
聖隷佐倉市民病院　院外採用薬一覧 2022.4.1作成

一般名称欄に記載のある薬剤のみ、一般名処方に対応しています。

名称 一般名称

0.02％ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ点眼液「日点」 5mL〈ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ後発〉 【般】ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ点眼液0.02％ 5mL

0.1％ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ点眼液「日点」5mL〈ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ後発〉 【般】ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ点眼液0.1％　5mL

0.5％ヘキザックアルコール液500mL

１０％サリチル酸ワセリン軟膏　東豊

３５mg　ボナロン錠

４％キシロカイン液　２０mL

７５mg　ベネット錠

ＡＺ点眼液０.０２％　５mL

ＢＤロードーズ　30G　3/10cc

Ｄ-ソルビトール経口液７５％｢ｺｰﾜ｣

ＫＮ１号輸液　５００mL【在宅】

ＬＨ１（１回＝１５mL）

ＬＨ２（１回＝１０mL）

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸Ca錠200mg「ｻﾜｲ」 【般】L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸Ca錠　200mg

ｌ－メントール

ＭＳコンチン錠 １０mg

ＭＳコンチン錠　３０mg

ＭＳ温シップ　（１袋＝１００ｇ）

ＭＳ温シップ　（１袋＝２００ｇ）

ＭＳ冷シップ　（１袋＝１００ｇ）

ＭＳ冷シップ　（１袋＝２００ｇ）

ＮＥＢ－Ａ【院内製剤】

ＮＥＢ－Ｂ【院内製剤】

ＰＬ配合顆粒

Ｓ・Ｍ配合散　（１包＝1.3ｇ）

ＳＧ配合顆粒

ＳＰトローチ0.25mg「明治」

Ｓ軟膏　５０g【院内製剤】

ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 ５００mL［在宅］

アーチスト錠　１.２５mg

アーチスト錠　２．５mg 【般】カルベジロール錠　２．５mg

アーチスト錠　２０mg 【般】カルベジロール錠　２０mg

アーテン錠　２mg

アーリーダ錠　６０mg

アイオピジンＵＤ点眼液1%　0.1mL

アイセントレス錠　４００mg

アイドロイチン１％点眼液　５mL

アイトロール錠　１０mg 【般】一硝酸イソソルビド錠　１０mg

アイピーディＣｐ　１００mg

アイピーディードライシロップ　５%

アイファガン点眼液０.１%　５mL

アイベータ配合点眼液　５mL

アイミクス配合錠ＨＤ

アイミクス配合錠ＬＤ

アイラミド配合懸濁性点眼液　５ｍL

アカルボース錠 50mg｢ｻﾜｲ｣<ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ後発> 【般】アカルボース錠　５０mg

アキネトン錠　１mg

アクアチムクリーム１％　１０g
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名称 一般名称

アクアチムローション１％　２０mL

アクアチム軟膏１％　１０ｇ

アクテムラ皮下注162mg　ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ

アクトシン軟膏３％　３０ｇ

アクトス錠　３０mg 【般】ピオグリタゾン錠　３０mg

アクトネル錠　２.５㎎

アコニンサン錠

アコファイド錠　１００mg

アサコール錠　４００mg

アザルフィジンＥＮ錠　２５０mg

アザルフィジンＥＮ錠　５００mg

アシノン錠　１５０mg

アシノン錠　７５mg

アジルバ錠　１０㎎

アジルバ錠　２０mg

アジルバ錠　４０㎎

アジレクト錠 ０．５mg

アジレクト錠 １mg

アスタット軟膏１%　１０g

アストミン錠　１０mg

アズノールうがい液 ４％ ５mL

アズノール軟膏０．０３３％　２０g

アスパラカリウム散５０％

アスパラカリウム錠　３００mg

アスピリン｢ホエイ｣

アスプール液　０.５％　５０mL

アスペノンＣｐ　１０mg

アスベリン散　１０％

アスベリン錠　１０mg

アスベリン錠　２０mg

アセトアミノフェン「ファイザー」

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠　200mg「ﾏﾙｲｼ」〈ｶﾛﾅｰﾙ後発〉 【般】アセトアミノフェン錠　２００mg

アセトキープ３Ｇ注 ５００mL袋【在宅】

アゼプチン錠　１mg

ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠 16mg「ﾀﾅﾍﾞ」＜ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ後発＞ 【般】アゼルニジピン錠　１６mg

アゾセミド錠　60mg「ＪＧ」 【般】ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ錠60mg

アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL

アダプチノール錠　５mg

アダラートＣＲ錠　４０mg 【般】ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠 ４０mg（24時間持続）

アタラックス－ＰＣｐ　２５mg

アタラックス錠　１０mg

アテキュラ吸入用カプセル　中用量

アテキュラ吸入用カプセル　低用量

アテディオ配合錠

ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠 25mg「ﾀｲﾖｰ」＜ﾃﾉｰﾐﾝ後発＞ 【般】アテノロール錠２５mg

アデホスコーワ腸溶錠　６０mg

アデホスコーワ腸溶錠２０mg

アデホスコーワ顆粒　１０％

アテレック錠　５mg
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アドエア１００ディスカス【28吸入用】

アドエア１００ディスカス【60吸入用】

アドエア１２５エアゾール【120吸入用】

アドエア２５０エアゾール【120吸入用】

アドエア２５０ディスカス【28吸入用】

アドエア２５０ディスカス【60吸入用】

アドエア５００ディスカス【28吸入用】

アドエア５００ディスカス【60吸入用】

アドエア５０エアゾ－ル【120吸入用】

アトーゼット配合錠ＨＤ

アトーゼット配合錠ＬＤ

アドソルビン原末

アドナ錠　１０mg

アドフィードパップ４０mg（６枚入）

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠　１０㎎｢NP｣〈ﾘﾋﾟﾄｰﾙ後発〉 【般】アトルバスタチン錠　10㎎

アトルバスタチン錠　5㎎「ＥＥ」<ﾘﾋﾟﾄｰﾙ後発> 【般】アトルバスタチン錠　5㎎

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠　５㎎｢NP｣<ﾘﾋﾟﾄｰﾙ後発> 【般】アトルバスタチン錠　5㎎

アトロピン点眼液１％　(１本=５mL)

アナストロゾール錠　１mg「NK」 【般】ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ錠1mg

アナフラニール錠　２５mg

アニュイティ１００μｇエリプタ　３０吸入用

アノーロエリプタ　３０吸入用

アノーロエリプタ　７吸入用

アバプロ錠　１００mg

アバプロ錠　５０mg

アピドラ注　１００単位/mL

アピドラ注ソロスター300単位

アフィニトール錠　５mg

アブストラル舌下錠　１００μg

アブストラル舌下錠　２００μg

アフタッチ口腔用貼付剤　２５μg

アプレース錠　１００mg

ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ　80mg「NK」〈ｲﾒﾝﾄﾞ後発〉 【般】アプレピタントカプセル　８０mg

アベロックス錠　４００mg

アヘンチンキ

アボルブＣｐ　０．５mg 【般】デュタステリドカプセル０．５mg：ＡＶ

アマージ錠　２．５mg

アマリール０．５mg錠 【般】グリメピリド錠　０．５mg

アマリール錠　３mg 【般】グリメピリド錠 ３mg

ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠50mg｢杏林｣〈ｼﾝﾒﾄﾚﾙ後発〉 【般】アマンタジン塩酸塩錠　５０mg

ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠50mg｢杏林｣〈ｼﾝﾒﾄﾚﾙ後発〉 【般】アマンタジン塩酸塩錠　５０mg

ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」〈ｱﾝｶﾛﾝ後発〉 【般】アミオダロン塩酸塩錠　１００mg

アミオダロン塩酸塩速崩錠５０mg「TE」

アミティーザＣｐ　１２μg

アミティーザＣｐ　２４μg

アミノレバンＥＮ配合散　５０ｇ

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg「ﾄｰﾜ」 【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ口腔内崩壊錠2.5mg

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg「ﾄｰﾜ」 【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ口腔内崩壊錠5mg

アムロジンＯＤ錠　１０mg 【般】ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ口腔内崩壊錠 １０mg
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アムロジン錠　２.５mg

アムロジン錠　５mg

ｱﾒｼﾞﾆｳﾑﾒﾁﾙ硫酸塩錠 １０mg｢ｻﾜｲ｣〈ﾘｽﾞﾐｯｸ後発〉 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg

アメナリーフ錠 ２００ｍｇ

アモキサンＣｐ　１０mg

アモキサンＣｐ　２５mg

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ　250mg｢日医工｣<ﾊﾟｾﾄｼﾝ後発> 【般】アモキシシリンカプセル　２５０mg

アモバン錠　１０mg

アラセナＡ軟膏３%　５ｇ

ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ錠 25mg｢ｻﾜｲ｣<ｾﾀﾌﾟﾘﾙ後発> 【般】アラセプリル錠　２５mg

アラミスト点鼻液　27.5μg　120噴霧用

アラミスト点鼻液　27.5μg　56噴霧用

アリセプトＤ錠　１０mg

アリセプト細粒　０．５％

アリナミンＦ糖衣錠　２５mg

アルサルミン細粒　９０％

アルダクトンＡ細粒　１０%

アルダクトンＡ錠　２５mg

アルタットＣｐ ７５mg

アルドメット錠　１２５mg

アルドメット錠　２５０mg

アルピニー坐剤　１００mg

アルピニー坐剤　２００mg

アルピニー坐剤　５０mg

ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μｇ「ｻﾜｲ」 【般】ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μｇ

ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μg「ﾄｰﾜ」 【般】ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μｇ

アルファロールＣｐ　０.５μｇ 【般】ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ　0.5μg

アルファロール散　１μg/g

アルファロール内用液0.5μg/mL(１瓶=10mL)

ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠 0.4mg「ｻﾜｲ」〈ｺﾝｽﾀﾝ後発〉 【般】アルプラゾラム錠　０．４mg

アルメタ軟膏  ５g

アルロイドＧ内用液５％

アレギサール錠　1０mg

アレギサール錠　５mg

アレグラ錠　３０mg 【般】ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠 ３０mg

アレサガテープ ４mg

アレジオンLX点眼液0.1%　５mL

アレジオン錠　１０mg 【般】エピナスチン塩酸塩錠　１０ｍｇ

アレジオン点眼液0.05%　５mL

アレセンサＣｐ　１５０mg

アレビアチン散　１０％

アレビアチン錠　１００mg

アレロック錠　２.５mg 【般】オロパタジン塩酸塩錠　２．５ｍｇ

アレロック顆粒0.5%　（1包=0.5g）

ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠 ３５mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣<ﾌｫｻﾏｯｸ後発> 【般】ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg

ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠 ５mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 【般】ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg

アローゼン顆粒　（１包＝０.５ｇ）

アロチノロール塩酸塩錠１０mg「JG」 【般】アロチノロール塩酸塩錠　１０mg

アロチノロール塩酸塩錠５mg「DSP」 【般】アロチノロール塩酸塩錠　５mg
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アロプリノール錠100mg「サワイ」 【般】ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg

アロンアルファＡ　０.５ｇ

アンテベートクリーム0.05％　10g

アンテベートローション０．０５％　１０g

アンテベート軟膏０．０５%　５ｇ

アンプラーグ錠　５０mg 【般】サルポグレラート塩酸塩錠　５０ｍｇ

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩ＤＳ小児用 1.5％「ﾀｶﾀ」 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用1.5%

アンブロキソール塩酸塩錠15mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ﾄｰﾜ｣ 【般】ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15mg

アンペック坐剤　１０mg

イーケプラ錠　２５０mg

イーケプラ錠　５００mg

イーシー・ドパール配合錠

イオウカンフルローション

イグザレルトＯＤ錠　１０mg

イグザレルトOD錠　１５mg

イクスタンジ錠　４０mg

イクスタンジ錠　８０mg

イスコチン錠　１００mg

イソジンガーグル7%　３０mL

イソジンゲル１０%　４g

イソジン液　１０％

ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ内用液 70％分包「CEO」(1包＝30mL)

イソバイドシロップ　７０％

ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠 50mg「NP」＜ｶﾞﾅﾄﾝ後発＞ 【般】イトプリド塩酸塩錠　５０mg

イトリゾールＣｐ ５０mg

イトリゾール内用液１％（１瓶＝１４０mL）

イナビル吸入粉末剤　２０mg

イニシンク配合錠

イノラス配合経腸用液 187.5mL

イフェクサーＳＲＣｐ　３７．５mg

イブランス錠 １２５mg

イブランス錠 ２５mg

イミグラン錠　５０mg

イムラン錠　５０mg

イリボー錠　２．５μg

イリボー錠　５μg

イルトラ配合錠ＨＤ

イルトラ配合錠ＬＤ

インヴェガ錠　６mg

インクレミンシロップ

ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄBS注ｿﾛｽﾀｰNRｻﾉﾌｨ

ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ<ﾗﾝﾀｽ後発>

ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛBS注ｿﾛｽﾀｰHUｻﾉﾌｨ

インタールエアロゾル　１mg

インタール吸入液１％　２mL

インチンコウ

インテバンクリーム1%　２５ｇ

インテバンクリーム1%　５０g
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インテバン外用液１%　５０mL

インテバン軟膏　１％　２５ｇ

インデラル錠　１０mg

イントラリポス輸液１０%　２５０mL［在宅］

インフリーＳ Ｃｐ ２００mg

インライタ錠 １mg

インライタ錠 ５mg

ヴォトリエント錠 ２００mg

ウチダの八味丸Ｍ（1包＝20丸）

ウブレチド錠　５mg

ウラリット－Ｕ配合散

ウリトスＯＤ錠　０．１mg

ウルグートＣｐ　２００mg

ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠 １００mg「ﾃﾊﾞ」＜ｳﾙｿ後発＞ 【般】ウルソデオキシコール酸錠 100mg

ウルソ錠　５０mg 【般】ウルソデオキシコール酸錠 50mg

ウルティブロ吸入用カプセル　(7Cｼｰﾄ）

ウレパールクリーム１０％　２０ｇ

ウレパールローション１０％　２０ｇ

ウレパールローション１０%　５０g

ウロカルン錠　２２５mg

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

エイベリス点眼液　0.002％　2.5mL

エースコール錠　１mg

エースコール錠　２mg

エースコール錠　４mg

エカード配合錠ＨＤ

エキザルベ  ５ｇ

エキセメスタン錠　２５mg「ＮＫ」

エクア錠　５０mg

エクストラフローHME(7291) (30個入)

エクストラフローHME(7291) (30個入)

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　ＨＤ

エクメット配合錠　ＬＤ

エクロックゲル５%　２０g

エサンブトール錠２５０mg

エスクレ注腸用キット　５００

エストラーナテープ　０．３６mg

エストラーナテープ　０．７２mg

エストリール錠　０．５mg

エスワンタイホウ配合OD錠 T20mg 【般】ﾃｶﾞﾌｰﾙ20mg・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙ配合口腔内崩壊錠

エスワンタイホウ配合OD錠 T25mg 【般】ﾃｶﾞﾌｰﾙ25mg・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙ配合口腔内崩壊錠

ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ錠 10mg｢ﾄｰﾜ｣<ｾﾞﾁｰｱ後発> 【般】エゼチミブ錠　１０mg

ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注25mgﾍﾟﾝ　0.5mL｢MA｣

ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注50mgﾍﾟﾝ　1.0mL｢MA｣

ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg「NP」 【般】ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg

エックスフォージ配合錠
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名称 一般名称

エディロールＣｐ　０．５μg

エディロールＣｐ　０．７５μg

エドルミズ錠　５０mg

エナジア吸入用カプセル高用量

エナジア吸入用カプセル中用量

ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠　5mg「ｻﾜｲ」＜ﾚﾆﾍﾞｰｽ後発＞ 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠　５mg

エネーボ配合経腸用液　２５０mL

エバステルＯＤ錠　１０mg

エバステルＯＤ錠　５mg

エバステル錠　１０mg

エバステル錠　５mg

エパデールＣｐ３００mg

エパデールＳ　６００

エパデールＳ　９００

エバミール錠　１mg

エパルレスタット錠50mg「サワイ」 【般】ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg

エビスタ錠　６０mg

ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠 ２０mg｢ｻﾜｲ｣〈ｱﾚｼﾞｵﾝ後発〉 【般】エピナスチン塩酸塩錠　２０ｍｇ

エビプロスタット配合錠ＤＢ

エピペン注射液　０．１５mg

エピペン注射液　０．３mg

エビリファイＯＤ錠　３mg

エビリファイ錠　１ｍｇ

エビリファイ錠　３mg

エビリファイ錠　６mg

エフィエント錠　３．７５mg

エフピーＯＤ錠　２．５mg

エブランチルＣｐ　１５mg

エブランチルＣｐ　３０mg

エベレンゾ錠　１００mg

エベレンゾ錠　２０mg

エベレンゾ錠　５０mg

エボザックＣｐ　３０mg

エムラクリーム　(１本＝５g）

エラスチーム錠　１８００単位

エリキュース錠　２.５mg

エリキュース錠　５mg

エリザス点鼻粉末200μg　28噴霧用

エリスロシンＤＳＷ２０%

エリスロシン錠　１００mg

エリスロシン錠　２００mg

エルカルチンＦＦ錠　１００mg

エルカルチンＦＦ内用液　１０%

ｴﾙｶﾙﾁﾝFF内用液10%分包　10mL

エルネオパＮＦ１号輸液　１０００mL［在宅］

エルネオパＮＦ２号輸液　１０００mL［在宅］

エレンタール配合内用剤　８０ｇ

エンクラッセ６２.５μｇエリプタ　３０吸入

エンシュア・Ｈ　２５０mL

7／44



聖隷佐倉市民病院　院外採用薬一覧 2022.4.1作成

名称 一般名称

エンシュア・リキッド　２５０mL

エンドキサン錠　５０mg

エンブレル皮下注２５mgｼﾘﾝｼﾞ 0.5mL

エンブレル皮下注２５mgペン　０.５mL

エンブレル皮下注５０mgペン　１.０mL

エンペシドクリーム１％　１０g

エンレスト錠　１００ｍｇ

エンレスト錠　２００mg

オイグルコン錠　１.２５mg

オイグルコン錠　２.５mg

オイラックスＨクリーム

オイラックスクリーム１０％　１０ｇ

オウゴン

オーキシス９μg　ﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ28吸入

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ

オースギ大黄甘草湯エキスT錠

オキサロール軟膏　２５μg／g　１０g

ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠 10mgNX「第一三共」 【般】ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠10mg(乱用防止製剤)

ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠 20mgNX「第一三共」 【般】ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠20mg(乱用防止製剤)

ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠 40mgNX「第一三共」 【般】ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠40mg(乱用防止製剤)

ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠 5mgNX「第一三共」 【般】ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠5mg(乱用防止製剤)

オキシドール　１００mL

オキシドール　１００mL

オキナゾール膣錠　６００mg 【般】ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩腟錠　６００mg

オキノーム散【10mg/包】

オキノーム散【2.5mg/包】

オキノーム散【20mg/包】

オキノーム散【5mg/包】

ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩皮下注用　100μg「ｻﾝﾄﾞ」【在宅】

ｵｽﾊﾞﾝ消毒液10%（塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ）

オゼックス細粒小児用　１５％

オゼックス錠　１５０mg

オゼックス点眼液　０．３%

ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙCp 75mg「ｻﾜｲ」<ﾀﾐﾌﾙ後発> 【般】ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ　75mg

ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙDS 3％「ｻﾜｲ」<ﾀﾐﾌﾙDS後発> 【般】ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙｼﾛｯﾌﾟ用 3%

オダイン錠　１２５mg

オテズラ錠　１０ｍｇ

オテズラ錠　２０ｍｇ

オテズラ錠　３０ｍｇ

オドリック錠　０.５mg

オドリック錠　１mg

オフェブＣｐ　１００㎎

オフェブＣｐ　１５０㎎

オプソ内服液　１０mg

オプソ内服液　５mg

オペプリムＣｐ　５００mg

オメプラール錠　１０mg

オメプラール錠　２０mg

オリブ油「ヨシダ」
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名称 一般名称

オルケディア錠　１ｍｇ

オルセノン軟膏０．２５％　３０g

オルベスコ200μgインヘラー56吸入用

オルベスコ５０μgインヘラー112吸入用

ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠 10mg「ﾄｰﾜ」＜ｵﾙﾒﾃｯｸ後発＞ 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠１０mg

ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠 20mg「ﾄｰﾜ」＜ｵﾙﾒﾃｯｸ後発＞ 【般】ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ口腔内崩壊錠　20mg

オルメテックＯＤ錠　４０mg 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 ４０mg

オルメテックＯＤ錠　５ｍｇ 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 ５mg

オロパタジン塩酸塩錠 ５mg｢ｻﾜｲ｣〈ｱﾚﾛｯｸ後発〉 【般】オロパタジン塩酸塩錠 ５mg

ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ点眼液0.1%「ﾆｯﾄｰ」5mL〈ﾊﾟﾀﾉｰﾙ後発〉 【般】オロパタジン点眼液0.1％ 5mL

オングリザ錠　２．５mg

オングリザ錠　５mg

オンブレス吸入用ｶﾌﾟｾﾙ150μg（7Cｼｰﾄ）

カイトリル錠　1mg

ガスコンドロップ内用液　２％

ガスコン錠　４０mg

ガスター錠　１０mg

ガスター錠　２０mg

ガスター注射液１０mg【在宅】

ガストローム顆粒　６６．７％

ガスモチン錠　２.５mg 【般】ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸錠 ２．５mg

ガスロンＮ・ＯＤ錠　２mg

ガスロンＮ・ＯＤ錠　４mg

カタプレス錠　７５μｇ

カタリンＫ点眼用　０.００５％

ガチフロ点眼液0.3%　５mL

カッコウ

カデュエット配合錠１番

カデュエット配合錠２番

カデュエット配合錠４番

カトレップパップ７０mg　１０㎝×１４㎝

カナグル錠　１００mg

カナマイシンカプセル　２５０mg「明治」

カナリア配合錠

カバサール錠　１mg

ガバペン錠　２００mg

カフコデＮ配合錠

カプトリル－ＲＣｐ　１８.７５mg

カペシタビン錠 ３００mg｢ｻﾜｲ｣<ｾﾞﾛｰﾀﾞ後発> 【般】カペシタビン錠　３００mg

カボメティクス錠 ２０mg

カボメティクス錠 ６０mg

ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100mg「NP」＜ﾌｵｲﾊﾟﾝ後発＞ 【般】カモスタット酸塩錠　１００mg

カラミンローション

カリメートDS92.59%(1包=5.4g）

カリメート経口液　２０%　（１包＝２５g）

カリメート散　（１包＝５ｇ）

カルグート錠　１０mg

カルスロット錠　１０mg

カルスロット錠　２０mg
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名称 一般名称

カルスロット錠　５mg

カルタンＯＤ錠　５００mg

カルタン細粒８３％　(１包＝０.６ｇ)

カルタン錠　２５０mg

カルデナリン錠　０.５mg 【般】ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩錠 ０．５mg

カルデナリン錠　４mg 【般】ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩錠 ４mg

カルナクリン錠　２５単位

カルナクリン錠　５０単位

ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸Na錠 30mg「YD」<ｱﾄﾞﾅ後発> 【般】ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸Na錠 30mg

カルバン錠　５０mg

カルブロック錠　８mg 【般】アゼルニジピン錠　８mg

ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠　１０mg「ﾄｰﾜ」＜ｱｰﾁｽﾄ後発＞ 【般】カルベジロール錠　１０ｍｇ

ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠1.25mg「ｻﾜｲ」

カルボシステインＤＳ　５０％「トーワ」 【般】(DS)ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ用50％

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg「ｻﾜｲ」 【般】ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg

カレトラ配合錠

カロコン

カロナールシロップ　２％

カロナール細粒　２０％

カロナール錠 ２００

カロナール錠　３００mg 【般】アセトアミノフェン錠３００mg

カロナール錠　５００ 【般】アセトアミノフェン錠５００mg

カロニン

ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠4mg「ｻﾜｲ」 【般】ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠4mg

カンテン末

カンフル精

キシロカインゼリー　２％ ３０mL

キシロカインビスカス　２％　１００mL

キシロカインポンプスプレー　８％

キックリンＣｐ　２５０mg

ギャバロン錠　１０mg

ギャバロン錠　５mg

キャブピリン配合錠

キャベジンＵコーワ錠　２５mg

キュバール１００ｴｱｿﾞｰﾙ　15mg8.7ｇ

キュバール５０ｴｱｿﾞｰﾙ　７mg８.７ｇ

キョウカツ

キンダベート軟膏　0.05％　５g

グーフィス錠　5mg

クエストラン粉末44.4％(4g/9g)

クエチアピン錠　２５mg「ｱﾒﾙ」<ｾﾛｸｴﾙ後発> 【般】クエチアピン錠　２５mg

ｸｴﾝ酸第一鉄Na錠50mg「ｻﾜｲ」 【般】ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ錠50mg(鉄として)

グラクティブ錠　１００mg

グラクティブ錠　１２．５mg

グラクティブ錠　２５mg

グラクティブ錠　５０mg

グラケーＣｐ　１５mg

クラシエ乙字湯エキス細粒

クラシエ加味帰脾湯エキス細粒
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クラシエ加味逍遙散料エキス細粒

クラシエ葛根湯エキス錠Ｔ

ｸﾗｼｴ葛根湯加川きゅう辛夷ｴｷｽ錠

クラシエ甘草湯エキス細粒

クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒

クラシエ桂枝人参湯エキス細粒

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒

ｸﾗｼｴ桂枝茯苓丸料エキス錠

クラシエ五苓散料エキス細粒

クラシエ五苓散料エキス錠

クラシエ四物湯エキス錠

クラシエ柴苓湯エキス細粒

クラシエ十全大補湯エキス細粒

クラシエ小柴胡湯エキス細粒

クラシエ小青竜湯エキス錠

クラシエ人参湯エキス細粒

ｸﾗｼｴ当帰四逆加呉茱萸生姜湯

ｸﾗｼｴ当帰芍薬散料エキス細粒

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒

クラシエ半夏厚朴湯エキス錠

クラシエ補中益気湯エキス細粒

クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒

クラシエ六君子湯エキス細粒

ｸﾗｼｴ芍薬甘草湯ｴｷｽ細粒

グラナテック点眼液０．４％　５mL

クラバモックス小児用配合ＤＳ

クラビット錠　２５０mg 【般】レボフロキサシン錠　２５０mg

クラビット点眼液０．５％ ５mL 【般】レボフロキサシン点眼液０．５％ ５mL

グラマリール錠　５０mg

クラリスロマイシンＤＳ小児用10%「ﾀｶﾀ」

クラリスロマイシン錠 ２００mg｢NPI｣〈ｸﾗﾘｽ後発〉 【般】クラリスロマイシン錠　２００ｍｇ

クラリス錠５０小児用 【般】クラリスロマイシン錠 ５０ｍｇ

クラリチンＤＳ　1%

グランダキシン錠　５０mg

クリアナール錠　２００mg

クリアミン配合錠Ａ１．０

グリセリン浣腸液５０％　１５０mL

グリセリン浣腸液５０％　１５０mL

グリセリン浣腸液５０％　６０mL

グリセリン浣腸液５０％　６０mL

グリセリン浣腸小児用　３０mL

グリチロン配合錠

グリベック錠　１００mg

グリミクロンＨＡ錠　２０mg

グリミクロン錠　４０mg

グリメピリド錠　１mg「ＹＤ」 【般】グリメピリド錠　1㎎

グルコバイＯＤ錠　１００mg

グルコバイＯＤ錠　５０mg
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名称 一般名称

グルコバイ錠　１００mg

グルファスト錠　５㎎ 【般】ミチグリニドＣａ錠　５ｍｇ

グルベス配合OD錠

グルベス配合錠

グレースビット錠　５０mg

クレストールＯＤ錠　５mg 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 ５ｍｇ

クレストール錠　２．５mg

クレナフィン爪外用液　１０％　３.５６g

クレメジンＣｐ　２００mg

クレメジン速崩錠　５００mg

グロウジェクト皮下注　１２mg

クロチアゼパム錠　５mg「ｻﾜｲ」<ﾘｰｾﾞ後発> 【般】クロチアゼパム錠　５mg

クロピドグレル錠　５０mg｢サワイ｣ 【般】クロピドグレル錠50mg

クロピドグレル錠　７５㎎「ｹﾐﾌｧ」 【般】クロピドグレル錠　75㎎

クロマイ-Ｐ軟膏　２５g

クロミッド錠　５０mg

ケアラム錠　２５ｍｇ

ケイキサレートＤＳ76%（１包=3.27g）

ケイキサレート散

ケイツーシロップ　０.２％

ゲーベンクリーム　５０g

ゲーベンクリーム１%（１瓶＝100g）

ケタスＣｐ　１０mg

ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ２％｢JG｣ 10g＜ﾆｿﾞﾗｰﾙ後発＞ 【般】ケトコナゾールｸﾘｰﾑ　２％　10g

ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20mg「日医工」（7枚入） 【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20mg(7×10cm非温感)

ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾊﾟｯﾌﾟ30mg「日医工」（7枚入） 【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾊﾟｯﾌﾟ30mg(10×14cm非温感)

ｹﾞﾌｨﾁﾆﾌﾞ錠250mg｢DSEP｣ 【般】ゲフィチニブ錠　２５０mg

ケフラールＣｐ　２５０mg

ケフラール細粒小児用　１００mg

ケフレックスＣｐ　２５０mg

ケルロング錠　５mg 【般】ベタキソロール塩酸塩錠　５mg

ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ軟膏0.1％「F」10g＜ｹﾞﾝﾀｼﾝ後発＞ 【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%　10g

コウジン末

コートリル錠　１０

コールタイジン点鼻液　１５mL

コスパノンＣｐ　４０mg

コスパノン錠　８０mg

コソプトミニ配合点眼液　０．４mL

コタロー黄連解毒湯エキスＣｐ

コタロー桔梗石膏エキス細粒

コタロー九味檳榔湯エキス細粒

コタロー三黄瀉心湯エキスＣｐ

ｺﾀﾛｰ小建中湯エキス細粒（1包＝3g）

コタロー真武湯エキス細粒（1包＝2g）

コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒

コタロー腸癰湯エキス細粒

コタロー麻黄附子細辛湯Ｃｐ

コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒

コタロー梔子柏皮湯エキス細粒

12／44



聖隷佐倉市民病院　院外採用薬一覧 2022.4.1作成

名称 一般名称

コディオ配合錠ＥＸ

コディオ配合錠ＭＤ

コデインリン酸塩散１％

ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩錠 20mg

コナン錠　１０㎎

コニール錠　２mg 【般】ベニジピン塩酸塩錠　２mg

コニール錠　８mg 【般】ベニジピン塩酸塩錠　８mg

コバシル錠　２mg

コバシル錠　４mg

コムタン錠　１００mg

コメリアンコーワ錠　１００mg 【般】ジラゼプ塩酸塩錠　１００mg

コメリアンコーワ錠　５０mg 【般】ジラゼプ塩酸塩錠　５０mg

コララン錠　２．５mg

コランチル配合顆粒

コルヒチン錠　０.５mg

コレクチム軟膏０．５％　５g

コレバインミニ８３％（１包＝1.81ｇ）

コレバイン錠　５００mg

コロネル細粒83.3％（１包＝0.6g） 【般】ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙCa細粒　83.3%

コロネル錠　５００mg

コントミン糖衣錠　１２．５mg

コントミン糖衣錠　２５mg

コンプラビン配合錠

サーティカン錠　０．７５mg

ザーネ軟膏０．５％

サアミオン錠　５mg

ザイザルシロップ　０．０５%

ザイティガ錠　２５０mg

サイトテック錠　１００μｇ

サイトテック錠　２００μｇ

サイプレジン点眼液１０mL

サイレース錠　１mg

サイレース錠　２mg

ザイロリック錠　５０mg 【般】アロプリノール錠 ５０mg

サインバルタＣｐ　２０mg

サインバルタＣｐ　３０mg 【般】ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ　３０mg

ザクラス配合錠ＨＤ

ザクラス配合錠ＬＤ

ザジテンＣｐ　１mg

ザジテンＤＳ　０.１％

ザジテン点眼液　０．０５%　５mL

ザジテン点鼻液０．０５％　８mL

サノレックス錠　０.５mg

ザファテック錠　１００mg

サムスカＯＤ錠　１５mg

サムスカＯＤ錠　３０mg

サムスカＯＤ錠　７．５mg

サムチレール内用懸濁液１５％　５mL

サラジェン顆粒　０．５%（1包＝1g）
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名称 一般名称

サラゾピリン坐剤　５００mg

サラゾピリン錠　５００mg

サリグレンＣｐ　３０mg

サリベートエアゾール　５０ｇ

サルコートカプセル外用　５０μg

ｻﾙﾀﾉｰﾙｲﾝﾍﾗｰ100μg　13.5mL

ザルティア錠　２．５mg

ザルティア錠　５mg

ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠 100mg｢NP｣<ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ後発> 【般】サルポグレラート塩酸塩錠 １００mg

サワシリンＣｐ　２５０mg

サワシリン細粒１０%

サワシリン錠　２５０mg

サンコバ点眼液　0.02％　５mL

サンドールＰ点眼液　5mL〈ﾐﾄﾞﾘﾝP後発〉

サンピロ点眼液１%　５mL

サンピロ点眼液２％　５mL

サンリズムＣｐ　２５mg

サンリズムＣｐ　５０mg

シアリス錠　１０mg

シアリス錠　２０mg

シアリス錠　５mg

シーブリ吸入用カプセル　５０μg

ジェイゾロフト錠　２５mg

ジェイゾロフト錠　５０mg

ジェニナック錠　２００mg

ｼﾞｪﾉﾄﾛﾋﾟﾝｺﾞｰｸｲｯｸ注用１２mg

ｼﾞｪﾉﾄﾛﾋﾟﾝｺﾞｰｸｲｯｸ注用5.3mg

ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用液5%｢CEO｣ 10mL

ジオトリフ錠　２０mg

ジオトリフ錠　３０mg

ジオトリフ錠　４０mg

ジクアス点眼液３％　５mL

ジクトルテープ ７５mg

シグマート錠　２．５mg

ジクロード点眼液０．１％　５mL

ジクロフェナクＮａゲル1％「ﾗｸｰﾙ」　２５g 【般】ジクロフェナクＮａゲル　１%　25g

ジクロフェナクＮａローション1%「日本臓器」１００g

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa錠 25mg｢ｻﾜｲ｣〈ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ後発〉 【般】ジクロフェナクＮａ錠　２５mg

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤　12.5mg「日医工」 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤　12.5mg

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤　25mg「日医工」 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤　25mg

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤　50mg「日医工」 【般】ジクロフェナクＮａ坐剤　50mg

ジゴキシンＫＹ錠　０．２５mg

ジゴキシン錠　０．０６２５「KYO」

ジゴシン散０.１％

ジゴシン錠　０.１２５mg

ジゴシン錠　０.２５mg

ジスロマックＣｐ小児用　１００mg

ジスロマック細粒小児用10%　１００mg

ジスロマック錠　２５０mg
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ジソピラミドＣｐ　５０㎎

ｼﾀﾞｷｭｱｽｷﾞ花粉舌下錠 ２．０００JAU

ｼﾀﾞｷｭｱｽｷﾞ花粉舌下錠 ５．０００JAU

シツリシ

シナール配合錠

シナール配合顆粒（200mg/1包<1g>）

ジピリダモール散　１２．５％「ＪＧ」

ジプレキサザイディス錠　２．５mg

ジプレキサザイディス錠　５mg

ジプレキサ細粒１％

ジプレキサ錠　１０㎎

ジプレキサ錠　２．５mg

シプロキサン錠　１００mg

シプロキサン錠　２００mg

ジベトス錠　５０mg

シベノール錠　１００mg

シベノール錠　５０mg

ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ　６０吸入

ジャディアンス錠　１０㎎

ジャディアンス錠　２５mg

シュアポスト錠　０．２５mg

シュアポスト錠　０．５mg

ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩RCp100mg「ｻﾜｲ」＜ﾍﾙﾍﾞｯｻｰR後発＞ 【般】ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ　１００mg

ジルテックＤＳ1.25%（１包＝0.4g）

ジルテック錠　１０mg

ジルテック錠　５mg

シルニジピン錠　10㎎「サワイ」 【般】シルニジピン錠　10㎎

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙOD錠100mg「ﾄｰﾜ」 【般】ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠100mg

シロドシンＯＤ錠｢KMP｣　２mg<ﾕﾘｰﾌ後発> 【般】シロドシン口腔内崩壊錠　２mg

シングレア錠　１０mg

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠 5mg｢ﾄｰﾜ｣<ﾘﾎﾟﾊﾞｽ後発> 【般】シンバスタチン錠　５mg

シンポニー皮下注50ｍｇ　ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ

シンメトレル錠　１００mg 【般】アマンタジン塩酸塩錠　１００mg

シンレスタール錠　２５０mg

スイニー錠　１００mg

スインプロイク錠　０．２mg

スーグラ錠　２５mg

スーグラ錠　５０mg

スージャヌ配合錠

スオード錠　１００mg

ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ内用液10％「ﾀｲﾖｰ」　10mL 【般】スクラルファート経口液　10％

スターシス錠　９０mg

スタデルム軟膏　５%　１０g

スタレボ配合錠Ｌ　１００

スチックゼノールＡ　４０ｇ

スチバーガ錠　４０mg

ステリクロンＷ液　0.05％　500mL

ステリクロンW液　0.1%　500mL

ステロネマ注腸　３mg
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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

スピオルトレスピマット　２８吸入

スピオルトレスピマット　６０吸入

スピリーバ2.5μgレスピマット　60吸入

ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ18μｇ(7Cｼｰﾄ)

スピロペント錠　１０μｇ

ズファジラン錠　１０mg

スプレンジール錠　５mg

スポンゼル　 ５×２.５ｃｍ

スミスリンローション5%　30g

スミルテープ３５mg（１４枚入）

スルカイン錠　１００mg

スルピリド錠50mg「サワイ」 【般】ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg

セイブル錠　２５mg

セイブル錠　５０mg

セイブル錠　７５mg

セクターローション　５０mL

ゼスタッククリーム　５０g

ゼストリル錠　１０mg

ゼスラン錠　３mg

セディール錠　１０mg

セディール錠　５mg

セパゾン錠　１mg

セパゾン錠　２mg

セパミット－Ｒ　１０mg

セパミット-Ｒ細粒　２％

ゼビアックスローション２%　1０g

セファドール錠　２５mg

セファランチン錠　１mg

ゼフィックス錠　１００mg

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」 【般】ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg

セフゾンＣｐ １００mg

セフゾン細粒小児用 １００mg

ゼペリン点眼液０.１％　５mL

セララ錠　２５mg

セララ錠　５０mg

セリンクロ錠 １０ｍｇ

セルシンシロップ　０．１%

セルシン錠　２mg

セルシン錠　５mg

セルセプトＣｐ　２５０mg

セルタッチテープ７０　（７枚入）

セルタッチパップ１４０（７枚入）

セルタッチパップ７０　（６枚入）

セルテクト錠　３０mg 【般】オキサトミド錠３０ｍｇ

セルニルトン錠
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セルベックス細粒

セレキノン錠　１００mg

セレクトール錠　１００mg

ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠 100mg｢JG｣<ｾﾚｺｯｸｽ後発> 【般】セレコキシブ錠　１００mg

セレコックス錠　２００mg 【般】セレコキシブ錠　２００mg

セレジスト錠　５mg

セレスタミン配合錠

セレナール錠　１０mg

セレナール錠　５mg

セレニカＲ錠　２００mg

セレニカＲ顆粒　４０％

セレネース錠　０．７５mg

セレネース錠　１.５mg

セレベント５０ディスカス

セロクエル錠　１００mg 【般】クエチアピン錠１００mg

セロクラール錠　１０mg

セロクラール錠　２０mg

セロケンＬ錠　１２０mg

セロケン錠　２０mg

センキュウ

ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg「ｸﾆﾋﾛ」 【般】ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg

ゾーミッグＲＭ錠　２．５mg

ソタコール錠　４０mg

ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 【般】ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠7.5mg

ゾビラックス眼軟膏３％　５ｇ

ゾビラックス軟膏５％　５ｇ

ソフラチュール貼付剤　１０cm

ゾフルーザ錠　１０ｍｇ

ゾフルーザ錠　２０ｍｇ

ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝBS皮下注１０mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ｼｭｱﾊﾟﾙ

ソラナックス錠　０.４mg

ソランタール錠　１００mg

ソリクア配合注ソロスター

ソリューゲンＦ注 ５００mL［在宅］

ｿﾞﾙﾄﾌｧｲ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ

ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠5mg「ｸﾆﾋﾛ」 【般】ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠5mg

ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg｢ﾄｰﾜ｣<ｿﾞｰﾐｯｸﾞ後発> 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠　２．５ｍｇ

ダーブロック錠　１mg

ダーブロック錠　２mg

ダーブロック錠　４mg

ダーブロック錠　６mg

ダイアート錠　３０mg

ダイアコートクリーム ０．０５％ ５g

ダイアコート軟膏　０.０５％　５ｇ

ダイアップ坐剤　１０mg

ダイアップ坐剤　４mg

ダイアップ坐剤　６mg

ダイアモックス錠　２５０mg

タイケルブ錠　２５０mg
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ダイドロネル錠２００

ダイフェン配合錠＜ﾊﾞｸﾀ後発＞ バクタ配合錠

タカベンス錠　２５mg

タガメット錠　２００mg

タグリッソ錠　４０mg

タグリッソ錠　８０mg

タケキャブ錠　１０㎎

タケキャブ錠　２０mg

タケプロンＣｐ　１５mg

タケプロンＣｐ　３０mg

タケプロン静注用　３０mg［在宅］

タケルダ配合錠

タナトリル錠　２.５mg

タナトリル錠　５mg

ダフクリア錠　２００ｍｇ

タプコム配合点眼液　２．５mL

タフマックＥ配合Ｃｐ

タプロスミニ点眼液０．００１５％　０．３ｍＬ

タプロス点眼液0.0015%　２．５mL

タベジール錠　１mg

タペンタ錠　１００mg

タペンタ錠　２５㎎

タミフルＤＳ ３％

ﾀﾑｽﾛｼﾝOD錠 0.2mg「ﾄｰﾜ」＜ﾊﾙﾅｰﾙ後発＞ 【般】ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠　0.2mg

ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠 １０mg｢MYL｣ 【般】タモキシフェン錠１０ｍｇ

ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠 ２０mg｢MYL｣ 【般】タモキシフェン錠２０ｍｇ

ダラシンＣｐ　１５０mg

ダラシンＴゲル１%　１０g

ダラシンＴローション１％　２０mL

タリージェ錠 １０mg

タリージェ錠 １５mg

タリージェ錠 ２．５mg

タリージェ錠 ５mg

タリオンＯＤ錠　１０mg

タリビッド耳科用液０．３%

タリビッド点眼液０．３％　５mL

タリムス点眼液０．１%　５mL

タルセバ錠　１５０mg

ダントリウムＣｐ ２５mg

タンニン酸アルブミン

タンボコール錠　５０mg

チアプリド錠25mg「サワイ」 【般】ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸錠25mg

チウラジール錠　５０mg

チバセン錠　２.５mg

チバセン錠　５mg

チモール「ﾌｧｲｻﾞｰ」原末

チモプトールＸＥ点眼液0.5%　2.5mL

ﾁﾓﾛｰﾙ点眼液0.5％「ﾆｯﾃﾝ」5mL〈ﾁﾓﾌﾟﾄｰﾙ後発〉 【般】ﾁﾓﾛｰﾙ点眼液0.5％(非持続性)　5mL

チャンピックス錠　０．５mg
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チャンピックス錠　１mg

チョコラＡ錠　１万単位

チラーヂンＳ錠　２５μｇ

チラーヂンＳ錠　５０μｇ

ツインラインＮＦ配合経腸用液

ﾂﾑﾗきゅう帰膠艾湯　〔77〕（１包＝3g）

ツムラよく苡仁湯　〔52〕

ツムラ安中散　〔5〕

ツムラ胃苓湯　〔115〕

ツムラ越婢加朮湯　〔28〕

ツムラ黄連解毒湯　〔15〕

ツムラ黄連湯　〔120〕

ツムラ黄耆建中湯　〔98〕（１包＝3g）

ツムラ乙字湯　〔3〕

ツムラ温経湯　〔106〕

ツムラ温清飲　〔57〕

ツムラ加味帰脾湯　〔137〕

ツムラ加味逍遙散　〔24〕

ツムラ葛根湯　〔1〕

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷　〔2〕

ツムラ甘麦大棗湯　〔72〕

ツムラ帰脾湯　〔65〕

ツムラ桔梗湯　〔138〕

ツムラ牛車腎気丸　〔107〕

ツムラ啓脾湯　〔128〕

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯　〔26〕

ツムラ桂枝加朮附湯　〔18〕

ツムラ桂枝加芍薬大黄湯　〔134〕

ツムラ桂枝加芍薬湯　〔60〕

ツムラ桂枝人参湯　〔82〕

ツムラ桂枝湯　〔45〕

ツムラ桂枝茯苓丸　〔25〕

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁　〔125〕

ツムラ荊芥連翹湯　〔50〕

ツムラ五虎湯　〔95〕

ツムラ五積散　〔63〕

ツムラ五淋散　〔56〕

ツムラ五苓散　〔17〕

ツムラ呉茱萸湯　〔31〕

ツムラ香蘇散　〔70〕

ツムラ三黄瀉心湯　〔113〕

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒〔121〕

ツムラ参蘇飲　〔66〕

ツムラ酸棗仁湯　〔103〕

ツムラ四逆散　〔35〕

ツムラ四君子湯　〔75〕

ツムラ四物湯　〔71〕

ツムラ紫雲膏

ツムラ滋陰降火湯　〔93〕
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ツムラ滋陰至宝湯　〔92〕（１包＝3g）

ツムラ治打撲一方　〔89〕

ツムラ治頭瘡一方　〔59〕

ツムラ七物降下湯　〔46〕

ツムラ柴陥湯　〔73〕

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯　〔12〕

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯　〔11〕

ツムラ柴胡桂枝湯　〔10〕

ツムラ柴胡清肝湯　〔80〕

ツムラ柴朴湯　〔96〕

ツムラ柴苓湯　〔114〕（１包＝3g）

ツムラ十全大補湯　〔48〕

ツムラ十味敗毒湯　〔6〕

ツムラ潤腸湯　〔51〕

ツムラ女神散　〔67〕

ツムラ升麻葛根湯　〔101〕

ツムラ小建中湯　〔99〕

ツムラ小柴胡湯　〔9〕

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏　〔109〕

ツムラ小青竜湯　〔19〕（１包＝3g）

ツムラ小半夏加茯苓湯　〔21〕

ツムラ消風散　〔22〕

ツムラ真武湯　〔30〕

ツムラ神秘湯　〔85〕

ツムラ辛夷清肺湯　〔104〕

ツムラ人参湯　〔32〕

ツムラ人参養栄湯　〔108〕（１包＝3g）

ツムラ清暑益気湯　〔136〕

ツムラ清上防風湯　〔58〕

ツムラ清心蓮子飲　〔111〕

ツムラ清肺湯　〔90〕（１包＝3g）

ツムラ川きゅう茶調散　〔124〕

ツムラ疎経活血湯　〔53〕

ツムラ大黄牡丹皮湯　〔33〕

ツムラ大黄甘草湯　〔84〕

ツムラ大建中湯　〔100〕

ツムラ大柴胡湯　〔8〕

ツムラ大承気湯　〔133〕

ツムラ大防風湯　〔97〕（１包＝3.5g）

ツムラ竹茹温胆湯　〔91〕

ツムラ猪苓湯　〔40〕

ツムラ猪苓湯合四物湯　〔112〕

ツムラ調胃承気湯　〔74〕

ツムラ通導散　〔105〕

ツムラ釣藤散　〔47〕

ツムラ桃核承気湯　〔61〕

ツムラ当帰飲子　〔86〕

ツムラ当帰建中湯　〔123〕

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯〔38〕
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ツムラ当帰湯　〔102〕

ツムラ当帰芍薬散　〔23〕

ツムラ二陳湯　〔81〕

ツムラ二朮湯　〔88〕

ツムラ排膿散及湯　〔122〕

ツムラ白虎加人参湯　〔34〕（１包＝3g）

ツムラ麦門冬湯　〔29〕（１包＝3g）

ツムラ八味地黄丸　〔7〕

ツムラ半夏厚朴湯　〔16〕

ツムラ半夏白朮天麻湯　〔37〕

ツムラ半夏瀉心湯　〔14〕

ツムラ平胃散　〔79〕

ツムラ補中益気湯　〔41〕

ツムラ防風通聖散　〔62〕

ツムラ防已黄耆湯　〔20〕

ツムラ麻杏よく甘湯　〔78〕

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒　〔55〕

ツムラ麻黄湯エキス顆粒　〔27〕

ツムラ麻子仁丸　〔126〕

ツムラ木防已湯　〔36〕

ツムラ抑肝散　〔54〕

ツムラ抑肝散加陳皮半夏　〔83〕

ツムラ竜胆瀉肝湯　〔76〕

ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯　〔119〕

ツムラ苓桂朮甘湯　〔39〕

ツムラ苓姜朮甘湯　〔118〕

ツムラ六君子湯　〔43〕

ツムラ六味丸　〔87〕

ツムラ炙甘草湯　〔64〕（１包＝3g）

ツムラ芍薬甘草湯〔68〕

ツムラ茵ちん五苓散　〔117〕

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒　〔135〕

ツムラ茯苓飲　〔69〕

ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯　〔116〕

ツルバダ配合錠

ティーエスワン配合Ｃｐ  ２０mg

ティーエスワン配合Ｃｐ  ２５mg

ディオバン錠　１６０mg 【般】バルサルタン錠　160mg

ディオバン錠　２０mg 【般】バルサルタン錠　20mg

ディオバン錠　４０mg 【般】バルサルタン錠　40mg

ディナゲスト錠１ｍｇ

ディフェリンゲル０．１%　１５g

ディレグラ配合錠

デエビゴ錠　５ｍｇ

ﾃｵﾌｨﾘﾝDS 20％｢ﾀｶﾀ｣<ﾃｵﾄﾞｰﾙ後発> 【般】テオフィリンシロップ用　２０％

ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠 100mg「ｻﾜｲ」＜ﾃｵﾄﾞｰﾙ後発＞ 【般】テオフィリン徐放錠　100mg(12～24時間持続)

ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠 200mg「ｻﾜｲ」＜ﾃｵﾄﾞｰﾙ後発＞ 【般】テオフィリン徐放錠　200mg(12～24時間持続)

テオロング錠　２００mg

デカドロンエリキシル　０.０１％

21／44



聖隷佐倉市民病院　院外採用薬一覧 2022.4.1作成

名称 一般名称

デカドロン錠　０.５mg

デカドロン錠　４mg

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液　１．６５mg【在宅】

デカドロン注射液 ３．３mg【在宅】

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%｢NK｣ ５g

テグレトール錠　１００

テグレトール錠　２００mg

デザレックス錠　５mg

デスパコーワ口腔用ｸﾘｰﾑ　５g

ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ点鼻ｽﾌﾟﾚｰ　2.5μg5mL「ﾌｪﾘﾝｸﾞ」

デタントール点眼液０.０１％ ５mL

デトルシトールＣｐ　２mg

デトルシトールＣｐ　４mg

テネリアＯＤ錠　２０mg

テノーミン錠　５０mg 【般】アテノロール錠 ５０mg

デノタスチュアブル配合錠

デパケンＲ錠　１００

デパケンシロップ　５％

デパケン錠　２００mg

デパス錠　１mg

ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg「ｻﾜｲ」 【般】ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg

デベルザ錠　２０㎎

デュオトラバ配合点眼液　２．５mL

デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」〈ｱﾎﾞﾙﾌﾞ後発〉 【般】デュタステリド錠　0.5mg:AV

デュピクセント皮下注３００ｍｇペン

デュファストン錠　５mg

ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝOD錠20mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣〈ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀ後発〉 【般】ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ口腔内崩壊錠　20mg

ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟMTﾊﾟｯﾁ2.1mg<慢性>

ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟMTﾊﾟｯﾁ4.2mg<慢性>

ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟMTﾊﾟｯﾁ8.4mg<慢性>

テラマイシン軟膏（ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB含有）

テリパラチドBS皮下注ｷｯﾄ｢ﾓﾁﾀﾞ｣　６００μg

テリボン皮下注28.2μgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ

テリルジー１００エリプタ １４吸入用

テリルジー１００エリプタ　３０吸入用

テリルジー２００エリプタ　３０吸入用

テルネリン錠　１mg

テルミサルタン錠４０mg「FFP」＜ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ後発＞ 【般】テルミサルタン錠　４０mg

デルモベートクリーム0.05％　５g

デルモベートｽｶﾙﾌﾟﾛｰｼｮﾝ0.05%　10g

デルモベート軟膏　０．０５％　５g

テレミンソフト坐薬　１０mg

トアラセット配合錠｢DSEP」<ﾄﾗﾑｾｯﾄ後発> 【般】ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ・ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ配合錠

ドキサゾシン錠１mg「タナベ」 【般】ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩錠1mg

ドキサゾシン錠２mg「タナベ」 【般】ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩錠2mg

ドグマチールＣｐ　５０mg

ドグマチール細粒　５０％

ドグマチール錠　１００mg

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠 ３mg｢NP｣ 【般】ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
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ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠 ５mg｢NP｣ 【般】ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠5mg

ドパコール配合錠L１００＜ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ後発＞ 【般】レボドパ１００mg・カルビドパ配合錠

ドパストン散９８．５％

トビエース錠　４mg

トビエース錠　８mg

トピナ錠　５０mg

トピロリック錠　20mg

トピロリック錠　40mg

トピロリック錠　60mg

トプシムスプレー0.0143％　28g

トプシム軟膏０．０５%　５g

ドプスＯＤ錠　１００mg

ドプスＯＤ錠　２００mg

トフラニール錠　１０mg

トフラニール錠　２５mg

ドボベットゲル　１５ｇ

ドボベット軟膏　１５g

ドラール錠　１５mg

トラゼンタ錠　５mg

ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠　25mg「ｱﾒﾙ」 【般】ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠　25mg

トラディアンス配合錠ＡＰ

トラディアンス配合錠ＢＰ

トラネキサム酸錠　２５０mg「YD」<ﾄﾗﾝｻﾐﾝ後発> 【般】トラネキサム酸錠 ２５０mg

トラバタンズ点眼液0.004%　2.5mL

トラベルミン配合錠

トラマールＯＤ錠　２５mg

トラマールＯＤ錠　５０mg

トラマゾリン点鼻液0.118%　「AFP」

ドラマミン錠　５０mg

トランコロン錠　７.５mg

トリアゾラム錠0.25mg「ﾃﾊﾞ」<ﾊﾙｼｵﾝ後発> 【般】トリアゾラム錠　０．２５mg

トリクロリールシロップ　１０％

トリテレンＣｐ  ５０mg

トリノシン腸溶錠　６０mg

トリプタノール錠　１０mg

トリプタノール錠　２５mg

トルソプト点眼液 １％  ５mL

ﾄﾞﾙﾓﾛｰﾙ配合点眼液｢日点｣　5mL〈ｺｿﾌﾟﾄ後発〉 【般】ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ・ﾁﾓﾛｰﾙ配合点眼液　5mL

トルリシティ皮下注　0.75mgアテオス

トレーランＧ液７５g　２２５mL

ﾄﾚｼｰﾊﾞ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ

トレドミン錠　１５mg

トレドミン錠　２５mg

ﾄﾞﾚﾆｿﾞﾝﾃｰﾌﾟ4μg/c㎡　0.3mg　7.5cm×10cm

トレリーフＯＤ錠　２５mg

ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ点眼液0.4％「日点」5mL〈ﾐﾄﾞﾘﾝM後発〉

トロンビン液ﾓﾁﾀﾞｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ　１万単位

ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10㎎「ｻﾜｲ」 【般】ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg

ナイキサン錠　１００mg
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ナイスピー点鼻液50μg　8.5mg8.5ｇ

ナウゼリンＤＳ　１％

ナウゼリン坐剤　１０mg

ナウゼリン坐剤　３０mg

ナウゼリン坐剤　６０mg

ナゾネックス点鼻液50μg　56噴霧用

ナトリックス錠　１mg

ﾅﾉﾊﾟｽﾆｰﾄﾞﾙⅡ（ﾅﾉﾊﾟｽ34）70本入

ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙOD錠 ２５mg｢ｻﾜｲ｣<ﾌﾘﾊﾞｽ後発> 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠　２５ｍｇ

ナルサス錠　１２mg

ナルサス錠　２mg

ナルサス錠　６mg

ナルラピド錠 １mg

ナルラピド錠 ２mg

ニコチネルＴＴＳ　１０

ニコチネルＴＴＳ　２０

ニコチネルＴＴＳ　３０

ニコチン酸アミド散　１０％「ゾンネ」

ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液(ﾊﾞｯｸ付)　１．５L

ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液(ﾊﾞｯｸ付)　２L

ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠　5mg「ﾄｰﾜ」<ｼｸﾞﾏｰﾄ後発> 【般】ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg

ニゾラールローション２%　１０g

ニチバンスピール膏Ｍ

ニトロールＲ　２０mg

ニトロールスプレー1.25mg　１０ｇ

ニトロール錠　５mg

ニトロダームＴＴＳ　２５mg

ニトロペン舌下錠　０.３mg

ニバジール錠　２mg

ニバジール錠　４mg

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠10㎎「NP」 【般】ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠10mg（24時間持続）

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20㎎「NP」 【般】ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠20mg（24時間持続）

ニフェジピンL錠 10mg「ｻﾜｲ」＜ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠後発＞ 【般】ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠10mg（12時間持続）

ニフェジピンL錠 20mg「ｻﾜｲ」＜ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠後発＞ 【般】ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠20mg（12時間持続）

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ 10mg｢ﾃﾊﾞ｣<ｱﾀﾞﾗｰﾄ後発> 【般】ニフェジピンカプセル　10ｍｇ

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ　５mg｢ｻﾜｲ｣<ｱﾀﾞﾗｰﾄ後発> 【般】ニフェジピンカプセル５mg

ニプラジロール点眼液0.25%　5mL

ニュープロパッチ　４．５mg

ニュープロパッチ　９mg

ニューレプチル錠　５mg

ニューロタン錠　５０mg 【般】ロサルタンＫ錠　50mg

ニュベクオ錠 ３００mg

ヌーカラ皮下注１００mgペン

ネイリンカプセル　１００ｍｇ

ネオーラルＣｐ　１０mg

ネオーラルＣｐ　２５mg

ネオーラルＣｐ　５０mg

ネオーラル内用液　１０％

ネオシネジンコーワ点眼液
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ﾈｵｽﾃﾘﾝｸﾞﾘｰﾝうがい液0.2%　４０mL

ネオメドロ―ルＥＥ軟膏３ｇ

ネキシウムＣｐ　１０mg

ネキシウムＣｐ　２０mg

ネキシウム懸濁用顆粒分包 １０mg(１包=10mg)

ネクサバール錠　２００mg

ネグミンシュガー軟膏　１００g 【般】精製白糖･ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ配合軟膏　100g

ネシーナ錠　２５mg

ネシーナ錠　６．２５mg

ネシーナ錠１２．５mg

ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL

ネリゾナソリューション０．１％　１０mL

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%　５g

ネリゾナ軟膏０．１％　５g

ネリプロクト坐剤

ネリプロクト軟膏　１０g

ネリプロクト軟膏　２ｇ

ノイエル細粒４０％

ノイロトロピン錠　４単位

ノイロビタン配合錠

ノウリアスト錠　２０mg

ノックビン原末

ノバミン筋注　５mg【在宅】

ノバミン錠　５mg

ノベルジン錠　２５mg

ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ30ﾐｯｸｽﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ

ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ50ﾐｯｸｽﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ

ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ

ノボリン30Ｒﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ

ノボリンＮﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ

ノボリンＲﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ

ノルスパンテープ　１０mg

ノルスパンテープ　５mg

ﾉﾙﾃﾞｨﾄﾛﾋﾟﾝﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注　１０mg

ﾉﾙﾃﾞｨﾄﾛﾋﾟﾝﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注　１５mg

ﾉﾙﾃﾞｨﾄﾛﾋﾟﾝﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注　５mg

ノルバスク錠　２.５mg

ノルバスク錠　５mg

ハーフジゴキシンＫＹ錠０.１２５mg

ハーボニー配合錠

バイアグラ錠　２５mg

バイアグラ錠　５０mg

バイアスピリン錠　１００mg

バイエッタ皮下注１０μgペン300

バイエッタ皮下注5μgペン300(56回用)

ハイゼット錠　５０mg

ハイチオール錠　８０mg

ハイドレアＣｐ ５００mg

ハイパジールｺｰﾜ錠　３mg
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ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ５mL

ハイペン錠　１００mg

ハイペン錠　２００mg

ハイボン錠　２０mg

バイロテンシン錠　１０mg

パキシルＣＲ錠　１２．５mg

パキシルＣＲ錠　２５mg

パキシル錠　２０mg 【般】パロキセチン錠２０mg

パキシル錠　５mg 【般】パロキセチン錠５mg

バクスミー点鼻粉末剤　３ｍｇ

バクタ配合錠

バクタ配合顆粒

バクトロバン鼻腔用軟膏３ｇ

パスタロンソフト軟膏２０％　２５g

パタノール点眼液０．１％　５mL

ハチアズレ顆粒【含嗽用】　2ｇ

ハチミツ

ハチミツ

ハッカ油

バップフォー錠　１０mg

バップフォー錠　２０mg

パナルジン錠　１００mg

バナン錠　１００mg

バファリン配合錠Ａ　３３０mg

バファリン配合錠Ａ　８１mg

バラクルード錠　０．５mg

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠 500mg「SPKK」<ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ後発> 【般】バラシクロビル錠 ５００mg

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠 500mg「ｱｽﾍﾟﾝ」<ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ後発> 【般】バラシクロビル錠 ５００mg

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ顆粒 50%「SPKK」<ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ後発> 【般】バラシクロビル顆粒 ５０％

パラミヂンＣｐ　３００mg

バランス錠　５mg

パリエット錠　２０mg 【般】ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠 20mg

パリエット錠　５㎎

バリキサ錠　４５０mg

ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠 80mg「ﾆﾌﾟﾛ」＜ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ後発＞ 【般】バルサルタン錠　８０mg

ハルシオン錠　０.１２５mg 【般】トリアゾラム錠 ０．１２５mg

ハルナールＤ錠　０．１mg 【般】ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放錠A　200mg「ﾄｰﾜ」 【般】ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放錠　200mg

パルミコート200μg ﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ　５６吸入

パルミコート200μｇﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ 112吸入

ﾊﾟﾙﾐｺｰﾄ吸入液　0.25mg/2mL(5本入)

パルモディア錠　０．１ｍｇ

ハルロピテープ　８mg

バレイショデンプン

ビタメジン静注用【在宅】

パレプラス輸液 ５００mL［在宅］

ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ錠 10mg「SPKK」〈ﾊﾟｷｼﾙ後発〉 【般】パロキセチン錠　１０ｍｇ

ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ錠 １０mg「ｱｽﾍﾟﾝ」〈ﾊﾟｷｼﾙ後発〉 【般】パロキセチン錠　１０ｍｇ

パンクレアチン「ファイザー」原末
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バンコマイシン塩酸塩散0.5g｢MEEK｣

バンコマイシン塩酸塩散0.5g｢明治｣

パンデル軟膏0.1%　５g

パントシン錠 １００mg

パンビタン末〔調剤用〕

ビ・シフロール錠　０.１２５mg

ビ・シフロール錠　０．５mg

ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na点眼液 0.1%｢ﾆｯﾃﾝ｣5mL<ﾋｱﾚｲﾝ後発> 【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％　５ｍＬ

ヒアレインミニ点眼０．３％　０．４mL

ヒアレインミニ点眼液０.１％　０.４mL

ヒアレイン点眼液０．３%　５mL 【般】ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na点眼液　０．３％　５ｍＬ

ピーエイ配合錠

ピーエヌツイン３号輸液1200mL【在宅】

ピートルチュアブル錠　２５０mg

ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ錠 15mg「ﾄｰﾜ」＜ｱｸﾄｽ後発＞ 【般】ピオグリタゾン錠　１５mg

ビオスリー配合ＯＤ錠

ビオスリー配合散

ビオスリー配合錠

ビオチン散　０．２％「フソー」

ビオフェルミンＲ散

ビオフェルミンＲ錠

ビオフェルミン錠剤

ビオフェルミン配合散

ビカルタミド錠８０mg「NK」 【般】ビカルタミド錠８０mg

ビクトーザ皮下注　１８mg

ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa内用液0.75％「日医工」10mL 【般】ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa経口液0.75% 10mL

ピコプレップ配合内用剤

ビサコジル坐剤　１０mg

ビジクリア配合錠［患者限定］

ヒスロンＨ錠 ２００mg

ビソノテープ ２mg

ビソノテープ ４mg

ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠　2.5mg「ﾄｰﾜ」 【般】ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠　2.5mg

ビタノイリンＣｐ　５０mg

ピタバスタチンCa錠　1mg「ｻﾜｲ」＜ﾘﾊﾞﾛ後発＞ 【般】ピタバスタチンCa錠　１mg

ピタバスタチンCa錠　2mg「ｻﾜｲ」＜ﾘﾊﾞﾛ後発＞ 【般】ピタバスタチンCa錠　２mg

ビタメジン配合Ｃｐ　Ｂ２５

ヒダントールＦ配合錠

ピドキサール錠　１０mg

ピドキサール錠　２０mg

ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ錠　２５㎎「トーワ」

ビビアント錠　２０mg

ヒビテン液　５％　５００mL

ビベスピエアロスフィア　28吸入用

ヒポカＣｐ　１０mg

ヒポカＣｐ　１５mg

ヒポカＣｐ　５mg

ﾋﾞﾏﾄﾌﾟﾛｽﾄ点眼液0.03％「ﾆｯﾄｰ」2.5mL〈ﾙﾐｶﾞﾝ後発〉 【般】ﾋﾞﾏﾄﾌﾟﾛｽﾄ点眼液0.03％　2.5mL

ビムパット錠　５０mg
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ピメノールＣｐ　１００mg

ピモベンダン錠　１．２５mg「TE」<ｱｶﾙﾃﾞｨ後発> 【般】ピモベンダン錠　１．２５mg

ヒューマトロープ注射用　１２mg

ヒューマリンＮ注ミリオペン

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

ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ25注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ

ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ50注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ

ﾋｭｰﾏﾛｸﾞ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ

ヒュミラ皮下注40mgﾍﾟﾝ　0.4mL

ビラノアＯＤ錠　２０mg

ビラフトビカプセル ５０mg

ビラフトビカプセル ７５mg

ピラマイド原末

ヒルドイドゲル０．３％　２５g

ヒルドイドフォーム 0.3% 92g

ヒルドイドローション0.3%　25ｇ 【般】ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用液0.3% 25g

ヒルナミン錠　２５mg

ビレーズトリエアロスフィア　５６吸入用

ピレスパ錠　２００mg

ピレチア錠　２５mg

ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ懸濁性点眼液　5mL「参天」 【般】ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ点眼液　0.005%　5mL

ファスティック錠  ９０mg

ファスティック錠　３０mg

ファムビル錠　２５０mg

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg「ｻﾜｲ」 【般】ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ口腔内崩壊錠10mg

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg「ｻﾜｲ」 【般】ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ口腔内崩壊錠20mg

ファロムＤＳ小児用10%

ファロム錠　１５０mg

ファンギゾンシロップ100mg/mL（1本24mL）

ﾌｨｱｽﾌﾟ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ

フィコンパ錠　２mg

ブイフェンド錠　５０mg

フィブラストスプレー　250μg　2.5mL

フェアストン錠  ４０mg

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」 【般】ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg

フエナゾールクリーム５％　１０g

フェノバール散　１０％

フェノバール錠　３０mg

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄCp100mg　<ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙCpの後発>

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 53.3mg｢武田ﾃﾊﾞ｣<ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ後発> 【般】フェノフィブラート錠　５３．３mg

フェブリク錠　１０mg

フェブリク錠　２０mg

フェブリク錠　４０mg

フェマーラ錠　２．５mg

フェルビナクスチック軟膏３％　４０g

フェルビナクテープ７０mg｢EMEC｣

ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸﾛｰｼｮﾝ3% 50mL「ﾗｸｰﾙ」<ﾅﾊﾟｹﾞﾙﾝ後発> 【般】フェルビナク外用液 3%　50mL

フェルムＣｐ　１００mg
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フェロ・グラデュメット錠　１０５mg

フェロベリン配合錠

フェントステープ　０．５mg<癌性>

フェントステープ　０．５mg<慢性>

フェントステープ　１mg<癌性>

フェントステープ　１mg<慢性>

フェントステープ　２mg<癌性>

フェントステープ　２mg<慢性>

フェントステープ　４mg<癌性>

フェントステープ　４mg<慢性>

フェントステープ　６mg<癌性>

フェントステープ　６mg<慢性>

フォシーガ錠　１０㎎

フォシーガ錠　５㎎

フォリアミン錠　５mg

フォルテオ皮下注キット　６００μg

ブシ末（調剤用）「ツムラ」

フスコデ配合シロップ

フスコデ配合錠

ブスコパン錠　１０mg

フスタゾール糖衣錠　１０mg

プラケニル錠　２００ｍｇ

プラザキサＣｐ　１１０mg

プラザキサＣｐ　７５mg

フラジール内服錠　２５０mg

プラスチベース

ブラダロン錠　２００mg

ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ点眼液0.1％「ﾆｯﾄｰ」5mL〈ﾆﾌﾗﾝ後発〉 【般】ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ点眼液0.1％　5mL

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠 10mg｢ｻﾜｲ｣<ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ後発> 【般】プラバスタチンNa錠 10mg

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠 5mg｢ﾄｰﾜ｣<ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ後発> 【般】プラバスタチンNa錠 ５mg

フラビタン眼軟膏０．１%　５g

フラビタン錠　１０mg

プラビックス錠　２５mg

フラベリック錠　２０mg

フランドルテープ　４０mg

フランドル錠　２０mg

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄDS　10％｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣〈ｵﾉﾝDS後発〉 【般】プランルカストシロップ用１０％

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ 112.5mg｢ｻﾜｲ｣<ｵﾉﾝCp後発> 【般】プランルカストカプセル １１２．５mg

フリバスＯＤ錠　５０mg

フリバスＯＤ錠　７５mg

フリバス錠　７５mg

プリビナ液　０.０５％　１０mL

プリモボラン錠　５mg

プリンペラン錠　５mg

フルイトラン錠　１mg

フルイトラン錠　２mg

フルカリック１号　９０３mL［在宅］

フルカリック２号　１００３mL［在宅］

フルコートクリーム0.025％　５g
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フルコートスプレー0.007%　２０g

フルコナゾールＣｐ ５０mg｢サワイ｣〈ｼﾞﾌﾙｶﾝ後発〉 【般】フルコナゾールカプセル50mg

フルタイド100μgエアゾール　60吸入用

フルタイド100μgディスカス(60ﾌﾞﾘｽﾀｰ)

フルタイド200μgディスカス(60ﾌﾞﾘｽﾀｰ)

フルタイド50μgエアゾール　120吸入用

フルタイド50μgディスカス(60ﾌﾞﾘｽﾀｰ)

フルティフォーム125エアゾール　120吸入用

フルナーゼ点鼻液50μg　28噴霧用

フルナーゼ点鼻液50μg　56噴霧用

ブルフェン錠　１００mg

ブルフェン錠　２００mg

ブルフェン顆粒　２０%

フルメタ軟膏　１０g

ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝOD錠　２５mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣〈ﾘﾘｶ後発〉 【般】ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ口腔内崩壊錠　２５mg

ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝOD錠　７５mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣〈ﾘﾘｶ後発〉 【般】ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ口腔内崩壊錠　７５mg

フレキシダーム楕円形(7254JP) (15枚入)

プレタールＯＤ錠　５０mg

ブレディニンＯＤ錠　２５mg

ブレディニンＯＤ錠　５０mg

プレドニゾロン散｢ﾀｹﾀﾞ｣１％

プレドニゾロン錠　１mg「旭化成」

プレドニン眼軟膏　５g

プレドニン錠　５mg

プレマリン錠 ０.６２５mg

プレミネント配合錠ＨＤ

プレミネント配合錠ＬＤ

プロクトセディル坐薬

プロクトセディル軟膏　２ｇ

プログラフＣｐ　０.５mg

プログラフＣｐ　１mg

フロジン外用液５％　３０mL

プロスタール錠 ２５mg

プロスタンディン軟膏0.003%　１０g

プロスタンディン軟膏0.003%　３０g

フロセミド錠　２０mg「武田テバ」<ﾗｼｯｸｽ後発> 【般】フロセミド錠２０ｍｇ

フロセミド錠　４０mg「武田テバ」<ﾗｼｯｸｽ後発> 【般】フロセミド錠４０ｍｇ

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg「ｻﾜｲ」 【般】ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ口腔内崩壊錠0.25mg

プロテカジン錠　５mg 【般】ラフチジン錠　5mg

プロトピック軟膏0.03%小児用　５g

プロトピック軟膏０.１%　５g

プロナーゼＭＳ（1包=20000単位）

ブロナック点眼液０．１％ ５mL

プロノン錠 １００mg 【般】プロパフェノン塩酸塩錠 １００mg

プロパジール錠　５０mg

ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ錠 150mg｢ｵｰﾊﾗ｣<ﾌﾟﾛﾉﾝ後発> 【般】プロパフェノン錠　１５０mg

プロブコール錠　２５０mg「ｻﾜｲ」<ﾛﾚﾙｺ後発> 【般】プロブコール錠　２５０mg

ブロプレス錠　１２mg 【般】カンデサルタン錠 １２mg

ブロプレス錠　２mg 【般】カンデサルタン錠 ２mg
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ブロプレス錠　８mg 【般】カンデサルタン錠 ８mg

プロペシア錠　１mg【自費】

プロペト

ブロマゼパム坐剤　３mg「サンド」

プロマック顆粒１５％(１包＝0.5ｇ)

ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩吸入液　0.2％「ﾀｲﾖｰ」 【般】ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩吸入液　0.2％

ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩錠4mg「ｸﾆﾋﾛ」 【般】ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩錠4mg

フロモックス小児用細粒１００mg

フロモックス錠　７５mg

フロリードＤクリーム１％　１０ｇ

フロリードゲル経口用２%　５ｇ

フロリネフ錠 ０.１mg

プロレナール錠　５μｇ

ベイスンＯＤ錠　０.２mg

ベイスン錠　０.３mg

ベージニオ錠　１００ｍｇ

ベージニオ錠　１５０ｍｇ

ベージニオ錠　５０ｍｇ

ベオーバ錠　５０ｍｇ

ベガモックス点眼液０．５%　５mL

ペキロンクリーム0.5％　１０g

ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝ鼻用ﾊﾟｳﾀﾞｰ25μg｢ﾄｰﾜ｣

ベサコリン散　５%

ベザトールＳＲ錠　１００mg 【般】ベザフィブラート徐放錠 １００ｍｇ

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠 200mg｢ｻﾜｲ｣<ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙ後発> 【般】ベザフィブラート徐放錠　２００ｍｇ

ベシケアＯＤ錠　２．５mg

ベシケアＯＤ錠　５mg

ベシケア錠　５mg

ベストロン耳鼻科用１%　５mL

ベストロン点眼用　０．５%　５mL

ベセルナクリーム5%(1包=250mg）

ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ塩酸塩錠10mg「ﾄｰﾜ」〈ｹﾙﾛﾝｸﾞ後発〉 【般】ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ塩酸塩錠10mg

ベタニス錠　２５mg

ベタニス錠　５０mg

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 【般】ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩錠6mg

ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠 4mg「YD」＜ｺﾆｰﾙ後発＞ 【般】ベニジピン塩酸塩錠　４mg

ベネシッド錠　２５０mg

ベネット錠　１７．５mg

ベネット錠　２.５mg

ベネトリン吸入液０.５％

ベノキシール点眼液０．４%　５mL

ヘパフラッシュ　１０mL[在宅]

ﾍﾊﾟﾘﾝNa注 5千単位/5mL｢ﾓﾁﾀﾞ｣［在宅］

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質ｸﾘｰﾑ0.3% 25g｢日医工｣<ｸﾘｰﾑ後発> 【般】ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質クリーム0.3%　25g

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質ﾛｰｼｮﾝ0.3%50g｢日医工｣<ﾛｰｼｮﾝ後発> 【般】ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用液0.3%　50g

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用ｽﾌﾟﾚｰ0.3%｢日医工｣　100g

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質泡状ｽﾌﾟﾚｰ0.3%｢日本臓器｣100g

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質泡状ｽﾌﾟﾚｰ0.3%｢日本臓器｣200g

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質油性ｸﾘｰﾑ0.3% 25g｢日医工｣<ｿﾌﾄ軟膏後発> 【般】ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質軟膏0.3%　25g
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ベピオゲル２．５％　１５g

ベプリコール錠　５０mg

ペミラストン点眼液０．１％　５mL

ベムリディ錠 ２５ｍｇ

ヘモナーゼ配合錠

ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄNa錠 20μg＜ﾄﾞﾙﾅｰ後発＞ 【般】ベラプロストNa錠　20μg

ペリアクチン散 １％

ペリシット錠 ２５０mg

ベリチーム配合顆粒

ペルサンチン錠　１００mg

ペルサンチン錠　２５mg

ペルジピンＬＡＣｐ　２０mg

ペルジピン錠　１０mg

ベルソムラ錠　１０ｍｇ

ベルソムラ錠　１５mg

ベルソムラ錠　２０mg

ヘルベッサー錠　３０mg

ベロテックエロゾル１００

ベンザリン錠　１０mg

ベンザリン錠　５mg

ペンタサ坐剤　１g

ペンタサ錠　２５０mg 【般】メサラジン錠２５０mg

ペンタサ錠　５００mg

ペンタサ顆粒　９４%

ﾍﾟﾝﾆｰﾄﾞﾙﾌﾟﾗｽ ３２Ｇ ４ｍｍ（７０本入）

ベンリスタ皮下注200μg　ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ

ホーリンＶ膣用錠　１mg

ホクナリンＤＳ　０．１％小児用

ホクナリンテープ  ０.５mg

ホクナリンテープ  １mg

ホクナリンテープ  ２mg

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾄｰﾜ｣ 【般】ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ口腔内崩壊錠0.3mg

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢ｹﾐﾌｧ｣ 【般】ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg

ホスミシンドライシロップ４００（４００mg/g）

ホスミシン錠　５００mg

ボスミン外用液　０.１％

ホスレノールチュアブル錠　２５０mg

ホスレノール顆粒分包　２５０mg

ホスレノール顆粒分包　５００mg

ボチシート２０％　10cm×15cm

ポトレンド配合錠 【般】ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ･ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ配合錠

ボナロン経口ゼリー　３５mg

ボノサップパック　４００

ボノピオンパック

ポビドンヨードガーグル液7%「明治」　30mL

ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｹﾞﾙ10%「明治」 90g＜ｲｿｼﾞﾝｹﾞﾙ後発＞ 【般】ポビドンヨードゲル１０％　９０ｇ

ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｽｸﾗﾌﾞ液　7.5％「明治」 【般】ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ外用液　7.5％

ポピヨドン液　１０％

ポラキス錠　２mg
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ボラザＧ坐剤

ボラザＧ軟膏　２．４g

ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸOD錠　75mg「ｻﾜｲ」＜ﾌﾟﾛﾏｯｸ後発＞ 【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠　75mg

ポララミン錠　２mg

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%25g｢三和｣ 【般】ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%　25g

ホリゾン錠　２mg

ホリゾン錠　５mg

ポリフル錠　５００mg

ボルタレンＳＲＣｐ ３７.５mg

ボルタレンテープ15mg（７枚入）

ボルタレンテープ30mg（７枚入）

ホルマリン

ボレークリーム　１０g

ボンアルファローション２μg／g　１０g

ポンタールＣｐ ２５０mg

ボンビバ錠　１００mg

マーズレンＳ配合顆粒

マーズレン配合錠１．０ＥＳ

マーデュオックス軟膏　１０g

ﾏｰﾛｯｸｽ懸濁用配合顆粒（１包＝1.2g）

ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｽ 32G 4mm (70本入)

マイコスポールクリーム１％　１０ｇ

マイザー軟膏０．０５％　５ｇ

マイスリー錠　１０mg 【般】ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠 １０mg

マヴィレット配合錠

マクサルトＲＰＤ錠　１０mg

マグミット錠　２５０mg

マグミット錠　３３０mg

マリゼブ錠　１２．５mg

マリゼブ錠　２５mg

ミオコールスプレー０．３mg　７.２ｇ

ミオナール錠 ５０mg 【般】ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50mg

ミカトリオ配合錠

ミカムロ配合錠ＡＰ

ミカムロ配合錠ＢＰ

ミカルディス錠　２０mg 【般】テルミサルタン錠 ２０mg

ミカルディス錠　８０mg 【般】テルミサルタン錠　８０ｍｇ

ミグシス錠　５mg

ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ錠 50mg「ﾄ-ﾜ」<ｾｲﾌﾞﾙ後発> 【般】ミグリトール錠５０ｍｇ

ミケランＬＡ点眼液２％　２．５mL

ミケラン点眼液　２％　５mL

ミケルナ配合点眼液　２．５ｍL

ミコンビ配合錠ＡＰ

ミコンビ配合錠ＢＰ

ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞCa･OD錠10mg｢ﾌｿｰ｣<ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ後発> 【般】ミチグリニドＣａ口腔内崩壊錠　１０ｍｇ

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸ135腹膜透析液（ﾊﾞｯｸ付）1L

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸ135腹膜透析液（ﾊﾞｯｸ付）2L

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸ135腹膜透析液2L

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸ250腹膜透析液2L
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ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液　2L

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液(ﾊﾞｯｸﾞ付)1.5L

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液(ﾊﾞｯｸﾞ付）1L

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液(ﾊﾞｯｸﾞ付)2L

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液(ﾊﾞｯｸﾞ付)1.5L

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液(ﾊﾞｯｸﾞ付)2L

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液2L

ミティキュアダニ舌下錠 10000JAU

ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ塩酸塩錠2mg「ﾃﾊﾞ」〈ﾒﾄﾘｼﾞﾝ後発〉 【般】ミドドリン塩酸塩錠　２mg

ミドリンＭ点眼液０．４％　５mL

ミニプレス錠　１mg

ミニリンメルトＯＤ錠　１２０μｇ

ミニリンメルトＯＤ錠　２５μｇ

ミニリンメルトＯＤ錠　６０μｇ

ミネブロ錠　５ｍｇ

ミネブロ錠２．５ｍｇ

ミノサイクリン塩酸塩Ｃｐ100mg「日医工」 【般】ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ 100mg

ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸錠 50㎎｢ﾆﾌﾟﾛ｣<ﾘｶﾙﾎﾞﾝ後発> 【般】ミノドロン酸錠　５０mg

ミノマイシン錠　５０mg

ミヤＢＭ

ミヤＢＭ錠

ミラペックスＬＡ錠　０．３７５mg

ミラペックスＬＡ錠　１．５mg

ミリステープ　５mg

ミルタックスパップ３０mg

ムコスタ錠　１００mg

ムコスタ点眼液ＵＤ２%　０．３５mL

ムコソルバンＬ錠　４５㎎

ムコソルバン内用液　０.７５％

ムコダインシロップ５％

ムコダイン錠　５００mg 【般】カルボシステイン錠 ５００mg

ムルプレタ錠　３mg

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 【般】ロフラゼプ酸エチル錠　１mg

メインテート錠　０．６２５mg 【般】ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠 ０．６２５mg

メインテート錠　５mg 【般】ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠 ５mg

ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩Ｃｐ100mg｢ｻﾜｲ｣<ﾒｷｼﾁｰﾙ後発> 【般】メキシレチン塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ　１００mg

ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩Ｃｐ50mg｢ｻﾜｲ｣<ﾒｷｼﾁｰﾙ後発> 【般】メキシレチン塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ　５０mg

メクトビ錠 １５mg

メコバラミン錠５００「トーワ」＜ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ後発＞ 【般】メコバラミン錠　０．５mg

メサデルムクリーム０．１％　５g

メサデルム軟膏０.１％　５ｇ

メサペイン錠　１０mg

メサペイン錠　５mg

メジコン錠　１５mg

メスチノン錠　６０mg

メチコバール錠　２５０μｇ 【般】メコバラミン錠 ０．２５mg

メトグルコ錠　２５０mg
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メトグルコ錠　５００mg

メドロール錠　２mg

メドロール錠　４mg

メネシット配合錠　１００mg

メノエイドコンビパッチ

メプチンＤＳ　０.００５％

メプチンエアー１０μg吸入　100回

メプチンキッド５μgエアー　100吸入

メプチンミニ錠　２５μｇ

メプチン吸入液ユニット　０.３mL

メプチン錠　５０μｇ

メマリー錠　１０mg

メマリー錠　２０mg

メマリー錠　５mg

メリスロン錠　１２mg

メルカゾール錠 ５mg

メレックス錠　０.５mg

モービック錠　１０mg

モービック錠　５mg

モーラステープＬ４０mg　（７枚入） 【般】ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg(10×14cm非温感)

モーラスパップ６０mg　（７枚入）

モーラスパップＸＲ ２４０mg（７枚入）

モーラスパップＸＲ１２０mg　（７枚入）

ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢NP｣ 【般】ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg

モビコール配合内用剤ＬＤ

モルヒネ塩酸塩水和物「ﾀｹﾀﾞ」原末

モルペス細粒２%【10mg/0.5g/包】

モンテルカストOD錠 5mg「EE」 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠　５mg

ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾁｭｱﾌﾞﾙ錠 5mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣<ｼﾝｸﾞﾚｱﾁｭｱﾌﾞﾙ後発> 【般】モンテルカストチュアブル錠　５mg

モンテルカスト細粒４ｍｇ「ﾆﾌﾟﾛ」<ｼﾝｸﾞﾚｱ後発> 【般】モンテルカスト細粒 ４ｍｇ

モンテルカスト錠 １０mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣〈ｷﾌﾟﾚｽ後発〉 【般】モンテルカスト錠　１０mg

ヤーズフレックス配合錠

ヤーズ配合錠

ヤクバンテープ　６０mg　１５㎝×１４㎝

ヤクバンテープ２０mg　７㎝×１０㎝

ヤクバンテープ４０mg　１０㎝×１４㎝

ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T100（100mg/0.5g）

ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T150(150mg/0.75g)

ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T200（200mg/1g）

ユーエフティ配合カプセルT100

ユーゼル錠　２５mg

ユーパスタコーワ軟膏　１００ｇ

ユーパスタコーワ軟膏　３０g

ユーロジン錠　１mg

ユーロジン錠　２mg

ユナシン錠　３７５mg

ユニシア配合錠ＨＤ

ユニシア配合錠ＬＤ

ユニフィルＬＡ錠　２００mg
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ユニフィルＬＡ錠　４００mg

ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠 10mg｢ｻﾜｲ｣<ﾉｲｷﾉﾝ後発> 【般】ユビデカレノン錠　１０mg

ユベラＮカプセル　１００mg

ユベラＮソフトＣｐ　２００mg

ユベラ錠　５０mg

ユベラ軟膏

ユリーフＯＤ錠　４mg 【般】シロドシン口腔内崩壊錠４mg

ユリーフ錠　４mg

ユリス錠　１ｍｇ

ユリノーム錠　２５mg 【般】ベンズブロマロン錠　２５mg

ユリノーム錠　５０mg

ヨウ化カリウム丸　５０mg

ヨクイニンエキス錠

ライゾデグ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ

ラキソベロン錠　２.５mg

ﾗｸﾂﾛｰｽｼﾛｯﾌﾟ　65％｢ﾀｶﾀ｣〈ﾓﾆﾗｯｸ後発〉 【般】ﾗｸﾂﾛｰｽｼﾛｯﾌﾟ65%

ラグノスNF経口ゼリー分包　１２g

ラクリミン点眼液　０.０５％　５mL

ラゲブリオカプセル ２００mg

ラコールＮＦ配合経腸用液　２００mL

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤　３００ｇ

ラシックス錠　１０㎎ 【般】フロセミド錠１０ｍｇ

ラジレス錠　１５０㎎

ラスビック錠 ７５ｍｇ

ラタチモ配合点眼液｢ﾆｯﾃﾝ｣　2.5mL〈ｻﾞﾗｶﾑ後発〉 【般】ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ・ﾁﾓﾛｰﾙ配合点眼液　2.5mL

ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄPF点眼液 0.005%｢日点｣　2.5mL

ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ点眼液 0.005%｢ｻﾜｲ｣2.5mL<ｷｻﾗﾀﾝ後発> 【般】ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ点眼液　０．００５％

ラツーダ錠　２０mg

ラックビー錠

ラックビー微粒Ｎ

ラニラピッド錠　０.０５mg

ラフチジン錠　１０mg「YD」＜ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝ後発＞ 【般】ラフチジン錠　１０mg

ラベプラゾールＮａ錠 １０mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣ 【般】ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg

ラミクタール錠　１００mg

ラミクタール錠　２５mg

ラミシールクリーム１％　１０ｇ

ラミシール外用液　１％　１０ｇ

ラミシール錠　１２５mg

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠　15㎎「武田ﾃﾊﾞ」 【般】ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠15mg

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠　30㎎「武田ﾃﾊﾞ」 【般】ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠30mg

ランタスＸＲ注ソロスター

ランタス注ソロスター

ランデル錠　２０mg

ランデル錠　４０mg

ランドセン錠　０.５

リアルダ錠　１２００mg

リーバクト配合経口ゼリー　２０g

リーバクト配合顆粒（１包＝４.１５ｇ）

リーマス錠　２００mg
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リウマトレックスＣｐ ２mg

リオナ錠　２５０mg

リオベル配合錠ＬＤ

リオレサール錠　５mg

リキスミア皮下注　３００μg

リクシアナOD錠　３０㎎

リクシアナＯＤ錠　６０㎎

リクシアナ錠　１５mg

リクシアナ錠　３０㎎

リザベンＣｐ　１００mg

リザベン点眼液０．５％　５mL

リスパダール錠  １mg

リスパダール錠　２mg

リスパダール錠　３mg

リスパダ-ル内用液 1mg/mL(1包=0.5mL)

リスパダ-ル内用液 1mg/mL(1包=1mL)

リスミー錠　１mg

リスミー錠　２mg

リスモダンＣｐ １００mg

リスモダンＲ錠　１５０mg

リズモンＴＧ点眼液　０.５％２.５mL

リドメックスコーワクリーム０．３％　５g

リドメックスコーワローション0.3%　１０g

リナセートＤ輸液 ５００mL［在宅］

リネゾリド錠　６００mg「ｻﾜｲ」<ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽ後発> 【般】リネゾリド錠　６００mg

リパクレオンカプセル　１５０mg

リバスタッチパッチ　１３．５mg

リバスタッチパッチ　１８mg

リバスタッチパッチ　４．５mg

リバスタッチパッチ　９mg

リバロ錠　１mg 【般】ピタバスタチンＣａ錠　1mg

リピディル錠　８０mg

リファンピシンＣｐ　１５０mg

リフキシマ錠　２００mg

リフレックス錠　１５mg

リベルサス錠　１４mg

リベルサス錠　３mg

リベルサス錠　７mg

リボスチン点眼液0.025％　５mL

リボトリール錠　０.５mg

リボトリール錠　１mg

リマチル錠　１００mg

リマチル錠　５０mg

ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μg｢ｻﾜｲ｣ 【般】ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μg

リムパーザ錠　１００ｍｇ

リムパーザ錠　１５０ｍｇ

リュウアト１%眼軟膏　３．５g

リリカＯＤ錠　１５０mg

リレンザ（１枚＝4ﾌﾞﾘｽﾀｰ）
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リンヴォック錠　１５mg

リンヴォック錠７．５ｍｇ

リンゼス錠　０．２５mg

リンデロンＡ液（眼・鼻）　５mL

リンデロンＤＰクリーム　５g

リンデロン-ＤＰ軟膏　５g

リンデロンＶＧクリーム　５ｇ

リンデロンＶＧローション　１０mL

リンデロンＶＧ軟膏　５ｇ

リンデロンＶローション　１０mL

リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％　５ｇ

リンデロンシロップ0.01％(0.1mg/mL)

リンデロン坐剤　１mg

リンデロン錠　０．５mg

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ点眼・点耳・点鼻液0.1%　5mL

リンデロン点眼液　０.０１％　５mL

リンラキサー錠　１２５mg

リンラキサー錠　２５０mg

リン酸コデイン錠　５mg

ルーラン錠　４mg

ルコナック爪外用液５％ ３．５ｇ

ルジオミール錠　１０mg

ルセフィ錠　２．５㎎

ルセフィ錠　５㎎

ルナベル配合錠ＬＤ

ルナベル配合錠ＵＬＤ

ルネスタ錠　１mg

ルネスタ錠　２mg

ルネスタ錠　３mg

ルパフィン錠　１０mg

ルプラック錠　４mg

ルボックス錠　２５mg

ﾙﾑｼﾞｪﾌﾞ注　100単位/mL

ﾙﾑｼﾞｪﾌﾞ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ

ﾙﾑｼﾞｪﾌﾞ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝHD

ルリコンクリーム１%　１０g

ルリコン液　１％　１０mL

ルリコン軟膏１%　１０g

ルリッド錠　１５０mg

レキソタン錠　１mg

レキソタン錠　２mg

レキソタン錠　５mg

レクサプロ錠　１０mg

レクタブル ２mg 注腸フォーム １４回

レクチゾール錠　２５mg

レグテクト錠　３３３mg

レグパラ錠　１２．５mg

レグパラ錠　２５mg

レザルタス配合錠ＨＤ
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レザルタス配合錠ＬＤ

レスキュラ点眼液０.１２％　５mL

レスタミンｺｰﾜクリーム　１％

レスタミンコーワ錠　１０mg

レスプレン錠　２０mg

レナジェル錠　２５０mg

レニベース錠　２.５mg 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠　2.5mg

レパーサ皮下注１４０mgペン

レバミピド錠100mg「オーツカ」＜ﾑｺｽﾀ後発＞

レペタン坐剤　０.２mg

レペタン坐剤　０.４mg

レベミル注イノレット 300単位

レベミル注フレックスペン

ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｻﾜｲ｣〈ｻﾞｲｻﾞﾙ後発〉 【般】ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠　５mg

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠 500mg「DSEP」＜ｸﾗﾋﾞｯﾄ後発＞ 【般】レボフロキサシン錠　５００mg

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液1.5％「日点」5mL〈ｸﾗﾋﾞｯﾄ後発〉 【般】ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液1.5％　5mL

レミッチＯＤ錠　２．５μg

レミニールＯＤ錠　１２mg

レミニールＯＤ錠　８ｍｇ

レミニール錠　４mg

レミニール錠　８mg

レルパックス錠　２０mg

レルベア１００エリプタ【14吸入用】

レルベア１００エリプタ【30吸入用】

レルベア２００エリプタ【14吸入用】

レルベア２００エリプタ【30吸入用】

レンビマＣｐ　１０mg

レンビマＣｐ　４mg

ロイコボリン錠 ５mg

ローガン錠　１０mg

ローコール錠　１０mg

ローコール錠　２０mg

ローコール錠　３０mg

ロートエキス散１０％

ロカルトロールＣｐ　０.２５μｇ

ロキソニンゲル１％　２５g

ロキソニンゲル１%　５０g

ロキソニンテープ１００mg　（７枚入） 【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ 100mg(10cm×14cm非温)

ロキソニンパップ１００mg（7枚入） 【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾊﾟｯﾌﾟ 100mg(10cm×14cm非温)

ロキソニン細粒　１０％

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ50mg｢ﾕｰﾄｸ｣(7枚入) 【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝＮａﾃｰﾌﾟ５０（７×１０ｃｍ非温感）

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠　60mg「ｸﾆﾋﾛ」 【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠　60mg

ロケルマ懸濁用散分包　１０g

ロケルマ懸濁用散分包　５g

ロコアテープ　（７枚入）

ロコイドクリーム０．１%　５g

ロコイド軟膏０．１%　５g

ロコルナール錠 １００mg

ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ錠 25mg「YD」＜ﾆｭｰﾛﾀﾝ後発＞ 【般】ロサルタンＫ錠　２５mg
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ロスーゼット配合錠ＨＤ

ロスーゼット配合錠ＬＤ

ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝOD錠 2.5mg｢DSEP｣<ｸﾚｽﾄｰﾙ後発> 【般】ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ口腔内崩壊錠　2.5ｍｇ

ロゼックスゲル０．７５%　５０g

ロゼレム錠　８mg

ロトリガ粒状カプセル　２g

ロナセン錠　４mg

ロピオン静注　５０mg【在宅】

ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ錠2mg｢ｻﾜｲ｣〈ﾒｲﾗｯｸｽ後発〉 【般】ロフラゼプ酸エチル錠　２mg

ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ 1mg「ﾀｲﾖｰ」<ﾛﾍﾟﾐﾝ後発> 【般】ロペラミド塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ　１mg

ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩細粒小児用0.05％「ﾀｲﾖｰ」<ﾛﾍﾟﾐﾝ後発> 【般】ロペラミド塩酸塩細粒 0.05%

ロラゼパム錠　0.5mg「ｻﾜｲ」＜ﾜｲﾊﾟｯｸｽ後発＞ 【般】ロラゼパム錠　0.5mg

ロラタジンＯＤ錠 １０mg｢NP｣<ｸﾗﾘﾁﾝ後発> 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠 １０ｍｇ

ロルカム錠　４mg

ロンゲス錠　１０mg

ロンゲス錠　２０mg

ロンゲス錠　５mg

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  １mg

ワーファリン錠　０．５mg

ワーファリン錠　５mg

ワイドシリン細粒　２０％

ワイパックス錠　１mg 【般】ロラゼパム錠　1mg

ワコビタール坐剤　１００mg

ワソラン錠　４０mg

ワンアルファ錠　０.２５μｇ

ワンアルファ錠　０.５μｇ

ワンアルファ錠　１.０μｇ

ワントラム錠　１００mg

亜鉛華１０％単軟膏

亜鉛華軟膏

阿仙薬末

阿膠（山東）

粟【自費】

杏仁

威霊仙

一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠 20mg「ｻﾜｲ」＜ｱｲﾄﾛｰﾙ後発＞ 【般】一硝酸イソソルビド錠　２０ｍｇ

烏頭

烏梅

烏薬

液状フェノール

益知

益母草

延胡索

遠志

塩化カリウム

塩化カリウム徐放錠　６００ｍｇ「St」

塩化ナトリウム｢オーツカ｣
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塩酸ﾓﾙﾋﾈ注射液　200mg/5mL

黄柏

黄連

黄耆

牡蛎

牡丹皮

何首烏

夏枯草

貝母

柿蒂

滑石

葛根

茅根

乾姜

甘草

眼・耳科用リンデロンＡ軟膏　５g

眼軟膏 タリビッド０．３％　３.５ｇ

希塩酸

亀板膠【自費】

菊花

桔梗

橘皮

球形吸着炭細粒分包「日医工」(1包=2g) 【般】球形吸着炭細粒

牛膝

牛蒡子

強力ポステリザン軟膏　２ｇ

強力ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾁｿﾞﾝｺｰﾜ軟膏　１０g

金銀花

苦参

桑白皮

桂枝加黄耆湯エキス細粒［東洋］

桂枝加葛根湯エキス細粒［東洋］

桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒［東洋］

桂皮

桂麻各半湯エキス細粒［東洋］

経口用エンドキサン原末　１００mg

荊芥

決明子

牽牛子

玄参

胡麻

五味子

呉茱萸

厚朴

紅花

紅参

香附子

細辛

桜皮
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三和　黄ごん湯エキス細粒

三和　葛根加朮附湯エキス細粒

三和　桂芍知母湯エキス細粒

山帰来

山査子

山豆根

山薬

山梔子

山椒

山茱萸

酸化マグネシウム

酸棗仁

紫苑

紫根

紫蘇子

柴胡

車前子

十薬

重質酸化マグネシウム.ＯＩ

縮砂

升麻

小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用

小児用ムコソルバンシロップ　０.３％

小麦

消毒用エタプロコール　５００mL

新Ｐ－ＬＡＰ

新レシカルボン坐剤

神麹【自費】

秦ギョウ

親水軟膏

辛夷

人工涙液マイティア点眼液　５mL

人参

生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍL［在宅］

生食注シリンジ「ｵｰﾂｶ」２０mL［在宅］

生理食塩液（洗浄用）　５００mL

生理食塩液２０mL

生理食塩液２０ｍL（点眼用）

生姜

精製水

石膏

川骨

前胡

蘇木

蘇葉

蒼朮

太虎堂　きゅう帰調血飲エキス

大黄

大塚食塩(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)注１０% ２０mL［在宅］
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大塚食塩注１０%　２０mL【在宅】

大塚生食液　５０mL【在宅】

大腹皮

大棗

沢瀉

単シロップ

炭酸ﾗﾝﾀﾝOD錠250mg「ﾌｿｰ」〈ﾎｽﾚﾉｰﾙ後発〉 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠　２５０mg

炭酸水素ナトリウム

炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ錠　５００mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」

知母

地黄（乾）

地黄（熟）

地骨皮

竹節人参

竹葉【自費】

竹茹

茶葉

注射針　２３Ｇ（0.65x25mm）

注射用グルカゴンＧ・ノボ　１mg

注射用水　２０ｍL［在宅］

猪苓

丁子

沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ錠500mg「三和」 【般】沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ500mg(高ﾘﾝ血症用)

陳皮

釣藤鈎

天南星

天麻

天門冬

杜仲

冬瓜子

桃仁

当帰

独活（唐）

日局 グリセリン

乳酸カルシウム

乳糖（倍散用）

忍冬

白色ワセリン

白扁豆

白朮

薄荷

麦芽

麦門冬

半夏

枇杷葉

百合

附子（白河）

防風

防已
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麻黄

麻子仁

蔓荊子

無水エタノール

滅菌グリセリン　１０mL

滅菌精製水

滅菌精製水　1L

木香

木通

薬用石ケン

薬用炭「日医工」

硫酸ポリミキシンＢ散50万単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

竜眼肉

竜骨

竜胆

良姜

蓮肉

連翹

藁本

枳実

枳実（枳殻）

枸杞子

橙皮

檳榔子

鬱金

炮附子

粳米

膠飴

艾葉

芍薬

茴香

茯苓

莪朮

訶子
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