院外処方された医薬品一覧
（期間：平成24年8月～平成25年1月）
薬品名
重質カマグＧ「ヒシヤマ」
０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 ０．０２％
０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 ０．０５％
２５㎎アリナミンＦ糖衣錠
５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊
５㎎セルシン錠
ＥＰＬカプセル２５０㎎
ＧＳプラスターＣ「ユートク」 ７㎝×１０㎝
ＭＳツワイスロンカプセル１０㎎
ＭＳ温シップ「タイホウ」
ＰＬ配合顆粒
ＳＧ配合顆粒
ＳＰトローチ０．２５㎎「明治」
アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ
アーチスト錠１．２５㎎
アーチスト錠１０㎎
アーチスト錠２．５㎎
アーツェー錠３０㎎
アーテン錠（２㎎）
アイトロール錠２０㎎
アイピーディカプセル１００ １００㎎
アイピーディドライシロップ５％
アイファガン点眼液０．１％
アイミクス配合錠ＨＤ
アイミクス配合錠ＬＤ
アカルディカプセル１．２５ １．２５㎎
アキネトン細粒１％
アキネトン錠１㎎
アクアチムクリーム１％
アクアチムローション１％
アクアチム軟膏１％
アクトシン軟膏３％
アクトス錠１５ １５㎎
アクトス錠３０ ３０㎎
アクトネル錠１７．５㎎
アクリノール０．１％液「ヨシダ」
アサコール錠４００㎎
アザルフィジンＥＮ錠５００㎎
アシノン錠１５０㎎
アズクレニンＳ配合顆粒
アスタットクリーム１％
アストリックドライシロップ８０％
アズノールうがい液４％
アズノール軟膏０．０３３％
アスパラカリウム錠３００㎎
アスペノンカプセル２０ ２０㎎
アスベリンシロップ０．５％
アスベリン散１０％
アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」
アズレン散含嗽用０．４％「ＫＲＭ」
アセトアミノフェン坐剤小児用１００㎎「ＴＹＫ」
アセトアミノフェン坐剤小児用２００㎎「ＴＹＫ」
アゼプチン錠１㎎
アゼプチン顆粒０．２％
アダプチノール錠５㎎
アダラートＣＲ錠２０㎎
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アダラートＣＲ錠４０㎎
アダラートＬ錠１０㎎
アダラートＬ錠２０㎎
アダラートカプセル１０㎎
アダラートカプセル５㎎
アタラックス－Ｐカプセル２５㎎
アタラックス－Ｐ散１０％
アデカット１５㎎錠
アデカット３０㎎錠
アデスタンクリーム１％
アデホスコーワ腸溶錠６０ ６０㎎
アデホスコーワ顆粒１０％
アテレック錠１０ １０㎎
アテレック錠５ ５㎎
アデロキザール散７．８％
アドエア１００ディスカス６０吸入用 ６０ブリスター
アドエア２５０エアゾール１２０吸入用 １２．０ｇ
アドエア２５０ディスカス２８吸入用 ２８ブリスター
アドエア２５０ディスカス６０吸入用 ６０ブリスター
アドエア５００ディスカス２８吸入用 ２８ブリスター
アドエア５００ディスカス６０吸入用 ６０ブリスター
アドエア５０エアゾール１２０吸入用 １２．０ｇ
アドフィードパップ４０㎎ １０㎝×１４㎝
アナフラニール錠１０㎎
アナフラニール錠２５㎎
アネトカインゼリー２％
アバプロ錠１００㎎
アピドラ注カート ３００単位
アピドラ注ソロスター ３００単位
アフィニトール錠５㎎
アプレース細粒２０％
アプレース錠１００㎎
アベロックス錠４００㎎
アヘンチンキ １０％
アボルブカプセル０．５㎎
アマリール０．５㎎錠
アマリール１㎎錠
アマリール３㎎錠
アミオダロン塩酸塩速崩錠５０㎎「ＴＥ」
アミサリン錠２５０㎎
アミノレバンＥＮ配合散
アムロジピン錠５㎎「明治」
アモキサンカプセル２５㎎
アモバン錠１０ １０㎎
アモバン錠７．５ ７．５㎎
アラセナ－Ａ軟膏３％
アラミスト点鼻液２７．５μ ｇ５６噴霧用
アリセプトＤ錠１０㎎
アリセプトＤ錠３㎎
アリセプトＤ錠５㎎
アリセプト錠３㎎
アリセプト錠５㎎
アリミデックス錠１㎎
アルケラン錠２㎎
アルサルミン細粒９０％
アルサルミン内用液１０％
アルダクトンＡ細粒１０％
アルダクトンＡ錠２５㎎
アルタットカプセル７５ ７５㎎
アルドメット錠２５０ ２５０㎎

Page 2

アルファロールカプセル１
アルファロール内用液
アルマール錠１０
アルマール錠５
アルメタ軟膏 ０．１％
アルロイドＧ内用液５％
アレギサール点眼液０．１％ ５㎎
アレグラ錠３０㎎
アレグラ錠６０㎎
アレジオンドライシロップ１％
アレジオン錠１０
アレジオン錠２０
アレビアチン散１０％
アレビアチン錠１００㎎
アレロック錠５
アレロック顆粒０．５％
アレンドロン酸錠３５㎎「マイラン」
アローゼン顆粒
アロチノロール塩酸塩錠５㎎「日医工」
アロマシン錠２５㎎
アンカロン錠１００
アンテベートクリーム０．０５％
アンテベートローション０．０５％
アンテベート軟膏０．０５％
アンヒバ坐剤小児用１００㎎
アンヒバ坐剤小児用２００㎎
アンプラーグ錠１００㎎
アンプリット錠２５㎎
アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５㎎「サワイ」
アンペック坐剤１０㎎
アンペック坐剤２０㎎
イーケプラ錠２５０㎎
イーケプラ錠５００㎎
イオウ・カンフルローション
イグザレルト錠１０㎎
イグザレルト錠１５㎎
イサロン錠１００㎎
イスコチン錠１００㎎
イソジンガーグル液７％
イソジンゲル１０％
イソジン液１０％
イソバイドシロップ７０％
イタンゴ（ランタス注カート専用注入器）
イトプリド塩酸塩錠５０㎎「タイヨー」
イトラコナゾール錠２００「ＭＥＥＫ」 ２００㎎
イトリゾール内用液１％
イナビル吸入粉末剤２０㎎
イノレット３０Ｒ注 ３００単位
イブプロフェン錠１００㎎「タイヨー」
イミグラン錠５０ ５０㎎
イミグラン点鼻液２０
イムラン錠５０㎎
イメンドカプセル１２５㎎
イメンドカプセル８０㎎
イリボー錠５μ ｇ
イレッサ錠２５０ ２５０㎎
インヴェガ錠３㎎
インヴェガ錠６㎎
インクレミンシロップ５％
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インタール吸入液１％
インテバンクリーム１％
インテバン外用液１％
インデラル錠１０㎎
インヒベース錠１
インプロメン細粒１％
インプロメン錠３㎎
インライタ錠１㎎
インライタ錠５㎎
ウインタミン細粒（１０％）
ウテメリン錠５㎎
ウブレチド錠５㎎
ウラリット－Ｕ配合散
ウリトスＯＤ錠０．１㎎
ウリトス錠０．１㎎
ウルグートカプセル２００㎎
ウルソデオキシコール酸錠１００㎎「ＺＥ」
ウルソ錠１００㎎
ウルソ顆粒５％
ウレパールクリーム１０％
ウレパールローション１０％
ウロカルン錠２２５㎎
エイゾプト懸濁性点眼液１％
エースコール錠１㎎
エースコール錠２㎎
エカード配合錠ＨＤ
エキザルベ
エクア錠５０㎎
エクジェイド懸濁用錠１２５㎎
エクジェイド懸濁用錠５００㎎
エクセグラン散２０％
エクセグラン錠１００㎎
エクセラーゼ配合カプセル
エクセラーゼ配合顆粒
エコリシン点眼液
エサンブトール錠２５０㎎
エストラーナテープ０．７２㎎
エストラサイトカプセル１５６．７㎎
エストリール錠１㎎（持田）
エストリール腟錠０．５㎎
エチゾラム錠０．５㎎「ＥＭＥＣ」
エックスフォージ配合錠
エディロールカプセル０．５
エディロールカプセル０．７５
エトドラク錠２００「ＫＮ」 ２００㎎
エバステル錠１０㎎
エパデールＳ６００
エバミール錠１．０
エパルレスタット錠５０㎎「ファイザー」
エビスタ錠６０㎎
エピナスチン塩酸塩錠２０㎎「ファイザー」
エビプロスタット配合錠ＤＢ
エビプロスタット配合錠ＳＧ
エピペン注射液０．１５㎎
エピペン注射液０．３㎎
エビリファイＯＤ錠２４㎎
エビリファイ錠１２㎎
エビリファイ錠６㎎
エビリファイ内用液０．１％
エピレオプチマル散５０％
エブランチルカプセル１５㎎
エブランチルカプセル３０㎎
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エリザス点鼻粉末２００μ ｇ２８噴霧用
エリスパン錠０．２５㎎
エリスロシンドライシロップＷ２０％ ２００㎎
エリスロシン錠２００㎎
エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤
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
エンドキサン錠５０㎎
エンピナース・Ｐ錠１８０００ １８，０００単位
エンペシドクリーム１％
オイグルコン錠１．２５㎎
オイグルコン錠２．５㎎
オイラックスＨクリーム
オイラックスクリーム１０％
オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ ３７５㎎
オーラップ細粒１％
オキコナール腟錠６００㎎

オキシコンチン錠１０㎎
オキシコンチン錠２０㎎
オキシコンチン錠４０㎎
オキシコンチン錠５㎎
オキナゾールクリーム１％
オキノーム散１０㎎
オキノーム散２．５㎎
オキノーム散５㎎
オステン錠２００㎎
オスポロット錠２００㎎
オゼックス細粒小児用１５％ １５０㎎
オゼックス錠１５０ １５０㎎
オダイン錠１２５㎎
オノンカプセル１１２．５㎎
オノンドライシロップ１０％
オパルモン錠５
オプソ内服液１０㎎
オプソ内服液５㎎
オフロキサシンゲル化点眼液０．３％「わかもと」
オメプラール錠１０
オメプラール錠２０
オラペネム小児用細粒１０％ １００㎎
オルメテック錠１０㎎
オルメテック錠２０㎎
オルメテック錠４０㎎
オンブレス吸入用カプセル１５０
カイトリル錠２㎎
ガスコン錠４０㎎
ガスターＤ錠２０㎎
ガスター散２％
ガスター錠１０㎎
ガスター錠２０㎎
ガストローム顆粒６６．７％
ガスポート錠２０㎎
ガスモチン錠５㎎
ガスロンＮ・ＯＤ錠２㎎
ガスロンＮ錠４㎎
カソデックス錠８０㎎
カタリン点眼用０．００５％
ガチフロ点眼液０．３％
カチリ「ホエイ」
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カディアンカプセル３０㎎
カデックス軟膏０．９％
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３番
カデュエット配合錠４番
ガナトン錠５０㎎
カナマイシンカプセル２５０㎎「明治」
カバサール錠０．２５㎎
ガバペン錠２００㎎
ガバペン錠４００㎎
カフェイン水和物原末「マルイシ」
カプトプリル錠１２．５㎎「トーワ」
カプトリル－Ｒカプセル１８．７５㎎
カプトリル錠１２．５㎎
ガランターゼ散５０％
カリクレイン錠１０単位
カリメートドライシロップ９２．５９％
カリメート経口液２０％ ２５ｇ
カリメート散
カルスロット錠１０
カルスロット錠２０
カルタン錠５００
カルデナリン錠１㎎
カルデナリン錠２㎎
カルデナリン錠４㎎
カルナクリン錠５０
カルバマゼピン細粒５０％「アメル」
カルバマゼピン錠１００㎎「アメル」
カルビスケン錠５㎎
カルブロック錠１６㎎
カルブロック錠８㎎
カロナール細粒２０％
カロナール細粒５０％
カロナール錠２００ ２００㎎
カロナール錠３００ ３００㎎
キサラタン点眼液０．００５％
キシロカインゼリー２％
キックリンカプセル２５０㎎
キネダック錠５０㎎
キプレスチュアブル錠５㎎
キプレス細粒４㎎
キプレス錠１０㎎
キプレス錠５㎎
キャベジンＵコーワ配合散
キューカルカプセル２８６㎎
キュバール１００エアゾール １５㎎８．７ｇ
キュバール５０エアゾール ７㎎８．７ｇ
キンダベート軟膏０．０５％
クアゼパム錠１５㎎「サワイ」
グラクティブ錠２５㎎
グラクティブ錠５０㎎
グラケーカプセル１５㎎
クラシエ葛根湯エキス細粒
グラセプターカプセル０．５㎎
グラセプターカプセル１㎎
クラバモックス小児用配合ドライシロップ ６３６．５㎎
クラビット細粒１０％ １００㎎（レボフロキサシンとして）
クラビット錠５００㎎（レボフロキサシンとして）
クラビット点眼液０．５％
クラビット点眼液１．５％

Page 6

グラマリール錠２５㎎
クラリスドライシロップ１０％小児用 １００㎎
クラリス錠２００
クラリス錠５０小児用
クラリチンレディタブ錠１０㎎
クラリチン錠１０㎎
グランダキシン錠５０
クリアナール内用液８％
クリアミン配合錠Ａ１．０
グリクラジド錠４０㎎「ＮＰ」
グリセリン浣腸「オヲタ」１２０
グリセリン浣腸「オヲタ」６０
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０
グリチロン配合錠
グリベック錠１００㎎
グリミクロンＨＡ錠２０㎎
グリミクロン錠４０㎎
グリメサゾン軟膏
グリメピリド錠１㎎「ファイザー」
グリメピリド錠３㎎「ファイザー」
グルコバイ錠１００㎎
グルコバイ錠５０㎎
グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ カリウム
グルファスト錠１０㎎
グルファスト錠５㎎
グレースビット錠５０㎎
クレスチン細粒
クレストール錠２．５㎎
クレストール錠５㎎
クレミン錠１０㎎
クレメジン細粒分包２ｇ
クロフェクトン錠２５㎎
クロフェクトン錠５０㎎
クロマイ－Ｐ軟膏
クロミッド錠５０㎎
ケイキサレートドライシロップ７６％
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１％
ケタスカプセル１０㎎
ケナログ口腔用軟膏０．１％
ケフラールカプセル２５０㎎
ケラチナミンコーワクリーム２０％
ケラチナミンコーワ軟膏２０％
ケルナックカプセル８０㎎
ケルロング錠１０㎎
ゲンタシン軟膏０．１％ １㎎
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 １㎎
ゲンタロール点眼液０．３％ ３㎎
コートリル錠１０㎎
コソプト配合点眼液
コディオ配合錠ＥＸ
コデインリン酸塩散１％
コニール錠４
コニール錠８
コバシル錠２㎎
コバシル錠４㎎
コバラム点眼液０．０２％
コペガス錠２００㎎
コムタン錠１００㎎
コメリアンコーワ錠５０ ５０㎎
コリオパン錠１０㎎
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コルヒチン錠０．５㎎「タカタ」
コレバインミニ８３％
コンスタン０．４㎎錠
コントミン糖衣錠１００㎎
コントミン糖衣錠２５㎎
コントミン糖衣錠５０㎎
コンドロン点眼液１％
コンドロン点眼液３％
サーカネッテン配合錠
ザーネ軟膏０．５％ ５，０００単位
サアミオン錠５㎎
ザイザル錠５㎎
サイトテック錠２００
ザイロリック錠１００
ザイロリック錠５０
サインバルタカプセル２０㎎
サインバルタカプセル３０㎎
ザジテンカプセル１㎎
ザジテンシロップ０．０２％
ザジテンドライシロップ０．１％
サトウザルベ軟膏１０％
サムスカ錠１５㎎
ザラカム配合点眼液
サラジェン錠５㎎
サラゾピリン坐剤５００㎎
サラゾピリン錠５００㎎
サルタノールインヘラー１００
サルポグレラート塩酸塩錠１００㎎「ファイザー」
サワシリンカプセル２５０ ２５０㎎
サワシリン細粒１０％ １００㎎
サンコバ点眼液０．０２％
ザンタック錠１５０
サンディミュンカプセル５０㎎
サンテゾーン０．０５％眼軟膏
サンバゾン錠５０㎎
サンピロ点眼液１％
サンピロ点眼液２％
サンピロ点眼液３％
サンリズムカプセル２５㎎
サンリズムカプセル５０㎎
ジアゼパム散１％「アメル」
ジアゼパム錠２㎎「アメル」
ジェイゾロフト錠２５㎎
ジェイゾロフト錠５０㎎
ジェニナック錠２００㎎
ジェノトロピンＴＣ注用１２㎎
ジクアス点眼液３％
シグマート錠５㎎
ジクロード点眼液０．１％
ジクロフェナクナトリウム坐剤２５㎎「ＪＧ」
ジクロフェナクナトリウム坐剤５０㎎「ＪＧ」
ジゴキシンＫＹ錠０．２５
ジゴシン散０．１％
ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ
ジスロマック細粒小児用１０％
ジスロマック錠２５０㎎
シナール配合錠
ジヒデルゴット錠１㎎
ジピリダモール錠２５㎎「ツルハラ」
ジフェニドール塩酸塩錠２５㎎「タイヨー」
ジフルカンカプセル１００㎎
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ジプレキサザイディス錠１０㎎
ジプレキサザイディス錠５㎎
ジプレキサ細粒１％
ジプレキサ錠１０㎎
ジプレキサ錠２．５㎎
ジプレキサ錠５㎎
シプロキサン錠２００㎎
シベノール錠１００㎎
シベノール錠５０㎎
シムビコートタービュヘイラー３０吸入
シムビコートタービュヘイラー６０吸入
ジャヌビア錠２５㎎
ジャヌビア錠５０㎎
ジラゼプ塩酸塩錠５０㎎「トーワ」
シリアス錠 １０㎎
ジルチアゼム塩酸塩錠３０㎎「サワイ」
ジルテックドライシロップ１．２５％
ジルテック錠１０ １０㎎
ジルテック錠５ ５㎎
シングレアチュアブル錠５㎎
シングレア細粒４㎎
シングレア錠１０㎎
シンメトレル細粒１０％
シンメトレル錠１００㎎
シンメトレル錠５０㎎
スーテントカプセル１２．５ｍｇ
スオード錠１００
スターシス錠３０㎎
スターシス錠９０㎎
スタラシドカプセル１００
スチックゼノールＡ
ステーブラ錠０．１㎎
ステロネマ注腸１．５㎎ １．９７５㎎
ステロネマ注腸３㎎ ３．９５㎎
ストミンＡ配合錠
ストラテラカプセル２５㎎
ストラテラカプセル５㎎
ストロカイン錠５㎎
ストロメクトール錠３㎎

スピロノラクトン錠２５㎎「トーワ」
スプリセル ５０㎎
スプリセル錠 ２０㎎
スプレンジール錠２．５㎎
スミルスチック３％
スルピリド細粒５０％「アメル」
スルピリド錠５０㎎「アメル」
スローケー錠６００㎎
セイブル錠５０㎎
セイブル錠７５㎎
セーブテンス錠２５㎎
セオノマール錠５
セクターローション３％
ゼストリル錠１０
ゼスラン錠３㎎
セタプリル錠２５㎎
ゼチーア錠１０㎎
セチリジン塩酸塩錠１０㎎「タイヨー」

Page 9

セディール錠１０㎎
セディール錠２０㎎
セパゾン錠１
セパゾン錠２
セパミット－Ｒカプセル１０
セファドール錠２５㎎
セファランチン錠１㎎
セファランチン末１％
セファレキシンカプセル２５０㎎「トーワ」
ゼフィックス錠１００ １００㎎
セフゾンカプセル１００㎎
セフゾン細粒小児用１０％
ゼフナートクリーム２％
ゼフナート外用液２％
セララ錠２５㎎
セララ錠５０㎎
セルシン散１％
セルセプトカプセル２５０
セルタッチパップ７０ １０㎝×１４㎝
セルテクトドライシロップ２％
セルニルトン錠
セルベックスカプセル５０㎎
セルベックス細粒１０％
セレキノン錠１００㎎
セレクトール錠１００㎎
セレコックス錠１００㎎
セレコックス錠２００㎎
セレジスト錠５
セレスタミン配合シロップ
セレスタミン配合錠
セレナール散１０％
セレニカＲ錠２００㎎
セレニカＲ錠４００㎎
セレニカＲ顆粒４０％
セレネース細粒１％
セレネース錠０．７５㎎
セレネース錠１㎎

ゼローダ錠３００
セロクエル１００㎎錠
セロクエル２００㎎錠
セロクエル２５㎎錠
セロクエル細粒５０％
セロクラール錠２０㎎
セロケンＬ錠１２０㎎
ゾーミッグＲＭ錠２．５㎎
ソタコール錠４０㎎
ソニアス配合錠ＨＤ
ソニアス配合錠ＬＤ
ゾビラックス眼軟膏３％
ゾフランザイディス４ ４㎎
ソラナックス０．４㎎錠
ソランタール錠１００㎎
ゾルピデム酒石酸塩錠１０㎎「ファイザー」
ゾルピデム酒石酸塩錠５㎎「ファイザー」
ソレトン錠８０ ８０㎎
ダイアート錠６０㎎
ダイアコート軟膏０．０５％
ダイアップ坐剤４
ダイアップ坐剤６
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ダイアモックス錠２５０㎎
タウリン散９８％「大正」
タガメット錠２００㎎
タケプロンＯＤ錠１５
タケプロンＯＤ錠３０
タシグナカプセル ２００㎎
タシグナカプセル１５０㎎
タチオン点眼用２％
タナトリル錠２．５
タナトリル錠５
タフマックＥ配合カプセル
タフマックＥ配合顆粒
タプロス点眼液０．００１５％
タミフルカプセル７５ ７５㎎
タミフルドライシロップ３％
ダラシンＴゲル１％
ダラシンカプセル１５０㎎
タリオンＯＤ錠１０㎎
タリオン錠１０㎎
タリビッド眼軟膏０．３％
タリビッド耳科用液０．３％ ３㎎
タリビッド点眼液０．３％
タルセバ錠１００㎎
タルセバ錠１５０㎎
ダルメートカプセル１５ １５㎎
ダレンカプセル２㎎
タンニン酸アルブミン
タンボコール錠５０㎎
チアトンカプセル１０㎎
チウラジール錠５０㎎
チオラ錠１００
チモプトールＸＥ点眼液０．５％
チモプトール点眼液０．５％
チモレートＰＦ点眼液０．２５％
チモレート点眼液０．２５％
チラーヂンＳ散０．０１％
チラーヂンＳ錠１００
チラーヂンＳ錠１２．５
チラーヂンＳ錠２５
チラーヂンＳ錠５０
チラーヂンＳ錠７５
チラーヂン末
つくしＡ・Ｍ散
ツムラの生薬コウジン末（調剤用）
ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）
ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）
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ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）
ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）
ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
ツロブテロールテープ０．５㎎「ＨＭＴ」
ツロブテロールテープ１㎎「ＨＭＴ」
ツロブテロールテープ２㎎「ＨＭＴ」
ティーエスワン配合カプセルＴ２０
ティーエスワン配合カプセルＴ２５
ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０
ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５
ディオバン錠１６０㎎
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ディオバン錠８０㎎
ディナゲスト錠１ｍｇ
ディフェリンゲル０．１％
テオドール錠１００㎎
テオドール錠２００㎎
テオドール錠５０㎎
テオフィリン錠１００㎎「アメル」
テオロング錠２００㎎
デカドロンエリキシル０．０１％
デカドロン錠０．５㎎
デキサルチン口腔用軟膏１㎎／ｇ ０．１％
テグレトール細粒５０％
テグレトール錠１００㎎
テグレトール錠２００㎎
テシプール錠１㎎

デタントール０．０１％点眼液
デタントールＲ錠３㎎
テトラミド錠１０㎎
テトラミド錠３０㎎
デトルシトールカプセル４㎎
テノーミン錠２５
テノーミン錠５０
デパケンＲ錠１００
デパケンＲ錠２００
デパケン細粒４０％
デパケン錠２００
デパス細粒１％
デパス錠０．５㎎
デパス錠１㎎
テモダールカプセル１００㎎
テモダールカプセル２０㎎
デュオトラバ配合点眼液
デュファストン錠５㎎
デュロテップＭＴパッチ２．１㎎
デュロテップＭＴパッチ４．２㎎
テラナス錠５
テラビテック錠２５０㎎
テルネリン錠１㎎
デルモベートスカルプローション０．０５％
デルモベート軟膏０．０５％
テレミンソフト坐薬１０㎎
ドグマチール錠１００㎎
ドグマチール錠５０㎎
トピナ錠１００㎎
トピナ錠５０㎎
トプシムＥクリーム０．０５％
ドプスＯＤ錠２００㎎
トブラシン点眼液０．３％ ３㎎
トフラニール錠１０㎎
トフラニール錠２５㎎
トミロン錠１００
ドラール錠１５
ドラール錠２０
トラクリア錠６２．５㎎
トラゼンタ錠５㎎
トラネキサム酸カプセル２５０㎎「トーワ」
トラバタンズ点眼液０．００４％
トラベルミン配合錠
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トラマールカプセル２５ｍｇ
トラマールカプセル５０ｍｇ
トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」
トラムセット配合錠
トランコロン錠７．５㎎
トランサミンカプセル２５０㎎
トリキュラー２１
トリキュラー２８
トリクロルメチアジド錠２㎎「タイヨー」
トリプタノール錠１０
トリプタノール錠２５
トリモール錠２㎎
トルソプト点眼液１％
トレドミン錠１５㎎
トレドミン錠２５㎎
ドレニゾンテープ４
トレリーフ錠２５㎎
ドンペリドン錠１０㎎「ＴＹＫ」
ナイキサン錠１００㎎
ナウゼリンドライシロップ１％
ナウゼリン坐剤１０
ナウゼリン坐剤３０
ナウゼリン坐剤６０
ナウゼリン錠１０
ナシビン点鼻・点眼液０．０５％
ナゾネックス点鼻液５０
ナテグリニド錠３０㎎「マイラン」
ナテグリニド錠９０㎎「マイラン」
ナトリックス錠１ １㎎
ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」
ニセルゴリン錠５㎎「トーワ」
ニゾラールクリーム２％
ニゾラールローション２％
ニトロールＲカプセル２０㎎
ニトロダームＴＴＳ２５㎎
ニトロペン舌下錠０．３㎎
ニバジール錠２㎎
ニバジール錠４㎎
ニフェジピンＣＲ錠２０㎎「サワイ」
ニフェジピンＬ錠２０㎎「サワイ」
ニフラン錠７５㎎
ニフラン点眼液０．１％
ニフレック配合内用剤
ニューレプチル錠１０㎎
ニューレプチル錠２５㎎
ニューレプチル錠５㎎
ニューロタン錠１００㎎
ニューロタン錠２５㎎
ニューロタン錠５０㎎
ネオーラル１０㎎カプセル
ネオーラル２５㎎カプセル
ネオーラル５０㎎カプセル
ネオドパストン配合錠Ｌ１００
ネオフィリン錠１００㎎
ネオマレルミンＴＲ錠６㎎
ネオメドロールＥＥ軟膏
ネキシウムカプセル１０㎎
ネキシウムカプセル２０㎎
ネクサバール錠２００ｍｇ
ネシーナ錠１２．５㎎
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ネシーナ錠２５㎎
ネシーナ錠６．２５㎎
ネリコルト坐剤
ネリゾナソリューション０．１％
ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％
ネリゾナ軟膏０．１％
ネリプロクト坐剤
ネリプロクト軟膏
ノアルテン錠（５㎎）
ノイエルカプセル２００㎎
ノイチーム錠９０㎎
ノイロトロピン錠４単位
ノイロビタン配合錠
ノバミン錠５㎎
ノフロ点眼液０．３％
ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン ３００単位
ノボラピッド５０ミックス注 フレックスペン ３００単位
ノボラピッド注 イノレット ３００単位
ノボラピッド注 フレックスペン ３００単位
ノボラピッド注 ペンフィル ３００単位
ノボリン３０Ｒ注フレックスペン ３００単位
ノボリンＮ注フレックスペン ３００単位
ノボリンＲ注フレックスペン ３００単位
ノルスパンテープ１０㎎
ノルディトロピン フレックスプロ注１５㎎
ノルバスクＯＤ錠１０㎎
ノルバスクＯＤ錠２．５㎎
ノルバスクＯＤ錠５㎎
ノルバスク錠２．５㎎
ノルバスク錠５㎎
ノルバデックス錠１０㎎
ノルバデックス錠２０㎎
パーセリン錠２５㎎
ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ０．１２５㎎
バイアグラ錠 ２５㎎ （院外のみ）
バイアグラ錠 ５０㎎ （院外のみ）
バイアスピリン錠１００㎎
ハイシー顆粒２５％
ハイゼット細粒２０％
ハイゼット錠５０㎎
ハイセレニン細粒４０％
ハイトラシン錠０．５㎎
ハイドレアカプセル５００㎎
バイナス錠７５㎎
ハイパジールコーワ点眼液０．２５％
ハイペン錠１００㎎
ハイペン錠２００㎎
ハイボン錠２０㎎
バイミカード錠１０㎎
バイミカード錠５㎎
バイロテンシン錠５㎎
パキシルＣＲ錠１２．５㎎
パキシルＣＲ錠２５㎎
パキシル錠１０㎎
パキシル錠２０㎎
パキシル錠５㎎
バクタ配合錠
バクタ配合顆粒
パタノール点眼液０．１％
バップフォー錠１０ １０㎎
バップフォー錠２０ ２０㎎
パナルジン錠１００㎎
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バナン錠１００㎎
バファリン配合錠Ａ３３０ ３３０㎎
バファリン配合錠Ａ８１ ８１㎎
バラクルード錠０．５㎎
パラミヂンカプセル３００㎎
パリエット錠１０㎎
ハルシオン０．１２５㎎錠
ハルシオン０．２５㎎錠
パルタンＭ錠０．１２５㎎
バルトレックス錠５００ ５００㎎
バルトレックス顆粒５０％
ハルナールＤ錠０．２㎎
バルネチール錠１００ １００㎎
バルネチール錠２００ ２００㎎

パロキセチン錠１０㎎「ファイザー」
ハロペリドール錠０．７５㎎「ＣＨ」
パンスポリンＴ錠２００
パンデル軟膏０．１％
パントシン散２０％
パンビタン末〔調剤用〕
ビ・シフロール錠０．１２５㎎
ビ・シフロール錠０．５㎎
ビアサン
ヒアレインミニ点眼液０．３％
ヒアレイン点眼液０．１％
ヒアレイン点眼液０．３％
ピーガード錠２０㎎
ピーガード錠３０㎎
ピーガード錠６０㎎
ピーゼットシー糖衣錠４㎎
ビーソフテンクリーム０．３％
ビーソフテンローション０．３％
ビオスリー配合散
ビオスリー配合錠
ビオチン散０．２％「ホエイ」
ビオフェルミンＲ散
ビオフェルミン配合散
ビオラクチス散
ビカルタミド錠８０㎎「ファイザー」
ビクトーザ皮下注１８㎎
ビクロックス錠２００
ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「タナベ」
ヒスロンＨ錠２００㎎
ビソルボンシロップ０．０８％
ビソルボン吸入液０．２％
ビソルボン錠４㎎
ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」
ビタメジン配合カプセルＢ２５
ヒダントールＦ配合錠
ピドキサール錠１０㎎
ピバレフリン点眼液０．１％
ビブラマイシン錠１００㎎
ヒベルナ糖衣錠２５㎎
ピメノールカプセル５０㎎
ピモベンダン錠１．２５㎎「ＴＥ」
ヒューマトロープ注射用１２㎎
ヒューマリン３／７注キット ３００単位
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ヒューマリン３／７注ミリオペン ３００単位
ヒューマリンＮ注カート ３００単位
ヒューマリンＮ注ミリオペン ３００単位
ヒューマリンＲ注カート ３００単位
ヒューマログＮ注ミリオペン ３００単位
ヒューマログミックス５０注ミリオペン ３００単位
ヒューマログ注カート ３００単位
ヒューマログ注ミリオペン ３００単位
ピラジナミド
ピリナジン末
ヒルドイドゲル０．３％
ヒルドイドソフト軟膏０．３％
ヒルドイドローション０．３％
ヒルナミン錠（５㎎）
ピレスパ錠２００㎎
ピレチア錠（２５㎎）
ファムビル錠２５０㎎
ファモチジンＤ錠２０㎎「サワイ」
ファモチジン錠２０「サワイ」 ２０㎎
ファロムドライシロップ小児用１０％ １００㎎
ファロム錠２００㎎
ファンギゾンシロップ
ブイフェンド錠２００㎎
ブイフェンド錠５０㎎
フィブラストスプレー２５０
フィブラストスプレー５００
フェアストン錠４０
フェアストン錠６０
フエナゾール軟膏５％
フェノバール散１０％
フェノバール錠３０㎎
フェブリク錠２０㎎
フェマーラ錠２．５㎎
フェルデン軟膏０．５％
フェルナビオンテープ３５ ７㎝×１０㎝
フェルビナクテープ７０㎎「ＥＭＥＣ」 １０㎝×１４㎝
フェルムカプセル１００㎎
フェロ・グラデュメット錠１０５㎎
フェロチーム錠５０ 鉄５０㎎
フェロミア錠５０㎎ 鉄５０㎎
フェロミア顆粒８．３％
フェントステープ１㎎
フェントステープ２㎎
フェントステープ４㎎
フェントステープ６㎎
フオイパン錠１００㎎
フォサマック錠３５㎎
フォリアミン錠 ５㎎
フォルテオ皮下注キット６００
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１０㎎
フスタゾール糖衣錠１０㎎
ブドウ糖
ブドウ糖
プラザキサカプセル１１０㎎
プラザキサカプセル７５㎎
フラジール内服錠２５０㎎
フラジール腟錠２５０㎎
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ブラダロン錠２００㎎
プラノバール配合錠
プラバスタチンＮａ塩錠５㎎「ＫＨ」
フラビタン眼軟膏０．１％
フラビタン錠５㎎
フラビタン点眼液０．０５％
プラビックス錠２５㎎
プラビックス錠７５㎎
フラベリック錠２０㎎
フラボキサート塩酸塩錠２００㎎「タイヨー」
フランドルテープ４０㎎
フランドル錠２０㎎
プランルカストＤＳ１０％「ＥＫ」
プランルカスト錠２２５「ＥＫ」 ２２５㎎
フリバスＯＤ錠２５㎎
フリバスＯＤ錠５０㎎
フリバスＯＤ錠７５㎎
フリバス錠２５㎎
フリバス錠５０㎎
フリバス錠７５㎎
プリミドン錠２５０㎎「日医工」
プリモボラン錠５㎎
プリンペランシロップ０．１％
プリンペラン錠５ ５㎎
フルイトラン錠２㎎
フルオメソロン０．０２％点眼液
フルオメソロン０．１％点眼液
フルコナゾールカプセル１００㎎「マイラン」
プルゼニド錠１２㎎
フルタイド１００ディスカス
フルタイド１００ロタディスク
フルタイド２００ディスカス
フルタイド２００ロタディスク
フルタイド５０ディスカス
フルタイド５０ロタディスク

フルニトラゼパム錠１㎎「アメル」
ブルフェン錠１００ １００㎎
ブルフェン顆粒２０％
フルメトロン点眼液０．０２％
フルメトロン点眼液０．１％
プレタールＯＤ錠１００㎎
プレタールＯＤ錠５０㎎
ブレディニン錠５０ ５０㎎
プレドニゾロン散「タケダ」１％
プレドニゾロン錠１㎎（旭化成）
プレドニン錠５㎎
プレドネマ注腸２０㎎
プレマリン錠０．６２５㎎
プレミネント配合錠
ブロキレートＰＦ点眼液２％
プロクトセディル坐薬
プロクトセディル軟膏
プログラフカプセル０．５㎎
プログラフカプセル１㎎
プログラフカプセル５㎎
プログラフ顆粒０．２㎎
フロジン外用液５％
プロスタール錠２５ ２５㎎

Page 18

プロスタンディン軟膏０．００３％
プロセキソール錠０．５㎎
フロセミド錠２０「タイヨー」 ２０㎎
フロセミド錠２０㎎「ＪＧ」
フロセミド錠４０㎎「ＪＧ」
プロタノールＳ錠１５㎎
プロチアデン錠２５ ２５㎎
ブロチンシロップ３．３％
プロテカジンＯＤ錠１０ １０㎎
プロテカジン錠１０ １０㎎
プロトピック軟膏０．０３％小児用
プロトピック軟膏０．１％
ブロナック点眼液０．１％
プロノン錠１００㎎
ブロバリン原末
プロピタン錠５０㎎
プロピベリン塩酸塩錠１０㎎「タナベ」
ブロプレス錠１２
ブロプレス錠２
ブロプレス錠４
ブロプレス錠８
プロペト
プロベネシド錠 ２５０㎎
プロベラ錠２．５㎎
プロマックＤ錠７５
プロマック顆粒１５％
フロモックス小児用細粒１００㎎
フロモックス錠１００㎎
フロリードＤクリーム１％
フロリードゲル経口用２％
フロリネフ錠０．１㎎
プロレナール錠５
ベイスンＯＤ錠０．２
ベイスンＯＤ錠０．３
ベガモックス点眼液０．５％
ペキロンクリーム０．５％
ベゲタミン－Ａ配合錠
ベゲタミン－Ｂ配合錠
ベザトールＳＲ錠１００㎎
ベザトールＳＲ錠２００㎎
ベサノイドカプセル１０㎎
ベシカムクリーム５％
ベシケアＯＤ錠２．５㎎
ベシケア錠２．５㎎
ベシケア錠５㎎
ベストロン点眼用０．５％ ５㎎
ベゼトン液０．０２５
ベゼトン液０．１
ベセルナクリーム５％ ２５０㎎
ベタニス錠５０㎎
ベタメタゾン錠０．５㎎「サワイ」
ベトプティック エス懸濁性点眼液０．５％
ベネット錠１７．５㎎
ベネット錠２．５㎎
ベネトリン吸入液０．５％
ベノジールカプセル１５ １５㎎
ヘパンＥＤ配合内用剤
ヘプセラ錠１０ １０㎎
ベプリコール錠１００㎎
ベプリコール錠５０㎎
ヘモクロンカプセル２００㎎
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ペリアクチンシロップ０．０４％
ペリアクチン散１％
ペリアクチン錠４㎎
ペルサンチン－Ｌカプセル１５０㎎
ペルサンチン錠１００㎎
ペルサンチン錠２５㎎
ペルジピンＬＡカプセル４０㎎
ペルジピン錠２０㎎
ヘルベッサーＲカプセル１００㎎
ヘルベッサー錠３０ ３０㎎
ベンザリン細粒１％
ベンザリン錠５ ５㎎
ペンタサ錠２５０㎎
ペンタサ錠５００㎎
ペンタサ注腸１ｇ
ペンニードル３２Ｇテーパー６㎜
ペンレステープ１８㎎ ３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ
ホクナリンテープ０．５㎎
ホクナリンテープ１㎎
ホクナリンテープ２㎎
ホクナリンドライシロップ０．１％小児用
ボグリボース錠０．２㎎「ファイザー」
ボグリボース錠０．３㎎「ファイザー」
ホスホマイシンカルシウムカプセル５００㎎「日医工」
ホスミシンＳ耳科用３％ ３０㎎（溶解後の液として）
ホスミシンドライシロップ４００ ４００㎎
ホスミシン錠５００ ５００㎎
ホスレノール顆粒分包２５０㎎
ボナロン錠３５㎎
ボナロン錠５㎎
ポビドンヨードガーグル７％「ＯＲＹ」
ポピヨドン液１０％
ポラキス錠２ ２㎎
ポララミン錠２㎎
ホリゾン錠２㎎
ポリフル細粒８３．３％
ポリフル錠５００㎎
ボルタレンＳＲカプセル３７．５㎎
ボルタレンゲル１％
ボルタレンサポ１２．５㎎
ボルタレンサポ２５㎎
ボルタレンサポ５０㎎
ボルタレン錠２５㎎
ボレー外用液１％

ポンタールカプセル２５０㎎
ポンタールシロップ３．２５％
マーズレンＳ配合顆粒
マーズレン配合錠１．０ＥＳ
マーロックス懸濁用配合顆粒
マイクロファインプラス３１Ｇ
マイコスポールクリーム１％
マイザークリーム０．０５％
マイザー軟膏０．０５％
マイスタン細粒１％
マイスタン錠５㎎
マグコロールＰ
マクサルトＲＰＤ錠１０㎎
マグミット錠２５０㎎
マドパー配合錠
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ミオコールスプレー０．３㎎ ０．６５％７．２ｇ
ミオナール錠５０㎎
ミカムロ配合錠ＡＰ
ミカルディス錠２０㎎
ミカルディス錠４０㎎
ミカルディス錠８０㎎
ミグリステン錠２０ ２０㎎
ミケランＬＡ点眼液２％
ミケラン細粒１％
ミケラン錠５㎎
ミケラン点眼液２％
ミコンビ配合錠ＡＰ
ミコンビ配合錠ＢＰ
ミドリンＭ点眼液０．４％
ミドリンＰ点眼液
ミニプレス錠１㎎
ミノマイシン錠５０㎎
ミヤＢＭ細粒
ミヤＢＭ錠
ミラドール細粒５０％
ミラペックスＬＡ錠０．３７５㎎
ミラペックスＬＡ錠１．５㎎
ミリステープ５㎎ ４．０５㎝×４．５０㎝
ミロル点眼液０．５％
ムコサールドライシロップ１．５％
ムコスタ錠１００㎎
ムコソルバンＬカプセル４５㎎
ムコソルバンシロップ０．３％
ムコダインＤＳ５０％
ムコダインＤＳ５０％
ムコダインシロップ５％
ムコダイン細粒５０％
ムコダイン錠２５０㎎
ムコダイン錠５００㎎
メイアクトＭＳ小児用細粒１０％
メイアクトＭＳ錠１００㎎
メイラックス錠１㎎
メイラックス錠２㎎
メインテート錠２．５ ２．５㎎
メインテート錠５ ５㎎
メキシチールカプセル１００㎎
メキシチールカプセル５０㎎
メジコン散１０％
メタライト２５０カプセル ２５０㎎
メタルカプターゼカプセル１００㎎
メチコバール細粒０．１％ ５００㎎
メチスタ錠５００㎎
メチルジゴキシン錠０．１㎎「タイヨー」
メデット錠２５０㎎
メトグルコ錠２５０㎎
メトリジン錠２㎎
メドロール錠４㎎
メナテトレノンカプセル１５㎎「ＫＴＢ」
メネシット配合錠１００
メノエイドコンビパッチ
メバロチン錠１０ １０㎎
メバロチン錠５ ５㎎
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メプチンシロップ５
メプチンドライシロップ０．００５％
メプチンミニ錠２５
メプチン吸入液０．０１％
メプチン吸入液ユニット０．３
メプチン吸入液ユニット０．５
メプチン錠５０
メプチン顆粒０．０１％
メマリー錠１０㎎
メマリー錠２０㎎
メマリー錠５㎎
メリスロン錠６㎎
メルカゾール錠５㎎
メレックス錠１㎎
メロキシカム錠１０㎎「サワイ」
メンタックススプレー１％
モーバー錠１００㎎
モービック錠１０㎎
モーラステープ２０㎎ ７㎝×１０㎝
モーラステープＬ４０㎎ １０㎝×１４㎝
モーラスパップ３０㎎ １０㎝×１４㎝
モサプリドクエン酸塩錠５㎎「ファイザー」
モディオダール錠１００㎎
モニラック・シロップ６５％
モルヒネ塩酸塩錠１０㎎「ＤＳＰ」
モルヒネ塩酸塩水和物
ヤーズ配合錠
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０
ユーエフティ配合カプセルＴ１００
ユーゼル錠２５㎎
ユーパスタコーワ軟膏
ユーロジン２㎎錠
ユナシン細粒小児用１０％
ユニシア配合錠ＨＤ
ユニシア配合錠ＬＤ
ユニフィルＬＡ錠４００㎎
ユベラＮソフトカプセル２００㎎
ユベラ錠５０㎎
ユリーフ錠２㎎
ユリーフ錠４㎎
ユリノーム錠２５㎎
ユリノーム錠５０㎎
ヨウフェナック錠２５㎎
ヨウ化カリウム丸５０㎎「日医工」
ヨーデルＳ糖衣錠－８０ ８０㎎
ヨクイニンエキス散「コタロー」
ヨクイニンエキス錠「コタロー」
ラキソベロン錠２．５㎎
ラキソベロン内用液０．７５％
ラコール配合経腸用液
ラシックス錠２０㎎
ラシックス錠４０㎎
ラジレス錠 １５０㎎
ラステットＳカプセル２５㎎
ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」
ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」
ラニラピッド錠０．１㎎
ラフチジン錠１０㎎「ファイザー」
ラボナ錠５０㎎
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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％
ラミシール外用液１％
ラミシール錠１２５㎎
ランタス注カート ３００単位
ランタス注ソロスター ３００単位
ランデル錠２０ ２０㎎
ランドセン細粒０．５％
ランドセン錠０．５㎎
ランドセン錠２㎎
リーゼ錠５㎎
リーバクト配合顆粒 ４．１５ｇ
リーマス錠１００
リーマス錠２００
リウマトレックスカプセル２㎎
リオベル配合錠ＨＤ
リオベル配合錠ＬＤ
リオレサール錠１０㎎
リカルボン錠５０㎎
リザベンカプセル１００㎎
リスパダールＯＤ錠１㎎
リスパダール錠１㎎
リスパダール内用液１㎎
リスミー錠１㎎
リスミー錠２㎎
リズミック錠１０㎎
リスモダンＲ錠１５０㎎
リスモダンカプセル１００㎎
リズモンＴＧ点眼液０．５％
リドメックスコーワローション０．３％
リパクレオンカプセル１５０㎎
リパクレオン顆粒３００㎎分包
リバスタッチパッチ４．５㎎
リバスタッチパッチ９㎎
リバロ錠１㎎
リバロ錠２㎎
リピディルカプセル１００
リピディルカプセル６７
リピディル錠５３．３㎎
リピディル錠８０㎎
リピトール錠１０㎎
リピトール錠５㎎
リファンピシンカプセル１５０㎎「サンド」
リフレックス錠１５ｍｇ
リボスチン点眼液０．０２５％
リボスチン点鼻液０．０２５㎎１１２噴霧用
リポバス錠１０
リポバス錠５
リマチル錠１００㎎
リリカカプセル１５０㎎
リリカカプセル２５ｍｇ
リリカカプセル７５ｍｇ
リレンザ ５㎎
リンデロンＡ軟膏〔眼・耳科用〕
リンデロン－ＤＰクリーム ０．０６４％
リンデロン－ＤＰ軟膏 ０．０６４％
リンデロン－ＶＧローション
リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％
リンデロン－Ｖクリーム０．１２％
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リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％
リンデロン錠０．５㎎
リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％
リンデロン点眼液０．０１％
リントン錠（３㎎）
リンベタＰＦ眼耳鼻科用液０．１％
リンラキサー錠１２５㎎
リン酸コデイン散１％
リン酸コデイン散１０％「シオノギ」
ルーラン錠４㎎
ルーラン錠８㎎
ルジオミール錠１０㎎
ルジオミール錠２５㎎
ルナベル配合錠
ルネスタ錠１㎎
ルネスタ錠２㎎
ルプラック錠４㎎
ルボックス錠２５
ルボックス錠５０
ルボックス錠７５
ルミガン点眼液０．０３％
ルリコンクリーム１％
ルリコン液１％
ルリッド錠１５０
レキソタン錠２
レキソタン錠５
レキップＣＲ錠２㎎
レキップ錠０．２５㎎
レキップ錠１㎎
レキップ錠２㎎
レクサプロ錠１０㎎
レクチゾール錠２５㎎
レグパラ錠２５㎎
レザルタス配合錠ＨＤ
レザルタス配合錠ＬＤ
レスキュラ点眼液０．１２％
レスタス錠２㎎
レスタミンコーワクリーム１％
レスタミンコーワ錠１０㎎
レスリン錠２５
レスリン錠５０
レナジェル錠２５０㎎
レナデックス錠 ４㎎
レニベース錠１０
レニベース錠２．５
レニベース錠５
レバチオ錠２０㎎
レバミピド錠１００㎎「ファイザー」
レフトーゼ顆粒１０％
レペタン坐剤０．２㎎
レベトールカプセル２００㎎
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 ３００単位
レベミル注 ペンフィル ３００単位
レボトミン錠２５㎎
レボトミン錠５０㎎
レボレート錠１２．５㎎
レミニールＯＤ錠１２㎎
レミニールＯＤ錠４㎎
レミニールＯＤ錠８㎎
レミニール錠４㎎
レメロン錠１５㎎
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レルパックス錠２０㎎
レンドルミンＤ錠０．２５㎎
ロイコボリン錠２５㎎
ローコール錠２０㎎
ローコール錠３０㎎
ロカルトロールカプセル０．２５
ロカルトロールカプセル０．５
ロキソニゲル１％
ロキソニンテープ１００㎎
ロキソニンテープ５０㎎
ロキソニンパップ１００㎎
ロキソニン錠６０㎎
ロキソプロフェン錠６０㎎「ＥＭＥＣ」
ロコイドクリーム０．１％
ロコイド軟膏０．１％
ロコルナール錠１００㎎
ロゼレム錠８㎎
ロドピン細粒１０％
ロドピン錠２５㎎
ロドピン錠５０㎎
ロナセン錠２㎎
ロナセン錠４㎎
ロナセン錠８㎎
ロヒプノール錠１
ロヒプノール錠２
ロプレソール錠２０㎎
ロペミンカプセル１㎎
ロペラミド塩酸塩カプセル１㎎「タイヨー」
ロルカム錠４㎎
ロレルコ錠２５０㎎
ロンゲス錠１０㎎
ワーファリン錠０．５㎎
ワーファリン錠１㎎
ワーファリン錠５㎎
ワイテンス錠２㎎
ワイドシリン細粒２００
ワイパックス錠０．５
ワイパックス錠１．０
ワソラン錠４０㎎
ワッサーＶ配合顆粒
ワルファリンＫ細粒０．２％「ＮＳ」
亜鉛華デンプン
塩化ナトリウム
塩酸アマンタジン錠５０「日医工」
塩酸ミノサイクリンカプセル１００「マルコ」
加工ブシ末「三和生薬」
乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒
強力ポステリザン（軟膏）
酸化マグネシウム錠２５０㎎「モチダ」
酸化マグネシウム錠３３０㎎「ＴＸ」
紫雲膏「マルイシ」
重曹「ホエイ」
硝酸イソソルビド錠 ５㎎
新レシカルボン坐剤
単シロップ（丸石）
沈降炭酸カルシウム
沈降炭酸カルシウム錠５００㎎「三和」
天然ケイ酸アルミニウム
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乳酸カルシウム「ホエイ」
乳糖「ホエイ」
濃厚ブロチンコデイン配合シロップ
白色ワセリン（小堺）
複方甘草散「スズ」
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