
採用薬一覧　五十音順 2023年3月14日
ベルランド総合病院薬剤部作成

新規採用 販売名 規格単位 製造輸入元会社 第四薬効分類

ATP腸溶錠20mg「日医工」 ２０mg１錠 日医工 アデノシン製剤

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 武田テバファーマ 抗ヒスタミン剤

L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 ２００ｍｇ１錠 沢井 有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く)

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 ５００ｍＬ１キット 大塚工場 脳脊髄手術用洗浄・灌流液

アービタックス注射液１００ｍｇ 1バイアル (20mL) メルクセローノ 抗悪性腫瘍剤　抗ヒトEGFR注2) モノクローナル抗体

アーリーダ錠60mg［泌］ 1錠60mg ヤンセンファーマ 前立腺癌治療剤

アイオピジンＵＤ点眼液１％ １個 ノバルティスファーマ その他の眼科用剤

アイノフロー吸入用800ppm エアウォーター 肺血管拡張剤（吸入用ガス）

亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 １ｇ 小堺 鎮痛、収斂、消炎剤

亜鉛華軟膏「ニッコー」 １ｇ 日興製薬 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

アカルボース錠50mg「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 沢井 その他の糖尿病用剤

アキネトン細粒1％ 1％１ｇ 大日本住友 ビペリデン製剤

アキネトン錠1mg １mg１錠 大日本住友 ビペリデン製剤

アキネトン注射液5mg ０．５％１ｍＬ１菅 大日本住友 ビペリデン製剤

アクアチムローション１％ 1％１ｍＬ 大塚製薬 その他の化膿性疾患用剤

アクテムラ点滴静注用200mg ２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 中外製薬 他に分類されない生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用400mg ４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 中外製薬 ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ点滴静注用80mg ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 中外製薬 ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター トシリズマブ（遺伝子組換え）　162mg 　１筒 中外製薬 ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

アクトシン軟膏３％ ３％１ｇ マルホ 他に分類されない外皮用薬

アクトネル錠75mg ７５mg１錠 EAファーマ 骨粗鬆症治療剤

アクトヒブ １V サノフィ 細菌ワクチン類

アクプラ静注用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 日医工 その他の抗悪性腫瘍用剤

アクプラ静注用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶 日医工 その他の抗悪性腫瘍用剤

アクプラ静注用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 日医工 その他の抗悪性腫瘍用剤

アコファイド錠100mg 100mg　１錠 ゼリア新薬 機能性ディスペプシア（FD）治療剤

アシクロビル顆粒40％「サワイ」 ４０％１ｇ 沢井 抗ウイルス剤

アシクロビルシロップ８％「タカタ」 ８％１ｍＬ 高田製薬 抗ウイルス剤

アジスロマイシン錠250mg「NP」 ２５０ｍｇ１錠 ニプロ その他の主としてＧ＋菌，マイコプラズマに作用するもの

アジスロマイシン小児用細粒10％「タカタ」 １００ｍｇ１ｇ 高田 その他の主としてＧ＋菌，マイコプラズマに作用するもの

アジルバ錠20mg 20mg 　１錠 武田薬品 持続性AT1レセプターブロッカー

アジレクト錠1mg 【脳内】 1mg　1錠 武田 パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害剤）

アジレクト錠0.5mg 【脳内】 0.5mg　1錠 武田 パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害剤）

アズノールうがい液４％ ４％１ｍＬ 日本点眼薬研究所 含嗽剤

アズノール軟膏０．０３３％ ０．０３３％　１ｇ 日本新薬 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

アスパラカリウム散50％ ５０％１ｇ 田辺三菱 その他の無機質製剤

アスパラカリウム錠300mg ３００mg１錠 田辺三菱 その他の無機質製剤

アスパラカリウム注１０ｍＥｑ １７．１２％１０ｍＬ１管 田辺三菱 その他の無機質製剤

アスピリン原末「マルイシ」 １ｇ 丸石製薬 サリチル酸系製剤

アスプール液（０．５％） ０．５％１ｍＬ アルフレッサ ファーマ イソプレナリン系製剤

アスペノンカプセル２０ ２０ｍｇ１カプセル バイエル その他の不整脈用剤

アスベリン散１０％ １０％１ｇ 田辺三菱 その他の鎮咳去たん剤

アスベリンシロップ０．５％ ０．５％１ｍＬ 田辺三菱 その他の鎮咳去たん剤

アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 １７．６％１ｍＬ 昭和薬品化工 その他の解毒剤

アセチルスピラマイシン錠100 １００ｍｇ１錠 アスペンジャパン スピラマイシン系抗生物質製剤

アセトアミノフェン「ＪＧ」原末 １ｇ 日本ジェネリック 解熱鎮痛剤

アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「ＪＧ」 １００ｍｇ１個 日本ジェネリック アニリン系製剤

アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「ＪＧ」 ２００ｍｇ１個 日本ジェネリック アニリン系製剤

アセリオ静注液1000mgバッグ 1000mg 　１袋100ｍL テルモ 解熱鎮痛剤

アゾセミド錠30mg「ＪＧ」 30mg 　1錠 日本ジェネリック 持続型ループ利尿剤

アゾルガ配合懸濁性点眼液 1mL ノバルティスファーマ 炭酸脱水酵素阻害剤／β遮断薬配合
緑内障・高眼圧症治療剤

アダプチノール錠5mg ５ｍｇ１錠 田辺三菱 その他の眼科用剤

アタラックス-Pカプセル25mg ２５ｍｇ１カプセル ファイザー その他の精神神経用剤

アタラックス-Pシロップ0.5％ ０．５％１ｍＬ ファイザー その他の精神神経用剤

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） ２．５％１ｍＬ１管 ファイザー その他の精神神経用剤

アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ） ５％１ｍＬ１管 ファイザー その他の精神神経用剤

アディノベイト静注用キット3000 武田薬品 ペグ化遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤

アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 60mg　1シリンジ 富士フイルムRIファーマ 心臓疾患診断補助剤

アテノロール錠50mg「日新」 50mg　1錠 日新製薬 β－遮断剤

アデホス-Lコーワ注40mg ４０ｍｇ１管 興和 アデノシン製剤

アデホスコーワ顆粒10% 10%1g 興和 アデノシン製剤

アデホスコーワ腸溶錠２０ ２０ｍｇ１錠 興和 アデノシン製剤

アデムパス錠1.0mg[循] 1.0㎎　錠 MSD 可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤

アドエア100ディスカス60吸入用 ６０ブリスター１キット グラクソ・スミスクライン その他の呼吸器官用薬

アドエア250ディスカス60吸入用 ６０ブリスター１キット グラクソ・スミスクライン その他の呼吸器官用薬

アドエア500ディスカス60吸入用 ６０ブリスター１キット グラクソ・スミスクライン その他の呼吸器官用薬

アドエア50エアゾール120吸入用 グラクソ・スミスクライン その他の呼吸器官用薬

アトーゼット配合錠HD エゼチミブ10mg／日本薬局方　アトルバスタチンカルシウム水和物21.7mg MSD 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

アドソルビン原末 １ｇ 第一三共 アルミニウム化合物製剤

アドナ散１０％ １０％１ｇ 田辺三菱 カルバゾクロム系製剤

アトニン－O注 5単位 5単位　1管 あすか製薬 子宮収縮剤

アドベイト 静注用 2000 ２０００単位１瓶（溶解液付） バクスター 遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤
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新規採用 販売名 規格単位 製造輸入元会社 第四薬効分類

アドベイト静注用 1500 １５００単位１瓶（溶解液付） バクスター 遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤

アドベイト静注用3000 3000単位 シャイアー・ジャパン 遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤

アドベイト静注用キット3000 3000単位 シャイアー・ジャパン 遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤

アトルバスタチン錠５mg「EE」 5mg　１錠 エルメッド エーザイ HMG-CoA還元酵素阻害剤　-高脂血症治療剤-

アトルバスタチン錠10mg「NP」 10mg　1錠 ニプロ HMG-CoA還元酵素阻害剤　-高脂血症治療剤-

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」(1mL) １ｍＬ　１キット テルモ アドレナリン注射液

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 ０．０５％１ｍＬ１筒 テルモ アトロピン系製剤

日点アトロピン点眼液１％ １％５ｍＬ１瓶 日本点眼薬研究所 散瞳剤

アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 ０．５ｍｇ１菅 田辺三菱 アトロピン系製剤

アナストロゾール錠1mg「日医工」 1mg　1錠 日医工 アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤

アナフラニール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ノバルティス イミプラミン系製剤

アナフラニール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ノバルティス イミプラミン系製剤

アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ ２５ｍｇ１管 ノバルティス イミプラミン系製剤

アナペイン注7.5ｍｇ／ｍＬ ０．７５％１０ｍＬ１管 アストラゼネカ キシリジン系製剤

アネメトロ点滴静注液500mg メトロニダゾール　500mg 　1バイアル ファイザー 嫌気性菌感染症治療剤

アネレム静注用50mg 50mg/1瓶 ムンディファーマ 全身麻酔剤

アバスチン点滴静注用100mg／4mL ４ｍＬ１瓶 中外製薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

アバスチン点滴静注用400mg／16mL １６ｍＬ１瓶 中外製薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

アビガン錠200mg 200mg　錠 富士フイルム富山化学 抗インフルエンザウイルス剤

アピドラ注ソロスター ３００単位１キット サノフィアベンティス 超速効型インスリンアナログ製剤

アフィニトール錠5mg 5mg　1錠 ノバルティス ファーマ 抗悪性腫瘍剤
（mTOR阻害剤）

アブストラル舌下錠100μg 100μg　1錠 協和発酵キリン 癌疼痛治療剤

アブストラル舌下錠200μg 200μg　1錠 協和発酵キリン 癌疼痛治療剤

アブストラル舌下錠400μg 400μg　1錠 協和発酵キリン 癌疼痛治療剤

アフタッチ口腔用貼付剤25μg［循・呼内］ ２５μｇ１錠 帝人ファーマ 他に分類されない消化器官用薬

アブラキサン点滴静注用 100mg １００ｍｇ　１瓶 大鵬 抗悪性腫瘍剤

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 125ｍｇ　1カプセル 沢井 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 ８０ｍｇ　1カプセル 沢井 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

アベロックス錠400mg［呼内・呼外・産］ 400ｍｇ バイエル ピリドンカルボン酸系製剤

アポカイン皮下注30mg[神内] 30㎎　1カートリッジ 協和キリン 抗パーキンソン剤

アマージ錠2.5mg[神内] ナラトリプタン塩酸塩2.78mg　1錠 グラクソ・スミスクライン 5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤

アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 50mg　1錠 沢井 精神活動改善・パーキンソン症候群治療剤
抗A型インフルエンザウイルス剤

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 150mg トーアエイヨー株式会社 不整脈治療剤

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 100mg　1錠 トーアエイヨー 不整脈治療剤

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 ２００ｍｇ１管 日医工 アミノ糖系抗生物質製剤

アミティーザカプセル12μg 12μg 　1カプセル アボット ジャパン クロライドチャネルアクチベーター

アミティーザカプセル24μg 24μg 　1カプセル アボット ジャパン クロライドチャネルアクチベーター

アミノレバンＥＮ配合散 １ｇ 大塚製薬 その他のたん白アミノ酸製剤

アミパレン輸液(200mL袋) ２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 混合アミノ酸製剤

アムビゾーム点滴静注用50mg ５０mg１瓶 大日本住友 アムホテリシンＢ製剤

アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」 2.5mg　１錠 ファイザーUPJ 冠血管拡張剤

アムロジピンOD錠5mg「日医工」 5ｍｇ　１錠 日医工 冠血管拡張剤

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 10mg 沢井製薬株式会社 分類名

本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

アメナリーフ錠200mg 200mg　1錠 マルホ 抗ヘルペスウイルス剤

アメパロモカプセル250mg[総診] 250mg ファイザー 腸管アメーバ症治療剤

アモキサンカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル ワイス その他の精神神経用剤

アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 ２５０ｍｇ１カプセル 日医工 ペニシリン系抗生物質製剤

アラセナ－Ａ点滴静注用300mg[耳・神経内科] ３００ｍｇ１瓶 持田製薬 抗ウイルス剤

アラベル内用剤1.5g 1.5g　1瓶 ノーベルファーマ 光線力学診断用剤

アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用 ２７．５μｇ　56噴霧用 グラクソスミスクライン 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

アリクストラ皮下注1.5mg ０．３ｍＬ１筒 アスペンジャパン その他の血液凝固阻止剤

アリクストラ皮下注2.5mg ０．５ｍＬ１筒 アスペンジャパン その他の血液凝固阻止剤

アリセプト内服ゼリー３mg 10ｇ　１個

処方箋医薬品 エーザイ アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

アリセプト内服ゼリー５mg[脳内] 10ｇ　１個 エーザイ アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

アリナミンＦ５０注 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 武田薬品 ビタミンＢ１誘導体製剤

２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 ２５ｍｇ１錠 武田薬品 ビタミンＢ１誘導体製剤

アリメジンシロップ０．０５％ ０．０５％１ｍＬ 埼玉第一 フェノチアジン系製剤

アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 沢井製薬 その他の循環器官用薬

アルギニン点滴静注３０ｇ「AY」 １０％３００ｍＬ１瓶 味の素 内分泌機能検査用試薬

アルスロマチック関節手術用灌流液 ３Ｌ１袋 バクスター 他に分類されない血液・体液用薬

アルダクトンA細粒10％ １０％１ｇ ファイザー 抗アルドステロン製剤

アルドメット錠２５０ ２５０ｍｇ１錠 日本ユニバーサル メチルドパ製剤

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製剤

アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 1.0μｇ１錠 共和薬品 アルファカルシドール製剤

アルファロール内用液0.5μg／mL ０．５μｇ１ｍＬ 中外製薬 合成ビタミンＤ製剤

献血アルブミン20％静注10g/50mL「ニチヤク」 ２０％５０ｍＬ１瓶 日本製薬 血漿分画製剤

献血アルブミン5％静注12.5g/250mL「ニチヤク」 ５％２５０ｍＬ　1瓶 日本製薬 血漿分画製剤

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 0.4mg 沢井製薬株式会社

アルプロスタジル注10μg「ＮＩＧ」 10μｇ　1管 日医工岐阜 プロスタグランジンE1製剤

プロスタグランジンE1製剤

アルロイドＧ内用液５％ １ｍＬ 共成製薬 その他の消化性潰瘍用剤

アレサガテープ4mg 4㎎　枚 久光 経皮吸収型 アレルギー性鼻炎治療剤

アレジオンLX点眼液0.1% １ｍＬ 参天 抗アレルギー点眼剤
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アレセンサカプセル150mg 150mg　1カプセル 中外 抗悪性腫瘍剤／ALK注阻害剤

アレビアチン散10% １０％１ｇ 大日本住友 ヒダントイン系製剤

アレビアチン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 大日本住友 ヒダントイン系製剤

アレルゲンエキス対照液「トリヰ」［呼内］ 鳥居薬品 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

アレロック顆粒0.5% オロパタジン塩酸塩5mg 　1ｇ 協和発酵キリン アレルギー性疾患治療剤

アロカリス点滴静注235mg 235mg/瓶 大鵬 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 100mg　１錠 沢井製薬 高尿酸血症治療剤

アロンアルフアA「三共」 ０．５ｇ　１管 第一三共 軟組織接合用接着剤

アンコチル錠500mg ５００ｍｇ１錠 共和薬品 その他の化学療法剤

アンサー皮下注20μg 20μg1mL1管（Ｄ－アラビノース換算量として） ゼリア新薬 放射線療法による白血球減少抑制剤

安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」［内分・緩］ １０％１ｍＬ１管 扶桑薬品 カフェイン系製剤

アンチレクス静注10mg １％１ｍＬ１管 杏林製薬 その他の機能検査用試薬

アンフラベート０．０５％クリーム ０．０５％１ｇ 前田薬品 副腎皮質ホルモン製剤

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 その他の去たん剤

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 15mg　１錠 武田テバ 気道潤滑去痰剤

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3％「タカタ」 アンブロキソール塩酸塩３mg 1ｍＬ 高田製薬 気道潤滑去痰剤

アンペック坐剤１０ｍｇ １０ｍｇ１個 大日本住友 モルヒネ系製剤

アンペック坐剤２０ｍｇ ２０ｍｇ１個 大日本住友 モルヒネ系製剤

アンペック注10mg １％１ｍＬ１管 大日本住友 モルヒネ系製剤

アンペック注50mg １％５ｍＬ１管 大日本住友 モルヒネ系製剤

EOB・プリモビスト注シリンジ（10mL） １８．１４３％１０ｍＬ１筒 バイエル その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

EOB・プリモビスト注シリンジ（5mL） １８．１４３％５ｍＬ１筒 バイエル その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

イーケプラ錠500mg ５００ｍｇ　1錠 ユーシービージャパン 抗てんかん剤

イーケプラ点滴静注500mg 500mg 　1バイアル ユーシービージャパン 抗てんかん剤

イーケプラドライシロップ50％ レベチラセタム500mg　1ｇ ユーシービージャパン 抗てんかん剤

イーシー・ドパール配合錠 １錠 協和発酵キリン その他の抗パーキンソン剤

イオウ・カンフルローション １ｍＬ 東豊薬品 その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む）

イオパーク３００注１００ｍＬ 100mL　1管 富士 非イオン性造影剤

イオパーク３００注２０ｍＬ 20mL　1管 富士 非イオン性造影剤

イオパーク３００注５０ｍＬ 50mL　１管 富士 非イオン性造影剤

イオパーク３５０注５０ｍＬ イオヘキソール37.745g/50mL 　1バイアル 富士 非イオン性造影剤

イオパーク３５０注１００ｍＬ イオヘキソール75.49g/ 富士 非イオン性造影剤

イオパーク３５０注２０ｍＬ イオヘキソール15.098g/20mL 　1バイアル 富士 非イオン性造影剤

イオパミロン注300（20mL） ６１．２４％２０ｍＬ１瓶 バイエル その他のＸ線造影剤

イオパミロン注370シリンジ（100mL） ７５．５２％１００ｍＬ１筒 バイエル その他のＸ線造影剤

イオパミロン注370シリンジ（50mL） ７５．５２％５０ｍＬ１筒 バイエル その他のＸ線造影剤

イオパミロン注370シリンジ（80mL） ７５．５２％８０ｍＬ１筒 バイエル その他のＸ線造影剤

イオメロン350注シリンジ100mL 1筒 エーザイ その他のＸ線造影剤

イオメロン350注シリンジ135mL 1筒 エーザイ 非イオン性造影剤

イグザレルトOD錠10mg 10mg　1錠 バイエル 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

イグザレルトOD錠15mg 15mg　1錠 バイエル 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

イグザレルト錠2.5mg 10mg　1錠 バイエル 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

イクスタンジ錠40mg 1錠 アステラス 前立腺癌治療剤

イクスタンジ錠80mg［泌］ 1錠 アステラス 前立腺癌治療剤

イクセロンパッチ13.5mg 13.5mg　1枚 ノバルティス ファーマ アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ18mg 18mg 　1枚 ノバルティス ファーマ アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ4.5mg 4.5mg 　1枚 ノバルティス ファーマ アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ9mg 9mg　1枚 ノバルティス ファーマ アルツハイマー型認知症治療剤

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 900mg　1包 日医工 ＥＰＡ製剤

イスコチン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 第一三共 イソニアジド系製剤

イスコチン注１００ｍｇ［呼内］ １００ｍｇ１管 第一三共 イソニアジド系製剤

イソジンゲル10％（20ｇ、９０ｇ） １０％１ｇ 明治製菓 ヨウ素化合物

イソジンシュガーパスタ軟膏 １ｇ Meiji Seikaファルマ 他に分類されない外皮用薬

イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 ７０％３０ｇ１個 三和化学 その他の利尿剤

イソソルビド内用液70％「ＣＥＯ」 ７０％１ｍＬ セオリア ファーマ 経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤

イソソルビド内用液70％分包30mL「ＣＥＯ」 30ｍL　1包 セオリア ファーマ 経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤

イソビスト注240 ５１．２６％１０ｍＬ１瓶 バイエル その他のＸ線造影剤

イソメニールカプセル7.5mg ７．５ｍｇ１カプセル 科研製薬 その他の鎮暈剤

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 ２０ｍｇ　１錠 沢井 狭心症治療用ISMN製剤

イデルビオン静注用1000 1000国際単位　１バイアル CSLベーリング 遺伝子組換え血液凝固第IX因子アルブミン融合タンパク質製剤

イデルビオン静注用500 500国際単位　１バイアル CSLベーリング 遺伝子組換え血液凝固第IX因子アルブミン融合タンパク質製剤

イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 50mg　1カプセル 日本ケミファ 抗真菌剤

イトラコナゾール内用液1％「VTRS」 １％１ｍＬ ヴィアトリス その他の化学療法剤

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ２０ｍｇ１キット 第一三共 長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

イニシンク配合錠 1錠 武田薬品 選択的DPP-4阻害薬／ビグアナイド系薬配合剤

イノバン注0.3%シリンジ ０．３％５０ｍＬ１筒 協和発酵キリン その他の強心剤

イノベロン錠100mg[小] 100mg　1錠 エーザイ株式会社 抗てんかん剤

イノラス配合経腸用液 187.5mL(300kcal)　1袋 大塚 たん白アミノ酸製剤

イフェクサーSRカプセル37.5mg 37.5mg　１カプセル ファイザー セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」［小］ ２０％１ｇ 鶴原 その他の解熱鎮痛消炎剤

イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 １００ｍｇ１錠 武田テバ 抗炎症・鎮痛・解熱剤

イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 ２００ｍｇ１錠 武田テバ 抗炎症・鎮痛・解熱剤
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イブランス錠125mg 125mg　1錠 ファイザー 抗悪性腫瘍剤（CDK 4/6阻害剤）

イブランス錠25mg 25mg　1錠 ファイザー 抗悪性腫瘍剤（CDK 4/6阻害剤）

* イブリーフ静注20mg 20㎎ 1バイアル 千寿 未熟児動脈管開存症治療剤

イベニティ皮下注105mgシリンジ 105mgシリンジ アステラス ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体製剤

注射用イホマイド１ｇ １ｇ１瓶 塩野義 クロルエチルアミン系製剤

イミグランキット皮下注3mg[脳内・脳外] ０．５ｍＬ１筒 グラクソ・スミスクライン 血管収縮剤

イミグラン錠５０ ５０ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン 血管収縮剤

イミグラン点鼻液２０［脳内・脳外］ ２０ｍｇ０．１ｍＬ１個 グラクソ・スミスクライン 血管収縮剤

イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 0.1mg1錠 沢井 過活動膀胱治療剤

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「テバ」 2.5mg　1錠 武田テバ アンジオテンシン変換選択性阻害剤

イミダプリル塩酸塩錠5mg「テバ」 2.5mg　1錠 武田テバ アンジオテンシン変換選択性阻害剤

イミフィンジ点滴静注120mg 120mg アストラゼネカ ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体

イミフィンジ点滴静注500mg 500mg アストラゼネカ ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体

イムセラ カプセル 0.5mg[神内] 0.5mg　カプセル 田辺三菱 多発性硬化症治療剤

イムノブラダー膀注用４０ｍｇ ４０ｍｇ１瓶（溶解液付） 日本ビーシージー製造 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤

イムノブラダー膀注用８０ｍｇ[泌] ８０ｍｇ１瓶（溶解液付） 日本ビーシージー製造 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤

イムラン錠50mg ５０ｍｇ１錠 アスペンジャパン 他に分類されないその他の代謝性医薬品

イモバックスポリオ皮下注 サノフィ・アベンティス ウイルスワクチン類

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」 １００ｍｇ　１瓶 ファイザー 抗悪性腫瘍剤

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」 ４０ｍｇ　１瓶 ファイザー 抗悪性腫瘍剤

イリボー錠5μg ５μｇ　1錠 アステラス 下痢型過敏性腸症候群治療剤

イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 ２ｍｇ１錠 日医工 その他の消化性潰瘍用剤

イレッサ錠２５０ ２５０ｍｇ１錠 アストラゼネカ その他の抗悪性腫瘍用剤

イロクテイト静注用1000[小] 750国際単位 　１バイアル サノフィ 遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤

イロクテイト静注用1500[小] 1500国際単位 　１バイアル バイオジェン・ジャパン 遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤

イロクテイト静注用2000[小] 2000国際単位 　１バイアル バイオジェン・ジャパン 遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤

イロクテイト静注用500[小] 500国際単位 　１バイアル サノフィ 遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤

イロクテイト静注用750[小] 750国際単位 　１バイアル サノフィ 遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤

インヴェガ錠3mg[神] 3ｍｇ　1錠 ヤンセンファーマ株式会社 抗精神病薬

インクレミンシロップ５％ ５％１ｍＬ アルフレッサ ファーマ 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

インジゴカルミン注２０ｍｇ「第一三共」 ２０ｍｇ　１管 第一三共 腎機能検査用薬
センチネルリンパ節同定用薬

インスリン　グラルギンBS注カート「リリー」 ３００単位　カートリッジ 日本イーライリリー 持効型溶解インスリンアナログ製剤

インスリン　グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 ３００単位　１キット 日本イーライリリー 持効型溶解インスリンアナログ製剤

インスリン　リスプロBS注ソロスター　HU「サノフィ」 ３００単位１筒 サノフィ 抗糖尿病剤

インダシン静注用１ｍｇ １ｍｇ１瓶 ノーベルファーマ その他の循環器官用薬

インチュニブ錠1mg 1mg/錠 塩野義 注意欠陥/多動性障害治療剤（選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬）

インテバン外用液１％ １％１ｍＬ 大日本住友 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

インテバン坐剤５０ ５０ｍｇ１個 大日本住友 インドメタシン製剤

インデラル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 大日本住友 β－遮断剤

イントラリポス輸液20%（100ｍL袋） ２０％１００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 他に分類されない滋養強壮薬

イントラリポス輸液20%（250ｍL袋） ２０％２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場 他に分類されない滋養強壮薬

インフルエンザHAワクチン “化血研” ＴＦ 化学及血清療法研究所 ウイルスワクチン類

インライタ錠1mg[泌] 1mg 　1錠 ファイザー 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

インライタ錠5mg[泌] 5mg 　1錠 ファイザー 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

ウインタミン細粒（１０％） １０％１ｇ 塩野義 クロルプロマジン製剤

ヴォトリエント錠200mg 200mg　1錠 ノバルティス 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤

ウトロゲスタン腟用カプセル200mg 200㎎ 富士製薬 天然型黄体ホルモン製剤

ウプトラビ錠0.2mg 1錠　0.2㎎ 日本新薬 選択的プロスタサイクリン受容体（IP受容体）作動薬

ウブレチド錠5mg ５ｍｇ１錠 鳥居薬品 四級アンモニウム塩製剤

ウリアデック錠40mg 1錠40㎎ 三和化学 非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤−高尿酸血症治療剤−

ウリモックスクリーム１０％ １０％　1ｇ 日医工 角化症治療剤

ウルソ顆粒５％ ５％１ｇ 田辺三菱 胆汁酸製剤

ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 １００ｍｇ　1錠 日本ジェネリック 肝・胆・消化機能改善剤

ウルティブロ吸入用カプセル 1カプセル Meiji Seika ファルマ 長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

ウロカルン錠２２５ｍｇ ２２５ｍｇ１錠 日本新薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ウログラフイン注60％（20mL） ６０％１管 バイエル 配合製剤

ウロナーゼ静注用６万単位 ６００００単位１菅 持田製薬 ウロキナーゼ製剤

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液3％ ３％３Ｌ１袋 バクスター その他の泌尿器官用剤

ウロミテキサン注４００ｍｇ ４００ｍｇ４ｍＬ１管 塩野義 その他の解毒剤

クラシエ温清飲エキス細粒［皮］ １ｇ 大峰堂 漢方製剤

エイゾプト懸濁性点眼液１％ 1％１ｍＬ ノバルティスファーマ その他の眼科用剤

エカベトNa顆粒66.7％「サワイ」 １g 沢井 胃炎・胃潰瘍治療剤

エキザルベ １ｇ マルホ その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

液状フェノール「ニッコー」 １ｍＬ 日興製薬 その他の外皮殺菌消毒剤

エキセメスタン錠２５ｍｇ「マイラン」 ２５ｍｇ１錠 マイラン その他の抗悪性腫瘍用剤

エクア錠50mg ５０ｍｇ１錠 大日本住友製薬 選択的DPP-4阻害薬

エクザール注射用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶 日本化薬 抗腫瘍性植物成分製剤

エクセグラン散２０％ ２０％１ｇ 大日本住友 その他の抗てんかん剤

エクセグラン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 大日本住友 その他の抗てんかん剤

エクフィナ錠50mg 1錠50㎎ Meiji Seika パーキンソン病治療剤

エクメット配合錠HD 1錠 大日本住友製薬 選択的DPP-4阻害薬/ビグアナイド系薬配合剤　［2型糖尿病治療薬］

エクラープラスター20μg/cm2 ７．５ｃｍ×１０ｃｍ 久光製薬 副腎皮質ホルモン製剤
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新規採用 販売名 規格単位 製造輸入元会社 第四薬効分類

エクロックゲル5% 1本20g 科研 原発性腋窩多汗症治療剤

エコリシン眼軟膏 １ｇ 参天製薬 その他の眼科用剤

Ｓ・Ｍ配合散 １ｇ 第一三共 その他の健胃消化剤

エスカゾール錠200mg ２００ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン その他の駆虫剤

エスクレ注腸用キット「500」 ５００mg１筒 久光製薬 抱水クロラール系製剤

エスゾピクロン錠１mg「ニプロ」 1mg　1錠 ニプロ 不眠症治療薬

エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 ２ｍｇ１錠 共和薬品 ベンゾジアゼピン系製剤

エストラーナテープ0.36mg 0.36mg　1枚 久光 経皮吸収型エストラジオール製剤

エストラーナテープ0.72mg １枚 久光製薬 エストラジオール系製剤

SPトローチ0.25mg「明治」 ０．２５ｍｇ１錠 明治製菓 他に分類されない消化器官用薬

エスポー皮下用２４０００シリンジ ２４０００国際単位０．５ｍＬ１筒 協和発酵キリン 他に分類されないその他の代謝性医薬品

エゼチミブ錠10mg「サワイ」 １０ｍｇ１錠 沢井 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤
高脂血症治療剤

エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 10mg　１カプセル ニプロ プロトンポンプ阻害剤

エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 20mg　１カプセル ニプロ プロトンポンプ阻害剤

エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」 １００ｍＬ　１袋 日医工 フリーラジカルスカベンジャー

エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」 0.25mg　１錠 藤永 精神安定剤

エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」 0.5mg　１錠 藤永 精神安定剤

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」[産] １５０単位１管（溶解液付） 富士製薬 性腺刺激ホルモン製剤

エディロールカプセル0.75μg ０．７５μg１カプセル 中外製薬 骨粗鬆症治療剤（活性型ビタミンD3製剤）

エトドラク錠200mg「SW」 200mg　1錠 沢井 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤

エトドラク錠200mg「日医工」 200mg　1錠 日医工 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤

エトポシド点滴静注液100mg「SN」 100mg　1瓶（5mL） 光製薬 抗悪性腫瘍剤

エドルミズ錠50mg 1錠50㎎ 小野 グレリン様作用薬

エネマスター注腸散 98.1%10g 伏見製薬 注腸用Ｘ線造影剤

エナラプリルマレイン酸塩細粒1％「アメル」[小] １％１ｇ 共和薬品 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

エヌケーエスワン配合OD錠T20 ２０ｍｇ１錠（テガフール相当量） 日本化薬 代謝拮抗剤

エヌケーエスワン配合OD錠T25 25ｍｇ1錠（テガフール相当量） 日本化薬 代謝拮抗剤

エバミール錠１．０[外] １ｍｇ１錠 バイエル ベンゾジアゼピン系製剤

エパルレスタット錠50mg「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 サワイ アルドース還元酵素阻害剤

エビスタ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 日本イーライリリー 他に分類されないその他の代謝性医薬品

エピデュオゲル 1g マルホ株式会社 尋常性ざ瘡治療剤

エピナスチン塩酸塩DS小児用1％「サワイ」 １％１ｇ 沢井 その他のアレルギー用薬

エピペン注射液0.15mg【登録医のみ】 ０.15ｍｇ　１本 ファイザー エピネフリン製剤

エピペン注射液0.3mg【登録医のみ】 ０.３ｍｇ　１本 ファイザー エピネフリン製剤

エビリファイＯＤ錠６ｍｇ 6mg　1錠 大塚 抗精神病薬

エビリファイ錠12mg[神内・神] １２mg１錠 大塚製薬 その他の精神神経用剤

エビリファイ錠3mg ３ｍｇ１錠 大塚製薬 その他の精神神経用剤

エビリファイ内用液０．１％　3ｍL 1mg　 1mL 大塚 抗精神病薬

エピルビシン塩酸塩注射液10mg/５mL「サワイ」 10mg　1瓶 沢井製薬 抗腫瘍性抗生物質製剤

エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」 50mg　1瓶 沢井製薬 抗腫瘍性抗生物質製剤

エフィエントOD錠20mg 1錠20mg 第一三共 抗血小板剤

エフィエント錠2.5mg 2.5mg　 1錠 第一三共 抗血小板剤

エフィエント錠3.75mg 3.75mg　 1錠 第一三共株 抗血小板剤

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg ４％１ｍＬ１管 大日本住友 エフェドリン及びマオウ製剤

エプクルーサ配合錠 ギリアド・サイエンシズ株式会社 抗ウイルス剤

エブトール２５０ｍｇ錠 ２５０ｍｇ１錠 科研製薬 エタンブトール製剤

エフピーＯＤ錠2．5 ２．５ｍｇ1錠 エフピー その他の抗パーキンソン剤

エフメノカプセル100mg 100㎎ 1ｶﾌﾟｾﾙ 富士製薬 天然型黄体ホルモン製剤

エブランチルカプセル15mg １５ｍｇ1カプセル 科研製薬 その他の血圧降下剤

エブランチルカプセル30mg ３０ｍｇ1カプセル 科研製薬 その他の血圧降下剤

エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」 ５０ｍｇ１錠 旭化成ファーマ その他の鎮けい剤

エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 ７５０国際単位０．５ｍＬ１筒 ＪＣＲファーマ 他に分類されないその他の代謝性医薬品

エボザックカプセル３０ｍｇ［耳、リウマチ・膠原] ３０ｍｇ１カプセル 第一三共 他に分類されない消化器官用薬

エホチール注射液10mg １％１ｍＬ１管 サノフィ その他の強心剤

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 塩野義 モルヒネ系製剤

ＭＳコンチン錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 塩野義 モルヒネ系製剤

ＭＳ冷シップ「タカミツ」 １ｇ タカミツ その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

Mヒルドイド 1ｇ 院内製剤 鎮痒・保湿剤

エムラクリーム【院内限定】 10ｇ　1本 佐藤製薬株式会社 外用局所麻酔剤

エリキュース錠2.5mg 2.5mg　1錠 ファイザー 経口FXa阻害剤

エリキュース錠5mg 5mg　1錠 ファイザー 経口FXa阻害剤

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 1容器：5.6mg 日本新薬株式会社 粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

エリスロシン点滴静注用500mg[産・外] ５００ｍｇ１瓶 大日本住友 エリスロマイシン製剤

エリスロシン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 大日本住友 エリスロマイシン製剤

エリスロシンドライシロップ１０％ １００ｍｇ１ｇ 大日本住友 エリスロマイシン製剤

LH-RH注0.1mg「タナベ」 ０．１ｍｇ１管 田辺三菱 内分泌機能検査用試薬

エルカルチンFF静注1000mgシリンジ レボカルニチン1000mg 　1筒 大塚 レボカルニチン製剤

エルカルチンFF内用液10％ 100mg　1ｍL 大塚製薬 レボカルニチン製剤

エルカルチンFF内用液10％分包5mL 5mL　1包 大塚製薬 レボカルニチン製剤

エルサメットＳ錠 １錠 武田テバファーマ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

エルシトニン注40単位 ４０エルカトニン単位１ｍＬ１管 旭化成ファーマ 他に分類されないその他の代謝性医薬品

エルネオパNF１号輸液（1000mL袋） １０００ｍＬ１キット 大塚製薬 高カロリー輸液用　糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
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エルネオパNF２号輸液（1000mL袋） １０００ｍＬ１キット 大塚製薬 高カロリー輸液用　糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エレジェクト注シリンジ ２ｍＬ１菅 テルモ その他の無機質製剤

エレンタール配合内用剤 １ｇ 味の素 その他のたん白アミノ酸製剤

エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 １ｇ 味の素 その他のたん白アミノ酸製剤

塩化ナトリウム「オーツカ」 １ｇ 大塚製薬工場 その他の調剤用薬

塩化ナトリウム注10％「日新」 １０％２０ｍＬ１管 日新製薬株式会社 生理食塩液類

塩化Na補正液２．５ｍＥｑ／ｍＬ ２．５モル２０ｍＬ１管 ニプロファーマ その他の血液代用剤

大塚塩カル注２％ ２％２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 ハロゲン化カルシウム製剤

塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」 ０．５％２ｍＬ１管 高田 消化器機能調整剤

エンシュア・Ｈ １ｍＬ アボット その他のたん白アミノ酸製剤

エンシュア・リキッド（バニラ） １ｍＬ アボット その他のたん白アミノ酸製剤

エンゼトニン液０．０２[泌] ０．０２％１０ｍＬ 吉田製薬 石鹸類製剤

エンタイビオ点滴静注用300mg 300㎎　 武田薬品工業株式会社 ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤

エンタカポン錠100mg「JG」[神内] １００ｍｇ１錠 日本ジェネリック その他の抗パーキンソン剤

エンテカビル錠0.5mg「サンド」 ０．５ｍｇ１錠 サンド 抗ウイルス化学療法剤

注射用エンドキサン５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶 塩野義 クロルエチルアミン系製剤

エンドキサン錠50mg ５０ｍｇ１錠 塩野義 クロルエチルアミン系製剤

エンハーツ点滴静注用100mg 100mg 第一三共 抗悪性腫瘍剤－抗HER2抗体トポイソメラーゼⅠ阻害剤複合体

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL 50mg　キット ファイザー 完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤

エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL ２５ｍｇ1筒 ワイス 完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤

エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL ５０ｍｇ１ｍＬ１筒 ファイザー 完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤

エンブレル皮下注用10mg 10mg 　1バイアル ファイザー 完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤

エンブレル皮下注用25mg ２５ｍｇ　1バイアル ファイザー 完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤

エンレスト錠100mg 1錠100mg ノバルティス アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI）

エンレスト錠200mg 1錠200mg ノバルティス アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI）

オイパロミン３７０注１００ｍＬ ７５．５２％１００ｍＬ１瓶 富士製薬 その他のＸ線造影剤

オイラックスクリーム10％ １ｇ 日新製薬 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

オーグメンチン配合錠250RS １錠 グラクソ・スミスクライン その他の主としてＧ＋－菌に作用するもの

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 100mg　１バイアル 日本化薬 抗悪性腫瘍剤

オキサロール注２．５μｇ ２．５μｇ１ｍＬ１管 中外製薬 合成ビタミンＤ製剤

オキサロールローション25μg／g ０．００２５％１ｇ マルホ 外用ビタミン製剤

オキシコンチンTR錠5mg 5mg 塩野義製薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキシコンチンTR錠20mg 20mg 塩野義製薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキシコンチンTR錠40mg 40mg 塩野義製薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキシコンチンTR錠10mg 10mg 塩野義製薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキシドール消毒用液「マルイシ」 １ｍＬ 丸石製薬 過酸化物製剤

オキナゾール腟錠600mg ６００ｍｇ１錠 田辺三菱 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む）

オキノーム散10mg ０．５％１ｇ 塩野義 その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキノーム散2.5mg ０．５％１ｇ 塩野義 その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキノーム散5mg ０．５％１ｇ 塩野義 その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキノーム散20mg 2％　1ｇ 塩野義 その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキファスト注10mg 10mg　1管 塩野義 その他のあへんアルカロイド系麻薬

オキファスト注50mg 50mg　1管 塩野義 その他のあへんアルカロイド系麻薬

オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 100μg　管 サンド 持続性ソマトスタチンアナログ製剤

オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 ８０ｍｇ１筒 沢井製薬 他に分類されないその他の代謝性医薬品

オゼンピック皮下注0.25mgSD 0.25㎎1キット ノボ ノルディスク 2型糖尿病治療剤　持続性GLP-1受容体作動薬

オゼンピック皮下注0.5mgSD 0.5㎎1キット ノボ ノルディスク 2型糖尿病治療剤　持続性GLP-1受容体作動薬

オゼンピック皮下注1.0mgSD 1.0㎎1キット ノボ ノルディスク 2型糖尿病治療剤　持続性GLP-1受容体作動薬

オゼンピック皮下注2mg 2㎎　1筒 ノボ ノルディスク 2型糖尿病治療剤　持続性GLP-1受容体作動薬

オダイン錠125mg １２５ｍｇ１錠 日本化薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

オテズラ錠10mg 10mg　1錠 セルジーン PDE4阻害剤

オテズラ錠20mg 20mg　1錠 セルジーン PDE4阻害剤

オテズラ錠30mg 30mg　1錠 セルジーン PDE4阻害剤

オニバイド点滴静注43mg 1瓶43mg 日本セルヴィエ 抗悪性腫瘍剤

オノアクト点滴静注用50mg ５０ｍｇ１瓶 小野薬品 β－遮断剤

オノアクト点滴静注用150mg 150mg　1瓶 小野薬品 短時間作用型β1選択的遮断剤

オノンドライシロップ10% １０％１ｇ 小野薬品 その他のアレルギー用薬

オビソート注射用０．１ｇ １００ｍｇ１管（溶解液付） 第一三共 アセチルコリン系製剤

オフェブカプセル100mg 1カプセル　100mg 日本ベーリンガーインゲルハイム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 チロシンキナーゼ阻害剤
抗線維化剤

オフェブカプセル150mg 150mg　１カプセル 日本ベーリンガーインゲルハイム チロシンキナーゼ阻害剤
抗線維化剤

オフサロン点眼液 ５ｍＬ１瓶 わかもと その他の眼科用剤

オプジーボ点滴静注120mg 120mg　1瓶 小野薬品 抗悪性腫瘍剤 ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

オプジーボ点滴静注240mg 240mg　1瓶 小野薬品 －抗悪性腫瘍剤－
ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

オプスミット錠10mg[循内] 10mg 　1錠 アクテリオン　ファーマシューティカルズ　ジャパン エンドセリン受容体拮抗薬

オプソ内服液１０ｍｇ １０ｍｇ５ｍＬ１包 大日本住友 モルヒネ系製剤

オプソ内服液５ｍｇ ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 大日本住友 モルヒネ系製剤

オフミック点眼液 １ｍＬ わかもと その他の眼科用剤

オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 ０．３％１ｇ 東亜薬品 その他の眼科用剤

オフロキサシン耳科用液0.3％「CEO」 ３ｍｇ１ｍＬ セオリアファーマ ニューキノロン系抗菌耳科用製剤

オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% ０．８５ｍＬ１筒 生化学工業 その他の眼科用剤

オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ １％０．８５ｍＬ１筒 千寿製薬 その他の眼科用剤

オムニパーク２４０注１０ｍＬ ５１．７７％１０ｍＬ１瓶 第一三共 その他のＸ線造影剤
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オムニパーク３００　１００ｍＬ ６４．７１％１００ｍＬ１瓶 第一三共 その他のＸ線造影剤

オムニパーク３００　２０ｍＬ ６４．７１％２０ｍＬ１瓶 第一三共 その他のＸ線造影剤

オムニパーク３００　５０ｍＬ ６４．７１％５０ｍＬ１瓶 第一三共 その他のＸ線造影剤

オムニパーク300シリンジ(尿路・血管・CT用)100mL ６４．７１％１００ｍＬ１筒 第一三共 その他のＸ線造影剤

オムニパーク３５０　１００ｍＬ ７５．４９％１００ｍＬ１瓶 第一三共 その他のＸ線造影剤

オムニパーク３５０　２０ｍL ７５．４９％２０ｍＬ１瓶 第一三共 その他のＸ線造影剤

オムニパーク３５０　５０ｍL ７５．４９％５０ｍＬ１瓶 第一三共 その他のＸ線造影剤

オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2g 　1包 武田薬品 EPA・DHA製剤

オメプラゾール注射用20mg「日医工」 ２０ｍｇ　1瓶 日医工 プロトンポンプ阻害剤

オメプラゾール注用20mg「TYK」 ２０ｍｇ　1瓶 武田テバ プロトンポンプ阻害剤

オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ10mL 10ｍL 大塚製薬株式会社 外皮用殺菌消毒剤

オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL 25mL　1本 大塚 外皮用殺菌消毒剤

オランザピンOD錠５mg「ニプロ」 ５ｍｇ１錠 ニプロ その他の精神神経用剤

オランザピン錠2.5mg「ニプロ」 ２．５ｍｇ１錠 ニプロ その他の精神神経用剤

オリブ油 １ｍＬ 丸石製薬 油脂性基剤

オリベス点滴用１％ １％２００ｍＬ１袋 高田製薬 キシリジン系製剤

オルガラン静注1250単位 １，２５０抗第Ｘａ因子活性単位１ｍＬ１管 共和クリティカルケア その他の血液凝固阻止剤

オルケディア錠1mg 1㎎錠 協和キリン カルシウム受容体作動薬

オルダミン注射用１ｇ １０％１０ｇ１瓶 扶桑薬品 その他の止血剤

オルベスコ100μgインヘラー56吸入用 ５．６ｍｇ３．３ｇ１キット 帝人ファーマ 吸入ステロイド喘息治療剤

オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 １１．２ｍｇ３．３ｇ１キット 帝人ファーマ その他の呼吸器官用薬

オルミエント錠2mg[リウマチ] 2mg 1錠 日本イーライリリー ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

オルミエント錠4mg 4mg 1錠 日本イーライリリー ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 20mg　1錠 ニプロ 高親和性AT1レセプターブロッカー

オレンシア点滴静注用250mg[整、リウマチ・膠原] 250mg　1バイアル ブリストル・マイヤーズ T細胞選択的共刺激調節剤

オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL[整、リウマチ・膠原] 125mg1mL1キット ブリストル・マイヤーズ スクイブ T細胞選択的共刺激調節剤

オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL[リウマチ] 125mg 1シリンジ ブリストル・マイヤーズ T細胞選択的共刺激調節剤

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 5mg　1錠 武田テバ アレルギー性疾患治療剤

オングリザ錠2.5mg 2.5mg　1錠 協和発酵キリン 選択的DPP-4阻害剤

オンコビン注射用１ｍｇ １ｍｇ１瓶 日本化薬 抗腫瘍性植物成分製剤

オンジェンティス錠25mg[神内] 25㎎ 1錠 小野薬品 末梢COMT阻害剤

オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 4㎎/本 丸石 5－HT3受容体拮抗型制吐剤

オンデキサ静注用200mg 1瓶200㎎ アストラゼネカ 直接作用型第Xa因子阻害剤中和剤

オンブレス吸入用カプセル150μg 150μg　1カプセル ノバルティス　ファーマ 長時間作用性吸入気管支拡張剤

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ シリンジ0.5mL　1本 MSD ウイルスワクチン類

カイトリル錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 中外製薬 鎮吐剤

ガスチーム散4万単位／ｇ ２０，０００単位 テイコクメディックス 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ガストログラフイン経口・注腸用 １ｍＬ バイエル ヨウ素化合物製剤

カタプレス錠75μg ７５μｇ1錠 Medical　ParKland その他の血圧降下剤

カタリンＫ点眼用0.005% ０．００５％１ｍＬ（溶解後の液として） 千寿製薬 その他の眼科用剤

ガチフロ点眼液0.3% ０．３％１ｍＬ 千寿製薬 その他の眼科用剤

カデチア配合錠ＨＤ「あすか」 1錠 あすか製薬 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／利尿薬配合剤

カデックス軟膏０．９％ ０．９％１ｇ 日医工 他に分類されない外皮用薬

カドサイラ点滴静注用100mg  １瓶 中外 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体

カドサイラ点滴静注用160mg １瓶 中外 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL ガドブトロール6047.2 mg　1筒 バイエル薬品 非イオン性MRI用造影剤

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL ガドブトロール3023.6mg　1筒 バイエル薬品 非イオン性MRI用造影剤

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL ガドブトロール4535.4mg　1筒 バイエル薬品 非イオン性MRI用造影剤

カナグル錠100mg 100mg　1錠 田辺三菱 SGLT2阻害剤　－2型糖尿病治療剤－

カナマイシンカプセル250mg「明治」 ２５０ｍｇ１カプセル 明治製菓 アミノ糖系抗生物質製剤

カバサール錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 ファイザー その他の抗パーキンソン剤

ガバペン錠200mg ２００ｍｇ１錠 ファイザー その他の抗てんかん剤

カピステン筋注50mg ５０ｍｇ１管 キッセイ その他の解熱鎮痛消炎剤

カフェイン水和物「VTRS」原末[緩] マイランEPD 中枢興奮・鎮痛剤

カプトプリル錠１２．５「ＳＷ」 １２．５ｍｇ１錠 沢井製薬 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

カブリビ注射用10mg 1V 10mg サノフィ 微小血栓形成阻害剤【一本鎖ヒト化抗von Willebrand因子モノクローナル抗体】

カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 ３００ｍｇ１錠 ヤクルト フルオロウラシル系製剤

カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 １ｍｇ１錠 沢井製薬 その他の抗パーキンソン剤

カボメティクス錠20mg 1錠20mg 武田 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤

カボメティクス錠60mg[泌] 60mg 武田薬品 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 100mg　1錠 日医工 経口蛋白分解酵素阻害剤

ガランタミンOD錠４mg「ニプロ」 ４ｍｇ　1錠 ニプロ アルツハイマー型認知症治療剤

ガランタミンOD錠８mg「ニプロ」 ４ｍｇ　1錠 ニプロ アルツハイマー型認知症治療剤

カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 ５０単位　1錠 日医工 循環系調整剤

カリメート散 １ｇ 興和創薬 その他の循環器官用薬

カルグート錠１０ １０ｍｇ１錠 田辺三菱 その他の強心剤

カルセド注射用２０ｍｇ ２０ｍｇ１瓶 大日本住友 アントラサイクリン系抗生物質製剤

カルセド注射用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 大日本住友 アントラサイクリン系抗生物質製剤

カルチコール注射液８．５％５ｍＬ ８．５％５ｍＬ１管 大日本住友 グルコン酸カルシウム製剤

カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」 100mg　1管 扶桑薬品 止血・血管強化剤

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 30mg　1錠 日医工 対血管薬剤
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カルベジロール錠10mg「サワイ」 １０ｍｇ１錠 沢井製薬 持続性　高血圧・狭心症治療剤／慢性心不全治療剤／頻脈性心房細動治療剤　

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2.5ｍｇ１錠 沢井製薬 慢性心不全治療剤／頻脈性心房細動治療剤

カルボカインアンプル注１％ ５ｍＬ１管 日新製薬 キシリジン系製剤

カルボカインアンプル注２％ ５ｍＬ１管 日新製薬 キシリジン系製剤

０．５％カルボカイン注 ０．５％１ｍＬ アストラゼネカ キシリジン系製剤

１％カルボカイン注 １％１ｍＬ アストラゼネカ キシリジン系製剤

カルボシステインDS50％「タカタ」 ５０％１ｇ 高田 気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステイン錠500mg「JG」 500mg　1錠 日本ジェネリック 気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステインシロップ小児用５％「テバ」 ５％１ｍＬ テバ 気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 450mg　1瓶 日本化薬 抗悪性腫瘍剤

カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 50mg　1瓶 日本化薬 抗悪性腫瘍剤

カログラ錠120mg 1錠 120mg EAファーマ 潰瘍性大腸炎治療剤/α4インテグリン阻害剤

カロナール細粒２０％ ２０％１ｇ あゆみ製薬 アニリン系製剤

カロナール錠２００ ２００ｍｇ１錠 あゆみ製薬 アニリン系製剤

カロナール錠５００ ５００ｍｇ１錠 あゆみ製薬 アニリン系製剤

眼科用ゼルフィルム 25×50mm 6枚入 ファイザー 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」 ２００単位１ｍＬ１瓶（溶解液付） 日本製薬 血漿分画製剤

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 武田薬品 ウイルスワクチン類

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 阪大微生物病研究会 ウイルスワクチン類

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 武田薬品 ウイルスワクチン類

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 武田薬品 その他の混合生物学的製剤

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 武田薬品 ウイルスワクチン類

乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用） 日本ビーシージー製造 細菌ワクチン類

乾燥まむし抗毒素“化血研” 各６０００単位入１瓶（溶解液付） 化学及血清療法研究所 抗毒素類

カンデサルタン錠4mg「あすか」 4mg　1錠 あすか 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

カンデサルタン錠8mg「あすか」 8mg　1錠 あすか 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

ガンマグロブリン筋注450mg/3mL「ニチヤク」 450㎎　瓶 日本製薬株式会社 血漿分画製剤

カンレノ酸カリウム静注用１００ｍｇ「サワイ」 100mg　１管 沢井 注射用抗アルドステロン剤
水分・電解質代謝改善剤

キイトルーダ点滴静注100mg 100mg　1瓶 MSD 抗悪性腫瘍剤
ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

キサラタン点眼液0.005％ ０．００５％１ｍＬ ファイザー その他の眼科用剤

静注用キシロカイン２％ ２％５ｍＬ１管 アストラゼネカ キシリジン系製剤

キシロカイン液「４％」 ４％１ｍＬ アストラゼネカ キシリジン系製剤

キシロカインゼリー2% ２％１ｍＬ アストラゼネカ キシリジン系製剤

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１００，０００）含有 １％１ｍＬ アストラゼネカ キシリジン系製剤

キシロカインビスカス2% ２％１ｍＬ アストラゼネカ キシリジン系製剤

キシロカインポリアンプ１％ １％１０ｍＬ１管 アストラゼネカ キシリジン系製剤

キシロカインポリアンプ２％ ２％１０ｍＬ１管 アストラゼネカ キシリジン系製剤

キシロカインポンプスプレー8% １ｇ アストラゼネカ キシリジン系製剤

キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」 １００mg１錠 ファイザー キニジン製剤

ギャバロン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 第一三共 その他の鎮けい剤

キャブピリン配合錠 100mg/10mg 武田 アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩配合剤

球形吸着炭細粒「マイラン」 ２ｇ　１包    
マイラン 慢性腎不全用剤

キュビシン静注用350mg 350mg1瓶 MSD 環状リポペプチド系抗生物質製剤

組織培養不活化狂犬病ワクチン １瓶（溶解液付） 化学及血清療法研究所 ウイルスワクチン類

ギリアデル脳内留置用剤7.7mg 7.7mg 　1枚 ノーベルファーマ 抗悪性腫瘍剤

キンダリー透析剤ＡＦ3号 (6L) A液　6L　B液　7.56L 扶桑薬品工業 人工腎臓用透析液

グーフィス錠5mg 5mg 持田製薬株式会社 胆汁酸トランスポーター阻害剤

クエチアピン錠25mg「日医工」 25mg　1錠 日医工 抗精神病剤

クエチアピン錠100mg「日医工」 100mg　1錠 日医工 抗精神病剤

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 50mg　1錠 沢井製薬 可溶性の非イオン型鉄剤

クエンメット配合散 １ｇ 日本薬品工業 その他の痛風治療剤

クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ乙字湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ葛根湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ五苓散料エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ柴朴湯エキス細粒 １ｇ 大峰堂 漢方製剤

クラシエ柴苓湯エキス細粒 １ｇ 大峰堂 漢方製剤

クラシエ四物湯エキス細粒［神経］ １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ十全大補湯エキス細粒 １ｇ 大峰堂 漢方製剤

クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ小柴胡湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ小青竜湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ大柴胡湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ猪苓湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 １ｇ 大峰堂 漢方製剤
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クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 １ｇ 大峰堂 漢方製剤

クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 １ｇ 大峰堂 漢方製剤

クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ防風通聖散料エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ補中益気湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 １ｇ クラシエ 漢方製剤

クラシエ六君子湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 １ｇ クラシエ製薬 漢方製剤

グラニセトロン点滴静注バッグ３mg/100mL「HK」 ３ｍＬ1筒 光 5-HT3受容体拮抗型制吐剤

クラバモックス小児用配合ドライシロップ （６３６．５ｍｇ）１ｇ グラクソ・スミスクライン その他の主としてＧ＋－菌に作用するもの

クラビット細粒１０％ レボフロキサシンとして１００ｍｇ　１ｇ 第一三共 広範囲経口抗菌製剤

クラリスロマイシンDS10％小児用「サワイ」 １００ｍｇ１ｇ 沢井 その他の主としてＧ＋菌，マイコプラズマに作用するもの

クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 ２００ｍｇ１錠 日医工 その他の主としてＧ＋菌，マイコプラズマに作用するもの

クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 ５０ｍｇ１錠 日医工 その他の主としてＧ＋菌，マイコプラズマに作用するもの

クリアクター静注用４０万 ４０万国際単位１瓶 エーザイ その他の酵素製剤

クリアナール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 田辺三菱 システイン系製剤

クリアミン配合錠A1.0[神内] １錠 日医工 その他の解熱鎮痛消炎剤

グリクラジド錠40mg「NP」 ４０ｍｇ１錠 ニプロファーマ スルフォニル尿素系製剤

グリセリン「ケンエー」 １ｍＬ 健栄製薬 グリセリン製剤

グリセリンBC液「ヨシダ」 ５００ｍL　1瓶 吉田製薬 グリセリン製剤

グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ ５０％１２０ｍＬ１個 テイコクメディックス グリセリン製剤

グリセリン浣腸「オヲタ」６０ ５０％６０ｍＬ１個 テイコクメディックス グリセリン製剤

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ ５０％３０ｍＬ１個 テイコクメディックス グリセリン製剤

グリセレブ配合点滴静注 ２００ｍＬ１袋 テルモ その他の循環器官用薬

グリベック錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ノバルティス その他の抗悪性腫瘍用剤

グリメピリド錠１ｍｇ「ＮＰ」 1mg　1錠 ニプロ スルホニルウレア系経口血糖降下剤

クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」 300mg　１管 沢井 抗生物質製剤

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 600mg　１管 沢井 抗生物質製剤

グルカゴンGノボ注射用1mg １ｍｇ１瓶（溶解液付） EAファーマ その他の機能検査用試薬

グルトパ注２４００万 ２４００万国際単位１瓶（溶解液付） 田辺三菱 その他の酵素製剤

グルファスト錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 キッセイ その他の糖尿病用剤

グルベス配合OD錠 １錠 キッセイ薬品 速効型インスリン分泌促進薬／食後過血糖改善薬配合剤

グレースビット錠５０ｍｇ［消内・呼内］ ５０ｍｇ1錠 第一三共 広範囲経口抗菌製剤

クレキサン皮下注キット2000IU ２０００ＩＵ１筒 サノフィアベンティス 血液凝固阻止剤

クレナフィン爪外用液10％ 10％　1ｇ 科研製薬 爪白癬治療剤

クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 10μg　1錠 原沢製薬 持続性気管支拡張剤
腹圧性尿失禁治療剤

クロチアゼパム錠５mg「サワイ」 ５mg　１錠 沢井 心身安定剤

クロピドグレル錠25mg「SANIK」 25mg　1錠 日医工 抗血小板剤

クロピドグレル錠75mg「SANIK」 75mg　1錠 日医工 抗血小板剤

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 前田薬品工業 外用合成副腎皮質ホルモン剤

クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05％「イワキ」 ０．０５％１ｇ 岩城製薬 副腎皮質ホルモン製剤

クロマイ腟錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 第一三共 生殖器官用抗生物質製剤

クロミッド錠50mg ５０ｍｇ１錠 富士製薬 他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）

クロモグリク酸Na吸入液１％「サワイ」 １％２ｍＬ１管 サワイ その他の気管支拡張剤

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 ２５ｍｇ１錠 日医工 合成黄体ホルモン製剤

ケアラム錠25mg 25mg　1錠 エーザイ 抗リウマチ剤

ケイキサレートドライシロップ 76%[循内・脳外] 1g 鳥居薬品 高カリウム血症改善剤

ケイセントラ静注用1000 1000IU　1バイアル CSLベーリング 血漿分画製剤（静注用人プロトロンビン複合体製剤）

ケイセントラ静注用500 500IU　1 CSLベーリング 血漿分画製剤（静注用人プロトロンビン複合体製剤）

ケイツーN静注10mg １０ｍｇ１管 エーザイ ビタミンＫ剤

ケイツーカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル エーザイ ビタミンＫ剤

ケイツーシロップ0.2％ ０．２％１ｍＬ サンノーバ ビタミンＫ剤

ケーサプライ錠 ６００ｍｇ１錠 アルフレッサ ファーマ その他の無機質製剤

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」(20mL) １キット テルモ その他の血液代用剤

ゲーベンクリーム1% １％１ｇ 田辺三菱 外用サルファ製剤

ケシンプタ皮下注20mgペン［脳内］ 20㎎ ノバルティスファーマ 多発性硬化症治療剤/ヒト型抗CD20モノクローナル抗体

ケタスカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル 杏林製薬 その他のアレルギー用薬

ケタラール静注用５０ｍｇ ５０ｍｇ　１管 第一三共 注射用全身麻酔

ケトコナゾールクリーム2％「JG」 ２％１ｇ 日本ジェネリック イミダゾール系製剤

ケトコナゾールローション2％「JG」 ２％１ｇ 日本ジェネリック イミダゾール系製剤

ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 1mg　１カプセル 日医工 アレルギー性疾患治療剤

ケトプロフェンパップ30ｍｇ「日医工」 30mg　１枚 日医工 経皮鎮痛消炎剤

ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/１mL ４０ｍｇ／１ｍＬ１瓶 ブリストル・マイヤーズ スクイブ フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター 200mg/本 サノフィ ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体

ケフラール細粒小児用１００ｍｇ １００ｍｇ１ｇ 共和薬品 セフェム系抗生物質製剤

ゲムシタビン点滴静注用１g「ヤクルト」 1000mg　１バイアル ヤクルト 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 200mg　１バイアル ヤクルト 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

ケルロング錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 田辺三菱 その他の血圧降下剤
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献血ヴェノグロブリンIH10％静注10g/100mL[神内] 10g/100ｍL 日本血液製剤機構 血漿分画製剤（液状・静注用人免疫グロブリン製剤）

献血ヴェノグロブリンIH10％静注2.5g/25mL[神内] 2.5g/25ｍL 日本血液製剤機構 血漿分画製剤（液状・静注用人免疫グロブリン製剤）

献血グロベニン－Ｉ静注用5000mg 5,000mg(溶解液100mL添付）　1瓶 日本製薬 血漿分画製剤

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「ＮＩＧ」 １ｍｇ１ｇ 武田テバ 外用抗生物質製剤

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 60mg　1管 日医工 アミノグリコシド系抗生物質製剤

コアベータ静注用12.5mg 12.5mg　1瓶 小野薬品 短時間作用型β1選択的遮断剤

コタロー香蘇散エキス細粒 １ｇ 小太郎漢方 漢方製剤

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 １０００倍１瓶（溶解液付） 日本血液製剤機構 血漿分画製剤

コートリル錠10mg １０ｍｇ１錠 ファイザー コルチゾン系製剤

コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ［小］ ０．５ｍｇ１管 第一三共 ＡＣＴＨ製剤

コートロシン注射用０．２５ｍｇ［内分泌］ ０．２５ｍｇ１管 第一三共 ＡＣＴＨ製剤

コールタイジン点鼻液 １ｍＬ ファイザー その他の耳鼻科用剤

コスパノンカプセル40mg ４０ｍｇ１カプセル エーザイ その他の鎮けい剤

コスメゲン[産] ０．５ｍｇ１瓶 萬有製薬 アクチノマイシンＤ製剤

コセンティクス皮下注150mgペン 1500mg　1シリンジ ノバルティス ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤

ゴナックス皮下注用120mg（専用溶解液添付製品） 120mg　1瓶 ゼリア新薬 GnRHアンタゴニスト（徐放性）／前立腺癌治療剤

ゴナックス皮下注用240mg（専用溶解液添付製品）［外来患者限定］ 240mg　1瓶 ゼリア新薬 GnRHアンタゴニスト（徐放性）／前立腺癌治療剤

ゴナックス皮下注用80mg（専用溶解液添付製品） 80mg　1瓶 ゼリア新薬 GnRHアンタゴニスト（徐放性）／前立腺癌治療剤

ゴナトロピン注用5000単位 ５０００単位１管 あすか製薬 性腺刺激ホルモン製剤

コムクロシャンプー0.05％ マルホ株式会社 外用合成副腎皮質ホルモン剤

コメリアンコーワ錠１００ １００ｍｇ１錠 興和 冠血管拡張剤

コララン錠2.5mg 1錠2.5mg 小野 HCNチャネル遮断薬

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 ０．５ｍｇ１錠 塩野義 コルヒチン製剤

コレアジン錠１２．５ｍｇ 12.5mg 　1錠 アルフレッサ ファーマ 非律動性不随意運動治療薬

コレクチム軟膏0.25% 0.25％　1本5g 鳥居 外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

コレクチム軟膏0.5% 0.5％　1本5g 鳥居 外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

コレバインミニ８３％ ８３％１ｇ 田辺三菱 その他の高脂血症用剤

コロネル錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 アステラス 他に分類されない消化器官用薬

コンサータ錠18mg[小、神・院外] １８ｍｇ１錠 ヤンセン　ファーマ その他の精神神経用剤

コンサータ錠27mg[小、神・院外] ２７ｍｇ１錠 ヤンセン　ファーマ その他の精神神経用剤

コントール散１％ １％１ｇ 武田薬品 ベンゾジアゼピン系製剤

コントミン筋注２５ｍｇ ０．５％５ｍＬ１管 田辺三菱 クロルプロマジン製剤

コンファクトＦ注射用500 500国際単位１瓶（溶解液付） 日本血液製剤機構 血漿分画製剤

コンプラビン配合錠 1錠　 サノフィ 抗血小板剤

ザーコリカプセル200mg[呼内] 200.00mg　１カプセル ファイザー株式会社 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤

ザーコリカプセル250mg[呼内] 250.00mg　１カプセル ファイザー株式会社 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（ガーゼ型） ５．１ｃｍ×７．６ｃｍ１枚 ジョンソン・エンド・ジョンソン セルロース系製剤（含可吸収性充填止血ガーゼ類）

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（綿型） 綿型５．１ｃｍ×２．５ｃｍ１枚 ジョンソン・エンド・ジョンソン セルロース系製剤（含可吸収性充填止血ガーゼ類）

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　ニューニット7.6×10.2cm ７．６ｃｍ×１０．２ｃｍ ジョンソン・エンド・ジョンソン セルロース系製剤（含可吸収性充填止血ガーゼ類）

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　ニューニット　15.2×22.9cm １５．２ｃｍ×２２．９ｃｍ ジョンソン・エンド・ジョンソン セルロース系製剤（含可吸収性充填止血ガーゼ類）

ザーネ軟膏0.5％ ５０００単位1ｇ サンノーバ その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

サーファクテン気管注入用120mg １２０ｍｇ１瓶 田辺三菱 その他の呼吸促進剤

サアミオン錠5mg ５ｍｇ１錠 田辺三菱 その他の循環器官用薬

ザイティガ錠250mg 250mg　1錠 ヤンセンファーマ 前立腺癌治療剤（CYP17阻害剤）

サイトテック錠２００ ２００μｇ１錠 ファイザー その他の消化性潰瘍用剤

サイプレジン１％点眼液 １％１ｍＬ 参天製薬 散瞳剤

ザイヤフレックス注射用 コラゲナーゼ0.9mg　1瓶 旭化成ファーマ デュピュイトラン拘縮治療剤

サイラムザ点滴静注液100mg 100mg　1瓶 日本イーライリリー 抗悪性腫瘍剤　ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体

サイラムザ点滴静注液500mg 500mg　1瓶 日本イーライリリー 抗悪性腫瘍剤　ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体

サイレース静注２mg １管 エーザイ ベンゾジアゼピン系製剤

サインバルタカプセル20mg ２０ｍｇ　１カプセル リリー セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

サクコルチン配合錠 １錠 日医工 その他の副腎ホルモン剤

ザクラス配合錠HD 1錠 武田薬品 持続性AT1レセプターブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤

ザジテンドライシロップ0.1％ ０．１％１ｇ ノバルティス その他のアレルギー用薬

ザノサー点滴静注用1g 1ｇ/瓶 ノーベルファーマ 抗悪性腫瘍剤

サビーン点滴静注用500mg 500mg 　1バイアル キッセイ アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤

ザファテック錠100mg 100mg　1錠 武田薬品 持続性選択的DPP-4阻害剤　－2型糖尿病治療剤－

サブパック血液ろ過用補充液-Bi（2020mL） 2020mL ニプロ ろ過型人工腎臓用補液

サムスカOD錠15mg 15mg　1錠 大塚製薬 V2-受容体拮抗剤

サムタス点滴静注用8mg 8mg 大塚 V2-受容体拮抗剤

サムチレール内用懸濁液15%[外、循内、皮、呼内、脳内] 5mL　1包 グラクソ・スミスクライン ニューモシスチス肺炎治療薬

サラジェン錠5mg ５ｍｇ１錠 キッセイ 他に分類されない消化器官用薬

サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「ＣＨ」 500mg　1錠 長生堂製薬 抗リウマチ剤

サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 500mg　1錠 日医工 抗リウマチ剤

サラゾピリン坐剤500mg ５００ｍｇ１個 ファイザー その他のサルファ剤

サラゾピリン錠500mg[消内・産婦] ５００ｍｇ１錠 ファイザー その他のサルファ剤

サリチル酸「ケンエー」 １０ｇ 健栄製薬 外用サリチル酸系製剤

５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 ５％１ｇ 東豊薬品 外用サリチル酸系製剤

サリベートエアゾール ５０ｇ１個 帝人ファーマ 他に分類されない消化器官用薬

ザルコニン液１０ １０％１ｍＬ 健栄製薬 石鹸類製剤

サルタノールインヘラー100μｇ ０．１６％１３．５ｍＬ１瓶 グラクソ・スミスクライン サルブタモール製剤

ザルトラップ点滴静注100mg 100mg　１バイアル サノフィ 抗悪性腫瘍剤／VEGF阻害剤
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ザルトラップ点滴静注200mg 200mg　１バイアル サノフィ 抗悪性腫瘍剤／VEGF阻害剤

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 100mg　1錠 日医工株式会社 5-HT2ブロッカー

ザロンチンシロップ5% ５％１ｍＬ 第一三共 その他の抗てんかん剤

酸化マグネシウム原末「マルイシ」 １ｇ 丸石製薬 無機塩製剤

酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 ２５０ｍｇ１錠 健栄 無機塩製剤

酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 330ｍｇ１錠 健栄 無機塩製剤

サンコバ点眼液0.02％ ５ｍL１瓶 参天製薬 その他の眼科用剤

オースギ酸棗仁湯エキスＧ［神］ 1ｇ 大杉 漢方製剤

サンドスタチンLAR筋注用キット20mg 20mg　1瓶　専用分散液（シリンジ）付 ノバルティス ファーマ 持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤

サンピロ点眼液1％ １％５ｍＬ１瓶 参天製薬 縮瞳剤

サンピロ点眼液2％ ２％５ｍＬ１瓶 参天製薬 縮瞳剤

サンリズム注射液５０ ５０ｍｇ５ｍＬ１管 第一アスビオファーマ その他の不整脈用剤

ジアグノグリーン注射用25mg ２５ｍｇ１瓶（溶解液付） 第一三共 肝機能検査用試薬

ジアゼパム注射液10mg「ＮＩＧ」 １０ｍｇ１管 日医工岐阜 ベンゾジアゼピン系製剤

ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 25mg １カプセル ＭＳＤ 高インスリン血性低血糖症治療剤

シアナマイド内用液1％「タナベ」 １％１ｍＬ 田辺三菱 シアナミド製剤

シアノコバラミン注１０００μｇ「ＫＮ」 １ｍｇ１管 小林化工 ビタミンＢ１２剤

シアリス錠20mg ２０ｍｇ１錠 日本イーライリリー その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

注射用ＧＨＲＰ科研１００ １００μｇ１瓶（溶解液付） 科研製薬 内分泌機能検査用試薬

シーパラ注 ２ｍＬ１管 高田製薬 その他の混合ビタミン剤（Ａ・Ｄ混合製剤を除く）

ジーラスタ皮下注3.6mg[外来患者及びジェブタナ・DRAGON限定] 3.6mg 1シリンジ 協和発酵キリン 持続型G-CSF製剤

ジーンプラバ点滴静注625mg 625mg　1瓶 MSD 抗Clostridium difficileトキシンBヒトモノクローナル抗体

ジェイゾロフト錠25mg ２５ｍｇ１錠 ファイザー その他の精神神経用剤

ジェニナック錠200mg ２００ｍｇ１錠 富山化学 ピリドンカルボン酸系製剤

ジェブタナ点滴静注60mg 60mg　瓶 サノフィ 抗悪性腫瘍剤

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 セオリアファーマ 耳垢除去剤

ジオトリフ錠30mg 30mg　1錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

ジオトリフ錠20mg 20mg　１錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

ジオトリフ錠40mg 40mg　１錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

ジオトリフ錠50mg 50mg　１錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

ジオン注無痛化剤付 １０ｍＬ１瓶（希釈液付） 田辺三菱 その他の痔疾用剤

ジクアス点眼液3％ ３％　５ｍＬ 参天製薬 ドライアイ治療剤
（ムチン/水分分泌促進点眼剤）

ジクトルテープ75mg 1枚 久光 経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤

シクレスト舌下錠5mg 5mg　1錠 Meiji Seika ファルマ 抗精神病剤

シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」[呼内・泌・皮] 25mg　１カプセル ファイザー 免疫抑制剤
（カルシニューリンインヒビター）

シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 50mg　１カプセル ファイザー 免疫抑制剤
（カルシニューリンインヒビター）

ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 1ｇ 日本臓器製薬 経皮鎮痛消炎剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 12.5mg　1個 日本ジェネリック 鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 ２５ｍｇ１個 日本ジェネリック 鎮痛・解熱・抗炎症剤

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

ジクロフェナクNa点眼液0.1％「ニットー」 1瓶5mL 東亜薬品 水溶性非ステロイド抗炎症点眼剤

ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 25mg　1錠 沢井製薬 鎮痛・抗炎症剤

ジゴシン散０．１％ ０．１％１ｇ 中外製薬 ジギタリス製剤

ジゴシン注0.25mg ０．２５ｍｇ１管 中外製薬 ジギタリス製剤

シスプラチン注10mg「日医工」 １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 日医工 その他の抗悪性腫瘍用剤

シスプラチン注50mg「日医工」 ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 日医工 その他の抗悪性腫瘍用剤

ジスロマック点滴静注用500mg 500mg　1バイアル ファイザー その他の主としてＧ＋菌，マイコプラズマに作用するもの

ジセレカ錠100mg 1錠100mg ギリアド・サイエンシズ ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

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 その他の不整脈用剤

ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 １５０ｍｇ１錠 日医工 その他の不整脈用剤

シナール配合顆粒 １ｇ 塩野義 その他の混合ビタミン剤（Ａ・Ｄ混合製剤を除く）

シナジス筋注液100mg 100mg　1バイアル アストラゼネカ 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体製剤

シナジス筋注液50mg 50mg　1バイアル アストラゼネカ 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体製剤

ジヒドロコデインリン酸塩散1％「タケダ」 １％１ｇ 武田テバ コデイン系製剤（家庭麻薬）

ジピリダモール錠25mg「ＪＧ」 1錠 長生堂 冠循環改善剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 25mg 　1錠 武田テバ 抗めまい剤

ジフルカンカプセル１００ｍｇ[乳・脳内・リウマチ・呼内・循内・形成・外科] １００ｍｇ１カプセル ファイザー その他の化学療法剤

ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 ０．０５％１ｇ 岩城 副腎皮質ホルモン外用剤

ジプレキサ筋注用10mg 10mg　1バイアル 日本イーライリリー 抗精神病薬・双極性障害治療薬

ジプレキサ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 日本イーライリリー その他の精神神経用剤

シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 400ｍｇ　１袋 ニプロ ニューキノロン系注射用抗菌剤

シベクトロ錠200mg 200㎎　1錠 MSD オキサゾリジノン系合成抗菌剤

シベクトロ点滴静注用200mg 200mg MSD オキサゾリジノン系合成抗菌剤

シベノール静注70mg ７０ｍｇ５ｍＬ１管 トーアエイヨー その他の不整脈用剤

シベレスタットナトリウム点滴静注用１００ｍｇ「Ｆ」 シベレスタットナトリウム水和物 100mg 　1バイアル 富士製薬 好中球エラスターゼ阻害剤

シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 １００ｍｇ１錠 沢井製薬 その他の不整脈用剤

シムジア皮下注200㎎オートクリックス[リウマチ] 200mg　1シリンジ アステラス TNFα阻害薬
（ペグヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体Fab'断片製剤）

シムビコートタービュヘイラー60吸入 ６０吸入1瓶 アストラゼネカ ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤

ジメチコン錠40mg「フソー」 ４０ｍｇ１錠 扶桑薬品 胃腸内ガス駆除剤

ジメチコン内用液2%「FSK」 1mL 伏見製薬 胃内有泡性粘液除去剤

ジャディアンス錠10mg 10mg 　1錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 選択的SGLT2阻害剤
－2型糖尿病治療剤－

ジャドニュ顆粒分包360mg 360mg　1包 ノバルティス ファーマ 鉄キレート剤
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ジャドニュ顆粒分包90mg 90mg　1包 ノバルティス ファーマ 鉄キレート剤

ジャヌビア錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ＭＳＤ 選択的DPP-4阻害剤

臭化ナトリウム「ヤマゼン」 1ｇ 山善 催眠鎮静薬・抗てんかん薬

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ジュリナ錠0.5mg エストラジオール0.5mg　1錠 バイエル 経口エストラジオール製剤

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 40mg　1枚 沢井 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

硝酸銀「ファイザー」原末 １ｇ マイラン 眼科用殺菌剤

硝酸銀「ホエイ」 １ｇ マイラン 金属製剤

消毒用エタノール液ＩＰ １ｍＬ 健栄製薬 アルコール製剤

大塚蒸留水１００ｍＬ １００ｍＬ１瓶 大塚製薬工場 精製水類

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 冠血管拡張剤

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 ５０ｍｇ１瓶 沢井 冠血管拡張剤

シルニジピン錠10mg「サワイ」 10mg　1錠 沢井 持続性Ca拮抗降圧剤

シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 100mg　1錠 沢井 抗血小板剤

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「Ｍｅ」 4mg　1錠 Meファルマ 選択的α1A遮断薬
前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

人工涙液マイティア点眼液 ５ｍＬ１瓶 千寿製薬 その他の眼科用剤

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」アスペルギルス1:10,000[呼内] ２mL　１瓶 鳥居薬品 アレルゲン検査薬

シンビット静注用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 バイエル その他の不整脈用剤

シンポニー皮下注50mgオートインジェクター 50mg　1本 ヤンセンファーマ ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤

シンメトレル細粒10％ １０％１ｇ ノバルティス アマンタジン製剤

新レシカルボン坐剤 １個 京都薬品工業 その他の下剤，浣腸剤

シンレスタール錠250mg ２５０ｍｇ１錠 第一三共 その他の高脂血症用剤

水溶性プレドニン２０ｍｇ ２０ｍｇ１管 塩野義 プレドニゾロン系製剤

スインプロイク錠0.2mg 0.2mg　1錠 塩野義 経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬

スーグラ錠50mg 1錠 MSD 選択的SGLT2阻害剤

スージャヌ配合錠 50mg/50mg　1錠 MSD 選択的DPP-4阻害剤／選択的SGLT2阻害剤配合剤

スーテントカプセル12.5mg １２．５ｍｇ１カプセル ファイザー 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

スープレン吸入麻酔液 1mL バクスター 全身吸入麻酔

スキサメトニウム注40「マルイシ」 ２％２ｍＬ１管 丸石 コリン系製剤

スクラルファート内用液10％「日医工」 1.0ｇ　1包（10mL） 日医工 胃炎・消化性潰瘍治療剤

スコピゾル眼科用液 千寿製薬 その他の眼科用剤

スタレボ配合錠L100 1錠 ノバルティス 抗パーキンソン剤

スタレボ配合錠L50 1錠 ノバルティス 抗パーキンソン剤

スチバーガ錠40mg ４０ｍｇ　1錠 バイエル薬品 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

ステラーラ点滴静注130mg 130mg ヤンセンファーマ株式会社 ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

ステラーラ皮下注45mgシリンジ 45mgシリンジ ヤンセンファーマ株式会社 ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

ステリクロンＷ液０．０５ ０．０５％１ｍＬ 健栄製薬 その他の外皮殺菌消毒剤

ステリクロンＷ液０．５ ０．５％１０ｍＬ 健栄製薬 その他の外皮殺菌消毒剤

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ[総診] 240万単位 ファイザー 持続性ペニシリン製剤

ストラテラカプセル10mg[神・小・院外] 10mg　１カプセル 日本イーライリリー 注意欠陥／多動性障害治療剤（選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤）

ストラテラカプセル40mg[神・小・院外] 40mg　１カプセル 日本イーライリリー 注意欠陥／多動性障害治療剤（選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤）

ストラテラ内用液0.4％［小］ ０．４％1mL 日本イーライリリー 注意欠陥／多動性障害治療剤（選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤）

ストロカイン錠５mg ５ｍｇ１錠 サンノーバ その他の局所麻酔剤

ストロメクトール錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 ＭＳＤ その他の駆虫剤

スピール膏Ｍ ２５ｃｍ（２）１枚 ニチバン 有機酸製剤

スピオルトレスピマット60吸入 60吸入1キット 日本ベーリンガーインゲルハイム COPD治療配合剤

スピラゾン軟膏0.3％ ０．３％１ｇ 岩城製薬 副腎皮質ホルモン製剤

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2.5μg　1噴霧 日本ベーリンガーインゲルハイム 長時間作用性吸入気管支拡張剤

スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ １８μｇ１カプセル 日本ベーリンガー その他の気管支拡張剤

スピロノラクトン錠25mg「日医工」 25mg　1錠 日医工 抗アルドステロン性利尿・降圧剤

スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 １００ｍｇ１カプセル 沢井製薬 その他のアレルギー用薬

スプリセル錠50mg 1錠50㎎ ブリストル・マイヤーズ スクイブ 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼインヒビター

スポンゼル ５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚 アステラス ゼラチン製剤

スミスリンローション5％ 30g クラシエ 駆虫剤

スミフェロン注DS600万IU[泌] ６００万国際単位１筒 大日本住友 他に分類されない生物学的製剤

スルピリド錠100mg「サワイ」 100mg　1錠 沢井 精神・情動安定剤

スルピリド錠50mg「サワイ」 50mg　1錠 沢井製薬 消化性潰瘍治療剤
精神・情動安定剤

テルモ生食 (500mL) ５００ｍＬ１袋 テルモ 生理食塩液類

テルモ生食 (1000mL) １Ｌ１袋 テルモ 生理食塩液類

生食液ＮＳ（ルアーフィットポリエチレン容器） ２０ｍＬ１管 日新製薬 生理食塩液類

大塚生食注（250mL袋） ２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場 生理食塩液類

大塚生食注（５０mL瓶） ５０ｍＬ１瓶 大塚製薬工場 生理食塩液類

生食注シリンジ「NP」（10mL） １０ｍＬ１筒 ニプロファーマ 生理食塩液類

生食注シリンジ「NP」（20mL） ２０ｍＬ１筒 ニプロファーマ 生理食塩液類

生食溶解液キットＨ(100mL) １００ｍＬ１キット ニプロファーマ 生理食塩液類

生理食塩液PL「フソー」 100mL 100mL1瓶 扶桑薬品 血液代用剤

生理食塩液PL「フソー」 2000mL（バッグ） 2000mL　1袋 扶桑薬品 生理食塩液

生理食塩液「ヒカリ」（500mLプラスチックボトル細口開栓型・広口開栓型・ガラスボトル開栓型） ５００ｍＬ１瓶 光製薬 生理食塩液類

生理食塩液「フソー」５ｍＬ ５ｍＬ１管 扶桑薬品 生理食塩液類

セキコデ配合シロップ １ｍＬ 東洋製薬化成 その他の鎮咳去たん剤

セクターローション3％ ３％１ｍＬ 久光製薬 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
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ゼジューラ錠100mg 100mg　錠 武田 悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5’二リン酸リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤

セチプチリンマレイン酸塩錠１mg「サワイ」 1mg　1錠 沢井 四環系抗うつ剤

セディール錠10mg １０mg１錠 大日本住友 その他の催眠鎮静剤，抗不安剤

セパゾン錠１ １ｍｇ１錠 第一三共 ベンゾジアゼピン系製剤

セパゾン錠２ ２ｍｇ１錠 第一三共 ベンゾジアゼピン系製剤

セパミット－Ｒ細粒2% ２％１ｇ ＭＳＤ 冠血管拡張剤

ゼビアックス油性クリーム2％ マルホ株式会社 キノロン系外用抗菌剤

ゼビアックスローション２％ マルホ株式会社 キノロン系外用抗菌剤

ゼビュディ点滴静注液500mg 1瓶500mg グラクソ・スミスクライン 抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」 1ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付） 大塚 合成セファロスポリン系抗生物質製剤

セファゾリンナトリウム注射用０．５ｇ「日医工」 0.5ｇ　1瓶 日医工 合成セファロスポリン系抗生物質製剤

セファゾリンナトリウム注射用２g「日医工」 2g　１瓶 日医工 合成セファロスポリン系抗生物質製剤

セファランチン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 化研生薬 その他の個々の器官系用医薬品

セファレキシン錠250「日医工」 250mg　1錠 日医工 経口用セフェム系抗生物質製剤

ゼフィックス錠１００ １００ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン 抗ウイルス剤

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 １ｇ　１瓶 サンド

セフォタックス注射用０．５ｇ ５００ｍｇ１瓶 中外製薬 セフェム系抗生物質製剤

セフォタックス注射用１ｇ １ｇ１瓶 中外製薬 セフェム系抗生物質製剤

セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「NP」 １ｇ　１瓶 ニプロ セフェム系抗生物質製剤

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「NP」 １ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付） ニプロ セフェム系抗生物質製剤

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 100mg　１錠 沢井製薬 セフェム系抗生物質製剤

セフジニル細粒小児用10％「サワイ」 １０％１ｇ 沢井 経口用セフェム系製剤

セフタジジム静注用1g「日医工」  1ｇ　１瓶 日医工 セフェム系抗生物質製剤

セフトリアキソンナトリウム静注用１g「日医工」 １g　1瓶 ニプロ セフェム系抗生物質製剤

セフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇバッグ「NP」 １ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付） ニプロファーマ セフェム系抗生物質製剤

ゼフナート外用液 ２％ ２％１ｍL 全薬工業 その他の寄生性皮ふ疾患用剤

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ｢ＮＰ｣ １ｇ１瓶 ニプロファーマ セフェム系抗生物質製剤

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１g「NP」 １ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付） ニプロファーマ セフェム系抗生物質製剤

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 1mL 日興 全身吸入麻酔剤

セララ錠25mg ２５ｍｇ１錠 ヴィアトリス その他の血圧降下剤

セリンクロ錠10mg[消内] 1錠10mg 大塚 アルコール依存症　飲酒量低減薬

セルシン散１％ １％１ｇ 武田薬品 ベンゾジアゼピン系製剤

２ｍｇセルシン錠 ２ｍｇ１錠 武田薬品 ベンゾジアゼピン系製剤

セルセプトカプセル２５０[消内・整・リウマチ] ２５０ｍｇ１カプセル 中外製薬 他に分類されないその他の代謝性医薬品

セルニルトン錠 １錠 東菱薬品 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ゼルフォーム（No.12） ２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ１枚 ファイザー ゼラチン製剤

ゼルヤンツ錠5mg 5mg ファイザー株式会社 ヤヌスキナーゼ阻害剤

セレコキシブ錠100mg「DSEP」 １００mg１錠 第一三共 非ステロイド性消炎・鎮痛剤(COX-2選択的阻害剤)

セレジスト錠５ ５ｍｇ１錠 田辺三菱 その他の中枢神経系用薬

セレニカR錠400mg[神内] ４００ｍｇ１錠 興和創薬 その他の抗てんかん剤

セレニカR顆粒40％ ４０％１ｇ 興和創薬 その他の抗てんかん剤

セレニカＲ錠２００ｍｇ[神内] ２００ｍｇ１錠 興和創薬 その他の抗てんかん剤

セレネース細粒１％ １％１ｇ 大日本住友 その他の精神神経用剤

セレネース内服液０．２％ ０．２％１ｍＬ 大日本住友 その他の精神神経用剤

ゼンタコートカプセル3mg 3mg　１カプセル ゼリア新薬 クローン病治療剤

センノシド錠12mg「サワイ」 １錠 沢井製薬 緩下剤

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 アストラゼネカ 血管収縮剤

ソセゴン注射液１５ｍｇ １５ｍｇ１管 アステラス その他の解熱鎮痛消炎剤

ソタコール錠４０ｍｇ[循内] ４０ｍｇ１錠 アスペンジャパン その他の不整脈用剤

* ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」[循内] ４０ｍｇ１錠 トーアエイヨー その他の不整脈用剤

ソナゾイド注射用16μL １６μＬ　１バイアル 第一三共 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

ゾピクロン錠10mg「サワイ」 10mg　1錠 沢井 睡眠障害改善剤

ゾビラックス眼軟膏3% ３％１ｇ グラクソ・スミスクライン その他の眼科用剤

ゾビラックス点滴静注用250 ２５０ｍｇ１瓶 グラクソ・スミスクライン 抗ウイルス剤

ゾビラックス軟膏５％ ５％１ｇ グラクソ・スミスクライン 抗ウイルス剤

ソフラチュール貼付剤10cm （１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃｍ１枚 サノフィ・アベンティス フラジオマイシン硫酸塩貼付剤

ゾフルーザ錠20mg 20mg　1錠 塩野義 抗インフルエンザウイルス剤

ソマチュリン皮下注120mg[消内・外] 1シリンジ 120㎎ 帝人ファーマ 持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤

ゾラデックス３．６ｍｇデポ ３．６ｍｇ　１筒 アストラゼネカ 他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）

ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ １０．８ｍｇ　１筒 アストラゼネカ 他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）

ソランタール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アステラス 塩基性鎮痛消炎剤

ソリクア配合注ソロスター サノフィ 持効型溶解インスリンアナログ製剤/GLP-1受容体作動薬

ソリタ−Ｔ配合顆粒３号[小] 1包4ｇ エイワイファーマ 内服用電解質剤

ソリタックス－Ｈ輸液　５００ｍＬ ５００ｍＬ１瓶 味の素 その他の血液代用剤

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」 ２．５ｍｇ１錠 日本ジェネリック 過活動膀胱治療剤

ソルアセトＦ輸液 (500mL) ５００ｍL１袋 テルモ その他の血液代用剤

ソル・コーテフ注射用100mg １００ｍｇ１瓶（溶解液付） ファイザー コルチゾン系製剤

ソル・コーテフ静注用500mg ５００ｍｇ１瓶（溶解液付） ファイザー コルチゾン系製剤

ソルデム１輸液　２００ｍＬ ２００ｍＬ１袋 テルモ その他の血液代用剤

ソルデム１輸液　５００ｍＬ ５００ｍＬ１袋 テルモ その他の血液代用剤

ソルデム３Ａ輸液　２００ｍＬ ２００ｍＬ１袋 テルモ その他の血液代用剤

ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ ５００ｍＬ１袋 テルモ その他の血液代用剤
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ソルデム３ＡＧ輸液　２００ｍＬ ２００ｍＬ１袋 テルモ その他の血液代用剤

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ ノボ ノルディスク 持効型溶解インスリンアナログ/ヒトGLP-1アナログ　配合注射液

ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「EE」 ゾルピデム酒石酸塩 10mg 　１錠 エルメッド エーザイ 入眠剤

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩 5mg １錠 沢井 入眠剤

ソル・メドロール静注用500mg ５００ｍｇ１瓶（溶解液付） ファイザー 副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用40mg ４０ｍｇ１瓶（溶解液付） ファイザー 副腎皮質ホルモン剤

ソルラクト輸液 (500mL) ５００ｍL１袋 テルモ その他の血液代用剤

ゾレア皮下注150mgシリンジ[呼内・小児] 150mg　1瓶 ノバルティス 気管支喘息治療剤
慢性蕁麻疹治療剤
（ヒト化抗ヒトIgEモノクローナル抗体製剤）

ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「日医工P」 ゾレドロン酸として4.0mg（100mL）　１瓶 日医工 骨吸収抑制剤

ダーブロック錠2mg 1錠2mg グラクソ・スミスクライン HIF-PH阻害薬

ダーブロック錠4mg 1錠4mg グラクソ・スミスクライン HIF-PH阻害薬

ダーブロック錠6mg 1錠6mg グラクソ・スミスクライン HIF-PH阻害薬

ダイアップ坐剤１０ １０ｍｇ１個 和光堂 ベンゾジアゼピン系製剤

ダイアップ坐剤４ ４ｍｇ１個 和光堂 ベンゾジアゼピン系製剤

ダイアップ坐剤６ ６ｍｇ１個 和光堂 ベンゾジアゼピン系製剤

ダイアモックス錠250mg ２５０ｍｇ１錠 三和化学 炭酸脱水酵素阻害剤

ダイアモックス注射用500mg ５００ｍｇ１管 三和化学 炭酸脱水酵素阻害剤

タイケルブ錠250mg ２５０ｍｇ1錠 ノバルティス 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤

ダイドロネル錠２００ ２００ｍｇ１錠 大日本住友 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ダイメジンスリービー配合カプセル25 １カプセル 日医工 複合ビタミンB製剤

タウリン散98%「大正」 ９８％１ｇ 大正製薬 その他の肝臓疾患用剤

タガメット細粒２０％［小・整形］ ２０％１ｇ 大日本住友 Ｈ２遮断剤

ダカルバジン注用100 １００ｍｇ１瓶 協和発酵キリン その他のアルキル化剤

タグリッソ錠40mg 40mg　1錠 アストラゼネカ 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤

タグリッソ錠80mg 80mg　1錠 アストラゼネカ 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤

タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 ０．５ｍｇ１カプセル ニプロ 他に分類されないその他の代謝性医薬品

タケキャブ錠20mg 20mg　1錠 武田薬品 カリウムイオン競合型アシッドブロッカー　－プロトンポンプインヒビター－

タケキャブ錠10mg 10mg　1錠 武田薬品 カリウムイオン競合型アシッドブロッカー　－プロトンポンプインヒビター－

タケプロン静注用３０mg ３０ｍｇ１バイアル 武田薬品 その他の消化性潰瘍用剤

タコシール組織接着用シート　4.8cm×4.8cm（ハーフサイズ） 4.8cm×4.8cm　１枚 CSLベーリング シート状生物学的組織接着・閉鎖剤

タコシール組織接着用シート　9.5cm×4.8cm（レギュラーサイズ） 9.5cm×4.8cm　１枚 CSLベーリング シート状生物学的組織接着・閉鎖剤

タコシール組織接着用シート　3.0cm×2.5cm（スモールサイズ） 3.0cm×2.5cm　１枚 CSLベーリング シート状生物学的組織接着・閉鎖剤

タシグナカプセル150mg［血内］ 150mg　カプセル ノバルティス ファーマ 抗悪性腫瘍剤
（チロシンキナーゼインヒビター）

タシグナカプセル200mg［血内］ 200mg　カプセル ノバルティス ファーマ 抗悪性腫瘍剤
（チロシンキナーゼインヒビター）

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 タゾバクタム　0.5ｇ/ピペラシリン水和物　4.0ｇ　１瓶 ニプロ β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 5mg　1錠 シオエ 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

タナドーパ顆粒75%[循内] ７５％１ｇ 田辺三菱 その他の強心剤

ダフクリア錠200mg 1錠　200mg　 ゼリア新薬 クロストリジウム・ディフィシル感染症治療剤

タペンタ錠100mg 100mg　1錠 ムンディファーマ 持続性癌疼痛治療剤

タペンタ錠25mg 25mg　1錠 ムンディファーマ 持続性癌疼痛治療剤

タペンタ錠50mg 50mg　1錠 ムンディファーマ 持続性癌疼痛治療剤

タミフルカプセル７５ ７５ｍｇ１カプセル 中外製薬 抗ウイルス剤

タミフルドライシロップ３％ ３％１ｇ 中外製薬 抗ウイルス剤

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 0.2mg　1錠 沢井 前立腺肥大症の排尿障害改善剤

タモキシフェン錠20mg「MYL」 ２０ｍｇ１錠 マイラン その他の抗悪性腫瘍用剤

ダラシンカプセル150mg[整・産] １５０ｍｇ１カプセル ファイザー リンコマイシン系抗生物質製剤

ダラシンＴゲル１％ １％１ｇ ファイザー 外用抗生物質製剤

タリージェ錠10mg 10㎎　1錠 第一三共 末梢性神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠15mg 5㎎　1錠 第一三共 末梢性神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠2.5mg 2.5㎎　1錠 第一三共 末梢性神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠5mg 5㎎　1錠 第一三共 末梢性神経障害性疼痛治療剤

タルセバ錠100mg １００ｍｇ１錠 中外製薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

タルセバ錠150mg １５０ｍｇ１錠 中外製薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

タルセバ錠25mg ２５mg１錠 中外製薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「AFP」 ５０００単位１菅 共創未来ファーマ 血液凝固阻止剤

ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」 0.5mL１筒 協和キリンフロンティア 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」 0.5mL１筒 協和キリンフロンティア 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」 0.5mL１筒 協和キリンフロンティア 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」 0.5mL１筒 協和キリンフロンティア 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 0.5mL１筒 協和キリンフロンティア 持続型赤血球造血刺激因子製剤

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 １ｇ 日興製薬 無機塩製剤

炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 250mg1錠 扶桑 高リン血症治療剤

単シロップ １ｍＬ 丸石製薬 シロップ製剤

ダントリウムカプセル25mg ２５ｍｇ１カプセル アステラス その他の骨格筋弛緩剤

ダントリウム静注用20mg ２０ｍｇ１瓶 アステラス その他の骨格筋弛緩剤

* タンニン酸アルブミン「NikP」 １ｇ 日医工 止しゃ剤，整腸剤

チアプリド錠25mg「サワイ」 25mg　1錠 沢井製薬 チアプリド製剤

チエクール点滴用0.5g ５００ｍｇ１瓶 沢井 カルバペネム系抗生物質製剤

チガソンカプセル１０ １０ｍｇ１カプセル 中外製薬 その他のビタミンＡ及びＤ剤

チザニジン錠1mg「日医工」 1mg　１錠 日医工 筋緊張緩和剤

チモプトールＸＥ 点眼液 ０．５％ ０．５％１ｍＬ ＭＳＤ その他の眼科用剤

アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 20μg　1バイアル 高田製薬 プロスタグランジンE1製剤
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注射用水20mL（ルアーフィットポリエチレンボトル） ２０ｍＬ１管 日新製薬 精製水類

注射用水（500mLソフトバッグ） ５００ｍＬ１袋 光製薬 精製水類

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

チラーヂンS散0.01％ ０．０１％１ｇ あすか製薬 甲状腺ホルモン製剤

チラーヂンＳ錠２５ ２５μｇ１錠 あすか製薬 甲状腺ホルモン製剤

チラーヂンＳ錠５０ ５０μｇ１錠 あすか製薬 甲状腺ホルモン製剤

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」 １ｍＬ　１瓶 武田薬品 ワクチン・トキソイド混合製剤

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 ５００ｍｇ　1錠 三和化学 制酸剤

沈降破傷風トキソイド「生研」 ０．５ｍＬ１瓶 デンカ生研 トキソイド類

ツイミーグ錠500mg 1錠500mg 大日本住友 糖尿病用剤

ツートラム錠100mg 1錠100㎎ 日本臓器 慢性疼痛治療剤

ツートラム錠150mg 1錠150㎎ 日本臓器 慢性疼痛治療剤

ツートラム錠50mg 1錠50㎎ 日本臓器 慢性疼痛治療剤

一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 （一般診断用・１人用）０．２５μｇ１瓶（溶解液付） 日本ビーシージー製造 精製ツベルクリン

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 ツムラ 漢方製剤

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）[神・小] １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ消風散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）[整] １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）[神] １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 ０．５ｍｇ１枚 日医工 その他の気管支拡張剤

ツロブテロールテープ1mg「日医工」 １ｍｇ１枚 日医工 その他の気管支拡張剤

ツロブテロールテープ2mg「日医工」 ２ｍｇ１枚 日医工 その他の気管支拡張剤

ディアコミットドライシロップ分包500mg 500mg 1包 Meiji Seika ファルマ 抗てんかん剤

TRH注0.5mg「タナベ」 ０．５ｍｇ１管 田辺三菱 内分泌機能検査用試薬

テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「Ｆ」 ４００ｍｇ　１瓶 富士製薬 グリコペプチド系抗生物質製剤

ディスコビスク１．０眼粘弾剤 1.0mL　1筒 ノーベルファーマ 眼科手術補助剤

ディナゲスト錠0.5mg 0.5mg 持田 月経困難症治療剤

ディナゲスト錠1mg １ｍｇ１錠 持田製薬 他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）

ディビゲル1mg １ｍｇ１包 ポーラファルマ 経皮吸収エストラジオール製剤

ディフェリンゲル0.1％ ０．１％１ｇ マルホ 尋常性ざ瘡治療剤

低分子デキストランＬ注500mL 500mL　1袋 大塚製薬工場 血漿増量・体外循環灌流液

ディレグラ配合錠 １錠 LTLファーマ アレルギー性疾患治療剤

デエビゴ錠10mg 1錠10㎎ エーザイ 不眠症治療薬

デエビゴ錠5mg 1錠5㎎ エーザイ 不眠症治療薬

テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 100mg　1錠 沢井製薬 キサンチン系気管支拡張剤

テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 200mg　1錠 沢井製薬 キサンチン系気管支拡張剤

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20％「サワイ」 ２０％１ｇ サワイ キサンチン系気管支拡張剤

デカドロンエリキシル0.01％ ０．０１％　１ｍＬ 日医工 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

デカドロン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 日医工 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

デカドロン錠4mg 4mg 1錠 日医工 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

デキサート注射液１．６５ｍｇ １．６５ｍｇ１管 富士製薬 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

デキサート注射液３．３ｍｇ ３．３ｍｇ１ｍＬ　1管 富士製薬 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

デキサート注射液６．６ｍｇ 6.6ｍｇ　１瓶 富士製薬 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1％「NK」 0.1％1g 日本化薬 他に分類されない消化器官用薬

デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 200μg/1シリンジ ニプロ α2作動性鎮静剤

デクスメデトミジン静注液200μg「サンド」 200μg/1バイアル サンド α2作動性鎮静剤

テクフィデラカプセル240mg 240mg バイオジェン・ジャパン 多発性硬化症治療剤

テクフィデラカプセル120mg 120㎎ バイオジェン・ジャパン 多発性硬化症治療剤

テグレトール細粒５０％ ５０％１ｇ ノバルティス その他の抗てんかん剤

テグレトール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 ノバルティス その他の抗てんかん剤

デザレックス錠5mg 5mg　1錠 杏林 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

デスモプレシン・スプレー１０協和[小] ５００μｇ１瓶 協和発酵キリン その他の脳下垂体ホルモン剤

デスモプレシン点鼻スプレー2.5µg「フェリング」 １２５μｇ１瓶 フェリング・ファーマ その他の脳下垂体ホルモン剤

テセントリク点滴静注1200mg 1200mg　バイアル 中外 抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体

テセントリク点滴静注840mg 840mg　バイアル 中外 抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体

テタガムP筋注シリンジ250［救急］ ２５０国際単位１管 ZLBベーリング 血漿分画製剤
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デタントール０．０１％点眼液 ０．０１％１ｍＬ 参天製薬 その他の眼科用剤

テトラビック皮下注シリンジ 0.5mL　１シリンジ 田辺三菱 ワクチン・トキソイド混合製剤

テトラミド錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ＭＳＤ その他の精神神経用剤

テネリアOD錠20mg 20mg　1錠 田辺三菱 選択的DPP-4阻害剤 －2型糖尿病治療剤－

デノシン点滴静注用500mg ５００ｍｇ１瓶 田辺三菱 抗ウイルス剤

デノタスチュアブル配合錠 1錠 第一三共 カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合剤

デノパミン錠 10mg「日医工」 １０ｍｇ１錠 日医工 その他の強心剤

デパケンＲ錠１００ １００ｍｇ１錠 協和発酵キリン その他の抗てんかん剤

デパケンＲ錠２００ ２００ｍｇ１錠 協和発酵キリン その他の抗てんかん剤

デパケン錠２００ ２００ｍｇ１錠 協和発酵キリン その他の抗てんかん剤

デパケンシロップ5% ５％１ｍＬ 協和発酵キリン その他の抗てんかん剤

デパス細粒１％ １％１ｇ 田辺三菱 その他の精神神経用剤

テプミトコ錠250mg 1錠250mg メルクバイオファーマ 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害薬

テプレノンカプセル50mg「サワイ」 日局テプレノン50mg　１カプセル 沢井製薬 胃炎・胃潰瘍治療剤

デベルザ錠20mg トホグリフロジン水和物20mg　1錠 興和 選択的SGLT2阻害剤

テモゾロミド錠20mg「NK」 20mg　1錠 日本化薬 抗悪性腫瘍剤

テモゾロミド錠100mg「NK」 100mg　1錠 日本化薬 抗悪性腫瘍剤

テモダール点滴静注用100mg 100mg　１瓶 ＭＳＤ その他のアルキル化剤

デュアック配合ゲル 10g/本 ポーラファルマ 尋常性ざ瘡治療配合剤

デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」 ０．５ｍｇ1カプセル サワイ 前立腺肥大症治療薬 5α還元酵素阻害剤

デュピクセント皮下注300mgペン 300㎎1キット サノフィ ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体

デュファストン錠5mg ５ｍｇ１錠 アボット ジャパン 合成黄体ホルモン製剤

デュロテップMTパッチ12.6mg １２．６ｍｇ1枚 ヤンセンファーマ 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤

デュロテップMTパッチ2.1mg ２．１ｍｇ1枚 ヤンセンファーマ 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤

デュロテップMTパッチ4.2mg ４．２ｍｇ1枚 ヤンセンファーマ 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤

デュロテップMTパッチ8.4mg ８．４ｍｇ1枚 ヤンセンファーマ 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤

テラ・コートリル軟膏 １ｇ ファイザー 抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤

テリパラチドBS皮下注キット600µg「モチダ」 1本 持田 骨粗鬆症治療剤

テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター 28.2μg　1本 旭化成ファーマ 骨粗鬆症治療剤

テリボン皮下注用56.5μg（溶解液添付製品） 56.5μg１瓶(溶解液付) 旭化成ファーマ 骨粗鬆症治療剤

テリルジー100エリプタ30吸入用 100エリプタ グラクソ・スミスクライン 3成分配合喘息・COPD治療剤

テリルジー200エリプタ30吸入用 200エリプタ グラクソ・スミスクライン 3成分配合喘息・COPD治療剤

テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「ＮＩＧ」 １％１ｇ 日医工岐阜 その他の寄生性皮ふ疾患用剤

テルミサルタン錠４０ｍｇ「日医工」 40mg　1錠 日医工 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー

デルモゾールＧ軟膏 １ｇ 岩城製薬 抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤

デルモゾールＧローション １ｍＬ 岩城製薬 抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤

デルモベートスカルプローション0.05% ０．０５％１ｇ グラクソ・スミスクライン 副腎皮質ホルモン製剤

トアラセット配合錠「Me」 1錠 Meファルマ 慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤

大塚糖液10%（20mLプラスチックアンプル） １０％２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 ブドウ糖製剤

大塚糖液20%（20mLプラスチックアンプル） ２０％２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 ブドウ糖製剤

大塚糖液5%（500mLソフトバッグ） ５％５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 ブドウ糖製剤

大塚糖液5%（20mLプラスチックアンプル） ５％２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 ブドウ糖製剤

テルモ糖注１０％ (500mL) ５００ｍL１袋 テルモ ブドウ糖製剤

テルモ糖注５％ (100mL) １００ｍL１袋 テルモ ブドウ糖製剤

テルモ糖注５％ (250mL) ２５０ｍL１袋 テルモ ブドウ糖製剤

テルモ糖注５０％ (500mL) ５００ｍL１袋 テルモ ブドウ糖製剤

トーリセル点滴静注液25mg[泌] 25mg 　1瓶 ファイザー株式会社 抗悪性腫瘍剤（mTOR阻害剤）

ドキサゾシン錠１mg「サワイ」 1mg　1錠 沢井 血圧降下剤

ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 2mg　1錠 沢井 血圧降下剤

ドキシル注20mg １０ｍＬ１瓶 ヤンセンファーマ アントラサイクリン系抗生物質製剤

ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 １０ｍｇ１瓶 日本化薬 抗悪性腫瘍剤

ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 50mg　1瓶 日本化薬 抗悪性腫瘍剤

ドグマチール筋注50mg ５０ｍｇ１管 日医工 その他の消化性潰瘍用剤

ドグマチール細粒１０％ １０％１ｇ 日医工 その他の消化性潰瘍用剤

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 100mg 　１カプセル 東和薬品 微小循環系賦活剤

トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 １５０ｍｇ１錠 沢井 ピリドンカルボン酸系製剤

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 １５％　１ｇ 明治 ニューキノロン系経口抗菌製剤

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／1ｍＬ「ヤクルト」 20mg　1瓶 ヤクルト タキソイド系抗悪性腫瘍剤

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／4ｍＬ「ヤクルト」 80mg　1瓶 ヤクルト タキソイド系抗悪性腫瘍剤

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 ３ｍｇ１錠 日医工 その他の中枢神経系用薬

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 ５ｍｇ１錠 日医工 その他の中枢神経系用薬

ドパコール配合錠L100 １錠 ダイト パーキンソニズム治療剤

ドパストンカプセル250mg ２５０ｍｇ１カプセル 第一三共 レボドパ製剤

ドパストン静注25mg ０．２５％１０ｍＬ１管 第一三共 レボドパ製剤

トビエース錠4mg 1錠4㎎ ファイザー 過活動膀胱治療剤

トピナ細粒10% トピラマート100mg 　1ｇ 協和発酵キリン 抗てんかん剤

トピナ錠100mg １００mg1錠 協和発酵キリン 抗てんかん剤

トフィソパム錠50mg「サワイ」 50mg　1錠 沢井 自律神経調整剤

ドプスOD錠100mg 200mg1錠 大日本住友製 ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 ０．３％５０ｍＬ１筒 テルモ その他の強心剤

ドブポン注０．３％シリンジ (50mL) ０．３％５０ｍＬ１筒 テルモ その他の強心剤

トブラシン点眼液0.3% ０．３％１ｍL 日東メディック 眼科用抗生物質製剤
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ドプラム注射液400mg ２０ｍｇ１ｍＬバイアル キッセイ その他の呼吸促進剤

ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ ０．００５％１ｇ レオ ファーマ 外用ビタミン製剤

ドラール錠１５ １５ｍｇ１錠 久光製薬 ベンゾジアゼピン系製剤

トライコア錠53.3mg 53.3mg1錠 帝人ファーマ株式会社 高脂血症治療剤

トラクリア錠６２．５ｍｇ[循内] ６２．５ｍｇ１錠 アクテリオン その他の循環器官用薬

トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 １５０ｍｇ１瓶 日本化薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

トラセミドＯＤ錠4mg「TE」 1錠4ｍｇ トーアエイヨー ループ利尿剤

トラゼンタ錠5mg 5mg　1錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 25mg　1錠 共和薬品 抗うつ剤

トラディアンス配合錠AP エンパグリフロジン25mg、リナグリプチン5mg 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 選択的SGLT2阻害薬/胆汁排泄型選択的DPP-4阻害薬配合剤

トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 100mg 　1カプセル テバ製薬 アレルギー性疾患治療剤
ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

トラネキサム酸錠250mg「日医工」 ２５０ｍｇ１錠 日医工 抗プラスミン剤

トラネキサム酸注射液1000mg「ＮＩＧ」 1000mg　1管 日医工 抗プラスミン剤

トラベルミン配合錠 １錠 サンノーバ その他の鎮暈剤

トラマールＯＤ錠25mg 25mg　1錠 日本新薬 がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラマールＯＤ錠50mg 50mg　1錠 日本新薬 がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トランサミン散５０％ ５０％１ｇ 第一三共 抗プラスミン剤

トリアゾラム錠0.125mg「テバ」 ０．１２５ｍｇ１錠 テバ製薬 ベンゾジアゼピン系製剤

トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 ０．２５ｍｇ１錠 テバ製薬 ベンゾジアゼピン系製剤

トリキュラー錠28 (28日分)1組 バイエル その他の避妊

トリクロリールシロップ10% １０％１ｍＬ アルフレッサ ファーマ その他の催眠鎮静剤，抗不安剤

トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 2mg　1錠 テバ チアジド系降圧利尿剤

トリプタノール錠１０ １０ｍｇ１錠 日医工 その他の精神神経用剤

トリプタノール錠２５ ２５ｍｇ１錠 日医工 その他の精神神経用剤

トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アメル」 ２ｍｇ１錠 共和薬品 その他の抗パーキンソン剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 100mg　1錠 沢井製薬 消化管運動調律剤

トリンテリックス錠10mg 1錠10mg 武田 セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤

トルツ皮下注80mgオートインジェクター[リウマチ] 1本800mg 日本イーライリリー株式会社 ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤

トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 7.5mg　1錠 大塚製薬 V2-受容体拮抗剤

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス デュラグルチド（遺伝子組換え）　0.75mg 　1キット 日本イーライリリー 持続性GLP-1受容体作動薬

トレーランＧ液50g １５０ｍＬ１瓶 味の素 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

トレーランＧ液75g ２２５ｍＬ１瓶 味の素 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

トレシーバ注 ペンフィル[内・小] 3mL　1カートリッジ ノボ ノルディスク ファーマ 抗糖尿病剤

トレシーバ注 フレックスタッチ 3mL　1筒 ノボ ノルディスク ファーマ 持効型溶解インスリンアナログ注射液

トレドミン錠15mg １５ｍｇ１錠 旭化成ファーマ セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤（SNRI）

トレドミン錠25mg ２５ｍｇ１錠 旭化成ファーマ その他の精神神経用剤

ドレニゾンテープ４μg／cm2 （０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ 大日本住友 副腎皮質ホルモン製剤

ドレニゾンテープ４μg／cm2（ロールタイプ7.5cm×200cm） 7.5ｃｍ×10ｃｍ 大日本住友 皮膚疾患用密封療法剤

トレリーフOD錠25mg 25mg 　1錠 大日本住友 レボドパ賦活型パーキンソン病治療薬

ドロレプタン注射液25mg ２．５ｍｇ１ｍＬバイアル 第一三共 その他の全身麻酔剤

トロンビン液モチダソフトボトル１万 １０，０００単位１０ｍＬ１キット 持田製薬 臓器性止血製剤

ドンペリドン錠10mg「日医工」 10mg　1錠 日医工 消化管運動改善剤

ナイキサン錠１００ｍｇ[総診・循内・呼内・整形・産] １００ｍｇ１錠 田辺三菱 その他の解熱鎮痛消炎剤

ナウゼリン坐剤１０ １０ｍｇ１個 協和発酵キリン 他に分類されない消化器官用薬

ナウゼリン坐剤３０ ３０ｍｇ１個 協和発酵キリン 他に分類されない消化器官用薬

ナウゼリン坐剤６０ ６０ｍｇ１個 協和発酵キリン 他に分類されない消化器官用薬

ナウゼリンドライシロップ1% １％１ｇ 協和発酵キリン 他に分類されない消化器官用薬

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 56噴霧1瓶 杏淋 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」 ５０ｍｇ１瓶 エイワイファーマ 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ナフトピジルOD錠25mg「日医工」 25mg　1錠 日医工 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ナフトピジルOD錠75mg「ケミファ」 75mg　1錠 日本薬品 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ナルサス錠12mg 12ｍｇ　1錠 第一三共 癌疼痛治療剤

ナルサス錠24mg 24ｍｇ　1錠 第一三共 癌疼痛治療剤

ナルサス錠2mg 2ｍｇ　1錠 第一三共 癌疼痛治療剤

ナルサス錠6mg 6ｍｇ　1錠 第一三共 癌疼痛治療剤

ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」 25μｇ　1錠 扶桑 経口そう痒症改善剤

ナルベイン注20mg ヒドロモルフォンとして20mg/2mL 第一三共プロファーマ株式会社 癌疼痛治療剤

ナルベイン注2mg ヒドロモルフォンとして2mg/1mL 第一三共プロファーマ株式会社 癌疼痛治療剤

ナルラピド錠1mg 1mg　1錠 第一三共 癌疼痛治療剤

ナルラピド錠2mg 2mg　1錠 第一三共 癌疼痛治療剤

ナルラピド錠4mg 4mg　1錠 第一三共 癌疼痛治療剤

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 ０．２ｍｇ１ｍＬ１管 アルフレッサ ファーマ その他の呼吸促進剤

ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 沢井製薬 その他の血圧降下剤

ニカルジピン塩酸塩注射液２mg「サワイ」 ２ｍｇ２ｍＬ１管 沢井製薬 その他の血圧降下剤

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」　［皮膚科］ １０％１ｇ ゾンネボード ニコチン酸系製剤

ニコランジル錠５mg「サワイ」 5mg1錠 沢井製薬 不安定狭心症治療剤
急性心不全治療剤

ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 ２ｍｇ１瓶 沢井製薬 冠血管拡張剤

ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 48ｍｇ　１瓶 沢井製薬 冠血管拡張剤

ニコリンＨ注射液１ｇ ２５％４ｍＬ１管 武田薬品 その他の循環器官用薬

ニセルゴリン錠５mg「サワイ」 5mg　1錠 沢井 脳循環・代謝改善剤

ニトプロ持続静注液３０ｍｇ １０ｍＬ１菅 丸石製薬 その他の血圧降下剤

ニトラゼパム錠5mg「テバ」 ５ｍｇ１錠 武田テバ ベンゾジアゼピン系製剤
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ニドラン注射用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 第一三共 その他のアルキル化剤

ニトロール持続静注25mgシリンジ ２５ｍｇ１筒 エーザイ 冠血管拡張剤

ニトロール錠５mg ５ｍｇ１錠 エーザイ 冠血管拡張剤

ニトロール注５ｍｇ ０．０５％１０ｍＬ１管 エーザイ 冠血管拡張剤

ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 ５ｍｇ１０ｍＬ１管 トーアエイヨー 冠血管拡張剤

ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」 50mg/100mL トーアエイヨー ニトログリセリン注射液

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ０．３ｍｇ１錠 日本化薬 冠血管拡張剤

ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 ２０ｍｇ１カプセル 沢井製薬 冠血管拡張剤

ニフラン点眼液0.1% ０．１％１ｍＬ 千寿製薬 その他の眼科用剤

ニフレック配合内用剤 １袋 味の素 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（ジェービックＶ） １瓶 武田薬品 ウイルスワクチン類

乳酸カルシウム「ケンエー」 １ｇ 健栄製薬 乳酸カルシウム製剤

乳糖水和物原末「マルイシ」　（粒状） １ｇ 丸石製薬 乳糖類

ニュープロ パッチ18mg 18mg 　1枚 大塚 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

ニュープロパッチ13.5mg 13.5mg 　1枚 大塚製薬 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

ニュープロパッチ2.25mg［消内・整外］ 2.25mg 1枚 大塚製薬 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤、レストレスレッグス症候群治療剤

ニュープロパッチ4.5mg 4.5mg 1枚 大塚製薬 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤、レストレスレッグス症候群治療剤

ニュープロパッチ9mg 9mg 　1枚 大塚製薬 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

ニューモバックスNPシリンジ ０．５ｍＬ１本 MSD 細菌ワクチン類

ニューレプチル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 塩野義 フェノチアジン系製剤

ニュベクオ錠300mg 1錠300mg バイエル 前立腺癌治療剤

尿素クリーム10％「日医工」 １０％　1ｇ 日医工 角化症治療剤

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

ヌーカラ皮下注100mgペン［呼内］ 100mg グラクソ・スミスクライン ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体

ネイリンカプセル100mg 100mg 佐藤製薬株式会社 経口抗真菌剤

ネオアミユー輸液 ２００ｍＬ１袋 味の素 混合アミノ酸製剤

ネオーラル内用液10％ １０％１ｍＬ ノバルティス 免疫抑制剤
（カルシニューリンインヒビター）

ネオキシテープ73.5mg 73.5mg　１枚 旭化成 経皮吸収型 過活動膀胱治療剤

ネオシネジンコーワ５％点眼液 ５％１ｍＬ 興和 散瞳剤

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ ０．１％１ｍＬ１管 興和 血管収縮剤

ネオビタカイン注シリンジ２ｍＬ ２ｍＬ１筒 ビタカイン その他の解熱鎮痛消炎剤

ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ ５ｍＬ１筒 ビタカイン その他の解熱鎮痛消炎剤

ネオファーゲンＣ配合錠 １錠 大鵬薬品 その他の肝臓疾患用剤

ネオファーゲン静注（２０ｍＬ） ２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 その他の肝臓疾患用剤

ネオフィリン注250mg ２．５％１０ｍＬ１菅 エーザイ カフェイン系製剤

ネオメドロールＥＥ軟膏 １ｇ ファイザー その他の眼科用剤

ネオヨジンガーグル７％ 7％　1ｍL 岩城 含嗽剤

ネオラミン・スリービー液（静注用） １０ｍＬ１管 日本化薬 その他の混合ビタミン剤（Ａ・Ｄ混合製剤を除く）

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg 20mg　１包 アストラゼネカ プロトンポンプ阻害剤

ネクサバール錠200ｍｇ ２００ｍｇ1錠 バイエル 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

ネスプ注射液120μgプラシリンジ 120μg　1筒 協和発酵キリン 持続型赤血球造血刺激因子製剤

ネリザ軟膏 2ｇ ジェイドルフ 痔疾用剤

ノイトロジン注１００μｇ[泌] １００μｇ１瓶（溶解液付） 中外製薬 他に分類されない血液・体液用薬

ノイロトロピン錠4単位 ４単位１錠 日本臓器 その他の解熱鎮痛消炎剤

ノイロトロピン注射液3.6単位 ３ｍＬ１管 日本臓器 その他の解熱鎮痛消炎剤

ノウリアスト錠20mg 20mg 　1錠 協和発酵キリン アデノシンA2A受容体拮抗薬

ノーベルバール静注用250mg 250mg　1瓶 ノーベルファーマ 抗けいれん剤

ノバミン筋注5mg ０．５％１ｍＬ1管 塩野義 フェノチアジン系製剤

ノバミン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 塩野義 フェノチアジン系製剤

ノベルジン錠50mg 50mg　1錠 ノーベルファーマ ウィルソン病治療剤（銅吸収阻害剤）、低亜鉛血症治療剤

ノボセブンHI静注用1mgシリンジ[小・産・呼内] エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え）：1.1mg　1バイアル ノボ ノルディスク ファーマ 遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤

ノボセブンHI静注用2mgシリンジ[小・産・呼内] エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え）：2.1mg　1バイアル ノボ ノルディスク ファーマ 遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤

ノボセブンHI静注用5mgシリンジ[小・産・呼内] エプタコグ　アルファ（活性型）2mg　1バイアル ノボ ノルディスク ファーマ 遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤

ノボラピッド注 イノレット[内] ３００単位１キット ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 インスリン製剤

ノボラピッド注 フレックスタッチ ３００単位１筒 ノボ ノルディスク ファーマ インスリン製剤

ノボリンＲ注フレックスペン ３００単位１キット ノボ　ノルディスク　ファーマ すい臓ホルモン剤

ノボリンＮ注フレックスペン ３００単位１キット ノボ　ノルディスク　ファーマ すい臓ホルモン剤

ノリトレン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 大日本住友 その他の精神神経用剤

ノルアドリナリン注1mg ０．１％１ｍＬ１管 第一三共 エピネフリン製剤

ノルスパンテープ１０ｍｇ【登録医のみ】 10mg　1枚 ムンディファーマ 経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

ノルスパンテープ２０ｍｇ【登録医のみ】 20mg　1枚 ムンディファーマ　 経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

ノルスパンテープ５ｍｇ【登録医のみ】 5mg　1枚 ムンディファーマ 経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

ノルディトロピン　フレックスプロ注10mg 10mg 1筒 ノボ ノルディスク ファーマ ヒト成長ホルモン(遺伝子組換え)製剤

ノルバスク錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ファイザー 冠血管拡張剤

献血ノンスロン１５００注射用 １，５００単位１瓶（溶解液付） 日本製薬 血漿分画製剤

献血ノンスロン５００注射用 ５００単位１瓶（溶解液付） 日本製薬 血漿分画製剤

パーサビブ静注透析用5mg 5mg　1バイアル 小野薬品 カルシウム受容体作動薬

パージェタ点滴静注420mg/14mL 420mg 　１瓶 中外製薬 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ０．１２５ｍｇ１錠 京都薬品工業 ジギタリス製剤

パーロデル錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ノバルティス その他の抗パーキンソン剤

バイアグラ錠５０ｍｇ　 50mg　１錠 ファイザー その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

バイアスピリン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 バイエル 他に分類されない血液・体液用薬
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ハイカムチン注射用１．１ｍｇ[呼内] １．１ｍｇ１瓶 日本化薬 抗腫瘍性植物成分製剤

ハイカリックＲＦ輸液　５００ｍＬ ５００ｍＬ１袋 テルモ その他の糖類剤

ハイカリック液－１号　７００ｍＬ ７００ｍＬ１袋 テルモ その他の糖類剤

ハイカリック液－２号　７００ｍＬ ７００ｍＬ１袋 テルモ その他の糖類剤

ハイカリック液－３号　７００ｍＬ ７００ｍＬ１袋 テルモ その他の糖類剤

ハイゼット細粒20％ ２０％１ｇ 大塚製薬 その他の個々の器官系用医薬品

ハイドレアカプセル５００ｍｇ ５００ｍｇ１カプセル ブリストル・マイヤーズ スクイブ その他の代謝拮抗剤

バイナス錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 バイエル その他のアレルギー用薬

ハイポエタノール液2%「ケンエー」 １ｍＬ 健栄製薬 その他の外皮殺菌消毒剤

パキシルCR錠12.5mg[神] 12.5mg　1錠 グラクソ・スミスクライン 選択的セロトニン再取り込み阻害剤

パキシル錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン その他の精神神経用剤

白色ワセリン １ｇ 日興製薬 油脂性基剤

バクスミー点鼻粉末剤3mg 3mg イーライリリー 低血糖時救急治療剤

バクタ配合顆粒 １ｇ 塩野義 その他の化学療法剤

バクトロバン鼻腔用軟膏2% ２％１ｇ グラクソ・スミスクライン その他の主としてＧ＋菌に作用するもの

パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 １００ｍｇ　１瓶 日本化薬 抗悪性腫瘍剤

パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 ３０ｍｇ　１瓶 日本化薬 抗悪性腫瘍剤

パシーフカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル 武田薬品 モルヒネ系製剤

パシーフカプセル６０ｍｇ ６０ｍｇ１カプセル 武田薬品 モルヒネ系製剤

パタノール点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ ノバルティスファーマ その他の眼科用剤

ハッカ水「日医工」 １ｍＬ 日医工ファーマ その他の矯味，矯臭，着色剤

ハッカ油「日医工」 １ｍＬ 日医工ファーマ その他の矯味，矯臭，着色剤

パドセブ点滴静注用30㎎ 30㎎/瓶 アステラス 抗悪性腫瘍剤／抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体

パナルジン錠100mg １００ｍｇ１錠 第一三共 他に分類されない血液・体液用薬

パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 １ｍＬ１菅 大日本住友 パパベリン系製剤

ハプトグロビン静注2000単位「JB」 ２０００単位１００ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構 血漿分画製剤

バベンチオ点滴静注200mg 200㎎ メルクバイオファーマ 抗悪性腫瘍剤　ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体

パム静注500mg ５００ｍｇ１管 大日本住友 その他の解毒剤

ハラヴェン静注１mg 1.0mg(2.0mL)　1バイアル エーザイ 抗悪性腫瘍剤

バラシクロビル錠500mg「SPKK」 500㎎ サンドファーマ 抗ウイルス化学療法剤

バリエネマＨＤ７５％ ７５％３００ｍＬ１個 日医工 バリウム塩製剤

バリキサ錠４５０ｍｇ ４５０ｍｇ１錠 田辺三菱 抗ウイルス剤

ハリゾンシロップ100mg/mL 1ｍＬ 富士製薬 アムホテリシンＢ製剤

パルデス軟膏0.05％ ０．０５％１ｇ 岩城製薬 副腎皮質ホルモン製剤

パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 １１．２ｍｇ１瓶 アストラゼネカ その他の呼吸器官用薬

パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 ２２．４ｍｇ１瓶 アストラゼネカ その他の呼吸器官用薬

パルミコート吸入液0.25mg ０．２５ｍｇ２ｍＬ１管 アストラゼネカ その他の呼吸器官用薬

パルミコート吸入液0.5mg ０．５ｍｇ２ｍＬ１管 アストラゼネカ その他の呼吸器官用薬

パルモディア錠0.1mg 0.1mg1錠 興和株式会社 高脂血症治療剤

ハルロピテープ24mg 1枚24mg 久光 経皮吸収型　ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

ハルロピテープ8mg 1枚8mg 久光 経皮吸収型　ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

パロキセチン錠10mg「NP」 １０ｍｇ１錠 ニプロ その他の精神神経用剤

パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 0.75mg　1袋 岡山大鵬薬品 5-HT3受容体拮抗型制吐剤

ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 ０．７５ｍｇ１錠 田辺三菱 その他の精神神経用剤

ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 3㎎ 1錠 田辺三菱 その他の精神神経用剤

ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 ０．５％１ｍＬ１管 田辺三菱 その他の精神神経用剤

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 ５００ｍｇ１瓶 Meiji Seika バンコマイシン製剤

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 ０．５ｇ１瓶 Meiji Seika グリコペプチド系抗生物質製剤

パンテチン散20%「テバ」 1ｇ 武田テバ パンテチン製剤

パンテチン注１０％「小林」 ２００ｍｇ１管 共和クリティケア パントテン酸系製剤

調剤用パンビタン末 １ｇ 武田薬品 その他の混合ビタミン剤（Ａ・Ｄ混合製剤を除く）

ハンプ注射用１０００（室温保存製剤） １０００μｇ１瓶 第一アスビオファーマ その他の血管拡張剤

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 ０．１％５ｍＬ1瓶 千寿 その他の眼科用剤

ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「テバ」 25mg 　1 筒 (2.5mL) 武田テバファーマ 関節機能改善剤

ピーエイ配合錠 １錠 全星薬品 総合感冒剤

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% ０．４６％２０ｍＬ１瓶（希釈液付） 日本アルコン その他の眼科用剤

膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg ５％１０ｍＬ１管 サンノーバ その他の機能検査用試薬

ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 田辺三菱 フェノチアジン系製剤

ビーソフテンクリーム0.3％ １ｇ 日医工 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

ビーソフテンローション0.3％ １ｇ 日医工 その他の血液凝固阻止剤

ビーフリード輸液（500mL袋） ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 その他のたん白アミノ酸製剤

ビームゲン０．２５ｍＬ ０．２５ｍＬ１瓶 化学及血清療法研究所 ウイルスワクチン類

ピヴラッツ点滴静注液150mg 1バイアル150㎎ イドルシア ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社 エンドセリン受容体拮抗薬

ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」[内、循内、呼内、整、心外、救急、外、脳外、神内、形成、消内、泌88] 15mg　1錠 第一三共 インスリン抵抗性改善剤　－2型糖尿病治療剤－

ビオチン散0.2％「フソー」 ０．２％１ｇ 扶桑薬品 その他のビタミン剤

ビオフェルミンR散 １ｇ ビオフェルミン 活性生菌製剤

ビオフェルミン錠剤 １錠 ビオフェルミン 活性生菌製剤

ビカーボン輸液 ５００ｍＬ１袋 味の素 その他の血液代用剤

ヒカリレバン注（500mLソフトバッグ(プラスチック製)） 500ｍＬ１袋 光 肝性脳症改善アミノ酸注射液

ビカルタミドOD錠80mg「NK」 80mg 　1錠 日本化薬 前立腺癌治療剤

ビクシリン注射用1g １ｇ１瓶 明治製菓 ペニシリン系抗生物質製剤
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ビクシリン注射用0.5g ５００ｍｇ１瓶 明治製菓 ペニシリン系抗生物質製剤

ビクシリンカプセル250mg ２５０ｍｇ１カプセル 明治製菓 ペニシリン系抗生物質製剤

ビクトーザ皮下注18mg 18.0mg1筒 ノボ ノルディスク ファーマ GLP-1製剤

ビクロックス点滴静注250mg ２５０ｍｇ１管 小林化工 抗ウイルス剤

ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「日医工」 １ｍＬ 日医工 液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

ピシバニール注射用1KE[耳] 1バイアル 中外製薬 他に分類されない腫瘍用薬

ピシバニール注射用5KE [呼外・呼内] 1バイアル 中外製薬 他に分類されない腫瘍用薬

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ ０．１２５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー その他の抗パーキンソン剤

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ[神内] ０．５ｍｇ１錠 日本ベーリンガー その他の抗パーキンソン剤

ピシリバクタ静注用１．５ｇ （１．５ｇ）１瓶 日医工 その他の主としてＧ＋－菌に作用するもの

ビスコート0.5眼粘弾剤 ０．５ｍＬ１筒 日本アルコン その他の眼科用剤

ヒスロンＨ錠200mg ２００ｍｇ１錠 ファイザー 合成黄体ホルモン製剤

ビソノテープ2mg トーアエイヨー 経皮吸収型・β1遮断剤

ビソノテープ4mg トーアエイヨー 経皮吸収型・β1遮断剤

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５mg「サワイ」 2.5mg　1錠 沢井 選択的β1アンタゴニスト

ビソプロロールフマル酸塩錠５mg「サワイ」 5mg　1錠 沢井 選択的β1アンタゴニスト

ビタジェクト注キット １キット テルモ その他の混合ビタミン剤（Ａ・Ｄ混合製剤を除く）

ビタノイリンカプセル５０[産] １カプセル 武田薬品 その他の混合ビタミン剤（Ａ・Ｄ混合製剤を除く）

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 0.2mg　1錠 テイカ HMG-CoA還元酵素阻害剤

ビダラビン軟膏３％「SW」 ３％１ｇ 沢井 抗ウイルス剤

ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 100μg　1瓶 田辺三菱 視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬

ピトレシン注射液20 ２０単位１管 ﾌｧｲｻﾞｰ 脳下垂体後葉ホルモン製剤

ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」 100mg 共創未来ファーマ株式会社 副腎皮質ホルモン製剤

ピノルビン注射用３０ｍｇ 30mg　1瓶 日本化薬 抗悪性腫瘍抗生物質製剤

ビプレッソ徐放錠50mg 1錠50㎎ アステラス 双極性障害のうつ症状治療薬

ヒベルナ注25mg ２．５％１ｍＬ１管 東和薬品 フェノチアジン系製剤

ビムパット錠50mg 50mg　1錠 第一三共 抗てんかん剤

ビムパット点滴静注100㎎ 100mg ユーシービージャパン 抗てんかん剤

ビムパットドライシロップ10％ 100mg/ｇ ユーシービージャパン 抗てんかん剤

ビムパット錠100mg 100mg　1錠 第一三共 抗てんかん剤

ピモベンダン錠1.25mg「TE」［循内］ 1.25mg 　1錠 アステラス 心不全治療薬

ピモベンダン錠2.5mg「TE」 2.5mg 1錠 トーアエイヨー 心不全治療薬

ヒューマリンR注ミリオペン 300単位 １キット 日本イーライリリー 抗糖尿病剤

ヒューマリンR注カート ３００単位１筒 日本イーライリリー 抗糖尿病剤

ヒューマリンR注100単位/mL １００単位１ｍＬバイアル 日本イーライリリー 抗糖尿病剤

ヒューマログ注カート[小・内] ３００単位１筒 日本イーライリリー 抗糖尿病剤

ヒューマログ注バイアル１００単位／ｍＬ[内分泌] １００単位１ｍＬバイアル 日本イーライリリー すい臓ホルモン剤

ヒューマログ注ミリオペン ３００単位１筒 日本イーラーリリー 抗糖尿病剤

ヒューマログ注ミリオペンHD 1筒300.単位 日本イーライリリー 抗糖尿病剤

ヒューマログミックス25注ミリオペン［内分泌］ ３００単位１筒 日本イーラーリリー 抗糖尿病剤

ヒューマログミックス50注ミリオペン ３００単位１筒 日本イーラーリリー 抗糖尿病剤

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL 40mg/0.4mL アッヴィ ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL 80mg/0.8ｍL アッヴィ ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤

ビラノアOD錠20mg 20mg　1錠 大鵬薬品 アレルギー性疾患治療剤

ビラフトビカプセル50mg 小野 抗悪性腫瘍剤 BRAF阻害剤

ビラフトビカプセル75mg 小野 抗悪性腫瘍剤 BRAF阻害剤

ピラマイド原末 １ｇ 第一三共 ピラジナミド製剤

ビリスコピン点滴静注50 １０．５５％１００ｍＬ１瓶 バイエル その他のＸ線造影剤

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 25mg　１カプセル 沢井 不整脈治療剤

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 50mg　１カプセル 沢井 不整脈治療剤

ヒルドイドローション0.3％［小］ １ｇ マルホ その他の血液凝固阻止剤

ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 ０．５ｍｇ１管 武田薬品 内分泌機能検査用試薬

ヒルナミン細粒１０％ １０％１ｇ 塩野義 フェノチアジン系製剤

ヒルナミン錠（２５ｍｇ） ２５ｍｇ１錠 塩野義 フェノチアジン系製剤

ヒルナミン錠（５ｍｇ） ５ｍｇ１錠 塩野義 フェノチアジン系製剤

ピルフェニドン錠200mg「日医工」 ２００ｍｇ1錠 日医工 抗線維化剤

ビレーズトリエアロスフィア120吸入 120吸入/本 アストラゼネカ COPD治療配合剤

ピレチア細粒10％ １０％１ｇ 塩野義 フェノチアジン系製剤

ピレチア錠（２５ｍｇ） ２５ｍｇ１錠 塩野義 フェノチアジン系製剤

ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」 ５ｍL１瓶 参天製薬 その他の眼科用剤

ファイバ静注用1000[小] １，０００単位２０ｍＬ１瓶（溶解液付） バクスター 血漿分画製剤

ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ３０．８ｍｇ　１管 共和クリティケア 蛋白リン酸化酵素阻害剤

ファセンラ皮下注30mgシリンジ[呼内] 30mg　1管 アストラゼネカ ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤

ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ ３５ｍｇ１瓶 ジェンザイム・ジャパン その他の酵素製剤

ファムビル錠250mg ２５０ｍｇ1錠 マルホ 抗ヘルペスウイルス剤

ファモチジンD錠10mg「サワイ」 １０ｍｇ１錠 沢井製薬 Ｈ２遮断剤

ファモチジンD錠20mg「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 沢井製薬 Ｈ２遮断剤

ファモチジン細粒２％「サワイ」 ２％１ｇ 沢井製薬 Ｈ２遮断剤

ファモチジン静注液20mg「サワイ」 ２０ｍｇ１管 沢井 Ｈ２遮断剤

ファモチジン注射用20mg「テバ」 ２０ｍｇ１管 武田テバ Ｈ２遮断剤

ファロム錠２００ｍｇ［呼内］ ２００ｍｇ１錠 第一アスビオファーマ その他の主としてＧ＋－菌に作用するもの

フィコンパ細粒1% 10mg/ｇ エーザイ 抗てんかん剤
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フィコンパ錠２ｍｇ 2mg　1錠 エーザイ 抗てんかん剤

フィコンパ錠４ｍｇ 4mg　1錠 エーザイ 抗てんかん剤

フィジオ140輸液（500mL袋） ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 その他の血液代用剤

フィニバックス点滴用0.25g ２５０ｍｇ１瓶 塩野義 その他の主としてＧ＋－菌に作用するもの

ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ２００ｍｇ１瓶 oripenem その他の主としてカビに作用するもの

フィブラストスプレー５００ ５００μｇ１瓶（溶解液付） 科研製薬 他に分類されない外皮用薬

フィブリノゲンHT静注用1g「ＪＢ」[産] 1g1瓶 日本血液製剤機構 血漿分画製剤(血液凝固剤)

フィブロガミンＰ静注用 １瓶（溶解液付） ZLBベーリング 血漿分画製剤

フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 ７５μｇ０．３ｍＬ筒 富士製薬 Ｇ−ＣＳＦ製剤

フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」 150μｇ0.6mL筒 持田製薬 Ｇ−ＣＳＦ製剤

フェアストン錠４０ ４０ｍｇ１錠 Human その他の抗悪性腫瘍用剤

フェインジェクト静注500mg［消内・産婦・循内・総診］ 500mg/V

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 30mg　1錠 日医工サノフィ アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 60mg　1錠 日医工サノフィ アレルギー性疾患治療剤

フェジン静注40mg ２ｍL１菅 日医工 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

フェソロデックス筋注250mg 1筒5mL アストラゼネカ株式会社 抗エストロゲン剤/閉経後乳癌治療剤

フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 １ｇ 日興製薬 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

フェノバールエリキシル0.4% ０．４％１ｍＬ 藤永製薬 バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤

フェノバール注射液100mg １０％１ｍＬ１管 藤永製薬 バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤

フェノバルビタール散１０％「マルイシ」 １０％１ｇ 丸石製薬 バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤

フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 53.3mg1錠 武田テバファーマ 高脂血症治療剤

フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 ２０ｍｇ　１錠 帝人ファーマ 非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤
高尿酸血症治療剤

フェルムカプセル100mg １００ｍｇ１カプセル 日医工 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

フェロベリン配合錠 １錠 ＭＳＤ その他の止しゃ剤，整腸剤

フェロミア顆粒8.3％ ８．３％１ｇ サンノーバ 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」 ０．００５％２ｍＬ１管 第一三共プロファーマ その他の合成麻薬

フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 ０．００５％１０ｍＬ１管 テルモ 麻酔用鎮痛剤

フェントステープ0.5mg 0.5ｍｇ　1枚 協和キリン 経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

フェントステープ1mg １ｍｇ　1枚 協和発酵キリン 経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

フェントステープ2mg ２ｍｇ　1枚 協和発酵キリン 経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

フェントステープ4mg ４ｍｇ　1枚 協和発酵キリン 経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

フェントステープ6mg ６ｍｇ　1枚 協和発酵キリン 経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

フェントステープ8mg ８ｍｇ　1枚 協和発酵キリン 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤

フォシーガ錠10mg 10mg　1錠 小野薬品 選択的SGLT2阻害剤－2型糖尿病治療剤－

フォシーガ錠5mg 5mg　1錠 小野薬品 選択的SGLT2阻害剤－2型糖尿病治療剤－

フォリアミン錠 ５ｍｇ１錠 日本製薬 葉酸製剤

フォルテオ皮下注キット600μg ６００μg　1キット 日本イーライリリー 骨粗鬆症治療剤

複方ヨード・グリセリン「コザカイ・Ｍ」 １０ｍＬ 小堺製薬 他に分類されない消化器官用薬

ブコラム口腔用液5mg 1本5mg 武田 抗けいれん剤

フシジンレオ軟膏2% ２０ｍｇ１ｇ 第一三共 外用抗生物質製剤

ブシラミン錠１００ｍｇ｢日医工｣ １００ｍｇ１錠 日医工 抗リウマチ剤

ブスコパン錠10mg １０ｍｇ１錠 サノフィ アトロピン系製剤

ブセレキュア点鼻液０．１５％[産] 10mL　1瓶 富士 Gn-RH誘導体製剤

ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」 20mg　1管 ニプロ株式会社 鎮痙剤

ブドウ糖【入院限定】 １０ｇ ブドウ糖製剤

50％ブドウ糖注射液「ニッシン」（ポリエチレン容器） ５０％２０ｍＬ１管 日新製薬株式会社 糖類製剤

フラグミン静注5000単位/5mL ５０００単位１菅 ファイザー ヘパリン製剤

プラケニル錠200mg［膠内］ 200㎎　1錠 旭化成ファーマ 免疫調整剤

プラザキサカプセル110mg １１０ｍｇ１カプセル 日本ベーリンガーインゲルハイム 直接トロンビン阻害剤

プラザキサカプセル75mg ７５ｍｇ１カプセル 日本ベーリンガーインゲルハイム 直接トロンビン阻害剤

フラジール膣錠250mg ２５０ｍｇ１錠 富士製薬 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む）

フラジール内服錠250mg ２５０ｍｇ１錠 塩野義 その他の抗原虫剤

ブラダロン錠200mg ２００ｍｇ１錠 日本新薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

プラノバール配合錠 １錠 あすか 卵胞・黄体ホルモン混合製剤

プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 10mg　１錠 沢井 HMG-CoA還元酵素阻害剤　-高脂血症治療剤-

プラリア皮下注60ｍｇシリンジ 60mg　1筒 第一三共株式会社 ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

フランドルテープ40mg［循内・緩和］ 40mg　1枚 トーアエイヨー 冠血管拡張剤

プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 １１２．５ｍｇ１錠 日医工 その他のアレルギー用薬

フリウェル配合錠ULD「サワイ」 1錠 沢井 月経困難症治療剤

フリウェル配合錠LD「サワイ」[産] 1錠 沢井 月経困難症治療剤

ブリカニール錠2mg ２ｍｇ１錠 アストラゼネカ イソプレナリン系製剤

プリズバインド静注液2.5g 2.5g　1瓶 日本ベーリンガーインゲルハイム ダビガトラン特異的中和剤

ブリディオン静注200mg ２００ｍｇ２ｍＬ１瓶 ＭＳＤ 筋弛緩回復剤

プリビナ液０．０５％ ０．０５％１ｍＬ 日新製薬 耳鼻科用血管収縮剤

プリビナ点眼液0.5mg/mL[神内] ０．０５％１ｍＬ ノバルティス ファーマ 眼科用局所血管収縮剤

プリミドン細粒99.5％「日医工」 ９９．５％１ｇ 日医工 プリミドン系製剤

プリモボラン錠５ｍｇ[血内、循内] ５ｍｇ１錠 バイエル その他のたん白同化ステロイド剤

ブリリンタ錠90mg［循内］ 90mg　1錠 アストラゼネカ 抗血小板剤

プリンペランシロップ0.1% ０．１％１ｍＬ アステラス 他に分類されない消化器官用薬

フルオレサイト静注５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶 ノバルティスファーマ その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 １０００ｍｇ１瓶 東和 抗悪性腫瘍剤

フルオロウラシル注250mg「トーワ」 250ｍｇ１瓶 東和 抗悪性腫瘍剤



採用薬一覧　五十音順 2023年3月14日
ベルランド総合病院薬剤部作成

新規採用 販売名 規格単位 製造輸入元会社 第四薬効分類

フルコナゾール静注液200mg「サワイ」 1バイアル　100mL 沢井 深在性真菌症治療剤

フルコナゾール静注液50mg「タカタ」［眼］ 50mg　1管 高田 抗真菌剤

フルタイド１００ディスカス １００μｇ６０ブリスター１個 グラクソ・スミスクライン その他の呼吸器官用薬

フルタイド２００ディスカス ２００μｇ６０ブリスター１個 グラクソ・スミスクライン その他の呼吸器官用薬

フルタイド50μgエアゾール120吸入用 ９．７２ｍｇ１０．６ｇ１瓶 グラクソ・スミスクライン その他の呼吸器官用薬

フルタイド５０ディスカス ５０μｇ６０ブリスター１個 グラクソ・スミスクライン その他の呼吸器官用薬

フルティフォーム125エアゾール120吸入用 １瓶 杏林 喘息治療配合剤

小児用フルナーゼ点鼻液25μg 56噴霧用 ４ｍＬ　１瓶 グラクソ・スミスクライン その他の耳鼻科用剤

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 １ｍｇ１錠 共和薬品 ベンゾジアゼピン系製剤

フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 ２ｍｇ１錠 共和薬品 ベンゾジアゼピン系製剤

ブルフェン顆粒２０％[小] ２０％１ｇ　 科研製薬 抗炎症・鎮痛・解熱剤

フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 50㎎1錠 エルメッド エーザイ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 25mg1錠 エルメッド エーザイ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤

フルマゼニル注射液0.5mg 「F」 ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 富士製薬 その他の呼吸促進剤

フルメトロン点眼液0.02％ ０．０２％１ｍＬ 参天製薬 眼科用コルチゾン製剤

フルメトロン点眼液0.1％ ０．１％１ｍＬ 参天製薬 眼科用コルチゾン製剤

プレアミン－Ｐ注射液 ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品 混合アミノ酸製剤

ブレオ注射用１５ｍｇ １５ｍｇ１瓶 日本化薬 ブレオマイシン系製剤

プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 150mg　1錠 ファイザー 疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症）

プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 25mg　1錠 ファイザー 疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症）

プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 75mg　1錠 ファイザー 疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症）

プレグランディン膣坐剤1mg【登録医のみ】 １ｍｇ１個 小野薬品 他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）

ブレディニン錠５０ ５０ｍｇ１錠 旭化成ファーマ 他に分類されないその他の代謝性医薬品

プレドニゾロン散「タケダ」１％ １％１ｇ 武田薬品 プレドニゾロン系製剤

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） １ｍｇ１錠 旭化成ファーマ プレドニゾロン系製剤

プレドニン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 塩野義 プレドニゾロン系製剤

プレベナー13水性懸濁注 １シリンジ ファイザー 細菌ワクチン類

プレマリン錠０．６２５ｍｇ ０．６２５ｍｇ１錠 ワイス その他の卵胞・黄体ホルモン剤

プレミネント配合錠ＨＤ 100mg/12.5mg 　1錠 ＭＳＤ 持続性ARB／利尿薬合剤

プロウペス腟用剤10mg 1個10㎎ フェリング・ファーマ 子宮頸管熟化剤（プロスタグランジンE2製剤）

プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」 ０．０００５％１ｍＬ 日医工 気管支拡張剤

プロゲデポー筋注125mg 125mg　1管 持田製薬 プロゲステロン製剤

フロジン外用液５％ ５％１ｍＬ 埼玉第一 その他の毛髪用剤（発毛・脱毛・染毛・養毛剤）

プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ １ｍｇ１ｍＬ１管 丸石製薬 他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）

プロスタンディン点滴注射用５００μｇ ５００μｇ１瓶 丸石製薬 その他の循環器官用薬

プロスタンディン軟膏0.003% ０．００３％１ｇ 小野薬品 他に分類されない外皮用薬

プロセキソール錠0.5mg 0.5mg 　1錠 あすか製薬 エチニルエストラジオール製剤

フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 ４％１ｇ サンノーバ その他の利尿剤

フロセミド錠40mg「NP」 ４０ｍｇ１錠 ニプロファーマ その他の利尿剤

フロセミド錠20mg「NP」 ２０ｍｇ１錠 ニプロファーマ その他の利尿剤

プロタノールＬ注0.2mg ０．０２％１ｍＬ１管 興和創薬 その他の強心剤

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 1％１ｍＬ 持田製薬 その他の止血剤

ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 0.25mg　1錠 テバ 睡眠導入剤

プロトピック軟膏０．０３％小児用 ０．０３％１ｇ アステラス 他に分類されない外皮用薬

プロトピック軟膏０．１％ ０．１％１ｇ アステラス 他に分類されない外皮用薬

ブロナック点眼液0.1% ０．１％１ｍＬ 千寿製薬 その他の眼科用剤

プロパジール錠50mg ５０ｍｇ１錠 あすか製薬 抗甲状腺ホルモン剤

プロハンス静注シリンジ13mL １３ｍＬ　１シリンジ エーザイ 非イオン性MRI用造影剤

プロハンス静注シリンジ17mL 17mL　１シリンジ エーザイ 非イオン性MRI用造影剤

プロピベリン塩酸塩錠10mg「ＮＩＧ」 １０ｍｇ１錠 日医工 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 １０ｍｇ１錠 日医工 β－遮断剤

プロベラ錠2.5mg ２．５ｍｇ１錠 ファイザー 合成黄体ホルモン製剤

１％プロポフォール注「マルイシ」200mg 20mL ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 丸石製薬 その他の全身麻酔剤

１％プロポフォール注「マルイシ」500mg 50mL ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 丸石製薬 その他の全身麻酔剤

ブロマゼパム錠2mg「サンド」 ２ｍｇ１錠 サンド 精神神経用剤

ブロマゼパム錠5mg「サンド」 5ｍｇ１錠 サンド 精神神経用剤

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩2mg　1ｍL テバ製薬 気道粘液溶解剤

ブロムヘキシン塩酸塩錠４mg「サワイ」 4mg１錠 沢井製薬 ブロムヘキシン製剤

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 ０．２％２ｍＬ１菅 テバ製薬 ブロムヘキシン製剤

フロリードＦ注200mg １％２０ｍＬ１菅 持田製薬 その他の化学療法剤

フロリードゲル経口用2% ２％１ｇ 持田製薬 その他の化学療法剤

フロリネフ錠0.1mg[神内・消内・急救・脳外] ０．１ｍｇ１錠 ブリストル・マイヤーズ コルチゾン系製剤

ベージニオ錠100mg 100mg 日本イーライリリー株式会社 抗悪性腫瘍剤　CDK注）4及び6阻害剤

ベージニオ錠50mg 50㎎ 日本イーライリリー株式会社 抗悪性腫瘍剤　CDK注）4及び6阻害剤

ベージニオ錠150mg 150mg 日本イーライリリー株式会社 抗悪性腫瘍剤　CDK注）4及び6阻害剤

ベオーバ錠50㎎ 50㎎1錠 杏林 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ベクティビックス点滴静注100mg １００ｍｇ　１瓶 武田薬品 抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体

ベクティビックス点滴静注400mg 400mg　1瓶 武田薬品 抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体

ベクルリー点滴静注用100mg 1バイアル100mg ギリアド 抗ウイルス剤

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 ２００ｍｇ１錠 沢井 クロフィブラート系製剤

ベストロン耳鼻科用1%（5mL） １０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として） 千寿製薬 耳鼻科用抗生物質製剤

ベゼトン液０．０２[泌] ０．０２％１０ｍＬ 健栄製薬 石鹸類製剤
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ベセルナクリーム5％ ２５０ｍｇ１包 持田製薬 その他の化学療法剤

ベタニス錠50mg 50mg 1錠 アステラス 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 6mg　1錠　 武田薬品 めまい・平衡障害治療剤

ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12％「YD」 10g/本 陽進堂 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 ０．５ｍｇ1錠 沢井製薬 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05％「MYK」 ０．０５％１ｇ 前田薬品 副腎皮質ホルモン外用剤

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 前田薬品 副腎皮質ホルモン外用剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05％「MYK」 ０．０５％１ｇ 前田薬品 副腎皮質ホルモン外用剤

ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 ０．１２％１ｇ 岩城 副腎皮質ホルモン外用剤

ベナンバックス注用300mg ３００ｍｇ１瓶 サノフィ・アベンティス その他の抗原虫剤

ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」 ４ｍｇ１錠 日医工 冠血管拡張剤

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 １００万単位１瓶 明治製菓 ペニシリン系抗生物質製剤

献血ベニロン－Ｉ静注用500mg ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶（溶解液付） 化学及血清療法研究所 血漿分画製剤

献血ベニロン－Ｉ静注用2500mg ２．５ｇ５０ｍＬ１瓶（溶解液付） 化学及血清療法研究所 血漿分画製剤

ベネトリン吸入液0.5% ０．５％１ｍＬ 第一三共 サルブタモール製剤

ベノキシール点眼液０．４％ ０．４％１ｍＬ 参天製薬 眼科用局所麻酔剤

ヘパリンNaロック用１００単位/ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ １０００単位１０ｍＬ１筒 大塚製薬工場 ヘパリン製剤

ヘパリンNaロック用１０単位/ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ １００単位１０ｍＬ１筒 大塚製薬工場 ヘパリン製剤

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」[産、循内、脳外、消内、外、緩和] 5,000単位  1シリンジ 持田 血液凝固阻止剤

ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」 １００００単位１０ｍＬ１バイアル 持田製薬 ヘパリン製剤

ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「AY」 5000単位　１管 陽進堂 血液凝固阻止剤

ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」［キット製剤］ 4000単位　１筒 扶桑薬品 血液凝固阻止剤

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「日医工」 １ｇ 日医工 その他の血液凝固阻止剤

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3％「ニットー」 1本100g 日東メディック 血行促進・皮膚保湿剤

ベピオゲル2.5% 2.5％　1g マルホ 尋常性ざ瘡治療剤

ベプシドカプセル25mg ２５ｍｇ１カプセル ブリストル 抗腫瘍性植物成分製剤

ヘブスブリンIH静注1000単位 １，０００単位５ｍＬ１瓶 ベネシス 血漿分画製剤

ヘプセラ錠１０ １０ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン 抗ウイルス剤

ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL 0.25mL ＭＳＤ株式会社 ウイルスワクチン類

ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL 0.5mL ＭＳＤ株式会社 ウイルスワクチン類

ベプリコール錠100mg １００ｍｇ１錠 ＭＳＤ その他の不整脈用剤

ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 10mg　1錠 ニプロ 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ベムリディ錠25mg 1錠 ギリアド・サイエンシズ 抗ウイルス化学療法剤

ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 １００ｍｇ１瓶 日本化薬 その他の代謝拮抗剤

ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 ５００ｍｇ１瓶 日本化薬 その他の代謝拮抗剤

ヘモクロンカプセル200mg ２００ｍｇ１カプセル 天藤 その他の痔疾用剤

ヘモポリゾン軟膏 １ｇ ジェイドルフ 痔疾治療剤

ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 40mg　1錠 武田テバファーマ Ca++拮抗性不整脈治療剤　虚血性心疾患治療剤

ベラパミル塩酸塩静注5mg「ＮＩＧ」 5mg　1管 日医工岐阜 Ca++拮抗性不整脈治療剤

ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」 5mg　1管 武田テバファーマ Ca++拮抗性不整脈治療剤　虚血性心疾患治療剤

ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 20μg　１錠 沢井 経口プロスタグランジンＩ2誘導体製剤

ペリアクチン散１％ １％１ｇ 日医工 その他の抗ヒスタミン剤

ペリアクチンシロップ０．０４％ ０..０４％１ｍＬ 日医工 その他の抗ヒスタミン剤

ベリキューボ錠2.5mg 1錠2.5mg バイエル 慢性心不全治療剤/可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤

ベリキューボ錠5mg 1錠2.5mg バイエル 慢性心不全治療剤/可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤

ベリプラストP コンビセット 組織接着用　3mL製剤 3mL製剤 CSLベーリング 血漿分画製剤(生理的組織接着剤)

ベリプラストP コンビセット 組織接着用　5mL製剤 5mL製剤 CSLベーリング 血漿分画製剤(生理的組織接着剤)

ベリプラストP コンビセット 組織接着用　1mL製剤 1mL製剤 CSLベーリング 血漿分画製剤(生理的組織接着剤)

ベルソムラ錠10mg 10mg　1錠 ＭＳＤ オレキシン受容体拮抗薬
不眠症治療薬

ベルソムラ錠15mg 20mg　1錠 ＭＳＤ オレキシン受容体拮抗薬
不眠症治療薬

ベルソムラ錠20mg 20mg 　1錠 ＭＳＤ オレキシン受容体拮抗薬
不眠症治療

ヘルニコア椎間板注用1.25単位 1.25単位 科研製薬株式会社 腰椎椎間板ヘルニア治療剤

ヘルベッサー錠３０ ３０ｍｇ１錠 田辺三菱 冠血管拡張剤

ベンザリン細粒1％ １％1ｇ 塩野義 ベンゾジアゼピン系製剤

ベンズブロマロン錠50mg「NM」 ５０ｍｇ１錠 ナガセ医薬品 その他の痛風治療剤

ペンタサ顆粒94％ メサラジン1,000mg 　 杏林 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

ペンタサ坐剤1g 1g　1個 杏林 潰瘍性大腸炎治療剤

ペントシリン注射用１ｇ １ｇ１瓶 富山化学 ペニシリン系抗生物質製剤

ペントシリン注射用２ｇ ２ｇ１瓶 富山化学 ペニシリン系抗生物質製剤

ボアラ軟膏0.12% ０．１２％１ｇ マルホ 副腎皮質ホルモン製剤

ボースデル内用液10 １０ｍｇ２５０ｍＬ１袋 明治乳業 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

ホーリンＶ腟用錠1mg １ｍｇ１錠 あすか製薬 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む）

ホーリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 あすか製薬 エストリオール系製剤

ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 ０．３ｍｇ１錠 沢井製薬 その他の糖尿病用剤

ホスコＳ－５５ １０ｇ 丸石製薬 その他の調剤用薬

ホスコＨ－１５ １ｇ 丸石製薬 その他の調剤用薬

ホストイン静注750mg 750mg　１瓶 ノーベルファーマ 抗けいれん剤

ホスミシン錠５００ ５００ｍｇ１錠 明治製菓 ホスホマイシン製剤

ホスミシンドライシロップ４００ ４００ｍｇ１ｇ 明治製菓 ホスホマイシン製剤

ボスミン外用液０．１％ ０．１％１ｍＬ 第一三共 エピネフリン製剤

ボスミン注1mg ０．１％１ｍＬ１管 第一三共 エピネフリン製剤

ホスリボン配合顆粒 1包 ゼリア新薬 経口リン酸製剤
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ボトックス注１００ １００単位１瓶 グラクソ・スミスクライン その他の骨格筋弛緩剤

ボトックス注５０ ５０単位１瓶 グラクソ・スミスクライン その他の骨格筋弛緩剤

ボナロン経口ゼリー35mg 35mg　１包 帝人ファーマ 骨粗鬆症治療剤

ボノサップパック400 １シート 武田 その他の抗生物質製剤

ボノピオンパック １シート 武田 その他の抗生物質製剤

ポビドンヨードガーグル液7％「ケンエー」 7％　1ｍL 健栄 含嗽剤

ポピヨドン液10% １０％１ｍＬ 吉田製薬 ヨウ素化合物

ポピヨドンスクラブ7.5% ７．５％１ｍＬ 吉田製薬 ヨウ素化合物

ポピヨドンフィールド10% １０％１ｍＬ 吉田製薬 ヨウ素化合物

ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ ２５０ｍｇ　１バッグ 丸石 長時間作用性局所麻酔剤

ボラザＧ坐剤 １個 天藤 その他の痔疾用剤

ボラザＧ軟膏 １ｇ 天藤 その他の痔疾用剤

ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 ７５ｍｇ１錠 沢井 亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ポララミン注５ｍｇ ０．５％１ｍＬ１管 高田製薬 その他の抗ヒスタミン剤

ボリコナゾ－ル錠２００ｍｇ「ト－ワ」 ２００ｍｇ１錠 東和薬品 その他の主としてカビに作用するもの

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 ２０％２５ｇ１個 三和化学 その他の循環器官用薬

ポリドカスクレロール1％注2mL １％２ｍＬ１管 堺化学 その他の止血剤

ボルベン輸液6％ 500mL　１袋 大塚 代用血漿剤

マーカイン注脊麻用０．５％高比重 ０．５％４ｍＬ１管 アストラゼネカ キシリジン系製剤

マーカイン注脊麻用０．５％等比重 ０．５％４ｍＬ１管 アストラゼネカ キシリジン系製剤

マーデュオックス軟膏 1ｇ マルホ 尋常性乾癬治療剤

マイスタン細粒１％ １％１ｇ 大日本住友 その他の抗てんかん剤

マイテラーゼ錠10mg １０ｍｇ１錠 アルフレッサ ファーマ 四級アンモニウム塩製剤

マイトマイシン注用２ｍｇ ２ｍｇ１瓶 協和発酵キリン マイトマイシンＣ製剤

マヴィレット配合錠 1錠 アッヴィ 抗ウイルス化学療法剤

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤

マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ＮＩＧ」 2.5.μg 日医工 二次性副甲状腺機能亢進症治療剤

マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」 ０．００２５％１ｇ 岩城 尋常性乾癬等　角化症治療剤

マグコロール散68％分包50g １ｇ 堀井薬品 造影補助剤

マグセント注100mL １００ｍＬ１瓶 東亜薬品 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

マスキンＲ・エタノール液（０．５Ｗ／Ｖ％） ０．５％１ｍＬ 丸石製薬 皮膚（手術野）・医療機器殺菌消毒剤（クロルヘキシジン製剤）

マリゼブ錠１２.５ｍｇ 12.5mg　1錠 ＭＳＤ 持続性選択的DPP-4阻害剤

マリゼブ錠２５ｍｇ 25mg　1錠 ＭＳＤ 持続性選択的DPP-4阻害剤

マルトス輸液10％500ｍL １０％５００ｍＬ１袋 大塚製薬 二糖類・糖質補給剤（10％マルトース注射液）

マンニットールS注射液 ３００ｍＬ１瓶 陽進堂 脳圧降下・浸透圧利尿剤

ミオカーム内服液33.3%[小] ３３．３％１ｍＬ ユーシービージャパン その他の中枢神経系用薬

ミオコールスプレー0.3mg ０．６５％７．２ｇ1缶 トーアエイヨー 冠血管拡張剤

ミオテクター冠血管注 １瓶１管１組 共和クリティケア 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ミオナール顆粒１０％ １０％１ｇ エーザイ その他の鎮けい剤

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 ５０ｍｇ１瓶 沢井 キャンディン系抗真菌剤

ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 50mg　1錠 沢井 その他の糖尿病用剤

ミケランLA点眼液2％ 2％１ｍＬ 大塚製薬 その他の眼科用剤

ミコブティンカプセル150mg［呼内］ 150mg　1カプセル ファイザー 抗酸菌症治療薬

ミゾリビン錠50mg「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 沢井 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ミダフレッサ静注0.1％ 10mg　1バイアル アルフレッサ ファーマ 催眠鎮静剤

ミダゾラム注10mg「サンド」 １０ｍｇ２ｍＬ１管 サンド ベンゾジアゼピン系製剤

ミドドリン塩酸塩錠２mg「サワイ」 2mg　1錠 沢井 低血圧治療剤

ミドリンM点眼液0.4％ ０．４％1ｍＬ 参天製薬 散瞳剤

ミニリンメルトOD錠120μg 120μg 　1錠 協和発酵キリン ペプタイド系抗利尿ホルモン用剤

ミニリンメルトOD錠25µg 1錠25μg フェリング・ファーマ 脳下垂体ホルモン剤

ミネブロOD錠2.5mg 2.5㎎/錠 第一三共 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 １００ｍｇ１錠 沢井製薬 テトラサイクリン系抗生物質製剤

ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 ２％１ｇ 沢井製薬 テトラサイクリン系抗生物質製剤

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 １００ｍｇ1管 沢井製薬 テトラサイクリン系抗生物質製剤

ミヤＢＭ細粒 1ｇ ミヤリサン製薬 生菌製剤

ミラクリッド注射液10万単位 １００，０００単位２ｍＬ１菅 持田製薬 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ミラクリッド注射液5万単位 ５０，０００単位１ｍＬ1菅 持田製薬 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ミラペックスLA錠1.5mg 1.5mg1錠 日本ベーリンガーインゲルハイム ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

ミラペックスLA錠0.375mg 0.375mg1錠 日本ベーリンガーインゲルハイム ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

ミリステープ5mg ５ｍｇ１枚 日本化薬 冠血管拡張剤

ミリプラ動注用70mg ７０ｍｇ　1瓶 大日本住友 肝細胞癌治療剤

ミリプラ用懸濁用液4mL ４ｍL　１管 大日本住友 ミリプラ動注用70mgの懸濁用

ミルタザピン錠15mg「明治」 １５ｍｇ１錠 Meiji Seikaファルマ ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤

ミルラクト細粒50% ５０％１ｇ 塩野義 その他の健胃消化剤

ミルリノン注10mg「タカタ」 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 高田 その他の強心剤

ミレーナ52mg １システム バイエル その他の避妊

ミンクリア内用散布液0.8％ 20mL　1筒 日本製薬 胃蠕動運動抑制剤

ムコスタ点眼液UD2％ 本 大塚 ドライアイ治療剤（ムチン産生促進剤）

無水エタノール「マルイシ」 １ｍＬ 丸石製薬 アルコール製剤

無水エタノール注「フソー」［循内・泌］ 5mL　1管 扶桑薬品 経皮的エタノール注入療法用剤

ムルプレタ錠3mg 3mg　1錠 塩野義 経口血小板産生促進剤／トロンボポエチン受容体作動薬

メイロン静注7％（20mL管） ７％２０ｍＬ１管 大塚製薬工場 その他の解毒剤
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メイロン静注7％（250mL袋） ７％２５０ｍＬ１瓶 大塚製薬工場 その他の解毒剤

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 50mg　１カプセル 沢井 不整脈治療剤
糖尿病性神経障害治療剤

メクトビ錠15mg 小野 抗悪性腫瘍剤　MEK阻害剤

メコバラミン注500μg「NP」 ０．５ｍｇ１管 ニプロ ビタミンＢ１２剤

メサデルムクリーム0.1％ ０．１％１ｇ 大鵬薬品 副腎皮質ホルモン製剤

メサデルム軟膏0.1％ ０．１％１ｇ 岡山大鵬 副腎皮質ホルモン製剤

メサペイン錠10mg【登録医のみ】 10mg 　1錠 テルモ 癌疼痛治療剤

メサペイン錠5mg【登録医のみ】 5mg 　1錠 テルモ 癌疼痛治療剤

メサラジン錠250mg「サワイ」 250㎎　1錠 沢井 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 1g　ボトル 日本ジェネリック 潰瘍性大腸炎治療剤

メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 400mg　1錠 沢井 潰瘍性大腸炎治療剤

メジコン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 塩野義 デキストロメトルファン製剤

メスチノン錠60mg ６０ｍｇ１錠 共和薬品 その他の自律神経剤

注射用メソトレキセート５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 ワイス メトトレキサート製剤

メソトレキセート錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ワイス メトトレキサート製剤

メチコバール錠５００μｇ ０．５ｍｇ１錠 エーザイ ビタミンＢ１２剤

メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 1錠 あすか 子宮収縮止血剤

メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 ０．０２％１ｍＬ１管 あすか製薬 バッカク類製剤

メチルジゴキシン錠0.1mg「ＮＩＧ」 ０．１ｍｇ１錠 武田薬品 ジギタリス製剤

滅菌精製水「ケンエー」 １ｍＬ 健栄製薬 精製水類

メトアナ配合錠LD 1錠中アナグリプチン100mg/「日局」メトホルミン塩酸塩250mgを含有 三和化学 選択的DPP-4阻害剤/ビグアナイド系薬剤配合剤

メトクロプラミド錠5mg「ＮＩＧ」 ５ｍｇ１錠 日医工岐阜 他に分類されない消化器官用薬

メトトレキサート錠2mg「タナベ」 ２ｍｇ１錠 田辺三菱 他に分類されないその他の代謝性医薬品

メトピロンカプセル250mg[内] ２５０ｍｇ１カプセル セオリア ファーマ 内分泌機能検査用試薬

メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」 ２０ｍｇ１錠 武田テバ その他の血圧降下剤

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」 250mg　1錠 ニプロ 経口糖尿病用剤

メナテトレノンカプセル15mg「YD」 15mg　１カプセル 沢井 骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

メプチンエアー10μg吸入100回 ０．０１４３％５ｍＬ１キット 大塚製薬 定量噴霧式気管支拡張剤

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ ０．０１％０．３ｍＬ１個 大塚製薬 その他の気管支拡張剤

メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ ０．０１％０．５ｍＬ１個 大塚製薬 その他の気管支拡張剤

メプチン錠50μg ０．０５ｍｇ１錠 大塚製薬 その他の気管支拡張剤

メプチンドライシロップ０．００５％ ０．００５％１ｇ 大塚製薬 その他の気管支拡張剤

メプチンミニ錠25μg ０．０２５ｍｇ１錠 大塚製薬 その他の気管支拡張剤

メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日医工」 10mg 　1錠 エルメッド NMDA受容体拮抗 アルツハイマー型認知症治療剤

メラトベル顆粒小児用0.2% 2mg/g ノーベルファーマ メラトニン受容体作動性入眠改善剤

メルカゾール錠5mg ５ｍｇ１錠 あすか製薬 抗甲状腺ホルモン剤

メルカゾール注10mg １０ｍｇ1管 中外製薬 抗甲状腺ホルモン剤

メロペネム点滴静注用0.5ｇ「NP」 ０．５ｇ　１瓶 ニプロファーマ カルバペネム系抗生物質製剤

モーラスパップXR120mg 10cm×14cm 　１枚 久光 経皮鎮痛消炎剤

モーラスパップXR240mg 14cm×20cm 　1枚 久光 経皮鎮痛消炎剤

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 5mg　1錠 日医工株式会社 消化管運動機能改善剤

モビコール配合内用剤LD 1包 EAファーマ 慢性便秘症治療薬

モビプレップ配合内用剤 １袋 味の素 経口腸管洗浄剤

モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 ０．１％１ｇ 日医工 副腎皮質ホルモン製剤

モンテルカスト細粒4mg「サワイ」 ４ｍｇ1包 沢井 その他のアレルギー用薬

モンテルカスト錠10mg「KM」 10mg キョーリンリメディオ株式会社 その他のアレルギー用薬

モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 ５ｍｇ１錠 日医工 その他のアレルギー用薬

ヤーズ配合錠 1錠 バイエル薬品 経口黄体ホルモン・卵胞ホルモン混合月経困難症治療剤

ヤーズフレックス配合錠 1錠 経口黄体ホルモン・卵胞ホルモン混合月経困難症治療剤

ヤーボイ点滴静注液50mg 50㎎ ブリストル・マイヤーズ 抗悪性腫瘍剤ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体

薬用炭「日医工」 １ｇ 日医工 その他の止しゃ剤，整腸剤

ユーエフティE配合顆粒T２００ ２０％１ｇ 大鵬薬品 代謝拮抗剤

ユーエフティE配合顆粒T１５０ ２０％１ｇ 大鵬薬品 代謝拮抗剤

ユーエフティE配合顆粒T１００ ２０％１ｇ 大鵬薬品 その他の代謝拮抗剤

ユーエフティ配合カプセルT100mg １００ｍｇ１カプセル（テガフール相当量） 大鵬薬品 その他の代謝拮抗剤

ユーゼル錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 大鵬薬品 その他の解毒剤

ユービット錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 大塚製薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

ユナシン錠３７５ｍｇ ３７５ｍｇ１錠 ファイザー ペニシリン系抗生物質製剤

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 4g 　１瓶 ノーベルファーマ株式会社 悪性胸水治療剤

ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 １０ｍｇ１錠 沢井 その他の強心剤

ユリス錠0.5mg 1錠0.5mg 富士薬品 選択的尿酸再吸収阻害薬・高尿酸血症治療剤

ユリス錠1mg 1錠1mg 富士薬品 選択的尿酸再吸収阻害薬・高尿酸血症治療剤

ユリス錠2mg 1錠2mg 富士薬品 選択的尿酸再吸収阻害薬・高尿酸血症治療剤

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」[耳、外、内分泌、泌] 50mg　1錠 日医工 ヨウ素化合物製剤

ヨウ化カリウム「日医工」[内分泌・循内・神内] １ｇ 日医工 ヨウ素化合物製剤

ヨウ素「コザカイ・M」 １ｇ 小堺 ヨウ素化合物

ヨーデルＳ糖衣錠－８０ ８０ｍｇ１錠 藤本製薬 植物性製剤

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 １錠 小太郎漢方 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

ヨンデリス点滴静注用0.25mg 0.25mg 　1バイアル 大鵬薬品 抗悪性腫瘍剤

ヨンデリス点滴静注用1mg 1mg　1バイアル 大鵬薬品 抗悪性腫瘍剤

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 1筒3mL（100単位/mL） ノボ ノルディスク ファーマ インスリン デグルデク（遺伝子組換え）／インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ラキソベロン錠2.5mg ２．５ｍｇ１錠 帝人ファーマ その他の下剤，浣腸剤
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ラクツロース・シロップ60％「コーワ」[心外・呼内・循内] １ｍＬ 興和 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ラグノスNF経口ゼリー分包12g 12ｇ　1包 三和化学 生理的腸管機能改善剤・高アンモニア血症用剤

ラコールNF配合経腸用液 200mL　１パウチ、400mL　1バッグ 大塚製薬 たん白アミノ酸製剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤[小・循内・呼内・耳] 1バッグ　300g 大塚製薬 たん白アミノ酸製剤

ラジカット点滴静注バッグ30mg［神内］ １００ｍＬ　１袋 田辺三菱 フリーラジカルスカベンジャー

ラシックス注２０ｍｇ ２０ｍｇ１管 日医工 その他の利尿剤

ラスビック錠75mg 1錠75㎎ 杏林 キノロン系経口抗菌剤

ラツーダ錠20mg 1錠20mg 大日本住友 抗精神病薬/双極性障害のうつ症状治療薬

ラックビー微粒N １ｇ 興和創薬 活性生菌製剤

ラピアクタ点滴用バイアル150mg １５０ｍｇ１瓶 塩野義 抗インフルエンザウイルス剤

ラピフォートワイプ2.5% 1包 マルホ 原発性腋窩多汗症治療剤

ラフチジン錠10mg「サワイ」 10mg　1錠 沢井 H2受容体拮抗剤

ラボナール注射用0.5g ５００ｍｇ１管 田辺三菱 溶性バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤

ラボナ錠50mg ５０ｍｇ１錠 田辺三菱 バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤

ラミクタール錠25mg ２５ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン 抗てんかん剤

ラミクタール錠100mg 100mg 　1錠 グラクソ・スミスクライン 抗てんかん剤

ラミクタール錠小児用5mg ５ｍｇ　1錠 グラクソ・スミスクライン 抗てんかん剤
ラミシール錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 ノバルティス その他の化学療法剤
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 1錠15㎎ 武田テバ プロトンポンプインヒビター
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 1錠30㎎ 武田テバ プロトンポンプインヒビター
ランタスXR注ソロスター 


450単位1キット


450単位1キット サノフィ 持効型溶解インスリンアナログ製剤
ランタス注カート300 ３００単位１筒 サノフィ・アベンティス すい臓ホルモン剤
ランマーク皮下注１２０ｍｇ 120mg　1バイアル 第一三共／アストラゼネカ ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
リアルダ錠1200mg 1200mg　1錠 持田製薬 潰瘍性大腸炎治療剤
リーバクト配合顆粒 ４．１５ｇ１包 味の素 混合アミノ酸製剤
リーマス錠１００ １００ｍｇ１錠 大正製薬 その他の精神神経用剤
リーマス錠２００ ２００ｍｇ１錠 大正製薬 その他の精神神経用剤
リオベル配合錠LD 1錠 武田薬品 選択的DPP-4阻害薬/チアゾリジン系薬配合剤
リキスミア皮下注300μg[内] 300μg 　１キット サノフィ GLP-1受容体作動薬
リクシアナOD錠15mg 30mg　1錠 第一三共 経口FXa阻害剤
リクシアナOD錠30mg 30mg　1錠 第一三共 経口FXa阻害剤
リクシアナOD錠60mg 60mg　1錠 第一三共 経口FXa阻害剤
リクラスト点滴静注液5mg 5mg　1瓶 旭化成ファーマ 骨粗鬆症治療剤
リコモジュリン点滴静注用12800 １２，８００単位１瓶 旭化成ファーマ 血液凝固阻止剤
リザベン細粒10％ １０％１ｇ キッセイ その他のアレルギー用薬
リザベン点眼液0.5％ ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 キッセイ その他の眼科用剤
リシノプリル錠10mg「サワイ」 10mg　1錠 沢井 持続型ACE阻害剤
リシノプリル錠5mg「日医工」 5mg　1錠 日医工 持続型ACE阻害剤
リスペリドン錠1mg「アメル」 １ｍｇ１錠 共和薬品 その他の精神神経用剤
リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨシトミ」 ０．１％１ｍＬ 同仁医薬化工 その他の精神神経用剤
リスミー錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 塩野義 その他の催眠鎮静剤，抗不安剤
リスモダンP静注50mg ５０ｍｇ１管 サノフィ・アベンティス その他の不整脈用剤
リツキサン注１００ｍｇ（１０ｍｇ／ｍＬ）[消内、外、呼内] １００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 全薬工業 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキサン注５００ｍｇ（１０ｍｇ／ｍＬ）　[消内、外、呼内] ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 全薬工業 その他の抗悪性腫瘍用剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） １ｇ ツムラ 漢方製剤
リティンパ耳科用250μgセット ノーベルファーマ 鼓膜穿孔治療剤
リドカインテープ18mg「YP」【院内限定】 ３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ　１枚 メディキット 貼付用局所麻酔剤
リドカイン点滴静注液1％「タカタ」 １％２００ｍＬ１袋 高田製薬 キシリジン系製剤
リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 ５ｍｇ１錠 富士製薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「Ｆ」 ５０ｍｇ　１管 富士製薬 切迫流・早産治療剤
リネゾリド錠600mg「サワイ」 600mg　1錠 沢井 オキサゾリジノン系合成抗菌剤
リネゾリド注射液600mg「サワイ」 600mg　１バッグ 沢井 オキサゾリジノン系合成抗菌剤
リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 600mg　１バッグ 光製薬 オキサゾリジノン系合成抗菌剤
リノロサール眼科耳鼻科用液0.1％ ０．１％１ｍL わかもと 眼科用コルチゾン製剤
リノロサール注射液２mg（0.4％） ２ｍｇ１管 わかもと フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リノロサール注射液４mg（0.4％） ４ｍｇ１管 わかもと フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リパクレオン顆粒300mg分包 1包300mg アボット ジャパン 膵消化酵素補充剤
リピオドール480注10mL １０ｍＬ１管 ゲルベ・ジャパン ヨウ素化合物製剤
リファンピシンカプセル150mg「サンド」 １５０ｍｇ１カプセル サンド リファンピシン製剤
リフキシマ錠200mg 200mg　1錠 あすか 難吸収性リファマイシン系抗菌薬
リベルサス錠14mg 1錠14㎎ MSD 2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬

リベルサス錠3mg 1錠3㎎ MSD 2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬

リベルサス錠7mg 1錠7㎎ MSD 2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬

リボトリール細粒0.1% ０．１％１ｇ 中外製薬 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠0.5mg[神内] ０．５ｍｇ１錠 中外製薬 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠1mg １ｍｇ１錠 中外製薬 その他の抗てんかん剤
リマチル錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 あゆみ製薬 刺激療法剤
リマプロストアルファデクス錠５μg「サワイ」 ５μg　1錠 日本ジェネリック 経口プロスタグランジンE1誘導体製剤
リムパーザ錠100mg　 100mg　1錠 アストラゼネカ ポリアデノシン5'二リン酸リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤

リムパーザ錠150mg　 150mg　1錠 アストラゼネカ ポリアデノシン5'二リン酸リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤

硫酸アトロピン「ホエイ」[神内] １ｇ マイラン 抗コリン剤
硫酸ストレプトマイシン注射用１g「明治」［呼内］ １ｇ１瓶 Meiji Seika ファルマ ストレプトマイシン系抗生物質製剤
硫酸Mｇ補正液１mEq／ｍL ０．５モル２０ｍＬ　１管 大塚製薬工場 マグネシウム塩製剤
リュープリンPRO注射用キット22.5mg［泌］ 22.5mg　１キット 武田薬品 LH-RH誘導体
マイクロカプセル型徐放性製剤
リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５mg １１．２５ｍｇ１筒 武田薬品 他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）

リュープリン注射用キット３．７５[産・乳] ３．７５ｍｇ１筒 武田薬品 他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）
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新規採用 販売名 規格単位 製造輸入元会社 第四薬効分類
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 １．８８ｍｇ１筒 あすか 他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）

リルテック錠５０[神内] ５０ｍｇ１錠 サノフィ・アベンティス その他の中枢神経系用薬
リレンザ ５ｍｇ１ブリスター グラクソ・スミスクライン 抗ウイルス剤
リン酸水素カルシウム「エビス」 １ｇ 日興 その他のカルシウム剤
リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍoｌ／ｍＬ ２０ｍＬ　１管 大塚製薬 補正用電解質液
リンゼス錠0.25mg 0.25mg　1錠 アステラス グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト
点眼・点鼻用リンデロンＡ液 １ｍＬ 塩野義 その他の眼科用剤
眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 １ｇ 塩野義 その他の眼科用剤
ルーラン錠８mg ８ｍｇ１錠 大日本住友 その他の精神神経用剤
ルコナック爪外用液5％ 5％　1ｇ

1g中　50mg 佐藤製薬 爪白癬治療剤
ルジオミール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ノバルティス その他の精神神経用剤
ルセフィ錠2.5mg 2.5mg　1錠 大正 選択的SGLT2阻害剤
－２型糖尿病治療剤－
ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL 10mg　1バイアル ノバルティス 眼科用VEGF阻害剤
ルトラール錠2mg ２ｍｇ１錠 富士製薬 合成黄体ホルモン製剤
ルパフィン錠10mg 10mg 帝國製薬株式会社 アレルギー性疾患治療剤
ルムジェブ注ミリオペン 300単位/本 日本イーライリリー 抗糖尿病剤
ルムジェブ注ミリオペンHD[小] 300単位/本 日本イーライリリー 抗糖尿病剤
ルリコンクリーム１％ １％１ｇ ポーラファルマ イミダゾール系製剤
レイボー錠100mg 1錠100mg 第一三共 片頭痛治療剤　5-HT1F受容体作動薬
レキサルティ錠1mg 1mg 大塚製薬株式会社 抗精神病薬
レギチーン注射液5mg 0.5％１ｍＬ１菅 ノバルティス ファーマ その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）
レキップCR錠2mg 2mg　1錠 グラクソ・スミスクライン 徐放性ドパミンD2受容体系作動薬
レキップCR錠8mg 8mg　1錠 グラクソ・スミスクライン 徐放性ドパミンD2受容体系作動薬
レクサプロ錠10mg 10mg1錠 持田 選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）
レクタブル2mg注腸フォーム14回 30.8g　１缶 EAファーマ 潰瘍性大腸炎治療剤
レグナイト錠300mg［精］ 1錠300ｍｇ アステラス レストレスレッグス症候群治療剤
レザルタス配合錠ＨＤ １錠 第一三共株式会社 高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤
レスキュラ点眼液0.12％ ０．１２％１ｍＬ アールテック その他の眼科用剤
レスタミンコーワ錠10mg １０ｍｇ１錠 興和 ジフェンヒドラミン系製剤
レスタミンコーワクリーム1% １％１ｇ 興和 外用抗ヒスタミン製剤
レスピア静注・経口液60mg 60mg　１瓶 ノーベルファーマ 未熟児無呼吸発作治療剤
レスミット錠５ ５ｍｇ１錠 塩野義 ベンゾジアゼピン系製剤
レットヴィモカプセル40mg 1カプセル40mg 日本イーライリリー 抗悪性腫瘍剤　RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤

レットヴィモカプセル80mg 1カプセル80mg 日本イーライリリー 抗悪性腫瘍剤　RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤

レトロゾール錠２．５ｍｇ「Ｆ」 2.5mg　1錠 富士 アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤
レパーサ皮下注140mgペン 140mg　１シリンジ アステラス ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤
レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー 420mg　オートミニドーザー アステラス ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 0.5mg　1錠 沢井 速効型インスリン分泌促進剤
レバミピド錠100mg「オーツカ」 100mg 　1錠 大塚 胃炎・胃潰瘍治療剤
レペタン坐剤０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１個 大塚製薬 その他の解熱鎮痛消炎剤
レペタン坐剤０．４ｍｇ ０．４ｍｇ１個 大塚製薬 その他の解熱鎮痛消炎剤
レペタン注0.2mg ０．２ｍｇ１管 大塚製薬 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベトールカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル ＭＳＤ 抗ウイルス剤
レベミル注 イノレット[内] 300単位　1筒 ノボ ノルディスク ファーマ 抗糖尿病剤
レベミル注フレックスペン[内・脳外] ３００単位１キット ノボ すい臓ホルモン剤
レベミル注　ペンフィル　３００単位 ３００単位１筒 ノボ すい臓ホルモン剤
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 5mg 　1錠 沢井 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05％「サワイ」 レボセチリジン塩酸塩0.5mg 　1mL 沢井 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

レボノルゲストレル錠1.5㎎「F」 1.5mg　1錠 富士 緊急避妊剤
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 250mg　1錠 第一三共エスファ ニューキノロン系注射用抗菌製剤
レボフロキサシン点眼液0.5％「わかもと」 5mg　1mL わかもと 広範囲抗菌点眼剤
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 500mg　1袋 第一三共 ニューキノロン系注射用抗菌製剤
レボホリナート点滴静注用１００mg「NP」 １００ｍｇ１瓶 ニプロファーマ その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」 ２５ｍｇ１瓶 ニプロファーマ その他の解毒剤
レボレード錠12.5mg［血内］ 12.5mg　1錠 ノバルティスファーマ 経口造血刺激薬/トロンボポエチン受容体作動薬

レミケード点滴静注用１００ １００ｍｇ１瓶 田辺三菱 他に分類されない消化器官用薬
レミナロン注射用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 高田製薬 他に分類されないその他の代謝性医薬品
レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 2mg　1瓶 第一三共 全身麻酔用鎮痛剤
レルパックス錠２０ｍｇ[神内] ２０ｍｇ１錠 ファイザー 血管収縮剤
レルベア100エリプタ30吸入用 １キット グラクソ・スミスクライン 喘息治療配合剤
レルベア200エリプタ30吸入用 １キット グラクソ・スミスクライン 喘息治療配合剤
レルミナ錠40mg 40mg　1錠 武田 GnRH（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）アンタゴニスト

レンビマカプセル10mg 10mg　1カプセル エーザイ 抗悪性腫瘍剤
レンビマカプセル4mg 4mg　1カプセル エーザイ 抗悪性腫瘍剤
ロイケリン散[消内] １０％１ｇ 大原薬品 メルカプトプリン系製剤
ロイコボリン注３ｍｇ[産] ０．３％１ｍＬ１管 ワイス その他の解毒剤
ロイコン錠10mg １０ｍｇ１錠 大原 アデニン製剤
ロートエキス散［小］ １ｇ 日興製薬 その他の鎮けい剤
ローブレナ錠100mg 1錠 ファイザー 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
ローブレナ錠25mg 1錠 ファイザー 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
ローヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ 4000単位　１筒 陽進堂 血液凝固阻止剤
ロキソプロフェンNa細粒10％「サワイ」 1ｇ 沢井製薬 鎮痛・抗炎症・解熱剤
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 60mg　1錠 沢井製薬 鎮痛・抗炎症・解熱剤
ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」 100mg　 1枚 エルメッド エーザイ 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
ロキソプロフェンナトリウムテープ 100mg「タイホウ」（温感ﾀｲﾌﾟ） 100mg　　1枚 大鵬 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」 50mg　１バイアル 丸石 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
ロケルマ懸濁用散分包5g 1包5ｇ アストラゼネカ 高カリウム血症改善剤
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新規採用 販売名 規格単位 製造輸入元会社 第四薬効分類
ロコアテープ １枚10cm×14cm 大正富山 経皮吸収型鎮痛消炎剤
ロコイドクリーム0.1% ０．１％１ｇ 鳥居薬品 副腎皮質ホルモン製剤
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2.5mg　1錠 第一三共エスファ HMG-CoA還元酵素阻害剤
ロゼウス静注液40mg ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 日本化薬 ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤
ロゼックスゲル0.75％ 0.75％　１g　 ガルデルマ がん性皮膚潰瘍臭改善薬
ロゼレム錠8mg ８ｍｇ　１錠 武田 メラトニン受容体アゴニスト
ロタテック内用液 2mL　１チューブ　 ＭＳＤ ウイルスワクチン類
ロドピン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アステラス その他の精神神経用剤
ロナセンテープ40mg 40㎎1枚 大日本住友製薬 抗精神病薬
ロナプリーブ点滴静注セット1332 1332mg/V・1332mg/V 中外 抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体
ロピオン静注50mg ５０ｍｇ５ｍＬ１管 科研製薬 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロフラゼプ酸エチル錠１mg「サワイ」 1mg　1錠 沢井 持続性心身安定剤
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ＮＩＧ」 1mg　１カプセル 日医工 止瀉剤
ロミプレート皮下注250μg調製用 250μg 協和キリン 造血刺激因子製剤／トロンボポエチン受容体作動薬

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 ０．５ｍｇ１錠 沢井 ベンゾジアゼピン系製剤
ロンサーフ配合錠T20 20mg(トリフルリジン相当量)　1錠 大鵬薬品工業 抗悪性腫瘍剤
ロンサーフ配合錠T15 15mg(トリフルリジン相当量)　1錠 大鵬薬品工業 抗悪性腫瘍剤
ワーファリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 エーザイ ジクマロール系製剤
ワーファリン錠５mg ５ｍｇ　1錠 エーザイ 経口抗凝固剤
ワイスタール配合静注用１ｇ １ｇ　１瓶 ニプロファーマ その他の主としてＧ＋－菌に作用するもの
ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ １ｇ　１キット（生理食塩液１００ｍＬ付） ニプロファーマ その他の主としてＧ＋－菌に作用するもの
ワイテンス錠2mg ２ｍｇ１錠 アルフレッサ ファーマ その他の血圧降下剤
ワイドシリン細粒10％ １００ｍｇ１ｇ Meiji Seikaファルマ ペニシリン系抗生物質製剤
ワゴスチグミン注０．５ｍｇ ０．０５％１ｍＬ１管 塩野義 ネオスチグミン系製剤
ワコビタール坐剤１００［小・緩和］ １００ｍｇ１個 高田製薬 バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤
ワンアルファ錠0.25μg ０．２５μｇ１錠 帝人ファーマ 合成ビタミンＤ製剤
ワントラム錠100mg 100mg　1錠 ファイザー 持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤
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