
品名 規格・容量 群名 メーカー
アーガメイトゼリー 20%　25g/個 内用薬 三和化学研究所
ア－チスト錠10mg 10mg/錠(H） 内用薬 第一三共
アーチスト錠10mg 10mg/錠(B） 内用薬 第一三共
アーテン錠 2MG 内用薬 武田薬品工業
アイトロール錠２０ｍｇ（Ｈ） 20MG 内用薬 アステラス製薬
アカルディカプセル１．２５ 1.25MG 内用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
アキネトン錠 1MG 内用薬 大日本住友製薬
アクトス錠１５ｍｇ 15MG 内用薬 武田薬品工業
アクトス錠３０ｍｇ 30MG 内用薬 武田薬品工業
アザルフィジンEN錠250mg 250mg 内用薬 参天製薬
アスパラＫ錠 内用薬 田辺製薬
アスパラ－ＣＡ錠２００ 200MG 内用薬 田辺製薬
アスピリン末 内用薬 健栄製薬
アスベリンシロップ 0.005 内用薬 田辺製薬
アスベリンドライシロップ 0.02 内用薬 田辺製薬
アダプチノール 5MG 内用薬 バイエル薬品
アダラートカプセル１０ｍｇ 10mg 内用薬 バイエル薬品
アダラートＬ錠２０ｍｇ（Ｈ） 20MG 内用薬 バイエル薬品
アダラ－トＣＲ錠２０ｍｇ（Ｈ） 20MG 内用薬 バイエル薬品
アタラックス錠１０ｍｇ 10MG 内用薬 ファイザー製薬
アタラックスーＰカプセル 25MG 内用薬 ファイザー製薬
アダラートＣＲ錠20mg（Ｂ） 20mg/錠 内用薬 バイエル薬品
アデホスコーワ顆粒 0.1 内用薬 興和創薬株式会社
アデホスコーワ顆粒10％ 1ｇ/包 内用薬 興和創薬株式会社
アドソルビン 内用薬 第一三共
アドナ（ＡＣ－１７）錠３０㎎ 30MG 内用薬 田辺製薬
アプレース錠（Ｈ） 100MG 内用薬 杏林製薬
アプレース錠（Ｂ） 100MG 内用薬 杏林製薬
アベロックス錠400mg 400MG/T 内用薬 塩野義製薬
アヘンチンキ 内用薬 武田薬品工業
アボビスカプセル５０ｍｇ 50MG 内用薬 大正富山医薬品
アマリ－ル１ｍｇ錠（Ｈ） 1MG 内用薬 アベンティスファーマ
アマリール1ｍｇ錠（Ｂ） 1mg 内用薬 アベンティスファーマ
アミュー顆粒 2.5G 内用薬 味の素ファルマ
アモキサン２５ｍｇ（Ｈ） 25mg/カプセル 内用薬 武田薬品工業
アモバン錠７．５ｍｇ 7.5MG 内用薬 中外製薬
アリセプト錠（Ｈ）３ｍｇ 3MG 内用薬 エーザイ
アリセプトＤ錠５ｍｇ 5MG 内用薬 エーザイ
アリナミンＦ糖衣錠25mg（Ｈ） 25MG 内用薬 武田薬品工業
アリナミンＦ糖衣錠25mg（Ｂ） 25MG 内用薬 武田薬品工業
アリミデックス錠 1MG 内用薬 アストラゼネカ
アルケラン（Ｂ） 2MG 内用薬 ＧＳＫ
アルサルミン細粒（Ｈ） 1G 内用薬 中外製薬
アルサルミン 細粒(B)1kg 90% 1kg (B) 内用薬 中外製薬
アルダクトンＡ錠25mg（Ｈ） 25mg 内用薬 ファイザー製薬
アルダクトンＡ錠（Ｂ） 25MG 内用薬 ファイザー製薬
アルダクトンＡ細粒 0.1 内用薬 ファイザー製薬
アルドメット錠１２５ 125MG 内用薬 萬有製薬
アルファロール０．２５μ（Ｈ） 0.25UG 内用薬 中外製薬
アルファロール0.25μｇ（Ｂ） 0.25UG 内用薬 中外製薬
アルファロール１μｇ（Ｈ） 1UG 内用薬 中外製薬
アルファロール１μｇ（Ｂ） 1UG 内用薬 中外製薬
アルファロール散 1UG 内用薬 中外製薬
アルファロール液0.5ug/ml 0.5UG/ML 内用薬 中外製薬
アルミノニッパスカルシウム顆粒 内用薬 田辺製薬
アレジオン２０ｍｇ 20MG 内用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
アレジオンドライシロップ１％ 1%　100G 内用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
アレビアチン散１０％ 0.1 内用薬 大日本住友製薬
アレロック錠５ 内用薬 協和発酵工業
アローゼン 0.5G 内用薬 科薬
塩酸アロチノロール10mg「KOBA」 10mg 内用薬 日医工株式会社
アロマシン錠２５ＭＧ 25MG/T 内用薬 ファイザー製薬
アンカロン錠１００ｍｇ 100MG 内用薬 大正富山医薬品
アンプラーグ錠１００ｍｇ（Ｈ） 100MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
ＥＰＬカプセル（Ｈ） 内用薬 アルフレッサファーマ
イスコチン錠１００ｍｇ 100mg/錠 内用薬 第一三共
イソバイド液 0.7 内用薬 興和創薬株式会社
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品名 規格・容量 群名 メーカー
イトリゾールカプセル 50MG 内用薬 ヤンセンファーマ
イトリゾール内用液 1％ 内用薬 ヤンセンファーマ
イムラン 50MG 内用薬 ＧＳＫ
イレッサ錠２５０ 250MG/T 内用薬 アストラゼネカ
インクレミンシロップ 内用薬 アルフレッサファーマ
インタール内服用０．５ｇ 0.1 内用薬 アステラス製薬
インダシンカプセル 25MG 内用薬 萬有製薬
ツムラ茵チン蒿湯エキス顆粒 2.5G（TJ135） 内用薬 ツムラ
インデラル１０ｍｇ（Ｈ） 10MG 内用薬 アストラゼネカ
インフリーカプセル１００ｍｇ 100mg 内用薬 エーザイ
ウインタミン細粒（１０％） 0.1 内用薬 塩野義製薬
ウテメリン錠５ｍｇ 5MG 内用薬 キッセイ薬品工業
ウブレチド錠５ｍｇ 5MG 内用薬 鳥居薬品
ウラリット錠 内用薬 日本ケミファ
ウルソ錠１００ｍｇ（Ｈ） 100MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
ウルソ１００ｍｇ（Ｂ） 100mg/錠 内用薬 三菱ウェルファーマ
ウルソ錠５０ｍｇ 50MG(H） 内用薬 三菱ウェルファーマ
エースコール錠１㎎ 1MG 内用薬 第一三共
エースコール錠２ｍｇ 2MG 内用薬 第一三共
エースコール錠2mg 2mg/錠(B） 内用薬 第一三共
エクセグラン錠 100MG 内用薬 大日本住友製薬
ＳＭ散（Ｈ）１．３ｇ 1.3G 内用薬 第一三共
ＳＧ顆粒(Ｈ） 1g/ﾎｳ 内用薬 塩野義製薬
エストリール錠１ｍｇ 1MG 内用薬 持田製薬
エバステル錠１０ｍｇ 10MG 内用薬 大日本住友製薬
エパデールＳ６００ 600UG1ﾎｳ 内用薬 持田製薬
エバミール錠 1MG 内用薬 バイエル薬品
エビスタ錠60mg 60mg/T 内用薬 中外製薬
エビプロスタット（Ｈ） 内用薬 日本新薬
エブトール錠 250MG 内用薬 科研製薬
エフピ－錠２．５ 2.5MG 内用薬 ｴﾌﾋﾟｰ株式会社
エブランチルカプセル１５ｍｇ 15MG 内用薬 科研製薬
ＭＳツワイスロンカプセル10mg 10mg 内用薬 日本化薬
ＭＳツワイスロンカプセル30mg 30mg 内用薬 日本化薬
ＭＳツワイスロンカプセル60mg 60mg 内用薬 日本化薬
ＭＤＳコーワ錠　150 150MG 内用薬 興和創薬株式会社
エリスパン錠０．２５ｍｇ 0.25MG 内用薬 大日本住友製薬
エリスロシン錠200mg 200MG 内用薬 アボット・ジャパン
エレンタール 80G 内用薬 味の素ファルマ
塩酸バンコマイシン散0.5g MEEK 500mg 内用薬 明治製菓
塩酸モルヒネ 内用薬 塩野義製薬
エンシュアリキッド（コーヒー） 250ML 内用薬 アボット・ジャパン
エンシュアリキッド（バニラ） 250ML 内用薬 アボット・ジャパン
エンシュアリキッド(ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ) 250ML 内用薬 アボット・ジャパン
エンシュア・Ｈ 375KCAL/25 内用薬 アボット・ジャパン
エンテロノン－Ｒ（Ｈ） 1G 内用薬 味の素ファルマ
エンテロノン－Ｒ（Ｂ） 内用薬 味の素ファルマ
エンドキサンＰ錠 50MG 内用薬 塩野義製薬
エンピナースＰＤ錠 18000U 内用薬 科研製薬
ツムラ黄ギ建中湯エキス顆粒 3g/包 内用薬 ツムラ
カネボウ黄連解毒湯エキス細粒 2ｇ/包 内用薬 クラシエ薬品
カネボウ黄連解毒湯エキス細粒 2g/包 内用薬 クラシエ薬品
オキシコンチン錠５ｍｇ 5mg/錠 内用薬 塩野義製薬
オキシコンチン錠２０ｍｇ 20mg/錠 内用薬 塩野義製薬
オキシコンチン錠４０ｍｇ 40mg/錠 内用薬 塩野義製薬
オキノーム散０．５％ 0.5％　1G 内用薬 塩野義製薬
オクソラレン錠 10MG 内用薬 大正富山医薬品
オノンカプセル（Ｈ） 112.5MG 内用薬 小野薬品工業
オノンドライシロップ 0.1 内用薬 小野薬品工業
オプソ内服液10mg 10mg/5ml/1包 内用薬 大日本住友製薬
オペプリム 500MGｶﾌﾟｾﾙ 内用薬 ヤクルト本社
オメプラール錠10mg 10mg/錠 内用薬 アストラゼネカ
オメプラール錠20mg 20mg/錠 内用薬 アストラゼネカ
オルメテック錠10mg 10mg/T 内用薬 第一三共
カイトリル細粒 2MG 0.5G 内用薬 中外製薬
ガスコンドロップ 0.02 内用薬 キッセイ薬品工業
ガスコン錠４０ＭＧ 40MG 内用薬 キッセイ薬品工業
ガストローム顆粒 0.667 内用薬 田辺製薬
ガストロピロール散 バラ 内用薬 興和創薬株式会社



品名 規格・容量 群名 メーカー
ガスポートＤ錠１０ｍｇ（Ｈ） 10MG 内用薬 大洋薬品工業
ガスポートＤ錠１０ｍｇ（Ｂ） 10MG(B) 内用薬 大洋薬品工業
ガスモチン錠５ｍｇ（Ｈ） 5MG 内用薬 大日本住友製薬
ガスモチン錠5mg 5mg/錠(B） 内用薬 大日本住友製薬
カソデックス錠８０ｍｇ 80MG 内用薬 アストラゼネカ
カタプレス錠 0.075MG 内用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
ガチフロ錠１００ｍｇ 100mg 内用薬 杏林製薬
ＥＫ－１　葛根湯 2.5G 内用薬 クラシエ薬品
カドラール錠５ｍｇ 5mg 内用薬 ノバルティスファーマ
ガナトン錠５０ｍｇ（Ｈ） 50MG 内用薬 アステラス製薬
カナマイシンカプセル 250MG 内用薬 明治製菓
カバサ－ル錠０．２５ｍｇ 0.25MG 内用薬 キッセイ薬品工業
カバサール錠１ｍｇ 1MG 内用薬 キッセイ薬品工業
カフェイン 内用薬 その他
カフェルゴット 内用薬 ノバルティスファーマ
ＥＫ－４９　加味帰脾湯 2.5G 内用薬 クラシエ薬品
ＥＫ－２４　　加味逍遥散料 2.0G 内用薬 クラシエ薬品
ガランターゼ散 内用薬 三菱ウェルファーマ
カリクレイン錠１０単位 10E 内用薬 バイエル薬品
カリメート散 5G 内用薬 興和創薬株式会社
カルグート錠５ｍｇ 5MG 内用薬 田辺製薬
カルスロット１０ｍｇ（Ｈ） 10MG 内用薬 武田薬品工業
カルタン錠500 500MG/T 内用薬 メルク製薬
カルデナリン１ｍｇ（Ｈ） 1MG 内用薬 ファイザー製薬
カルデナリン錠2mg 2mg/錠 内用薬 ファイザー製薬
カルデナリン錠2mg 2mg/錠(B） 内用薬 ファイザー製薬
カルブロック錠8mg 8mg/T 内用薬 第一三共
カロナール錠200 200mg/錠 内用薬 昭和薬品化工
カロナール細粒（Ｂ） 0.2 内用薬 昭和薬品化工
カロリールゼリー１６．０５ｇ 0.405 内用薬 佐藤製薬
希塩酸 500ML 内用薬 日本新薬
キシロカインビスカス 0.02 内用薬 アストラゼネカ
キネダック錠 50MG 内用薬 小野薬品工業
キプレスチュアブル錠５ 5MG 内用薬 杏林製薬
キプレス錠１０ 10MG 内用薬 杏林製薬
キョウニン水 内用薬 健栄製薬
グラケーカプセル 15MG 内用薬 エーザイ
グラケ－カプセル（Ｂ） 15MG 内用薬 エーザイ
クラビット錠 100MG 内用薬 第一三共
グラマリール錠５０ｍｇ（Ｈ） 50MG 内用薬 アステラス製薬
クラリシッドＤＳ１０％小児用 10% 内用薬 アボット・ジャパン
クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 50MG 内用薬 アボット・ジャパン
クラリシッド錠200㎎ 200MG 内用薬 アボット・ジャパン
クラリチン錠１０ＭＧ 10MG/T 内用薬 シェリング・プラウ
グランダキシン錠 50MG 内用薬 持田製薬
クリアナール錠２００ｍｇ 200mg/錠 内用薬 三菱ウェルファーマ
グリチロン錠（Ｂ） 内用薬 鳥居薬品
グリチロン錠（Ｈ） 内用薬 鳥居薬品
クリノリル錠（Ｈ） 100MG 内用薬 萬有製薬
グリベック錠 100mg/錠 内用薬 ノバルティスファーマ
グリミクロン錠 40MG 内用薬 大日本住友製薬
グルファスト錠10mg 10mg/錠 内用薬 キッセイ薬品工業
クレスチン 1G 内用薬 第一三共
クレメジンカプセル 200MG 内用薬 第一三共
クレメジン細粒 2G 内用薬 第一三共
クロミッド錠 50MG 内用薬 塩野義製薬
ＥＫ６０　桂枝加芍薬湯 2.0G 内用薬 クラシエ薬品
ＥＫ－２５　　桂枝茯苓丸料 2.0G 内用薬 クラシエ薬品
ケイツーシロップ０．２％ 2MG　50ml 内用薬 エーザイ
ケタス（Ｈ） 10MG 内用薬 杏林製薬
ケテック錠３００ 300mg/T 内用薬 アベンティスファーマ
ケフラール細粒小児用（Ｂ） 100MG 内用薬 塩野義製薬
ケフラールカプセル２５０ 250MG 内用薬 塩野義製薬
ケルナックカプセル（Ｈ） 80MG 内用薬 第一三共
ケルナックカプセル（Ｂ） 80MG 内用薬 第一三共
ケルロング 10MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
コートリル錠10mg 10mg/T 内用薬 ファイザー製薬
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 2.5G/包 内用薬 ツムラ
コスパノンカプセル４０ｍｇ 40mg 内用薬 エーザイ



品名 規格・容量 群名 メーカー
コニール２ｍｇ（Ｈ） 2MG 内用薬 協和発酵工業
コニール４ｍｇ（Ｈ） 4MG 内用薬 協和発酵工業
コメリアン（Ｈ） 50MG 内用薬 興和創薬株式会社
コルヒチン錠 0.5MG 内用薬 塩野義製薬
ＥＫ－１７　　五苓散料 2.0G 内用薬 クラシエ薬品
コレバインミニ８３％ 83%　1.81G 内用薬 三菱ウェルファーマ
コロネル錠（Ｈ）５００ｍｇ 500MG 内用薬 アステラス製薬
コンスタン錠０．４ｍｇ 0.4MG 内用薬 武田薬品工業
コントール錠 5MG 内用薬 武田薬品工業
コンバントリンＤＳ 10% 1G 内用薬 ファイザー製薬
コンバントリン錠１００ｍｇ 100mg 内用薬 ファイザー製薬
サアミオン錠（Ｈ） 5MG 内用薬 田辺製薬
サアミオン錠（Ｂ） 5MG 内用薬 田辺製薬
ＥＫ－１０　　柴胡桂枝湯 2.0G 内用薬 クラシエ薬品
サイトテック錠２００ 200MG 内用薬 科研製薬
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（Ｈ） 3.0G 内用薬 ツムラ
サイレース錠１ｍｇ 1MG 内用薬 エーザイ
ザイロリック錠１００（Ｈ） 100MG 内用薬 ＧＳＫ
ザイロリック錠１００（Ｂ） 100MG 内用薬 ＧＳＫ
ザジテンドライシロップ 0.1% 内用薬 ノバルティスファーマ
サノレックス錠０．５ｍｇ 0.5MG 内用薬 ノバルティスファーマ
サラジェン錠 5MG 内用薬 キッセイ薬品工業
サラゾピリン錠 500MG 内用薬 ファイザー製薬
サリグレンカプセル３０ＭＧ 30MG 内用薬 日本化薬
サワシリンカプセル 250mg/カプセル 内用薬 アステラス製薬
サワシリン細粒 100mg/g 内用薬 アステラス製薬
重質カマグG｢ヒシヤマ｣ 10g(B) 内用薬 ニプロファーマ
重質酸化マグネシウム（0.5G） 0.5g 内用薬 ニプロファーマ
重質酸化マグネシウム（0.67g） 0.67g 内用薬 ニプロファーマ
重質酸化マグネシウム（1.0g） 1.0g 内用薬 ニプロファーマ
ザンタック錠１５０ｍｇ 150mg 内用薬 ＧＳＫ
サンメール液 600ML 内用薬 日本化薬
サンリズムカプセル 25MG 内用薬 第一三共
シグマート錠（Ｈ） 5MG 内用薬 中外製薬
シグマート錠（Ｂ） 5MG 内用薬 中外製薬
ジゴシン錠０．２５ｍｇ（Ｈ） 0.25MG/T 内用薬 中外製薬
次硝酸ビスマス 内用薬 ニプロファーマ
ジスロマック錠250mgＫパッケ 250MG 内用薬 ファイザー製薬
ジスロマック細粒　小児用 100MG ﾊﾞﾗ 内用薬 ファイザー製薬
ジヒデルゴット 1MG 内用薬 ノバルティスファーマ
ジフルカンカプセル 100MG 内用薬 ファイザー製薬
シプロキサン錠 200MG 内用薬 バイエル薬品
シベノール錠５０ｍｇ 50mg 内用薬 アステラス製薬
ＥＫ－６８　芍薬甘草湯 2.0G 内用薬 クラシエ薬品
ＥＫ－４８　　十全大補湯 2.5G 内用薬 クラシエ薬品
ツムラ潤腸湯エキス顆粒 2.5G 内用薬 ツムラ
ツムラ小建中湯エキス顆粒（Ｈ） 2.5G 内用薬 ツムラ
ＥＫ－９　小柴胡湯 2.0G 内用薬 クラシエ薬品
小青竜湯エキス顆粒Ｔ 2.5G 内用薬 協和発酵工業
ツムラ消風散エキス顆粒 2.5G 内用薬 ツムラ
ジルテック（Ｈ） 10MG 内用薬 ＧＳＫ
シンベラミンＤ錠0.25mg 0.25MG/T 内用薬 大洋薬品工業
シンメトレル細粒 0.1 内用薬 ノバルティスファーマ
シンメトレル錠５０ｍｇ（Ｈ） 50MG 内用薬 ノバルティスファーマ
スタ－シス錠３０ＭＧ（Ｈ） 30MG 内用薬 アステラス製薬
スタ－シス錠９０ＭＧ（Ｈ） 90MG 内用薬 アステラス製薬
スタラシドカプセル 50MG 内用薬 日本化薬
ストミンＡ錠 内用薬 ゾンネボード薬品
ストロカイン錠５ｍｇ 5MG 内用薬 エーザイ
ストロメクトール錠3mg 3mg/T 内用薬 マルホ
ズファジラン錠 10MG 内用薬 第一三共
スプレンジール錠 5MG 内用薬 アストラゼネカ
スローケー錠 600mg 内用薬 ノバルティスファーマ
ゼストリル錠 10MG 内用薬 アストラゼネカ
セディール錠 10MG 内用薬 大日本住友製薬
セパゾン錠１ｍｇ 1mg 内用薬 第一三共
セパゾン錠２ｍｇ 2mg 内用薬 第一三共
セファドール（Ｈ） 25MG 内用薬 日本新薬
セファランチン末１％ 0.01 内用薬 化研生薬



品名 規格・容量 群名 メーカー
ゼフィックス錠１００ 100MG 内用薬 ＧＳＫ
セフゾンカプセル 100MG 内用薬 アステラス製薬
セフゾン細粒小児用１０％ 10% 内用薬 アステラス製薬
セルテクトドライシロップ 0.02 内用薬 協和発酵工業
セルベックス細粒（Ｈ） 10% 0.5G 内用薬 エーザイ
セレキノン錠（Ｈ） 100MG 内用薬 田辺製薬
セレクトール 100MG 内用薬 日本新薬
セレスタミン錠 内用薬 シェリング・プラウ
セレナール錠１０ｍｇ 10MG 内用薬 第一三共
セレニカＲ顆粒４０％ 40%　100G 内用薬 興和創薬株式会社
セレネース錠０．７５ｍｇ 0.75MG 内用薬 大日本住友製薬
セレネース錠１．５ｍｇ 1.5MG 内用薬 大日本住友製薬
ゼローダ錠３００ 300mg/錠 内用薬 中外製薬
セロクエル１００ＭＧ錠 100MG 内用薬 アステラス製薬
セロクエル２５ＭＧ錠 25MG 内用薬 アステラス製薬
セロクラール錠２０ｍｇ（Ｈ） 20MG 内用薬 アベンティスファーマ
セロケンＬ錠１２０ｍｇ 120MG 内用薬 アストラゼネカ
ゾーミッグRM錠2.5mg 2.5mg/錠 内用薬 アストラゼネカ
ソセゴン錠２５ｍｇ 25MG 内用薬 アステラス製薬
ゾビラックス顆粒 0.4 内用薬 ＧＳＫ
ソランタール錠 100MG 内用薬 アステラス製薬
Ｄ－ソルビトール液 75% 10ML 内用薬 興和創薬株式会社
ダーゼン５ｍｇ錠（Ｈ） 5MG 内用薬 武田薬品工業
ダイアモックス錠２５０ｍｇ 250MG 内用薬 三和化学研究所
ダイオウ末 内用薬 その他
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 2.5G 内用薬 ツムラ
ダイクロトライド錠２５ｍｇ 25mg/錠 内用薬 萬有製薬
ツムラ大建中湯エキス顆粒（Ｈ） 2.5G　TJ100 内用薬 ツムラ
ダイドロネル 200MG 内用薬 大日本住友製薬
ダオニール１．２５ｍｇ 1.25MG 内用薬 アベンティスファーマ
ダオニール錠２．５ＭＧ 2.5MG 内用薬 アベンティスファーマ
タガメット錠２００ 200MG 内用薬 大日本住友製薬
タケプロンＯＤ錠１５ 15mg/錠 内用薬 武田薬品工業
タケプロンＯＤ錠３０ 30mg/錠 内用薬 武田薬品工業
タナトリル錠（Ｈ） 5MG 内用薬 田辺製薬
タフマックＥ（Ｈ） 内用薬 小野薬品工業
タフマックＥ（Ｂ） 内用薬 小野薬品工業
タベジール錠１ｍｇ 1MG 内用薬 ノバルティスファーマ
タミフルカプセル７５ 75MG/CAP 内用薬 中外製薬
タミフルドライシロップ３％ 0.03 内用薬 中外製薬
ダラシンカプセル 150MG 内用薬 ファイザー製薬
炭酸水素ナトリウム 内用薬 大成薬品工業
単シロップ 内用薬 吉田製薬
ダントリウムカプセル 25MG 内用薬 アステラス製薬
タンナルビン「ヒシヤマ」 内用薬 ニプロファーマ
タンボコール錠５０ｍｇ 50mg/錠 内用薬 エーザイ
チオデロン 5MG 内用薬 塩野義製薬
チオラ（Ｈ） 100MG 内用薬 メルク製薬
チオラ（Ｈ） 100MG 内用薬 メルク製薬
チガソンカプセル 10MG 内用薬 中外製薬
チノカプセル１２５ 125MG 内用薬 藤本製薬
ツムラ釣藤散エキス顆粒 2.5G 内用薬 ツムラ
チョコラＡ錠（Ｂ） 10000U 内用薬 エーザイ
チラーヂンＳ２５（Ｈ） 25MG 内用薬 武田薬品工業
チラーヂンＳ錠５０（Ｈ） 50UG 内用薬 武田薬品工業
チラーヂンＳ錠５０（Ｂ） 50UG 内用薬 武田薬品工業
チラーヂン末 内用薬 武田薬品工業
ティ－エスワンカプセル２０ｍｇ 20MG 内用薬 大鵬薬品工業
ティ－エスワンカプセル２５ｍｇ 25MG 内用薬 大鵬薬品工業
ディオバン錠40mg 40mg/錠 内用薬 ノバルティスファーマ
ディオバン錠40mg 40mg/錠(B） 内用薬 ノバルティスファーマ
テオドール錠１００ｍｇ（Ｈ） 100MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
テオドール錠２００ｍｇ（Ｈ） 200MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
テオドールドライシロップ 0.2 内用薬 三菱ウェルファーマ
テオドール錠５０ｍｇ 50MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
デカドロンエリキシル 0.0001 内用薬 萬有製薬
デカドロン錠０．５ｍｇ 0.5MG 内用薬 萬有製薬
テグレトール細粒50％ 50%1g 内用薬 ノバルティスファーマ
テグレトール錠１００ｍｇ 100MG 内用薬 ノバルティスファーマ



品名 規格・容量 群名 メーカー
テグレトール錠２００ｍｇ 200MG 内用薬 ノバルティスファーマ
テグレトール錠１００ｍｇ 100MG 内用薬 ノバルティスファーマ
テグレトール錠２００ｍｇ 200MG 内用薬 ノバルティスファーマ
テシプール錠（Ｈ） 1MG 内用薬 持田製薬
テトラミド錠（Ｈ） 10MG 内用薬 第一三共
テノーミン錠25 25MG 内用薬 アストラゼネカ
テノーミン５０ｍｇ 50MG 内用薬 アストラゼネカ
テノーミン錠25 25mg/錠(B） 内用薬 アストラゼネカ
デパケンシロップ 0.05 内用薬 協和発酵工業
デパケンＲ１００ｍｇ 100MG 内用薬 協和発酵工業
デパケンＲ２００ｍｇ 200MG 内用薬 協和発酵工業
デパス０．５ｍｇ（Ｈ） 0.5MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
デパス０．５ｍｇ（Ｂ） 0.5MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
デパス１ｍｇ（Ｈ） 1MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
デユファストン錠 5MG 内用薬 第一三共
テルネリン錠 1MG 内用薬 ノバルティスファーマ
テルロン錠 0.5MG 内用薬 バイエル薬品
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 2.5G 内用薬 ツムラ
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯 2.5G 内用薬 ツムラ
ＥＫ－２３　　当帰芍薬散料 2.0G 内用薬 クラシエ薬品
ドオルトン錠 0.5mg 内用薬 バイエル薬品
ドグマチール錠（Ｈ） 50MG 内用薬 アステラス製薬
ドグマチール錠１００ｍｇ（Ｈ） 100MG 内用薬 アステラス製薬
ドパール細粒 0.995 内用薬 協和発酵工業
ドプスカプセル（Ｈ） 100MG 内用薬 大日本住友製薬
トフラニール錠２５ｍｇ（Ｈ） 25mg 内用薬 ノバルティスファーマ
トフラニール錠１０ｍｇ（Ｈ） 10mg/錠 内用薬 ノバルティスファーマ
ドラール錠１５ 15MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
トラクリア錠62.5mg 62.5mg/T 内用薬 アクテリオン
トラベルミン錠 内用薬 エーザイ
トランコロン錠７．５ｍｇ 7.5MG 内用薬 アステラス製薬
トランコロンＰ錠 内用薬 アステラス製薬
トランサミン（Ｈ） 250MG 内用薬 第一三共
トリクロリールシロップ 0.1 内用薬 アルフレッサファーマ
トリテレンカプセル 50MG 内用薬 大日本住友製薬
トリノシン腸溶錠（Ｈ） 20MG 内用薬 アステラス製薬
トリプタノール錠10㎎（Ｈ） 10MG 内用薬 萬有製薬
トレーランＧ７５ 75G 内用薬 味の素ファルマ
トレドミン錠１５ 15mg/錠 内用薬 旭化成
トレドミン錠２５ 25mg/錠 内用薬 旭化成
ナイキサン１００ｍｇ（Ｈ） 100MG 内用薬 田辺製薬
ナウゼリン錠 10MG 内用薬 協和発酵工業
ナウゼリンドライシロップ 1% 内用薬 協和発酵工業
ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ 0.1MG 内用薬 アステラス製薬
ナツラン 50MG 内用薬 中外製薬
ナトリックス錠１ｍｇ 1mg/錠 内用薬 大日本住友製薬
ニコチン酸アミド散ゾンネ 0.1 内用薬 鳥居薬品
ニトロールＲカプセル（Ｈ） 20MG 内用薬 エーザイ
ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 0.3MG 内用薬 日本化薬
ニバジ－ル錠２ＭＧ（Ｈ） 2MG 内用薬 アステラス製薬
ニバジ－ル錠４ＭＧ（Ｈ） 4MG 内用薬 アステラス製薬
乳酸カルシウム（１ｇ分包） 1G 内用薬 健栄製薬
乳糖（結晶） 1G 内用薬 メルク製薬
ニューロタン錠２５ｍｇ（Ｈ） 25mg 内用薬 萬有製薬
ニューロタン錠（Ｂ） 25MG 内用薬 萬有製薬
ネオーラル１０㎎カプセル 10MG 内用薬 ノバルティスファーマ
ネオーラルカプセル２５ｍｇ 25MG 内用薬 ノバルティスファーマ
ネオ－ラルカプセル５０ｍｇ 50MG 内用薬 ノバルティスファーマ
ネオーラル内用液 0.1 内用薬 ノバルティスファーマ
ネオドパゾール錠（Ｈ） 内用薬 第一製薬
ネルボン錠 5MG 内用薬 第一三共
ノイキノン錠１０ｍｇ（Ｈ） 10MG 内用薬 エーザイ
ノイキノン錠１０ｍｇ（Ｈ） 10MG 内用薬 エーザイ
ノイチーム顆粒１０％ 0.1 内用薬 エーザイ
ノイチーム錠９０㎎ 90mg/錠 内用薬 エーザイ
ノイロトロピン錠 4U 内用薬 日本臓器製薬
濃厚ブロチンコデイン液 500ML 内用薬 第一三共
ノバミン錠（Ｈ）１００Ｔ 5MG 内用薬 塩野義製薬
ノリトレン錠（Ｈ） 25MG 内用薬 大日本住友製薬



品名 規格・容量 群名 メーカー
ノルバスク錠2.5㎎（Ｈ） 2.5MG 内用薬 ファイザー製薬
ノルバスク錠2.5㎎（Ｂ） 2.5MG 内用薬 ファイザー製薬
ノルバスク錠５ｍｇ（Ｈ） 5MG 内用薬 ファイザー製薬
ノルバスク錠５ｍｇ（Ｂ） 5MG 内用薬 ファイザー製薬
ノルバデックス錠２０ｍｇ 20MG 内用薬 アストラゼネカ
パーロデル錠 2.5MG 内用薬 ノバルティスファーマ
バイアスピリン錠１００ＭＧ 100MG 内用薬 バイエル薬品
バイアスピリン錠100mg（Ｂ） 100MG 内用薬 バイエル薬品
バイカロン錠 25MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
ハイシー顆粒２５％（Ｈ） 0.25 内用薬 武田薬品工業
ハイドレアカプセル 500MG 内用薬 ブリストル製薬
ハイペン錠２００ｍｇ（Ｈ） 200MG 内用薬 日本新薬
ハイペン錠２００（Ｂ） 200MG 内用薬 日本新薬
ハイボン錠２０ｍｇ 20MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
ハイボン錠20mg 20mg/錠(B） 内用薬 三菱ウェルファーマ
バイロテンシン錠 5MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
パキシル錠10mg 10mg/錠 内用薬 ＧＳＫ
パキシル錠20mg 20mg/錠 内用薬 ＧＳＫ
バクタ錠 内用薬 塩野義製薬
バクタ顆粒 1G 内用薬 塩野義製薬
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 3.0G 内用薬 ツムラ
パシーフカプセル 30MG 内用薬 武田薬品工業
ＥＫ－７　八味地黄丸料 2.0G 内用薬 クラシエ薬品
ハッカ油 20ML 内用薬 メルク製薬
バップフォ－錠２０（Ｈ） 20MG 内用薬 ユーシービージャパン
パナルジン錠（Ｈ） 100MG 内用薬 第一三共
バナン錠１００ｍｇ 100MG 内用薬 第一三共
バファリン３３０ｍｇ錠 330MG 内用薬 ライオン
バラクルード錠０．５ｍｇ 0.5mg 内用薬 ブリストル製薬
バリトゲン消泡剤 0.02 内用薬 伏見製薬所
ハルシオン錠 0.25MG 内用薬 ファイザー製薬
バルトレックス錠５００ 500MG 内用薬 ＧＳＫ
ハルナールＤ　0.2mg 0.2mg/錠 内用薬 アステラス製薬
バレイショデンプン 内用薬 丸石製薬
ＥＫ－１６半夏厚朴湯エキス細粒 2.0G 内用薬 クラシエ薬品
カネボウ半夏寫心湯エキス細粒 2G 内用薬 クラシエ薬品
カネボウ半夏寫心湯エキス細粒 2G 内用薬 クラシエ薬品
パントシン散２０％ 0.2 内用薬 第一三共
パントシン錠１００ｍｇ 100mg 内用薬 第一三共
調剤用パンビタン末 内用薬 武田薬品工業
ＰＬ顆粒（Ｈ） 1G 内用薬 塩野義製薬
ビオチン散 0.002 内用薬 扶桑薬品工業
ビオフェルミンＲ錠（Ｈ） 内用薬 武田薬品工業
ビオフェルミン末１ｇ包 1G 内用薬 武田薬品工業
ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ 0.125mg/錠 内用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
ビ・シフロール錠０．５ｍｇ 0.5mg/錠 内用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 200MG 内用薬 協和発酵工業
ビタノイリンカプセル２５ 25MG 内用薬 武田薬品工業
ビタノイリンカプセル（Ｂ） 25MG 内用薬 武田薬品工業
ピドキサール錠１０ｍｇ(Ｈ) 10mg/T 内用薬 中外製薬
ピラマイド 内用薬 第一三共
ヒルナミン細粒10％ 0.1 内用薬 塩野義製薬
ヒルナミン錠５ｍｇ 5mg 内用薬 塩野義製薬
ヒルナミン錠２５ｍｇ 25mg 内用薬 塩野義製薬
ファロム錠２００ｍｇ 200MG 内用薬 マルホ
ファロムドライシロップ（Ｂ） 0.1 内用薬 マルホ
ファンギゾンシロップ 100mg/ml 内用薬 ブリストル製薬
ブイフェンド錠50mg 50mg/T 内用薬 ファイザー製薬
フェアストン錠 40MG 内用薬 日本化薬
フェノバール錠 30MG 内用薬 第一三共
フェノバール散１０％ 10% 内用薬 第一三共
フェマーラ錠２．５ｍｇ 2.5mg 内用薬 中外製薬
フェルビテン 12.5MG 内用薬 日本新薬
フェロベリンＡ錠 内用薬 日本オルガノン
フェロミア錠 50MG 内用薬 エーザイ
フェロミア錠50mg(Ｂ) 50mg/T 内用薬 エーザイ
フォイパン錠（Ｈ） 100MG 内用薬 小野薬品工業
フォリアミン錠（Ｈ） 5MG 内用薬 武田薬品工業
ブスコパン錠（Ｈ） 10MG 内用薬 田辺製薬



品名 規格・容量 群名 メーカー
フスタゾール錠 10MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
ブドウ糖 内用薬 第一三共
フラジール内服錠 250MG 内用薬 塩野義製薬
プラバチン錠　10mg(H） 10mg/T 内用薬 沢井製薬
プラバチン錠　10mg(B） 10mg/T 内用薬 沢井製薬
プラビックス錠２５ｍｇ 25mg 内用薬 アベンティスファーマ
フラビタン錠（Ｈ） 5MG 内用薬 アステラス製薬
フリバスＯＤ錠５０ｍｇ 50MG 内用薬 旭化成
プリモボラン錠 5MG 内用薬 バイエル薬品
プリンペラン錠 5mg/錠 内用薬 アステラス製薬
プルゼニド錠 12MG 内用薬 ノバルティスファーマ
フルツロンカプセル 200MG 内用薬 中外製薬
プレタール 100MG 内用薬 大塚製薬
ブレディニン錠 50MG 内用薬 旭化成
プレドニゾロン錠１ｍｇ(旭化成) 1MG 内用薬 旭化成
プレドニン錠（Ｈ） 5MG 内用薬 塩野義製薬
プレドニン錠（Ｂ） 5MG 内用薬 塩野義製薬
プレドニゾロン散「タケダ」１％ 0.01 内用薬 武田薬品工業
プレドニゾロン錠１ｍｇ(旭化成) 1mg1錠(B) 内用薬 旭化成
プレマリン錠０．６２５ｍｇ 0.625mg/錠 内用薬 武田薬品工業
プレラン錠 1MG 内用薬 中外製薬
プレラン錠 1MG 内用薬 中外製薬
プログラフカプセル０．５ｍｇ 0.5MG 内用薬 アステラス製薬
プログラフカプセル１ｍｇ 1MG 内用薬 アステラス製薬
プロサイリン錠（Ｈ） 20UG 内用薬 科研製薬
プロサイリン錠（Ｂ） 20UG 内用薬 科研製薬
プロスタルモン・Ｅ錠 0.5MG 内用薬 小野薬品工業
ブロチン液 内用薬 第一三共
プロナーゼＭＳ 20000ﾀﾝｲ 内用薬 科研製薬
プロノン錠 150MG 内用薬 アステラス製薬
プロパジール錠５０ｍｇ 50MG 内用薬 中外製薬
ブロプレス錠(Ｈ) 4MG 内用薬 武田薬品工業
ブロプレス錠４（Ｂ） 4mg/錠 内用薬 武田薬品工業
プロベラ錠２．５ｍｇ 2.5MG 内用薬 ファイザー製薬
プロヘパール錠（Ｈ） 内用薬 科研製薬
フロベン顆粒 0.08 内用薬 科研製薬
プロマックＤ錠 75mg 内用薬 ゼリア新薬工業
フロモックス小児用細粒100mg 100MG/G 内用薬 塩野義製薬
フロモックス錠１００ｍｇ 100MG 内用薬 塩野義製薬
フロリネフ錠（Ｂ） 0.1MG 内用薬 ワダカルシウム
プロレナール錠 5MG 内用薬 大日本住友製薬
ベイスンOD錠0.2 0.2ｍｇ/錠 内用薬 武田薬品工業
ベイスンOD錠0.3 0.3ｍｇ/錠 内用薬 武田薬品工業
ペオン錠 80MG 内用薬 ゼリア新薬工業
ペオン錠８０（Ｂ） 80MG 内用薬 ゼリア新薬工業
ベザトールＳＲ錠200mg 200MG（Ｈ） 内用薬 キッセイ薬品工業
ベサノイドカプセル（Ｂ） 10MG 内用薬 中外製薬
ベシケア錠５ｍｇ 5mg 内用薬 アステラス製薬
ベスタチンカプセル 30MG 内用薬 日本化薬
ベナ錠１０ＭＧ 10MG 内用薬 田辺製薬
ベネット錠2.5mg 2.5MG/T 内用薬 武田薬品工業
ヘパンＥＤ 80G 内用薬 味の素ファルマ
ベプシドＳ２５ｍｇ 25MG 内用薬 ブリストル製薬
ヘプセラ錠10 10mg/錠（B） 内用薬 ＧＳＫ
ヘモナーゼ錠 内用薬 ジェイドルフ
ペラゾリン細粒 400MG0.5G 内用薬 全薬工業
ペリアクチン散1% 0.01 内用薬 萬有製薬
ペリアクチン錠4mg 4MG 内用薬 萬有製薬
ペリアクチンシロップ 0.0004 内用薬 萬有製薬
ペルサンチン錠２５ｍｇ（Ｈ） 25MG 内用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
ペルサンチンＬカプセル 150MG 内用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
ペルジピンＬＡ４０ｍｇ（Ｈ） 40MG 内用薬 アステラス製薬
ヘルベッサーＲ（Ｂ） 100MG 内用薬 田辺製薬
ヘルベッサー錠 30MG 内用薬 田辺製薬
ヘルベッサーＲ１００（Ｈ） 100MG 内用薬 田辺製薬
ペルマックス２５０μｇ 250UG 内用薬 日本イーライリリー
ペンタサ錠 250MG 内用薬 杏林製薬
ｸﾗｼｴ防已黄耆湯エキス細粒(H) 2.5g/ﾎｳ 内用薬 クラシエ薬品
ツムラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g/ﾎｳ 内用薬 ツムラ



品名 規格・容量 群名 メーカー
ホスミシン錠 500MG 内用薬 明治製菓
ホスミシンドライシロップ４００ 400mg/g 内用薬 明治製菓
カネボウ補中益気湯エキス細粒 2.5G 内用薬 クラシエ薬品
ボナロン錠５ｍｇ 5MG 内用薬 帝人ファーマ
ポラキス錠2（Ｈ） 2mg/錠 内用薬 アベンティスファーマ
ポララミンシロップ 0.0004 内用薬 シェリング・プラウ
ホリゾン錠２ｍｇ 2MG 内用薬 アステラス製薬
ホリゾン錠５ｍｇ 5MG 内用薬 アステラス製薬
ポリトーゼ顆粒 内用薬 武田薬品工業
ボルタレン錠２５ｍｇ 25mg 内用薬 ノバルティスファーマ
ポルトラック 6G 内用薬 日本新薬
ボンゾール錠（Ｈ） 100MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
ポンタールシロップ 0.0325 内用薬 第一三共
ポンタールカプセル２５０ｍｇ 250mg 内用薬 第一三共
マ－ズレン－Ｓ顆粒０．５ｇ 0.5G 内用薬 ゼリア新薬工業
マイスリ－錠１０（Ｈ） 10MG 内用薬 アステラス製薬
マグコロールＰ 50G 内用薬 堀井薬品工業
マグテクト液Ｕ 10mL/包 内用薬 テイコクメディックス
マグラックス錠２５０ｍｇ 250MG 内用薬 吉田製薬
マグラックス錠３３０ｍｇ 330MG 内用薬 吉田製薬
ミオナール錠（Ｈ） 50MG 内用薬 エーザイ
ミカルディス錠20mg 20mg/T 内用薬 アステラス製薬
ミケラン錠 5MG 内用薬 大塚製薬
ミノマイシン顆粒 20MG 内用薬 武田薬品工業
ミノマイシン錠１００ｍｇ 100MG 内用薬 武田薬品工業
ムーベン　 137.155g/袋 内用薬 日本製薬
ムコサ－ルドライシロップ 1G=15MG 内用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
ムコスタ錠（Ｈ） 100MG 内用薬 大塚製薬
ムコスタ錠（Ｂ） 100MG 内用薬 大塚製薬
ムコソルバン錠１５ｍｇ 15MG 内用薬 帝人ファーマ
ムコソルバンＬカプセル（Ｈ） 45MG 内用薬 帝人ファーマ
ムコダイン細粒 500MG 内用薬 杏林製薬
ムコダインシロップ 0.05 内用薬 杏林製薬
ムコダイン錠２５０ＭＧ（Ｈ） 250MG 内用薬 杏林製薬
ムコダイン錠５００ｍｇ（Ｂ） 500MG 内用薬 杏林製薬
ムコダイン錠５００ｍｇ（Ｈ） 500MG 内用薬 杏林製薬
メイアクトＭＳ小児用細粒 100mg/g 100g 内用薬 明治製菓
メイラックス錠 2MG 内用薬 明治製菓
メキシチール５０ｍｇ（Ｈ） 50MG 内用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
メキシチール１００ｍｇ（Ｈ） 100MG 内用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
メソトレキセート錠（Ｂ） 2.5MG 内用薬 武田薬品工業
メタルカプターゼ５０ｍｇ 50MG 内用薬 大正富山医薬品
メタルカプターゼ１００ｍｇ 100MG 内用薬 大正富山医薬品
メチコバール錠５００μｇ（Ｈ） 500ug 内用薬 エーザイ
メチコバール錠（Ｂ） 500ug 内用薬 エーザイ
メテバニール錠（Ｂ） 2MG 内用薬 田辺製薬
メテルギン錠 0.125mg 内用薬 ノバルティスファーマ
メトリジン錠２ｍｇ 2mg 内用薬 大正富山医薬品
メドロール錠 4MG 内用薬 ファイザー製薬
メファキン「ヒサミツ」錠 275mg/T 内用薬 久光製薬
メプチンシロップ 50UG 内用薬 大塚製薬
メプチンドライシロップ0.005% 0.005% 内用薬 大塚製薬
メプチン錠５０μｇ（Ｈ） 50UG 内用薬 大塚製薬
メプチンミニ錠２５μｇ 25UG 内用薬 大塚製薬
メリスロン錠６ｍｇ（Ｈ） 6MG 内用薬 エーザイ
メリスロン錠６ｍｇ（Ｂ） 6MG 内用薬 エーザイ
メルカゾール錠 5MG 内用薬 中外製薬
メルビン錠（Ｂ）　 250MG 内用薬 大日本住友製薬
メルビン錠 250mg/錠 内用薬 大日本住友製薬
モーバー錠（Ｈ） 100MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
モービック錠10ｍｇ 10ｍｇ/錠 内用薬 第一三共
モニラック・シロップ 65%10ML 内用薬 中外製薬
薬用炭 内用薬 健栄製薬
ユーエフティーＥ顆粒１００ｍｇ 0.5G 内用薬 大鵬薬品工業
ユーエフティーＥ顆粒１５０ｍｇ 0.75G 内用薬 大鵬薬品工業
ユ－エフティ－（Ｈ） 内用薬 大鵬薬品工業
ユーゼル錠２５mg ２５ｍｇ 内用薬 大鵬薬品工業
ユーパン錠０．５ｍｇ 0.5mg 内用薬 沢井製薬
ユーパン錠１ｍｇ 1mg 内用薬 沢井製薬



品名 規格・容量 群名 メーカー
ユービット錠１００ｍｇ 100MG/T 内用薬 大塚製薬
ユーロジン１ｍｇ 1MG 内用薬 武田薬品工業
ユーロジン錠２ｍｇ 2MG 内用薬 武田薬品工業
ユナシン錠 375MG 内用薬 ファイザー製薬
ユニフイルＬＡ錠２００ｍｇ 200MG 内用薬 大塚製薬
ユベラ錠（Ｈ） 50MG 内用薬 エーザイ
ユベラＮソフトカプセル（Ｈ） 200MG 内用薬 エーザイ
ユベラＮソフトカプセル（Ｂ） 200MG 内用薬 エーザイ
ユリーフカプセル 4MG 内用薬 キッセイ薬品工業
ユリノ－ム２５ｍｇ（Ｈ） 25MG 内用薬 鳥居薬品
ヨウ化カリウム丸 50MG 内用薬 日医工株式会社
ヨウ化カリウム 内用薬 その他
ヨクイニンエキス散「コタロー」 2G 内用薬 小太郎漢方製薬
ラキソベロン液 0.0075 内用薬 帝人ファーマ
ラキソベロン液（ＣＦ用） 0.75%10ML 内用薬 帝人ファーマ
ラキソベロン錠 2.5MG 内用薬 帝人ファーマ
ラコール 400ML 内用薬 大塚製薬
ラコール（ミルク味） 200mL/袋 内用薬 大塚製薬
ラコール（コーヒー味） 200mL/袋 内用薬 大塚製薬
ラシックス細粒 0.04 内用薬 アベンティスファーマ
ラシックス錠２０ｍｇ（Ｂ） 20MG 内用薬 アベンティスファーマ
ラシックス錠２０ｍｇ（Ｈ） 20MG 内用薬 アベンティスファーマ
ラシックス錠４０ｍｇ（Ｈ） 40MG 内用薬 アベンティスファーマ
ヘキストラスチノン錠 500MG 内用薬 アベンティスファーマ
ラックビー微粒（Ｈ） 1g/包 内用薬 興和創薬株式会社
ラックビー微粒（Ｂ） 内用薬 興和創薬株式会社
ラニラピット錠 0.05mg（Ｈ） 0.05mg 内用薬 中外製薬
ラニラピット錠　0.1mg（Ｈ） 0.1mg 内用薬 中外製薬
ラミシール錠１２５ｍｇ 125MG 内用薬 ノバルティスファーマ
ランサップ400 3剤/枚 内用薬 武田薬品工業
ランプレンカプセル５０ｍｇ 50mg/cap 内用薬 ノバルティスファーマ
リ－ゼ錠５ｍｇ（Ｈ） 5MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
リーバクト顆粒 4.15G 内用薬 味の素ファルマ
リーマス錠１００ 100MG 内用薬 大正富山医薬品
リーマス錠２００ 200MG 内用薬 大正富山医薬品
リウマトレックス２カプセル 2MG 内用薬 武田薬品工業
リウマトレックス３カプセル 2MG 内用薬 武田薬品工業
リザベンカプセル 100MG 内用薬 キッセイ薬品工業
リスパダール１ｍｇ 1MG 内用薬 ヤンセンファーマ
リスパダール２ｍｇ 2MG 内用薬 ヤンセンファーマ
リズミック錠１０ｍｇ 10mg/錠 内用薬 大日本住友製薬
リスモダンカプセル５０ｍｇ 50MG 内用薬 中外製薬
リスモダンＲ錠１５０ｍｇ 150MG 内用薬 中外製薬
リタリン錠１０ｍｇ 10mg 内用薬 ノバルティスファーマ
リドーラ錠（Ｈ） 3MG 内用薬 ＧＳＫ
リバロ錠 2MG 内用薬 興和創薬株式会社
リピディルカプセル100 100mg/ｶﾌﾟｾﾙ 内用薬 科研製薬
リピト－ル錠（Ｈ）１０ｍｇ 10MG 内用薬 アステラス製薬
リピトール錠（Ｂ） 10MG 内用薬 アステラス製薬
リボトリール錠（Ｈ） 0.5MG 内用薬 中外製薬
リポバス錠（Ｈ） 5MG 内用薬 萬有製薬
リポバス錠（Ｂ） 5MG 内用薬 萬有製薬
リマクタンカプセル 150MG 内用薬 ノバルティスファーマ
リマチル錠５０ｍｇ 50MG 内用薬 参天製薬
リマチル錠１００ｍｇ 100MG 内用薬 参天製薬
リン酸コデイン散１％ 0.01 内用薬 健栄製薬
リンデロン錠 0.5MG 内用薬 塩野義製薬
ルジオミール錠１０ＭＧ 10MG 内用薬 ノバルティスファーマ
ルジオミール錠２５ＭＧ 25MG 内用薬 ノバルティスファーマ
ルプラック錠 4NG 内用薬 大正富山医薬品
ルボックス錠２５（Ｈ） 25MG 内用薬 アステラス製薬
ルボックス錠５０（Ｈ） 50MG 内用薬 アステラス製薬
レキソタン錠２ｍｇ 2MG 内用薬 エーザイ
レキソタン錠５ｍｇ 5MG 内用薬 エーザイ
レクチゾール 25MG 内用薬 三菱ウェルファーマ
レスプレン錠２０ｍｇ（Ｈ） 20MG 内用薬 中外製薬
レスリン錠２５ｍｇ（Ｈ） 25MG 内用薬 日本オルガノン
レスリン錠５０ｍｇ 50MG 内用薬 日本オルガノン
レダマイシンカプセル 150MG 内用薬 科薬



品名 規格・容量 群名 メーカー
レナジェル錠 250mg 内用薬 中外製薬
レニベース錠２．５ｍｇ 2.5MG 内用薬 萬有製薬
レニベース錠５ｍｇ（Ｈ） 5MG 内用薬 萬有製薬
レベトールカプセル２００ＭＧ 200MG 内用薬 シェリング・プラウ
ロイケリン１０倍散 0.1 内用薬 大原薬品工業
ロ－コ－ル錠（Ｈ）20mg 20MG 内用薬 ノバルティスファーマ
ロートエキス散 0.1 内用薬 健栄製薬
ロキソニン錠（Ｈ） 60MG 内用薬 第一三共
ロキソニン錠（Ｂ） 60MG 内用薬 第一三共
ロドピン細粒１０％ 10%1g 内用薬 アステラス製薬
ロプレソール錠（Ｈ） 20MG 内用薬 ノバルティスファーマ
ロプレソール錠（Ｂ） 20MG 内用薬 ノバルティスファーマ
ロペミンカプセル１ｍｇ 1mg 内用薬 ヤンセンファーマ
ロペミン小児用細粒0.05％ 0.5mg 内用薬 大日本住友製薬
ロレルコ錠２５０ｍｇ 250MG 内用薬 大塚製薬
ワーファリン錠１ｍｇ（Ｈ） 1MG 内用薬 エーザイ
ワーファリン錠１ｍｇ（Ｂ） 1MG 内用薬 エーザイ
ワソラン錠４０ｍｇ 40MG 内用薬 エーザイ
イノレット３０Ｒ注 300U 注射薬 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
イノレット５０Ｒ注 300単位/キット 注射薬 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
イノレットＲ注 300U 注射薬 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
イノレットＮ注 300ﾀﾝｲ 注射薬 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
イントロンＡ注射用３００ 300ﾏﾝﾀﾝｲ 注射薬 シェリング・プラウ
イントロンＡ注射用６００ 600ﾏﾝﾀﾝｲ 注射薬 シェリング・プラウ
エクストラニール　UVﾌﾗｯｼｭﾂｲﾝ 1.5L/袋 注射薬 バクスター
エレメンミック注 2ML 注射薬 味の素ファルマ
エンブレル皮下注25mg 25mg/V 注射薬 武田薬品工業
グロウジェクトＢＣ８ｍｇ 8MG 注射薬 大日本住友製薬
グロウジェクト注 8MG 注射薬 日本ケミカルリサーチ
コージネイトＦＳバイオセット 1000単位 注射薬 バイエル薬品
スミフェロンＤＳ３００ 300ﾏﾝE 注射薬 大日本住友製薬
スミフェロンＤＳ６００ 600ﾏﾝE 注射薬 大日本住友製薬
生理食塩液２０ｍｌ 20ML 注射薬 日新製薬(山形)
生理食塩液（広口開栓） 500ML 注射薬 大塚製薬
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙN PD4 UVﾌﾗｯｼｭﾂｲﾝ 1.5 1.5L/袋 注射薬 バクスター
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙN PD4 UVﾌﾗｯｼｭﾂｲﾝ1.5 2.0L/袋 注射薬 バクスター
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙN PD4 1.5 ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸ 2.5L/袋 注射薬 バクスター
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙN PD4 2.5 UVﾂｲﾝ 2.0/袋 注射薬 バクスター
ノボラピッド３０ミックス注 300単位/キット 注射薬 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
ノボラピッド注300ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ 300単位/ｷｯﾄ 注射薬 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
ノボリンＲ注１００ 100U 注射薬 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
ヒュ－マカ－ト３／７注(キット) 3ML 注射薬 日本イーライリリー
ヒュ－マカ－トＲ注（キット） 3ML 注射薬 日本イーライリリー
ヒュ－マカ－トＮ注（キット） 3ML 注射薬 日本イーライリリー
ヒューマログミックス５０キット 300ﾀﾝｲ 注射薬 日本イーライリリー
ヒユーマリンＮ注射用Ｕ１００ 100E 注射薬 日本イーライリリー
ヒューマログ注キット 300ﾀﾝｲ 注射薬 日本イーライリリー
ヒューマログ注ﾊﾞｲｱﾙ100単位/ml 10ml/V 注射薬 日本イーライリリー
ノボリン２０Ｒ注フレックスペン 300単位/キット 注射薬 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
ノボリン３０Ｒ注フレックスペン 300単位/キット 注射薬 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
ノボリン５０Ｒ注フレックスペン 300単位/キット 注射薬 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
ノボリンＲ注フレックスペン 300単位/ｷｯﾄ 注射薬 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
ノボリンＮ注フレックスペン 300単位/キット 注射薬 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ
ランタス注オプチクリック300 300単位/筒 注射薬 アベンティスファーマ
亜鉛華軟膏 外用薬 健栄製薬
アクトシン軟膏（ボトル） 0.03 外用薬 第一三共
アクロマイシンナンコウ 0.03 外用薬 科薬
アスタット軟膏 0.01 外用薬 ツムラ
アズノールナンコウ 3000ﾊﾞｲ 外用薬 日本新薬
アズノールうがい液４％ 4%5ML 外用薬 日本新薬
アスプール液（０．５％） 0.005 外用薬 アルフレッサファーマ
アドエア１００ディスカス 100　28ﾌﾞﾘｽﾀｰ 外用薬 ＧＳＫ
アドエア２５０ディスカス 250　28ﾌﾞﾘｽﾀｰ 外用薬 ＧＳＫ
アトラント外用液1％ 0.01 外用薬 久光製薬
アトロピン点眼 1% 5ML 外用薬 日本点眼薬研究所
アフタゾロン軟膏 0.001 外用薬 昭和薬品化工
アロンアルファＡ「三　共」 0.5G 外用薬 第一三共
アンダーム軟膏 10G 外用薬 テイコクメディックス
アンダームクリーム 10G 外用薬 テイコクメディックス



品名 規格・容量 群名 メーカー
アンテベートローション０．０５ 0.05%10G 外用薬 鳥居薬品
アンテベート軟膏　５ｇ 0.05% 5G 外用薬 鳥居薬品
アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ 100MG 外用薬 アボット・ジャパン
アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ 200MG 外用薬 アボット・ジャパン
アンぺック坐剤１０ＭＧ 10MG 外用薬 大日本住友製薬
アンペック坐剤２０ＭＧ 20MG 外用薬 大日本住友製薬
イオウカンフルローション(東豊) 外用薬 丸石製薬
イソジンガーグル３０ｍｌ 0.07 外用薬 明治製菓
イソジンガーグル２５０ｍｌ 0.07 外用薬 明治製菓
インタール吸入液２０ｍｇ 1% 2ML 外用薬 アステラス製薬
インタール点眼液 100MG 5ML 外用薬 アステラス製薬
インタールカプセル 20mg/ｶﾌﾟｾﾙ 外用薬 アステラス製薬
インタール点鼻液 20mg/ml 9.5ml 外用薬 アステラス製薬
インダシン坐薬５０ｍｇ 50MG 外用薬 萬有製薬
インテバンクリーム 1% 外用薬 大日本住友製薬
ＡＺ点眼液 0.02% 5ML 外用薬 ゼリア新薬工業
エキザルベ軟膏 外用薬 マルホ
エスクレ坐剤「２５０」 250MG 外用薬 久光製薬
エスクレ坐剤「５００」 500MG 外用薬 久光製薬
エストリール膣錠 0.5MG 外用薬 持田製薬
ＳＰトローチ 0.25MG 外用薬 明治製菓
エポセリン坐剤２５０ｍｇ 250MG 外用薬 長生薬品
ＭＳ温シップ大鵬 外用薬 日本化薬
塩化ナトリウム 外用薬 大塚製薬
オイラックスクリーム１０％ 10%　500g 外用薬 ノバルティスファーマ
オイラックスＨクリーム 5g 外用薬 ノバルティスファーマ
オキサロール軟膏０．００２５％ 0.0025%10G 外用薬 マルホ
オキシドール 外用薬 健栄製薬
オキナゾールＶ６００ 600mg/錠 外用薬 三菱ウェルファーマ
オラドール口中錠 0.5MG 外用薬 ノバルティスファーマ
オリブ油 外用薬 丸石製薬
オルセノン軟膏 0.25%30g/本 外用薬 科薬
オルベスコ２００μｇインヘラー 200μg 56吸入 外用薬 帝人ファーマ
カサ－ルクリ－ム 0.003 外用薬 マルホ
カデックス軟膏０．９％ 0.9%40g/本 外用薬 Ｓ＆ネフュー
カトレップ 5ﾏｲ 外用薬 大日本住友製薬
カリーユニ点眼液 0.005% 5ML 外用薬 参天製薬
ＤＬーカンフル 外用薬 エビス製薬
キサラタン点眼液 0.00005 外用薬 ファイザー製薬
キシロカイン眼科用 0.04 外用薬 アストラゼネカ
キシロカインゼリー２％３０ｍｌ 2％　30ml 外用薬 アストラゼネカ
キシロカイン液４％ 0.04 外用薬 アストラゼネカ
キシロカインポンプスプレー 外用薬 アストラゼネカ
キュバール１００エアゾール 15mg/8.7g/缶 外用薬 大日本住友製薬
強力ポステリザン（軟膏） 外用薬 マルホ
キンダベート軟膏 0.05% 5g 外用薬 ＧＳＫ
クラビット点眼液０．５％ 5ml 外用薬 参天製薬
ケンエーＧ浣腸３０ｍｌ 30ML 外用薬 健栄製薬
ケンエーＧ浣腸６０ｍｌ 60ML 外用薬 健栄製薬
ケンエーＧ浣腸１５０ｍｌ 150ML 外用薬 健栄製薬
グリセリン 外用薬 丸石製薬
クロマイ膣錠 100MG 外用薬 第一三共
ゲーベンクリーム 0.01 外用薬 三菱ウェルファーマ
ゲンタシン軟膏 1MG 外用薬 シェリング・プラウ
コンドロン点眼液３％ 3%5ML 外用薬 科研製薬
ザーネ軟膏０．５％ 5000U 外用薬 エーザイ
サイプレジンテンガンエキ 0.01 外用薬 参天製薬
ザジテン点眼液 3.45MG 5ML 外用薬 ノバルティスファーマ
１０％サリチル酸ワセリン 0.1 外用薬 山善製薬
サルコート 50uG 外用薬 帝人ファーマ
酸化亜鉛 外用薬 健栄製薬
サンピロ１％ 1%　5ML 外用薬 参天製薬
サンピロ２％ 2%　5ML 外用薬 参天製薬
ジクロード点眼液０．１％ 0.1% 外用薬 わかもと製薬
スタデルムクリーム 0.05 外用薬 鳥居薬品
ステロネマ 100ML 外用薬 テイコクメディックス
スピール膏 5*5 外用薬 ニチバン
スピリ－バ吸入用カプセル18μg 18μｇ/ｶﾌﾟｾﾙ 外用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
スプレキュア点鼻液０．１５％ 15.75MG10M 外用薬 持田製薬



品名 規格・容量 群名 メーカー
スポンゼル 2.5CMX5CM 外用薬 アステラス製薬
スミルスチック 30g 外用薬 大正富山医薬品
セボフレン 外用薬 丸石製薬
セレベント５０ロタディスク 50UG/ﾌﾞﾘｽﾀ 外用薬 ＧＳＫ
セレベント50ディスカス 50μg/ﾌﾞﾘｽﾀｰ 外用薬 ＧＳＫ
ゾビラックス眼軟膏 0.03 外用薬 ＧＳＫ
ソフラチュール 10.8MG 外用薬 アベンティスファーマ
ダイアコート軟膏 0.05% 5g 外用薬 ファイザー製薬
ダイアップ坐薬４ｍｇ 4MG 外用薬 和光堂
ダイアップ坐薬６ｍｇ 6MG 外用薬 和光堂
タココンブ「ハーフサイズ」 4.8CM*4.8C 外用薬 鳥居薬品
ダラシンＴゲル１％ 1%10G 外用薬 佐藤製薬
タリビット耳科用 3MG 外用薬 第一三共
タリビット眼軟膏０．３％ 3mg　3.5g 外用薬 参天製薬
タルク 外用薬 健栄製薬
チモプト－ルＸＥ０．２５％ 0.0025 外用薬 参天製薬
チモプト－ルＸＥ０．５％ 0.005 外用薬 参天製薬
チンク油 外用薬 健栄製薬
デスモプレシン・スプレ－２．５ 5ML125UG 外用薬 協和発酵工業
デスモプレシン・スプレ－10協和 500μｇ/5ｍＬ 外用薬 協和発酵工業
デュロテップパッチ２．５ｍｇ 2.5MG 外用薬 協和発酵工業
デュロテップパッチ５ｍｇ 5MG 外用薬 協和発酵工業
デュロテップパッチ１０ｍｇ 10mg/枚 外用薬 協和発酵工業
テルシガンエロゾル100μｇ 9.5ｇ/瓶(5mL) 外用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
デルモベートスカルプ 0.0005 外用薬 ＧＳＫ
デルモベート軟膏 0.0005 外用薬 ＧＳＫ
デルモベートクリーム 0.0005 外用薬 ＧＳＫ
トーク 0.00118 外用薬 アルフレッサファーマ
トクダーム 7.5X10CM 外用薬 大鵬薬品工業
トプシムＥクリーム 0.0005 外用薬 田辺製薬
トブラシン点眼液 3MG 外用薬 ニデック
ドボネックス軟膏 0.00005 外用薬 アステラス製薬
トルソプト点眼液１％ 1%5ML 外用薬 萬有製薬
トロンビン液ﾓﾁﾀﾞ ｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ5000 5000ﾀﾝｲ 外用薬 持田製薬
トロンビン液ﾓﾁﾀﾞ ｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ10000 10000ﾀﾝｲ 外用薬 持田製薬
ナウゼリン坐薬１０ｍｇ 10MG 外用薬 協和発酵工業
ナウゼリン坐薬３０ｍｇ 30MG 外用薬 協和発酵工業
ナウゼリン坐薬６０ｍｇ 60MG 外用薬 協和発酵工業
ナサニール点鼻液 10MG 5ML 外用薬 アステラス製薬
ナパゲルンローション 0.03 外用薬 武田薬品工業
ニゾラールロ－ション2％ ２％10ｇ/本 外用薬 ヤンセンファーマ
ニゾラールクリーム 0.02 外用薬 ヤンセンファーマ
ニトロダームＴＴＳ 25MG 外用薬 ノバルティスファーマ
ニフラン点眼液 0.001 外用薬 武田薬品工業
ネオシネジンコーワ５％点眼液 0.05 外用薬 興和創薬株式会社
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.001 外用薬 インテンディス
ネリプロクト軟膏 2G 外用薬 インテンディス
ネリプロクト坐剤 外用薬 インテンディス
ノスラン点鼻液 190MG9.5ML 外用薬 科研製薬
ノフロ点眼液 0.003 外用薬 萬有製薬
白色ワセリン 10G 外用薬 吉田製薬
バクトロバン鼻腔用軟膏 0.02 外用薬 ＧＳＫ
パスタロン１０ローション 0.1 外用薬 佐藤製薬
パスタロン２０ソフト２５ｇ 20%25g/本 外用薬 佐藤製薬
パスタロン２０ソフト５００ｇ 20% 外用薬 佐藤製薬
バソレーター軟膏 0.02 外用薬 三和化学研究所
パピロックミニ点眼液０．１％ 0.4MG 外用薬 参天製薬
パルミコート吸入液 0.25mg/2ml 外用薬 アストラゼネカ
パルミコート２００ﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ 22.4mg 外用薬 アストラゼネカ
ヒアレイン点眼液０．１％ 0.1%  5ML 外用薬 参天製薬
ヒアレインミニ０．１％ 0.1%/0.4mL 外用薬 参天製薬
ヒアレインミニ０．３ 0.3%/0.4mL 外用薬 参天製薬
ヒーロンＶ０．６ 13.8mg/0.6ml/ｷｯﾄ 外用薬 アラガン
ビソルボン吸入液0.2％ 0.2％ 外用薬 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
ヒルドイドソフト 25G 外用薬 マルホ
ヒルドイドロ－ション 50g/本 外用薬 マルホ
ヒルドイドソフト５００Ｇ 外用薬 マルホ
フィブラストスプレー２５０ 250UG 外用薬 科研製薬
フェノールアエンカリニメント 外用薬 健栄製薬



品名 規格・容量 群名 メーカー
フェミエスト4.33mg 4.33mg/枚 外用薬 武田薬品工業
フラジ－ル膣錠 250MG 外用薬 塩野義製薬
フランドルテープ４０ｍｇ 40MG 外用薬 アステラス製薬
プリビナ液０．０５％点鼻液 0.05% 外用薬 ノバルティスファーマ
フルタイド50ディスカス 50μｇ60ﾌﾞﾘｽﾀｰ 外用薬 ＧＳＫ
フルタイド２００ロタディスク 200UG 外用薬 ＧＳＫ
フルタイド５０エアー 9.72mg/10.6g 外用薬 ＧＳＫ
フルタイド200ディスカス 200μｇ60ﾌﾞﾘｽﾀｰ 外用薬 ＧＳＫ
フルタイド100ディスカス 100μｇ60ﾌﾞﾘｽﾀｰ 外用薬 ＧＳＫ
フルナーゼ点鼻液50 2.04MG 4ML 外用薬 ＧＳＫ
フルメタローション 0.001 外用薬 塩野義製薬
フルメトロン０．１％ 0.001 外用薬 参天製薬
フルメトロン0.02 0.02% 外用薬 参天製薬
プレグランディン膣坐剤 1MG 外用薬 小野薬品工業
フローレス試験紙 外用薬 メニコン
フロジン液 外用薬 第一三共
プロスタンディン軟膏 0.00003 外用薬 小野薬品工業
プロトピック軟膏０．１％ 0.1%5G 外用薬 アステラス製薬
プロトピック軟膏0.03％小児用 0.03%5g 外用薬 アステラス製薬
プロピレングリコール液 外用薬 丸石製薬
プロペト（眼科用白色ワセリン） 外用薬 丸石製薬
ベガモックス点眼液０．５％ 5ml 外用薬 日本アルコン
ベストロン耳鼻科用 50MG 外用薬 武田薬品工業
ベナパスタ 0.04 外用薬 田辺製薬
ベネトリン吸入液 5mg/ml 外用薬 ＧＳＫ
ベノキシール点眼液０．４％ 0.4% 20ML 外用薬 参天製薬
ホウ酸 外用薬 健栄製薬
ホクナリンテ－ブ０．５ｍｇ 0.5MG 外用薬 アボット・ジャパン
ホクナリンテ－ブ１．０ｍｇ 1.0MG 外用薬 アボット・ジャパン
ホクナリンテープ２ｍｇ 2MG 外用薬 アボット・ジャパン
ボスミン液 0.001 外用薬 第一三共
ボラザＧ軟膏 2.4G 外用薬 武田薬品工業
ボルタレンＳＰ１２．５ｍｇ 12.5MG 外用薬 ノバルティスファーマ
ボルタレンＳＰ２５ｍｇ 25MG 外用薬 ノバルティスファーマ
ボルタレンＳＰ５０ｍｇ 50MG 外用薬 ノバルティスファーマ
ボルタレンゲル 0.01 外用薬 ノバルティスファーマ
マイザー軟膏５ｇ 0.05%5g 外用薬 三菱ウェルファーマ
マイザー軟膏１００ｇ 0.05%100g 外用薬 三菱ウェルファーマ
マイティア点眼液 5ML 外用薬 武田薬品工業
ミオコールスプレー 0.65% 7.2G 外用薬 アステラス製薬
ミケラン点眼液 0.02 外用薬 大塚製薬
ミドリンＰ 外用薬 参天製薬
ムコフィリン液 17.62%2ML 外用薬 エーザイ
メプチンクリックヘラー10μg 2MG/200吸入 外用薬 大塚製薬
メプチン吸入液ユニット0.3mL 0.3ML/30μg 外用薬 大塚製薬
モーラステープ 7CM*10CM 外用薬 久光製薬
モ－ラス30 10*14*6ﾏｲ 外用薬 久光製薬
ヤクバン40 (7枚/包） 外用薬 科研製薬
ユ－パッチ 18mg/枚 外用薬 メディキット
ユベラ軟膏 外用薬 エーザイ
ラクリミンテンガンエキ 5ML 外用薬 参天製薬
ラミシールクリーム 0.01 外用薬 ノバルティスファーマ
リボスチン点鼻液 15ML 外用薬 日本新薬
リボスチン点眼液０．０２５％ 0.25mg/ml 外用薬 参天製薬
流動パラフィン 外用薬 健栄製薬
リンデロン液 0.001 外用薬 塩野義製薬
リンデロン坐剤１．０ｍｇ 1MG 外用薬 塩野義製薬
リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ 0.0012 外用薬 塩野義製薬
リンデロンＡ液　点眼点鼻用 0.001 外用薬 塩野義製薬
リンデロンＡ軟膏・眼・耳科用 0.001 外用薬 塩野義製薬
リンデロン－Ｖローション 0.12%10ML 外用薬 塩野義製薬
リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ 0.0012 外用薬 塩野義製薬
リンデロン－Ｖクリーム 0.0012 外用薬 塩野義製薬
ルピアール坐剤２５ｍｇ 25MG 外用薬 久光製薬
ルピアール坐剤５０ｍｇ 50MG 外用薬 久光製薬
ルリコンクリーム１％ 10G 外用薬 科薬
新レシカルボン坐剤 外用薬 ゼリア新薬工業
レスタミンコーワ油 5G 外用薬 興和創薬株式会社
レペタン坐剤０．２ＭＧ 0.2MG 外用薬 大塚製薬



品名 規格・容量 群名 メーカー
ロコイド軟膏５g 0.1% 外用薬 鳥居薬品
リレンザ 5MG/ﾌﾞﾘｽﾀｰ 外用薬 ＧＳＫ
ワプロンＰ 25UG 外用薬 興和創薬株式会社
Ｊヨード液１０％ 10% 250ML 消毒薬 ｼﾞｮﾝｿﾝ・ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ
エニマクリン 検査試薬 堀井薬品工業
逆性セッケン液0.02％ 500ml/本 消毒薬 吉田製薬
スミスリン　パウダー 1900ﾟ 30G その他 大日本除虫
マスキン水［０．５Ｗ／Ⅴ％］ 0.005 消毒薬 丸石製薬
ビラセプト錠（B） 250MG 内用薬 中外製薬
ホルマリン 消毒薬 吉田製薬


