL/本） 

ルリコンクリーム１％（１０ｇ／本） 

レスタミンコーワクリーム１％ 

レゾルシン「純生」 

レペタン坐剤０．２mg 

レルベア２００エリプタ３０吸入用 

ロキソニンゲル１％（２５ｇ／本） 

ロキソニンテープ１００mg （7枚/袋） 

ロキソニンパップ１００mg （7枚/袋） 

ロキソプロフェン Naテープ 100mg「ﾕｰﾄｸ」 （7枚/袋） 

ロキソプロフェンＮａﾊﾟｯﾌﾟ 100ｍｇ「三笠」（7枚/袋） 

ロコイドクリーム０．１％ （5g/本） 

ロゼックスゲル 0.75％（50ｇ/本） 

ワコビタール坐剤１５ 

ワコビタール坐剤３０ 

ワコビタール坐剤５０ 

亜鉛華（１０％）単軟膏「ZS」 

亜鉛華デンプン 

塩化ナトリウム（食塩） 

逆性石ケン液０．０２５「ヨシダ」 ０．０２５％ 

吸入補助器（インタールカプセル用） 

吸入補助器（キュバール用） 

吸入補助器（サルタノール用） 

吸入補助器（セレベントロタディスク用） 

吸入補助器（フルタイド用） 

吸入補助器（ボルマチック） 

強力ポステリザン（軟膏） （2ｇ/本） 

産婦人科用イソジンクリーム５％ 

酸化亜鉛 

次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」 

小児用フルナーゼ点鼻液２５μ ｇ５６噴霧用 

新レシカルボン坐剤 

人工涙液マイティア点眼液 （5ｍL/本） 

注射用水（５００ｍｌソフトバッグ） 

日点アトロピン点眼液１％ （5ｍL/本） 

無水エタノール注「フソー」 

滅菌精製水 

硫酸ポリミキシンＢ散５０万単位「ファイザー」 
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麻薬 

ＭＳコンチン錠１０mg 

ＭＳコンチン錠３０mg 

ＭＳコンチン錠６０mg 

アンペック坐剤１０mg 

アンペック坐剤２０mg 

イーフェンバッカル錠２００μ ｇ 

イーフェンバッカル錠４００μ ｇ 

オキシコンチン錠２０mg 

オキシコンチン錠４０mg 

オキシコンチン錠５mg 

オキノーム散０．５％ ２．５㎎（１包０．５ｇ） 

オキノーム散０．５％ ５㎎（１包１ｇ） 

オキノーム散２％ ２０㎎（１包１ｇ） 

オプソ内服液１０mg ５mL 

オプソ内服液５mg ２．５mL 

カディアンカプセル６０mg 

コデインリン酸塩散１０％「第一三共」 

パシーフカプセル１２０mg 

パシーフカプセル３０mg 

パシーフカプセル６０mg 

フェントステープ１ｍｇ 

フェントステープ２ｍｇ 

フェントステープ４ｍｇ 

フェントステープ８ｍｇ 

モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末 
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在宅注射薬など 

イミグランキット皮下注３mg ０．５mL（２筒／箱） 

イミグランキット皮下注３mg スターターキット 

イントラリポス輸液２０％ １００mL 

エピペン注射液０．１５mg 

エピペン注射液０．３mg 

エポプロステノール静注用 1.5mg「ACT」 

エポプロステノール静注用 1.5mg「ACT」専用溶液 

エルネオパ１号輸液 １０００mL 

エルネオパ２号輸液 １０００mL 

エルネオパ２号輸液 １５００mL 

グルカゴンＧノボ注射用１mg 

グロウジェクトＢＣ注射用８mg 

ゴナールエフ皮下注ペン３００ 

ゴナトロピン筋注用３０００単位 

ゴナトロピン注用５０００単位 

サンドスタチン皮下注用１００μ ｇ １mL 

ジェノトロピンＴＣ注用５．３mg 

スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ 

トレシーバ注フレックスタッチ ３００単位 

ノボラピッド３０ミックス注 ペンフィル ３００単位 

ノボラピッド注 ペンフィル ３００単位 

ノボラピッド注フレックスタッチ 

ノルディトロピンＳ注１０mg 

ビクトーザ皮下注 １８mg 

ヒューマリンＮ注１００単位／mL 

ヒューマリンＮ注ミリオペン ３００単位 

ヒューマリンＲ注１００単位／mL 

ヒューマリンＲ注ミリオペン ３００単位 

ヒューマログミックス２５注ミリオペン ３００単位 

フォルテオ皮下注キット６００μ ｇ 

プリンペラン注射液１０mg ０．５％２mL 

ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬｼﾘﾝｼﾞ 

ランタス注ソロスター ３００単位 

レベミル注 ペンフィル ３００単位 

生食液ＮＳ ２０mL（在宅用） 

静注用フローラン１．５ｍｇ（溶解液付） 

大塚生食注 ５０mL（在宅用） 

マイクロファインプラス31G 5mm（1袋14本入：1箱5袋入） 

ＬＦＳクイックセンサー（２５本入） 

カテーテルケアセット（１箱３０セット入） 

グロウジェクトペン０．１mg 

ジェノトロピンペン５．３ 

ソフトランセット（２５個入） 

ノボペン３００ 

ノルディペン１０ 

 


