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内服薬
(1)ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）
(100)ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）
(107)ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）
(11)ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）[患者限定]
(114)ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）
(137)ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）[患者限定]
(15)ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）
(16)ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
(17)ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）
(19)ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）
(23)ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）
(24)ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）
(25)ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）
(27)ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）
(29)ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
(3)ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）
(38)ﾂﾑﾗ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）
(40)ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）
(41)ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）
(43)ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）
(47)ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）
(48)ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）
(51)ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）
(54)ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）
(61)ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）
(62)ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）[院外限定]
(68)ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
(7)ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
(84)ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）
(86)ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）
(95)ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用）
(99)ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）
（通常量）パキロビッドパック
（低用量）パキロビッドパック
２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠
２ｍｇセルシン錠
５ｍｇセルシン錠
ＡＡＣ（約束処方）
ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ[患者限定]
ｌ－メントール〈ハチ〉
ＰＬ配合顆粒（1g/包）
アーチスト錠１０ｍｇ[患者限定]
アーテン錠２ｍｇ
アーリーダ錠６０ｍｇ[患者限定]
アキネトン錠１ｍｇ
アクトネル錠２．５ｍｇ[患者限定]
アグリリンカプセル０．５ｍｇ
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[患者限定]
アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ
アジルバ錠２０ｍｇ
アジレクト錠１ｍｇ
アストミン錠１０ｍｇ
アスパラ－ＣＡ錠２００
アスパラカリウム散５０％
アスパラカリウム錠３００ｍｇ
アスペノンカプセル１０
アスペノンカプセル２０[患者限定]
アスベリン散１０％[院外限定]
アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」
アセトアミノフェン「ＪＧ」原末
アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」
アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」
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アダラートＣＲ錠２０ｍｇ［患者限定］
アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ
アデカット１５ｍｇ錠
アデホスコーワ顆粒１０％
アテレック錠１０[患者限定]
アトーゼット配合錠ＬＤ
アドソルビン原末
アドナ錠１０ｍｇ
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」
アバプロ錠１００ｍｇ[患者限定]
アボルブカプセル０．５ｍｇ[患者限定]
アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」
アミティーザカプセル１２μｇ
アミトリプチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」
アミノレバンＥＮ配合散(コーヒー味)
アミノレバンＥＮ配合散(フルーツ味)
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「あすか」
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」
アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「フソー」
アメナリーフ錠200mg
アラベル内用剤１．５ｇ[院内限定]
アリミデックス錠１ｍｇ
アルケラン錠２ｍｇ
アルサルミン細粒90％(1g/包)［患者限定］
アルジオキサ錠１００ｍｇ「あすか」[院外限定]
アルファカルシドールカプセル０．５μｇ｢ﾌｿｰ｣
アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」
アルファロールカプセル０．５μｇ[患者限定]
アルファロール散１μｇ／ｇ（0.25ｇ/包）
アルロイドＧ内用液５％
アレグラ錠６０ｍｇ[患者限定]
アレビアチン錠１００ｍｇ
アレルギン散１％
アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＮＩＧ」
アローゼン顆粒
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」
アロプリノール錠１００ｍｇ「ケミファ」
アンカロン錠１００
アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ｍｇ「サワイ」
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」
イーケプラ錠２５０ｍｇ[患者限定]
イーケプラ錠５００ｍｇ[患者限定]
イグザレルト錠１０ｍｇ
イグザレルト錠１５ｍｇ
イクスタンジ錠４０ｍｇ
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「杏林」
イスコチン錠１００ｍｇ
イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ
イニシンク配合錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「あすか」
イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイヨー」
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」
イムラン錠５０ｍｇ
イリボーＯＤ錠５μｇ
イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」
イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」
インデラル錠１０ｍｇ
ウブレチド錠５ｍｇ
ウラリット－Ｕ配合散[患者限定]
ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テバ」
ウルソ錠５０ｍｇ[患者限定]
ウルソ錠１００ｍｇ[患者限定]
エースコール錠２ｍｇ[患者限定]
エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＹＤ」(1.5g/包)
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エクア錠５０ｍｇ
エクセグラン散２０％
エクセグラン錠１００ｍｇ
エクフィナ錠５０ｍｇ
エクメット配合錠ＨＤ
エスゾピクロン錠１ｍｇ「ＹＤ」
エスゾピクロン錠２ｍｇ「ＹＤ」[院外限定]
エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ[院外限定]
エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」
エックスフォージ配合ＯＤ錠
エディロールカプセル０．７５μｇ[患者限定]
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」
エパデールＳ９００[患者限定]
エビスタ錠６０ｍｇ[院外限定]
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」
エビプロスタット配合錠ＤＢ
エビリファイ錠１ｍｇ[患者限定]
エビリファイ錠３ｍｇ[患者限定]
エフィエント錠３．７５ｍｇ
エブトール２５０ｍｇ錠
エフピーＯＤ錠２．５ｍｇ
エブランチルカプセル１５ｍｇ
エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「旭化成」
エベレンゾ錠２０ｍｇ
エベレンゾ錠５０ｍｇ
エベレンゾ錠１００ｍｇ
エリキュース錠２．５ｍｇ
エリキュース錠５ｍｇ
エリスパン錠０．２５ｍｇ
エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ
エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「トーワ」
エレトリプタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」
エレンタール配合内用剤
エンシュア・Ｈ
エンシュア・リキッド
エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＹＤ」
エンドキサン錠５０ｍｇ
エンレスト錠５０ｍｇ
エンレスト錠１００ｍｇ
エンレスト錠２００ｍｇ
オイグルコン錠２．５ｍｇ
オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ
オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ
オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ
オキノーム散２．５ｍｇ
オキノーム散５ｍｇ
オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」
オダイン錠１２５ｍｇ
オフェブカプセル１００ｍｇ［患者限定］
オフェブカプセル１５０ｍｇ[患者限定]
オプソ内服液５ｍｇ
オルケディア錠１ｍｇ
オルケディア錠２ｍｇ
オルミエント錠２ｍｇ
オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」[院外限定]
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」[院外限定]
オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ[患者限定]
オングリザ錠２．５ｍｇ
オンジェンティス錠２５ｍｇ
ガスコンドロップ内用液２％
ガスコン錠４０ｍｇ
ガスターＤ錠２０ｍｇ[患者限定]
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ガストログラフイン経口・注腸用
カソデックス錠８０ｍｇ[患者限定]
カデチア配合錠ＨＤ「あすか」
カデュエット配合錠３番
カデュエット配合錠４番
カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」
カバサール錠０．２５ｍｇ
ガバペン錠２００ｍｇ[患者限定]
カフェイン水和物原末「マルイシ」
カムシア配合錠ＨＤ「あすか」
カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」
ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ＹＤ」
ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「ＹＤ」
ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「ＹＤ」
カリメート経口液２０％(25g/包)
カルグート錠１０ｍｇ
カルスロット錠１０ｍｇ[院外限定]
カルデナリンＯＤ錠１ｍｇ
カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ
カルナクリン錠２５
カルベジロール錠２．５ｍｇ「トーワ」
カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」
カルボシステインＤＳ５０％「トーワ」
カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」
カロナール細粒２０％
カロナール錠２００ｍｇ
カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」
カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」
キックリンカプセル２５０ｍｇ
キネダック錠５０ｍｇ
キプレス錠１０ｍｇ[患者限定]
キャブピリン配合錠
グーフィス錠５ｍｇ
クエチアピン錠２５ｍｇ「サワイ」
クエンメット配合錠[院外限定]
クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」
グラクティブ錠１００ｍｇ[院外限定]
グラケーカプセル１５ｍｇ
グラセプターカプセル０．５ｍｇ
グラセプターカプセル１ｍｇ
グラセプターカプセル５ｍｇ
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰＩ」
グランダキシン錠５０ｍｇ
グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」
グリチロン配合錠
グリベック錠１００ｍｇ
グリメピリド錠１ｍｇ「三和」
グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ
グルファスト錠１０ｍｇ
グルベス配合ＯＤ錠
グレースビット錠５０ｍｇ
クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ[患者限定]
クレメジン細粒分包２ｇ
クレメジン速崩錠５００ｍｇ
クロピドグレル錠２５ｍｇ「ケミファ」
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケミファ」
ケアラム錠２５ｍｇ
ケイキサレートドライシロップ７６％[患者限定]
ケタスカプセル１０ｍｇ
ケフラールカプセル２５０ｍｇ
コートリル錠１０ｍｇ
コスパノンカプセル４０ｍｇ
コデインリン酸塩散１％「タケダ」
コバシル錠４ｍｇ
コムタン錠１００ｍｇ
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コメリアンコーワ錠５０ｍｇ
コランチル配合顆粒（1g/包）
コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」
コロネル錠５００ｍｇ
コンスタン０．４ｍｇ錠
コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ
コントミン糖衣錠２５ｍｇ
ザイティガ錠２５０ｍｇ
サイトテック錠２００
ザイロリック錠１００[患者限定]
ザクラス配合錠ＨＤ[患者限定]
サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ
サムチレール内用懸濁液１５％
サラゾピリン錠５００ｍｇ
ザルティア錠５ｍｇ[患者限定]
サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ケミファ」
サワシリンカプセル２５０ｍｇ
シアリス錠２０ｍｇ[院外限定]
ジェニナック錠２００ｍｇ
ジスロマック錠２５０ｍｇ
シナール配合錠
ジピリダモール錠１００ｍｇ「ツルハラ」
ジピリダモール錠２５ｍｇ「ＪＧ」
ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」
シベノール錠１００ｍｇ
シメチジン錠２００ｍｇ「ＹＤ」[院外限定]
ジャディアンス錠１０ｍｇ
ジャディアンス錠２５ｍｇ[患者限定]
ジャヌビア錠５０ｍｇ
シュアポスト錠０．２５ｍｇ
ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」
シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」
ジルムロ配合錠ＨＤ「武田テバ」
シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ケミファ」
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ケミファ」
シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」
スインプロイク錠０．２ｍｇ
スーグラ錠５０ｍｇ
スージャヌ配合錠
スーテントカプセル１２．５ｍｇ
スクラルファート内用液１０％「タイヨー」
スターシス錠３０ｍｇ[患者限定]
スターシス錠９０ｍｇ
ステーブラ錠０．１ｍｇ[院外限定]
ストミンＡ配合錠[院外限定]
ストロメクトール錠３ｍｇ
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＹＤ」
スピロペント錠１０μｇ
スプリセル錠２０ｍｇ
スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」
スルピリド錠１００ｍｇ「サワイ」
ゼチーア錠１０ｍｇ[患者限定]
セディール錠１０ｍｇ
ゼフィックス錠１００ｍｇ
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」
セフゾンカプセル１００ｍｇ
セフゾン細粒小児用１０％
セララ錠５０ｍｇ
セルセプトカプセル２５０
セルトラリンＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」
セレコキシブ錠１００ｍｇ「ケミファ」
セレコックス錠１００ｍｇ[患者限定]
セレスタミン配合錠
セレナール錠１０ｍｇ[患者限定]
セレネース錠０．７５ｍｇ
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ゼローダ錠３００
セロケン錠２０ｍｇ
センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」
ソランタール錠１００ｍｇ
ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ニプロ」
ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ニプロ」
ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「明治」
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」[患者限定]
ダイアモックス錠２５０ｍｇ
ダイフェン配合錠
タウリン散９８％「大正」
タケキャブ錠１０ｍｇ
タケキャブ錠２０ｍｇ
タケプロンＯＤ錠１５[患者限定]
タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「シオエ」
タナトリル錠５[患者限定]
タフマックＥ配合カプセル
タミフルドライシロップ３％
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
ダラシンカプセル１５０ｍｇ[患者限定]
タリージェ錠５ｍｇ
タリージェ錠１０ｍｇ
タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」
ダントリウムカプセル２５ｍｇ
タンニン酸アルブミン シオエ
チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」
チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰＩ」
チモール「ファイザー」原末
チラーヂンＳ錠５０μｇ
ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０
ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５
デエビゴ錠５ｍｇ
テオロング錠１００ｍｇ
テオロング錠２００ｍｇ
デカドロン錠０．５ｍｇ
デカドロン錠４ｍｇ
テグレトール細粒５０％
テグレトール錠１００ｍｇ[患者限定]
テグレトール錠２００ｍｇ
テシプール錠１ｍｇ
テネリアＯＤ錠２０ｍｇ
テノーミン錠５０ｍｇ
テノゼット錠３００ｍｇ
デノタスチュアブル配合錠
デパケンＲ錠２００ｍｇ
デパス錠０．５ｍｇ[患者限定]
テプレノン細粒１０％「トーワ」
テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」
テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」
デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「武田テバ」
デュロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」
テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
トアラセット配合錠「ケミファ」
トチモトのシテイ
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ケミファ」
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」
ドパコール配合錠Ｌ１００
トビエース錠４ｍｇ
トピナ錠５０ｍｇ
トピロリック錠４０ｍｇ
ドプスＯＤ錠１００ｍｇ
ドプスＯＤ錠２００ｍｇ[患者限定]
トフラニール錠１０ｍｇ
トラセミド錠４ｍｇ「ＫＯ」
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トラゼンタ錠５ｍｇ
トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」
トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」
トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「旭化成」
トラベルミン配合錠
トラマールＯＤ錠２５ｍｇ
トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」
トリクロリールシロップ１０％
トリプタノール錠１０[患者限定]
トレーランＧ液７５ｇ２２５ｍＬ
トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ
ナイキサン錠１００ｍｇ
ナウゼリンＯＤ錠１０
ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ
ナトリックス錠１
ナルサス錠２ｍｇ
ナルサス錠６ｍｇ
ナルサス錠１２ｍｇ
ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「フソー」
ナルラピド錠１ｍｇ
ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」
ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」
ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」
ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ
ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＰ」
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」
ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＮＰ」[院外限定]
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「三和」[患者限定]
ニューロタン錠２５ｍｇ[患者限定]
ニューロタン錠５０ｍｇ[患者限定]
ニュベクオ錠３００ｍｇ
ニルバジピン錠２ｍｇ「トーワ」
ニルバジピン錠４ｍｇ「トーワ」
ネオーラル２５ｍｇカプセル
ネオーラル５０ｍｇカプセル
ネオドパゾール配合錠
ネオフィリン錠１００ｍｇ
ネキシウムカプセル２０ｍｇ
ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ
ネクサバール錠２００ｍｇ
ネシーナ錠１２．５ｍｇ
ネシーナ錠２５ｍｇ[院外限定]
ノイエルカプセル２００ｍｇ
ノイキノン錠１０ｍｇ
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
ノバミン錠５ｍｇ
ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ[患者限定]
ノルバスク錠２．５ｍｇ[患者限定]
ノルバスク錠５ｍｇ[患者限定]
ノルバデックス錠２０ｍｇ
ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５
ハーボニー配合錠[院外限定]
パーロデル錠２．５ｍｇ[患者限定]
バイアグラ錠５０ｍｇ[院外限定]
バイアスピリン錠１００ｍｇ
ハイドレアカプセル５００ｍｇ
ハイボン錠２０ｍｇ
パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ
パキシル錠１０ｍｇ[患者限定]
バゼドキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」
ハッカ油「ケンエー」
パナルジン錠１００ｍｇ
パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」
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バファリン配合錠Ａ８１
バラクルード錠０．５ｍｇ[患者限定]
バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＳＰＫＫ」
パリエット錠５ｍｇ[患者限定]
パリエット錠１０ｍｇ[患者限定]
バリキサ錠４５０ｍｇ
バリトゲンＨＤ
バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」
ハルシオン０．２５ｍｇ錠[患者限定]
ハルナールＤ錠０．２ｍｇ[患者限定]
バルヒディオ配合錠ＥＸ「サンド」
バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」
バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」[患者限定]
バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「ＤＳＰ」
パルモディア錠０．１ｍｇ
バロス発泡顆粒
パンクレアチン シオエ
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ファイザー」
パンテチン散２０％「テバ」
パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」
ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ[患者限定]
ピートル顆粒分包２５０ｍｇ
ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」
ビオスリー配合ＯＤ錠
ビオフェルミン錠剤
ビオフェルミン配合散[院外限定]
ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ピコスルファートﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%「JG」
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「日医工」
ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医工」
ビタノイリンカプセル５０[患者限定]
ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍｇ「ＫＯＧ」
ヒダントールＦ配合錠
ビムパット錠５０ｍｇ
ビムパット錠１００ｍｇ
ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」
ビラノア錠２０ｍｇ
ピラマイド原末
ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」
ファロム錠２００ｍｇ
ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ
フィコンパ錠２ｍｇ
ブイフェンド錠５０ｍｇ
ブイフェンド錠２００ｍｇ
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ケミファ」
フェノバール錠３０ｍｇ
フェノバルビタール散１０％「マルイシ」
フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」
フェブリク錠２０ｍｇ
フォシーガ錠５ｍｇ
フォシーガ錠１０ｍｇ
フォリアミン錠５ｍｇ
フスコデ配合シロップ
ブスコパン錠１０ｍｇ
ブドウ糖＊（扶桑）
プラケニル錠２００ｍｇ
プラザキサカプセル７５ｍｇ
プラザキサカプセル１１０ｍｇ
フラジール内服錠２５０ｍｇ
ブラダロン錠２００ｍｇ
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」
プラビックス錠７５ｍｇ[患者限定]
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プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
プリミドン細粒９９．５％「日医工」
プリモボラン錠５ｍｇ
フルイトラン錠２ｍｇ
フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」
フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＪＧ」
フルニトラゼパム錠２ｍｇ「ＪＧ」
プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ケミファ」
プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ケミファ」
プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ケミファ」
プレタールＯＤ錠５０ｍｇ[患者限定]
プレタールＯＤ錠１００ｍｇ[患者限定]
ブレディニン錠５０
プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）
プレドニン錠５ｍｇ
プレミネント配合錠ＬＤ
プログラフカプセル０．５ｍｇ
プログラフカプセル１ｍｇ[患者限定]
プロスタール錠２５ｍｇ
フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」
フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」
フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」
プロタノールＳ錠１５ｍｇ
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」
プロナーゼＭＳ
プロノン錠１５０ｍｇ
プロパジール錠５０ｍｇ
ブロプレス錠４[患者限定]
ブロプレス錠８[患者限定]
フロリネフ錠０．１ｍｇ
ベイスンＯＤ錠０．２[患者限定]
ベオーバ錠５０ｍｇ
ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ[患者限定]
ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」
ベタニス錠２５ｍｇ[患者限定]
ベタニス錠５０ｍｇ
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」
ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰＩ」
ベネット錠７５ｍｇ
ベプリコール錠５０ｍｇ
ベムリディ錠２５ｍｇ
ヘモナーゼ配合錠
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「テバ」
ベリチーム配合顆粒
ベルソムラ錠１５ｍｇ
ベルソムラ錠２０ｍｇ
ベンザリン錠５ｍｇ
ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「杏林」
ペンタサ錠２５０ｍｇ
ホーネル錠０．３μｇ
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」
ホスミシン錠５００ｍｇ
ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ[患者限定]
ホスレノール顆粒分包５００ｍｇ[患者限定]
ボチシート２０％[院外限定]
ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ
ボノサップパック４００[院外限定]
ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」
ポララミン錠２ｍｇ
ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%分包25g｢三和｣
ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ
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ボルタレン錠２５ｍｇ
ポルトラック原末
ポンタールカプセル２５０ｍｇ
マーズレンＳ配合顆粒
マイスタン錠１０ｍｇ
マヴィレット配合錠
マグコロール内用液13.6%分包２５０ｍＬ
マグミット錠２５０ｍｇ
マグミット錠３３０ｍｇ
ミグシス錠５ｍｇ
ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」
ミグリトールＯＤ錠７５ｍｇ「トーワ」
ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ
ミケラン錠５ｍｇ
ミネブロ錠２．５ｍｇ
ミノマイシンカプセル１００ｍｇ
ミヤＢＭ細粒（1g/包）
ミヤＢＭ錠
ミルタザピン錠１５ｍｇ「ケミファ」
ミンクリア内用散布液０．８％
ムコスタ錠１００ｍｇ[患者限定]
ムコダインＤＳ５０％[患者限定]
メキシチールカプセル５０ｍｇ
メキシチールカプセル１００ｍｇ
メコバラミン錠５００μｇ「ＹＤ」
メジコン散１０％[院外限定]
メスチノン錠６０ｍｇ
メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ
メチコバール錠５００μｇ[患者限定]
メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」
メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＰＢ」
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ｢DSPB｣[院外限定]
メトリジンＤ錠２ｍｇ
メドロール錠２ｍｇ[患者限定]
メドロール錠４ｍｇ
メプチン錠５０μｇ[患者限定]
メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」
メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ｢ｹﾐﾌｧ｣[院外限定]
メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」
メリスロン錠６ｍｇ[患者限定]
メルカゾール錠５ｍｇ
モービック錠１０ｍｇ
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」
モビコール配合内用剤ＬＤ
モビプレップ配合内用剤
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」
ユーエフティ配合カプセルＴ１００
ユーゼル錠２５ｍｇ
ユービット錠１００ｍｇ
ユナシン錠３７５ｍｇ
ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ
ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ
ユベラ錠５０ｍｇ
ユリーフ錠４ｍｇ[患者限定]
ラキソベロン内用液０．７５％[患者限定]
ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ
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配合経腸用液400mL
ラシックス錠２０ｍｇ[患者限定]
ラジレス錠１５０ｍｇ
ラックビーＲ散（1g/包）
ラックビー微粒Ｎ（1g/包）
ラニラピッド錠０．０５ｍｇ
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ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ＹＤ」
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＹＤ」
ラミクタール錠２５ｍｇ[患者限定]
ラミシール錠１２５ｍｇ
ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」
ラモトリギン錠１００ｍｇ「トーワ」
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武田テバ」
ランドセン錠０．５ｍｇ
ランドセン錠１ｍｇ
リアルダ錠１２００ｍｇ[患者限定]
リーゼ錠１０ｍｇ
リーバクト配合経口ゼリー
リーバクト配合顆粒４．１５ｇ
リウマトレックスカプセル２ｍｇ[患者限定]
リオナ錠２５０ｍｇ
リオベル配合錠ＨＤ
リオレサール錠１０ｍｇ
リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ[院外限定]
リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ
リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ
リザベンカプセル１００ｍｇ
リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシトミ」
リスミー錠２ｍｇ[院外限定]
リスモダンＲ錠１５０ｍｇ
リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」
リパクレオンカプセル１５０ｍｇ[患者限定]
リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包[患者限定]
リピトール錠１０ｍｇ[患者限定]
リファジンカプセル１５０ｍｇ
リフキシマ錠２００ｍｇ
リベルサス錠３ｍｇ
リベルサス錠７ｍｇ
リベルサス錠１４ｍｇ
リマチル錠１００ｍｇ[患者限定]
リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」
リリカＯＤ錠２５ｍｇ[患者限定]
リリカＯＤ錠１５０ｍｇ[患者限定]
リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」
リンゼス錠０．２５ｍｇ
リンデロン錠０．５ｍｇ
ルボックス錠２５[院外限定]
ルリッド錠１５０ｍｇ
レイボー錠100mg
レキップＣＲ錠２ｍｇ
レキップＣＲ錠８ｍｇ
レクサプロ錠１０ｍｇ
レグテクト錠３３３ｍｇ[院外限定]
レザルタス配合錠ＨＤ
レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」
レナジェル錠２５０ｍｇ
レニベース錠５[患者限定]
レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」
レベチラセタム錠２５０ｍｇ｢トーワ｣
レベチラセタム錠５００ｍｇ｢トーワ｣
レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」
レボレード錠１２．５ｍｇ[患者限定]
ロイケリン散１０％[患者限定]
ロカルトロールカプセル０．２５μｇ
ロカルトロールカプセル０．５μｇ[患者限定]
ロキソニン錠６０ｍｇ[患者限定]
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「あすか」
ロケルマ懸濁用散分包５ｇ
ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ケミファ」
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ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ケミファ」
ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ロゼレム錠８ｍｇ
ロトリガ粒状カプセル２ｇ
ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「ＳＮ」
ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」
ロンゲス錠１０ｍｇ[患者限定]
ワーファリン錠０．５ｍｇ
ワーファリン錠１ｍｇ
ワイパックス錠１ｍｇ
ワルファリンＫ錠２ｍｇ「ＮＰ」[処方科限定]
一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「トーワ」
塩化ナトリウム「オーツカ」
乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ケンエー」
重散[患者限定]
重質酸化マグネシウム シオエ
硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「サワイ」
炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」
炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「フソー」
炭酸水素ナトリウム シオエ
沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」
乳酸カルシウム「ケンエー」（細粒）
乳糖「ホエイ」
薬用炭「日医工」
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注射薬
イオパミドール３００注ｼﾘﾝｼﾞ150mL｢F｣
イオパミドール３７０注ｼﾘﾝｼﾞ100mL｢F｣
イムノブラダー膀注用４０ｍｇ
インジゴカルミン注２０ｍｇ｢AFP｣５ｍＬ
インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」
インスリン リスプロＢＳ注ｿﾛｽﾀｰ HU｢ｻﾉﾌｨ｣
インデラル注射液２ｍｇ　２ｍL
イントラリポス輸液２０％ １００ｍL
ウロナーゼ静注用６万単位
エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」
エルシトニン注２０Ｓ
エルネオパＮＦ１号輸液 1000mL
エルネオパＮＦ１号輸液 1500mL
エルプラット点滴静注液５０mg(化学療法剤)
オザグレルＮａ点滴静注液８０ｍｇ「ケミファ」
オノアクト点滴静注用５０ｍｇ
オムニパーク２４０注１０ｍＬ
オンデキサ静注用200mg
ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「ＡＦＰ」
ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「ＡＦＰ」
キシロカイン注シリンジ１％10ｍL
キンダリー透析剤ＡＦ３号６Ｌ
グリセオール注 200mL
クリンダマイシン注射液600mg｢ﾀｲﾖｰ｣
グルカゴン注射用１単位「ＩＬＳ」
クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ
ケイセントラ静注用1000 (40mL/本)
ケイツーＮ静注１０ｍｇ
ケタラール静注用５０ｍｇ（50mg/5mL）
ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
ゲンタシン注４０
ゴナトロピン筋注用1000単位
ゴナトロピン注用５０００単位[処方用]
コミナティ筋注
コントミン筋注10mg 0.5%2mL
サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ/５０ｍL
サイレース静注２ｍｇ
サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ 1010mL
サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ 2020mL
サリチル酸ナトリウム静注０．５ｇ「日新」
ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ
ジェムザール注射用１ｇ
ジェムザール注射用２００ｍｇ
ジオン注無痛化剤付
ジギラノゲン注０.４mg
シベノール静注 70mg5mL
シンビット静注用５０ｍｇ
スルバシリン静注用１.５g
スルバシリン静注用３g
スルピリン注射液５００ｍｇ「日医工」
スロンノンＨＩ注 10mg／２mL
ゼオマイン筋注用５０単位
ゼオマイン筋注用１００単位
セファゾリンＮａ注射用１ｇ「ＮＰ」
セファランチン注10mg 0.5%2mL
セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ｢NP｣
セフタジジム静注用１ｇ「ＮＰ」
セレネース注５ｍｇ
ソセゴン注射液１５ｍｇ
ソマチュリン皮下注６０ｍｇ
ソマチュリン皮下注９０ｍｇ
ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ
ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ(溶解液付)
ソル・メドロール静注用40mg(溶解液付)
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ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付）
ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)
ソルアセトＤ輸液 ５００ｍＬ
ソルダクトン静注用２００ｍｇ
ソルデム１輸液２００ｍL
ソルデム１輸液５００ｍL
ソルデム３Ａ輸液２００ｍL
ソルデム３Ａ輸液５００ｍL
ソルデム６輸液５００ｍL
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「サンド」
ダイアモックス注射用５００ｍｇ
タゾピペ配合静注用４．５「明治」
タチオン注射用２００ｍｇ
ダルテパリンＮａ静注２５００単位／１０ｍＬシリンジ「ニプロ」
ダルテパリンＮａ静注３０００単位／１２ｍＬシリンジ「ニプロ」
ダルテパリンＮａ静注４０００単位／１６ｍＬシリンジ「ニプロ」
ダルベポエチン アルファ注２０μｇシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注４０μｇシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注１２０μｇシリンジ「KKF」
ダントリウム静注用２０ｍｇ
チエナム点滴静注用０．５ｇ
テイコプラニン点滴静注用200mg｢ﾄｰﾜ｣
デカドロン注射液3.3mg 1mL
デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」
テタガムＰ筋注シリンジ２５０
デトキソール静注液２ｇ
デノシン点滴静注用５００ｍｇ
テラルビシン注射用１０mg（化学療法剤）
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
テリボン皮下注用56.5μg（溶解液付）
テルフィス点滴静注２００ｍL
テルフィス点滴静注５００ｍL
ドパストン静注２５ｍｇ/１０ｍL
ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「Ｆ」
トブラシン注６０ｍｇ
ドプラム注射液400mg（400mg/20mL）
トポテシン点滴静注 100mg5mL(化学療法剤
トポテシン点滴静注 40mg2mL(化学療法剤)
トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」
トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス
トレシーバ注フレックスタッチ
ドロレプタン注射液25mg(2.5mg/1mL)
ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＡＹ」
ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「ＡＹ」
ナルベイン注２ｍｇ/１ｍＬ
ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「ＡＦＰ」1mL
ナロキソン塩酸塩静注0.2ｍｇ「第一三共」1mL
ニカルジピン塩酸塩注射液２mg｢ｻﾜｲ｣
ニカルジピン塩酸塩注射液２５mg｢ｻﾜｲ｣
ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」
ニコリンＨ注射液０．５ｇ
ニトロール注５ｍｇシリンジ
ネオシネジンコーワ注１ｍｇ
ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ
ネオフィリン注ＰＬ２５０ｍｇ
ネスプ注射液１８０μgﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ[患者限定]
ノイロトロピン注射液３.６単位
ノーベルバール静注用２５０ｍｇ
ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン[患者限定]
ノボラピッド注１００単位／ｍＬ[患者限定]
ノボラピッド注フレックスタッチ
ノボラピッド注フレックスペン[患者限定]
ノボリン３０Ｒ注フレックスペン[患者限定]
ノルアドリナリン注１ｍｇ
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パーサビブ静注透析用シリンジ２．５ｍｇ
ハイカリックＲＦ輸液 ５００ｍＬ
ハイゼントラ２０％皮下注２ｇ/１０ｍL
ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ/２０ｍL
パズクロス点滴静注液500mg 100mL
ハプトグロビン静注2000単位｢JB｣
パム静注５００ｍｇ
パロノセトロン静注０．７５ｍｇ／５ｍＬ「タイホウ」
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
ハンプ注射用１０００
ビーフリード輸液　１Ｌ
ビーフリード輸液　５００mL
ピヴラッツ点滴静注液１５０ｍｇ
ビクシリン注射用 1g
ビクトーザ皮下注１８ｍｇ
ビタジェクト注キット
ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」
ビムパット点滴静注１００ｍｇ
ヒューマリン３／７注ミリオペン
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
ヒューマログミックス５０注ミリオペン
ヒューマログ注カート[患者限定]
ヒューマログ注ミリオペン［患者限定］
ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ
ファーストシン静注用1g
ファスジル塩酸塩点滴静注液３０ｍｇ「ＫＣＣ」
ファモチジン注射用２０ｍｇ「テバ」
フィジオ１４０輸液 500mL
フィジオゾール・3号輸液 500mL
フィブロガミンＰ静注用
フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチダ」
フェジン静注４０ｍｇ 2mL
フェノバール注射液１００ｍｇ
フェンタニル注射液０.１ｍｇ「第一三共」
フォルテオ皮下注キット６００μｇ
ブドウ糖注50％ｼﾘﾝｼﾞ「ﾃﾙﾓ」20mL
プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ
ブリディオン静注２００ｍｇ
プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ
プロジフ静注液１００ 1.25mL
プロスタルモン・Ｆ注射液１０００(1mg1mL)
プロタノールーL注０.２ｍｇ/１ｍL
プロチレリン酒石酸塩注２ｍｇ「ＮＰ」１ｍL
プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ
プロハンス静注シリンジ１７ｍＬ
プロポフォール静注1% 200mg 20mL｢ﾏﾙｲｼ｣
プロポフォール静注1% 500mg 50mL｢ﾏﾙｲｼ｣
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg｢ﾀｲﾖｰ｣
ベクルリー点滴静注用100mg
ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ(1mL/1A)
ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「第一三共」
ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ10mL「ﾆﾌﾟﾛ」
ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ＮＰ」
ヘパリンﾅﾄﾘｳﾑ注１万単位／10mL「AY」
ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位
ホストイン静注７５０ｍｇ
ボスミン注１ｍｇ 0.1%1mL
ボトックス注用５０単位
ボトックス注用１００単位
ポララミン注５ｍｇ　0.5%1mL
ホリゾン注射液10mg
ポリドカスクレロール１％注２ｍＬ
ボルベン輸液６％ 500mL
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マーカイン注0.25%
マーカイン注脊麻用0.5%等比重
マキサカルシトール静注透析用ｼﾘﾝｼﾞ 5μg｢ﾌｿｰ｣
マキサカルシトール静注透析用ｼﾘﾝｼﾞ10μg｢ﾌｿｰ｣
マンニットールＳ注射液300mL
ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「ニプロ」
ミネリック－５配合点滴静注シリンジ
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg｢ｻﾜｲ｣
ミラクリッド注射液５万単位 1mL
ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ２５μｇ 0.3mL
ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ５０μｇ 0.3mL
ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ７５μｇ 0.3mL
ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ１５０μｇ 0.3mL
メイロン静注７％ 20mL
メイロン静注７％ ２５０mL
ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ点滴静注液200mg 8mL(化学療法剤）
ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ点滴静注液1000mg 40mL(化学療法剤）
メチコバール注射液500μg
メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三共」
メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」
メロペネム点滴静注用0.5g「ＮＰ」
モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「タケダ」
モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「タケダ」
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
ラクテックD輸液 ５００ｍＬ
ラクテックＧ輸液 ５００ｍＬ
ラクテック注 ２５０ｍＬ
ラクテック注 ５００ｍＬ
ラステット注100mg/5mL(化学療法剤)
ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ
ラピアクタ点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ300mg (60mL/1袋)
ラボナール注射用0.3ｇ
ランタスＸＲ注ソロスター
ランダ注１０ｍｇ/２０ｍL(化学療法剤)
リゾビスト注
リドカイン点滴静注液１％｢ﾀｶﾀ｣ ２００ｍＬ
リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」300mL
リピオドール４８０注１０ｍＬ
リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ
リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ
リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「ＮＰ」
リンデロン懸濁注 2.5mg/0.5mL
リン酸Na補正液0.5mmol/mL  20mL
ルムジェブ注ミリオペン
レギュニール ＨＣａ １．５腹膜透析液1.5Ｌ
レギュニール ＨＣａ ２．５腹膜透析液1.5Ｌ
レベチラセタム点滴静注５００ｍｇ「明治」
レベミル注フレックスペン
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL｢DSEP｣
レミケード点滴静注用１００
ロイコボリン注３ｍｇ
ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」
ロナプリーブ点滴静注セット1332
ロピオン静注５０ｍｇ
ロラピタ静注２ｍｇ
ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ
ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ
ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ 4%1mL
塩化ナトリウム注10％ｼﾘﾝｼﾞ「ﾃﾙﾓ」20mL
乾燥まむしウマ抗毒素注射用６０００単位「ＫＭＢ」
強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０mL
献血アルブミネート4.4％静注11ｇ/250ｍL
献血ｱﾙﾌﾞﾐﾝ25％静注12.5g/50mL｢ﾆﾁﾔｸ｣
献血グロベニン－I静注用2500ｍｇ/50ｍL
献血ノンスロン1500注射用
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水溶性プレドニン１０ｍｇ
生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍL
生理食塩液「ﾌｿｰ｣　５ｍL
生理食塩液バッグ「フソー」200mL
生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ｢ﾌｿｰ｣　1000mL
生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ｢ﾌｿｰ｣　1500mL
精製水
静注用キシロカイン2% 5mL
大塚蒸留水 20mL
大塚蒸留水　500ｍL
大塚蒸留水500mL細口開栓
大塚生食注 500mL
大塚生食注(細口開栓)1000ｍL
大塚生食注２ﾎﾟｰﾄ ５０mL
大塚生食注２ﾎﾟｰﾄ 100mL
大塚生食注500mL（細口開栓）
大塚糖液５％　２０ｍL
大塚糖液５％　１００ｍL
大塚糖液２０％　２０ｍL
大塚糖液５０％　２００ｍＬ
注射用メソトレキセート５mg(化学療法剤）
注射用メソトレキセート50mg(化学療法剤）
注射用水「フソー」５ｍＬ
沈降破傷風トキソイド｢生研｣ (0.5mL/瓶)
硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL 0.5モル20mL
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外用・消毒・その他
ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」
イソジンガーグル液７％(30mL/本)
イミグラン点鼻液２０
インテバンクリーム１％(25g/本)
ウルティブロ吸入用カプセル
エムラクリーム
オイラックスＨクリーム(5g/本)
オイラックスクリーム１０％
オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」(3.5g)
グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍＬ
クレナフィン爪外用液１０％(3.56g/本)
ゲーベンクリーム１％(50g/本)
ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ＳＮ」[院外限定]
ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ＳＮ」（７枚/袋）
ゲンタシン軟膏０．１％(10g/本)
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット５．１ｃｍ×７．６ｃｍ
ザジテン点鼻液０．０５％
サラゾピリン坐剤５００ｍｇ
ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」(25g/本)
ジクロフェナクＮａローション1%｢日本臓器｣(100g/本)
シムビコートタービュヘイラー６０吸入
ステロネマ注腸３ｍｇ[患者限定]
スピール膏Ｍ２５ｃ㎡
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[院外限定]
スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入
スポンゼル 5cmx2.5cm
スミスリンローション５％(30g/本)
ゼスタッククリーム(25g/本)
ゼルフォーム２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ
セレベント５０ディスカス
ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ
ダイアップ坐剤６
ダイアップ坐剤１０[患者限定]
タコシール組織接着用シート３．０ｃｍ×２．５ｃｍ
タコシール組織接着用シート４．８ｃｍ×４．８ｃｍ
ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」
デスモプレシン点鼻スプレー２．５μｇ「フェリング」
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[院外限定]
テリルジー２００エリプタ１４吸入用
テリルジー２００エリプタ３０吸入用[院外限定]
テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」(10g/本)
デルモベート軟膏０．０５％(5g/本)
テレミンソフト坐薬１０ｍｇ
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%(30g/本)
ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２
トロンビン液モチダソフトボトル１万
ナウゼリン坐剤３０ｍｇ
ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用[院外限定]
ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ
ニュープロパッチ４．５ｍｇ
ニュープロパッチ９ｍｇ
ニュープロパッチ１８ｍｇ
ネリゾナ軟膏０．１％(5g/本)
ネリプロクト坐剤
ネリプロクト軟膏（２ｇ/本）
ノルスパンテープ５ｍｇ
ハイポエタノール液２％「ニッコー」
バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ
パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入
ハルロピテープ８ｍｇ
ヒアレイン点眼液０．１％(5mL/本)
ヒルドイドソフト軟膏０．３％[患者限定]
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ビレーズトリエアロスフィア５６吸入
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL/本)
フィブラストスプレー５００
フェルビナクパップ７０ｍｇ｢ﾀｲﾎｳ｣（７枚/袋）
フェントステープ０．５ｍｇ
フェントステープ1ｍｇ
フェントステープ2ｍｇ
フェントステープ４ｍｇ
ブデソニド吸入液０．５ｍｇ「武田テバ」
フラビタン点眼液０．０５％(5mL/本)
フランドルテープ４０ｍｇ[患者限定]
フルオロメトロン点眼液０．０２％｢ﾆｯﾄｰ｣(5mL/本)
フルコート軟膏０．０２５％(5g/本)
フルタイド１００ディスカス
フルタイド２００ディスカス
フルティフォーム１２５ｴｱｿﾞｰﾙ１２０吸入用[院外限定]
プロトピック軟膏０．１％[患者限定]
プロペト（100g/本）
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%｢ﾀｲﾖｰ｣45ｍL
フロリードゲル経口用２％（5g）
ベネトリン吸入液０．５％ [患者限定]
ヘパリン類似物質ローション０．３％「ＹＤ」
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」
ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％｢ﾆﾌﾟﾛ｣(25g/本)
ベロテックエロゾル１００　20mg10mL [患者限定]
ペンレステープ１８ｍｇ
ポビドンヨード消毒液10％｢ｹﾝｴｰ｣(250mL/本)
ボラザG坐剤
ボラザG軟膏
ボルタレンサポ１２．５ｍｇ
ボルタレンサポ２５ｍｇ
ボルタレンサポ５０ｍｇ
ボルヒール組織接着用１ｍＬ４瓶１組
ボルヒール組織接着用２ｍＬ４瓶１組
マイコスポールクリーム１％（１０ｇ）[患者限定]
ミオコールスプレー０．３ｍｇ
ミルタックスパップ30mg10㎝×14㎝(6枚/1袋)[患者限定]
メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回
メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ
メンタックス外用液１％[患者限定]
モーラステープ２０ｍｇ[患者限定]
モーラステープＬ４０ｍｇ[患者限定]
ユベラ軟膏[院外限定]
リザベン点眼液０．５％(5mL/本)
リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」
リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＹＰ」
リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＹＰ」
リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＹＰ」
リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＹＰ」
リレンザ５ｍｇ
リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％(5g/本)
リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％(5g/本)
リンデロンーＶローション０．１２％(10mL/本)
レスタミンコーワクリーム１％
レペタン坐剤０．４ｍｇ
レルベア１００エリプタ１４吸入用
レルベア２００エリプタ１４吸入用
ロキソニンパップ１００ｍｇ[患者限定]
ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三笠」（７枚/袋）
ロコアテープ（７枚/袋）
ロコイド軟膏０．１％(5g/本)
亜鉛華軟膏 シオエ
液状フェノール「ニッコー」
強力ポステリザン（軟膏）(2g/本)
消毒用エタプロコール500mL
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硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
人工涙液マイティア点眼液(5mL/本)
無水エタノール シオエ


