院外採用薬一覧 2022年1月
薬品名
〔東洋〕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〕桂麻各半湯エキス細粒
・・マイクロファインプラス３１Ｇ
２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠
ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ
Ｓ・Ｍ配合散
ＳＧ配合顆粒
アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ
アーチスト錠１．２５ｍｇ
アーチスト錠２０ｍｇ
アイクルシグ錠１５ｍｇ
アイトロール錠１０ｍｇ
アイトロール錠２０ｍｇ
アイピーディカプセル１００
アクトス錠３０ ３０ｍｇ
アコニンサン錠
アサコール錠４００ｍｇ
アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ
アシノン錠１５０ｍｇ
アジマイシン点眼液１％
アジルバ錠１０ｍｇ
アジルバ錠４０ｍｇ
アジレクト錠０．５ｍｇ
アズノールうがい液４％ ５ｍＬ
アズノール軟膏０．０３３％
アスパラカリウム散５０％
アスペノンカプセル２０
アスベリンシロップ０．５％
アズマネックスツイストヘラー１００μｇ６０吸入
アダプチノール錠５ｍｇ
アダラートＣＲ錠１０ｍｇ
アダラートＣＲ錠２０ｍｇ
アダラートＣＲ錠４０ｍｇ
アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ
アタラックス錠１０ｍｇ
アタラックス錠２５ｍｇ
アテキュラ吸入用カプセル中用量
アテディオ配合錠
アデホスコーワ腸溶錠６０
アテレック錠５ ５ｍｇ
アドエア１００ディスカス６０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６０吸入用
アドエア５０エアゾール１２０吸入用
アトーゼット配合錠ＨＤ
アトーゼット配合錠ＬＤ
アドナ錠３０ｍｇ
アドフィードパップ４０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ
アトラントクリーム１％
アニュイティ２００μｇエリプタ３０吸入用
アノーロエリプタ３０吸入用
アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ
アヘンチンキ
アボビスカプセル５０ ５０ｍｇ
アボルブカプセル０．５ｍｇ

６枚入

アマージ錠２．５ｍｇ
アマリール０．５ｍｇ錠
アマリール１ｍｇ錠
アミティーザカプセル１２μｇ
アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ
アムロジンＯＤ錠５ｍｇ
アメナリーフ錠２００ｍｇ
アモバン錠１０
アモバン錠７．５ ７．５ｍｇ
アラセナ－Ａ軟膏３％
アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用
アリケイス吸入液５９０ｍｇ
アリセプトＤ錠３ｍｇ
アルダクトンＡ錠２５ｍｇ
アルドメット錠１２５
アルファロールカプセル０．５μｇ
アレグラ錠６０ｍｇ
アレサガテープ４ｍｇ
アレサガテープ８ｍｇ
アレジオンＬＸ点眼液０．１％
アレジオン錠１０ １０ｍｇ
アレジオン点眼液０．０５％
アレビアチン散１０％
アレビアチン錠１００ｍｇ
アロチノロール塩酸塩５ｍｇ錠
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」
アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」
アンテベートローション０．０５％
イーケプラドライシロップ５０％
イーケプラ錠５００ｍｇ
イオウ・カンフルローション「東豊」
イグザレルト錠１０ｍｇ
イグザレルト錠１５ｍｇ
イクスタンジ錠８０ｍｇ
イソソルビド内服ゼリー７０％分包３０ｇ「日医工」
イソバイドシロップ７０％分包２０ｍＬ
イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ
イノラス配合経腸用液
イノレット３０Ｒ注 ３００単位
イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ
イブプロフェン２０％顆粒
イミグランキット皮下注３ｍｇ
イミドール糖衣錠（２５）
イムブルビカカプセル１４０ｍｇ
イリボーＯＤ錠５μｇ
イルベタン錠１００ｍｇ
イルベタン錠５０ｍｇ
インクレミンシロップ５％
インスリン リスプロＢＳ注ソロスター ＨＵ「サノフィ」
インチュニブ錠１ｍｇ
インチュニブ錠３ｍｇ
ウチダのオウギ末Ｍ
ウチダの八味丸Ｍ
ウラリット－Ｕ配合散
ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ
ウルソ錠５０ｍｇ
ウルティブロ吸入用カプセル
ウレパールクリーム１０％
エースコール錠２ｍｇ

エカード配合錠ＨＤ
エカード配合錠ＬＤ
エクセグラン錠１００ｍｇ
エクフィナ錠５０ｍｇ
エクメット配合錠ＨＤ
エクロックゲル５％
エコリシン眼軟膏
エストラーナテープ０．７２ｍｇ
エックスフォージ配合ＯＤ錠
エックスフォージ配合錠
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
エナロイ錠２ｍｇ
エナロイ錠４ｍｇ
エバステルＯＤ錠１０ｍｇ
エバステルＯＤ錠５ｍｇ
エパデールＳ９００
エピデュオゲル
エピペン注射液０．１５ｍｇ
エピペン注射液０．３ｍｇ
エピレオプチマル散５０％
エフィエント錠３．７５ｍｇ
エプクルーサ配合錠
エフピーＯＤ錠２．５
エブランチルカプセル３０ｍｇ
エベレンゾ錠１００ｍｇ
エベレンゾ錠２０ｍｇ
エベレンゾ錠５０ｍｇ
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２００μｇ２８噴霧用
エルカルチンＦＦ内用液１０％分包１０ｍＬ
エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用
エンシュア・Ｈ（味指定なし）
エンシュア・リキッド（バニラ味）
エンシュア・リキッド（味指定なし）
オイラックスＨクリーム
オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ
オースギ四苓湯細粒（調剤用）
オースギ大黄甘草湯エキスＴ錠
オースギ当帰芍薬散料エキスＴ錠
オースギ半夏厚朴湯エキスＴ錠
オキサロールローション２５μｇ／ｇ
オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ
オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ
オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ
オテズラ錠１０ｍｇ
オテズラ錠２０ｍｇ
オテズラ錠３０ｍｇ
オノンカプセル１１２．５ｍｇ
オノンドライシロップ１０％
オパルモン錠５μｇ
オフェブカプセル１００ｍｇ
オプソ内服液１０ｍｇ ５ｍＬ
オルケディア錠２ｍｇ
オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用
オルミエント錠２ｍｇ
オルミエント錠４ｍｇ
オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ

オングリザ錠５ｍｇ
オンジェンティス錠２５ｍｇ
オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ
ガスターＤ錠１０ｍｇ
ガスターＤ錠２０ｍｇ
カデュエット配合錠４番
ガナトン錠５０ｍｇ
カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」
カナリア配合錠
ガバペン錠４００ｍｇ
カフェイン「ホエイ」
カプトリル錠２５ｍｇ
カリーユニ点眼液０．００５％５ｍＬ
カルタンＯＤ錠５００ｍｇ
カルデナリン錠１ｍｇ
カルブロック錠８ｍｇ
カロナールシロップ２％
カロナール錠２００ ２００ｍｇ
キネダック錠５０ｍｇ
キプレス細粒４ｍｇ
ギャバロン錠５ｍｇ
キャブピリン配合錠
キュバール１００エアゾール
キンダベート軟膏０．０５％
クラシエ加味帰脾湯エキス錠
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
クラシエ五苓散料エキス錠
クラシエ四物湯エキス錠
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠
クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠
クラシエ十全大補湯エキス細粒
クラシエ十味敗毒湯エキス錠
クラシエ小柴胡湯エキス錠
クラシエ小青竜湯エキス錠
クラシエ人参養栄湯エキス細粒
クラシエ大柴胡湯エキス錠
クラシエ桃核承気湯エキス錠
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒
クラシエ白虎加人参湯エキス錠
クラシエ八味地黄丸料エキス錠
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠
クラシエ半夏瀉心湯エキス錠
クラシエ補中益気湯エキス細粒
クラシエ防風通聖散エキス錠
クラシエ防已黄耆湯エキス錠
クラバモックス小児用配合ドライシロップ
クラビット錠２５０ｍｇ
クラビット錠５００ｍｇ
クラビット点眼液０．５％
グラマリール錠２５ｍｇ
クラリス錠２００
クラリス錠５０小児用 ５０ｍｇ
クラリチン錠１０ｍｇ
クリアナール錠２００ｍｇ
クリアミン配合錠Ａ１．０

クリアミン配合錠Ｓ０．５
クリノリル錠１００
グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ
グリミクロン錠４０ｍｇ
グルコバイ錠１００ｍｇ
グルコバイ錠５０ｍｇ
クレ・ママレットドライシロップ０．１％
グレースビット錠５０ｍｇ
クレストールＯＤ錠５ｍｇ
クレストール錠２．５ｍｇ
クレストール錠５ｍｇ
クレメジン細粒分包２ｇ
ケアラム錠２５ｍｇ
ケイキサレートドライシロップ７６％
ケタスカプセル１０ｍｇ
ケトコナゾール外用液２％「ＮＲ」
ケラチミックス
ケルロング錠１０ｍｇ
ゲンタシン軟膏０．１％
コスパノンカプセル４０ｍｇ
コソプトミニ配合点眼液
コタロー安中散エキスカプセル
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル
コタロー黄連湯エキス細粒
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
コタロー香蘇散エキス細粒
コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル
コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒
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
コタロー補中益気湯エキス細粒
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル
コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒
コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル
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１０％「第一三共」
コニール錠２ ２ｍｇ
コニール錠８
コバシル錠４ｍｇ
コムクロシャンプー０．０５％
コムタン錠１００ｍｇ
コララン錠２．５ｍｇ
コララン錠５ｍｇ
コララン錠７．５ｍｇ
コランチル配合顆粒
コレクチム軟膏０．５％
コレバインミニ８３％
コンサータ錠１８ｍｇ
コンサータ錠２７ｍｇ
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
コンプラビン配合錠
ザーネ軟膏０．５％ ５０００単位
ザイザルシロップ０．０５％
ザイザル錠５ｍｇ

ザイティガ錠２５０ｍｇ
サイレース錠２ｍｇ
ザイロリック錠１００
ザイロリック錠５０
ザガーロカプセル０．５ｍｇ
ザガーロカプセル０．５ｍｇ
ザジテンドライシロップ０．１％
サノレックス錠０．５ｍｇ
ザファテック錠１００ｍｇ
サラジェン錠５ｍｇ
サラジェン顆粒０．５％
サンコバ点眼液０．０２％ ５ｍＬ
サンテゾーン点眼液（０．１％）
サンドスタチン皮下注用１００μｇ
サンピロ点眼液１％
サンリズムカプセル２５ｍｇ
シアリス錠１０ｍｇ
シアリス錠１０ｍｇ
シアリス錠２０ｍｇ
シアリス錠２０ｍｇ
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」
ジクトルテープ７５ｍｇ
ジゴキシンＫＹ錠０．２５
ジセレカ錠１００ｍｇ
シナール配合錠
ジプレキサザイディス錠５ｍｇ
ジプレキサ錠５ｍｇ
ジャカビ錠５ｍｇ
ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ
ジャヌビア錠２５ｍｇ
ジャヌビア錠５０ｍｇ
シュアポスト錠０．５ｍｇ
ジュンコウ補中益気湯ＦＣエキス錠医療用
ジュンコウ苓桂朮甘湯ＦＣエキス錠医療用
ジルテックドライシロップ１．２５％
ジルテック錠１０
スーグラ錠２５ｍｇ
スージャヌ配合錠
スタデルムクリーム５％
スタレボ配合錠Ｌ５０
ステロネマ注腸３ｍｇ
ストミンＡ配合錠
ストラテラカプセル１０ｍｇ
ストラテラカプセル４０ｍｇ
ストラテラカプセル５ｍｇ
ストロカイン錠５ｍｇ
ストロカイン顆粒５％
ストロメクトール錠３ｍｇ
スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」
スプリセル錠２０ｍｇ
スマイラフ錠１００ｍｇ
スマイラフ錠５０ｍｇ
セイブル錠５０ｍｇ
セディール錠１０ｍｇ
セディール錠５ｍｇ
セパゾン散１％
セパゾン錠１ １ｍｇ
ゼビアックスローション２％

ゼビアックス油性クリーム２％
セファドール錠２５ｍｇ
ゼフィックス錠１００ １００ｍｇ
セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「日医工」
セフゾンカプセル１００ｍｇ
セフゾン細粒小児用１０％
ゼフナートクリーム２％ １０ｇ
セララ錠２５ｍｇ
セララ錠５０ｍｇ
セルセプトカプセル２５０
セルタッチパップ７０
セルニルトン錠
セルベックスカプセル５０ｍｇ
セルベックス細粒１０％
ゼルヤンツ錠５ｍｇ
セレジストＯＤ錠５ｍｇ
セレスタミン配合シロップ
セレニカＲ顆粒４０％
セロクラール錠２０ｍｇ
セロケン錠２０ｍｇ
ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ
ゾビラックス軟膏５％
ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ
ソラナックス０．８ｍｇ錠
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
ダイアート錠３０ｍｇ
ダイアップ坐剤６
タガメット錠４００ｍｇ
タケプロンＯＤ錠１５
タケプロンＯＤ錠３０
タシグナカプセル１５０ｍｇ
タチオン錠１００ｍｇ
タナトリル錠２．５
タプコム配合点眼液
タプロスミニ点眼液０．００１５％
タベジール錠１ｍｇ
ダラシンカプセル１５０ｍｇ
タリージェ錠１０ｍｇ
タリージェ錠１５ｍｇ
タリオンＯＤ錠１０ｍｇ
タリビッド眼軟膏０．３％
タリムス点眼液０．１％
チウラジール錠５０ｍｇ
チャンピックス錠０．５ｍｇ
チャンピックス錠１ｍｇ
ツイミーグ錠５００ｍｇ
ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）７７
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）５２
ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）５
ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）１１５
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）２８
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）１５
ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）１２０
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）９８
ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）３
ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）１０６
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）５７
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）１３７
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）２

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）７２
ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）６５
ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用）１２８
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）２６
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）１８
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）１３４
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用）８２
ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）４５
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）１２５
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）５０
ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用）９５
ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）６３
ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）５６
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）３１
ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）７０
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）１１３
ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）１２１
ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）６６
ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）３５
ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用）７５
ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）７１
ツムラ紫雲膏
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）９３
ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）９２
ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）８９
ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）５９
ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）４６
ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用）７３
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）１２
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）１１
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）１０
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用）８０
ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）９６
ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）５１
ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）６７
ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療用）１０１
ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）９９
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）１０９•
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）２１
ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用）８５
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）１０８
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）５８
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）１１１
ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）９０
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用）１２４
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）５３
ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）３３
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）８
ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）１３３
ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）９７
ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）９１
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）４０
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）１１２
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療用）７４
ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）１０５
ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）４７
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）６１
ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）８６
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）１２３

ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用）１０２
ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用）８１
ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）８８
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）１２２
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）３４
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）３７
ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）７９
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）７８
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)５５
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）１２７
ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用）３６
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）８３
ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）１１０
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）１１９
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）３９
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）１１８
ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）８７
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）６４
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）１１７
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）１３５
ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）６９
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）１１６
ティアバランス点眼液０．１％
ディオバン錠１６０ｍｇ
ディオバン錠４０ｍｇ
ディオバン錠８０ｍｇ
ディフェリンゲル０．１％
ディレグラ配合錠
テオドール錠２００ｍｇ
テオロング錠２００ｍｇ
テグレトール錠１００ｍｇ
デスモプレシン・スプレー２．５協和
デタントール０．０１％点眼液
テノーミン錠２５ ２５ｍｇ
テノーミン錠５０
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１ｍｇ
デプロメール錠５０
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
デルモベートクリーム０．０５％
デルモベートスカルプローション０．０５％
トチモトのキキョウ末
トチモトのケイヒ末
トチモトのサフラン
トチモトのシャクヤク末
トチモトのタクシャ末
トチモトのトウキ末
トチモトのビャクジュツ末
トチモトのブクリョウ末
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」
ドパコール配合錠Ｌ１００
トビエース錠４ｍｇ
トピナ錠５０ｍｇ
ドプスＯＤ錠１００ｍｇ
トフラニール錠２５ｍｇ
ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ

ドボベットゲル
ドボベットフォーム
ドラール錠１５
トラディアンス配合錠ＡＰ
トラムセット配合錠
トランサミンカプセル２５０ｍｇ
トリプタノール錠２５
トリンテリックス錠１０ｍｇ
トレドミン錠１５ｍｇ
ナイキサン錠１００ｍｇ
ナウゼリンＯＤ錠１０
ナウゼリンドライシロップ１％
ナウゼリン錠１０
ナウゼリン錠５
ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２噴霧用
ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用
ナトリックス錠２ ２ｍｇ
ナノパスニードルⅡ３４Ｇ
ニコチネルＴＴＳ１０ １７．５ｍｇ１０㎝２
ニコチネルＴＴＳ２０ ３５ｍｇ２０ｃｍ２
ニコチネルＴＴＳ３０ ５２．５ｍｇ３０ｃｍ２
ニゾラールクリーム２％
ニゾラールローション２％
ニバジール錠２ｍｇ
ニポラジン小児用シロップ０．０３％
ニュープロパッチ２．２５ｍｇ
ニュープロパッチ４．５ｍｇ
ニュープロパッチ９ｍｇ
ニューロタン錠５０ｍｇ
ネイリンカプセル１００ｍｇ
ネオーラル１０ｍｇカプセル
ネオドパストン配合錠Ｌ１００
ネキシウムカプセル１０ｍｇ
ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ
ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ
ネシーナ錠１２．５ｍｇ
ネシーナ錠６．２５ｍｇ
ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％
ネリプロクト坐剤
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
ノベルジン錠５０ｍｇ
ノベルジン顆粒５％
ノボラピッド３０ミックス注ペンフィル
ノボラピッド５０ミックス注フレックスペン
ノボラピッド７０ミックス注フレックスペン
ノボラピッド注１００単位／ｍＬ
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
ノリトレン錠１０ｍｇ
ノルバスク錠５ｍｇ
バイアグラ錠２５ｍｇ
バイアグラ錠２５ｍｇ
バイアグラ錠５０ｍｇ
バイアグラ錠５０ｍｇ
ハイゼット錠２５ｍｇ
バイナス錠７５ｍｇ
ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ５ｍＬ

ハイペン錠１００ｍｇ
パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ
パキシル錠１０ｍｇ
バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ
パスタロンソフト軟膏１０％
バップフォー錠１０ １０ｍｇ
パナルジン錠１００ｍｇ
パピロックミニ点眼液０．１％
バファリン配合錠Ａ３３０
パリエット錠１０ｍｇ
バリキサ錠４５０ｍｇ
ハルシオン０．１２５ｍｇ錠
パルデスローション０．０５％
ハルナールＤ錠０．２ｍｇ
パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入
パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入
パルミコート吸入液０．２５ｍｇ ２ｍＬ
ハルロピテープ１６ｍｇ
ハルロピテープ４０ｍｇ
ハルロピテープ８ｍｇ
パントシン散２０％
パントシン錠１００
パントシン錠２００
ヒアレインミニ点眼液０．１％
ヒアレインミニ点眼液０．３％ ０．４ｍＬ
ヒアレイン点眼液０．１％ ５ｍＬ
ヒアレイン点眼液０．３％
ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ
ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ
ピートルチュアブル錠５００ｍｇ
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
ビオフェルミン配合散
ビソルボン錠４ｍｇ
ビタジェクト注キット
ヒダントールＦ配合錠
ヒダントール錠２５ｍｇ
ピドキサール錠２０ｍｇ
ビビアント錠２０ｍｇ
ビブラマイシン錠１００ｍｇ
ビブラマイシン錠５０ｍｇ
ビムパット錠５０ｍｇ
ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」
ヒューマログ注１００単位／ｍＬ
ヒューマログ注ミリオペンＨＤ
ビラフトビカプセル７５ｍｇ
ヒルドイドフォーム０．３％
ビレーズトリエアロスフィア５６吸入
ピレスパ錠２００ｍｇ
ファスティック錠９０
ファロム錠２００ｍｇ
フィアスプ注１００単位／ｍＬ
フィアスプ注フレックスタッチ
フィコンパ細粒１％
フィコンパ錠２ｍｇ
フィブラストスプレー５００ ５００μｇ（溶解液付）
フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」

フェノバール錠３０ｍｇ
フェブリク錠４０ｍｇ
フェルムカプセル１００ｍｇ
フェロベリン配合錠
フェロミア錠５０ｍｇ
フオイパン錠１００ｍｇ
フォシーガ錠１０ｍｇ
ブシ末（調剤用）「ツムラ」
プラケニル錠２００ｍｇ
プラザキサカプセル７５ｍｇ
フラビタン眼軟膏０．１％
プラビックス錠２５ｍｇ
プラビックス錠７５ｍｇ
フランドルテープ４０ｍｇ
プランルカストＤＳ１０％「日医工」
プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」
フリバスＯＤ錠７５ｍｇ
フリバス錠２５ｍｇ
プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」
フルコート軟膏０．０２５％
プルゼニド錠１２ｍｇ
フルタイド１００ディスカス １００μｇ６０ブリスター
フルタイド２００ディスカス２００μｇ６０ブリスター
フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用
フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用
ブルフェン錠１００
ブルフェン顆粒２０％
フルメジン糖衣錠（０．５）
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５０ｍｇ
プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ
プロテカジン錠１０
プロテカジン錠５ ５ｍｇ
プロパジール錠５０ｍｇ
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
プロペシア錠１ｍｇ
プロペシア錠１ｍｇ
フロモックス小児用細粒１００ｍｇ
フロモックス錠１００ｍｇ
フロリードゲル経口用２％
プロレナール錠５μｇ
ベイスンＯＤ錠０．２
ベセルナクリーム５％
ベネット錠１７．５ｍｇ
ベピオゲル２．５％
ベプリコール錠５０ｍｇ
ペリアクチン散１％
ペリアクチン錠４ｍｇ
ベリチーム配合顆粒
ベルソムラ錠１０ｍｇ
ヘルベッサー錠３０ ３０ｍｇ
ベンザリン錠１０ １０ｍｇ
ベンザリン錠５ ５ｍｇ
ペンタサ錠２５０ｍｇ
ペンタサ錠５００ｍｇ

ペンニードル３２Ｇ４ｍｍ
ホクナリンテープ０．５ｍｇ
ホクナリンテープ２ｍｇ
ホクナリンドライシロップ０．１％小児用
ホクナリン錠１ｍｇ
ボシュリフ錠１００ｍｇ
ホスミシンドライシロップ４００ ４００ｍｇ
ホスミシン錠５００ ５００ｍｇ
ホスレノールＯＤ錠５００ｍｇ
ホスレノール顆粒分包５００ｍｇ
ボナロン錠３５ｍｇ
ボナロン錠５ｍｇ
ボノテオ錠５０ｍｇ
ボノピオンパック
ボラザＧ軟膏
ポララミンシロップ０．０４％
ポリフル細粒８３．３％
ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ
ボルタレンテープ１５ｍｇ
ボルタレンテープ３０ｍｇ
ボルタレンローション１％ ５０ｇ
ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ
ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ０．００２％
ポンタールカプセル２５０ｍｇ
マーデュオックス軟膏
マイザークリーム０．０５％
マイスタン錠１０ｍｇ
マイスリー錠５ｍｇ
マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ
マグミット錠５００ｍｇ
マックターゼ配合錠
マリゼブ錠１２．５ｍｇ
マリゼブ錠２５ｍｇ
マルツエキス分包＊（高田）
ミオコールスプレー０．３ｍｇ
ミカムロ配合錠ＢＰ
ミケラン錠５ｍｇ
ミケラン点眼液２％ ５ｍＬ
ミコンビ配合錠ＢＰ
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５０μｇ
ミネブロ錠１．２５ｍｇ
ミネブロ錠５ｍｇ
ミノマイシンカプセル１００ｍｇ
ミノマイシン顆粒２％
ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ
ミルラクト細粒５０％
ムコスタ錠１００ｍｇ
ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ
ムコダインＤＳ５０％
ムコダイン錠２５０ｍｇ
ムコダイン錠５００ｍｇ
ムンデシンカプセル１００ｍｇ
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２ｍｇ
メキシチールカプセル５０ｍｇ
メチコバール錠２５０μｇ０．２５ｍｇ

メトグルコ錠５００ｍｇ
メトリジン錠２ｍｇ
メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｆ」
メニレット７０％ゼリー３０ｇ
メバロチン錠５
メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回
メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回
メプチンミニ錠２５μｇ
メマリーＯＤ錠１０ｍｇ
メラトベル顆粒小児用０．２％
メルカゾール錠２．５ｍｇ
モーラステープＬ４０ｍｇ
モーラスパップ３０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ ６枚入り
モーラスパップ６０ｍｇ
モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」
モビコール配合内用剤ＬＤ
ヤクバンテープ２０ｍｇ
ヤクバンテープ６０ｍｇ
ユーロジン１ｍｇ錠
ユニシア配合錠ＨＤ
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
ユリス錠０．５ｍｇ
ユリス錠１ｍｇ
ユリノーム錠２５ｍｇ
ヨウ化カリウム
ヨーデルＳ糖衣錠－８０
ヨクイニンエキス散「コタロー」
ラキソベロン錠２．５ｍｇ
ラコールＮＦ配合経腸用液
ラシックス錠２０ｍｇ
ラシックス錠４０ｍｇ
ラジレス錠１５０ｍｇ
ラスビック錠７５ｍｇ
ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」
ラツーダ錠２０ｍｇ
ラックビー微粒Ｎ
ラニラピッド錠０．０５ｍｇ
ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」
ラボナ錠５０ｍｇ
ラミクタール錠２５ｍｇ
ラミシール外用液１％
ラミシール錠１２５ｍｇ
ランタスＸＲ注ソロスター
ランタス注ソロスター ３００単位
ランドセン錠０．５ｍｇ
リオナ錠２５０ｍｇ
リオベル配合錠ＬＤ
リカルボン錠５０ｍｇ
リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ
リクシアナ錠６０ｍｇ
リザベンカプセル１００ｍｇ
リザベン点眼液０．５％ ５ｍＬ
リスパダール細粒１％
リスモダンカプセル１００ｍｇ
リドメックスコーワローション０．３％
リバスタッチパッチ１８ｍｇ

リバスタッチパッチ９ｍｇ
リバロＯＤ錠１ｍｇ
リバロ錠２ｍｇ
リピディル錠５３．３ｍｇ
リピディル錠８０ｍｇ
リフキシマ錠２００ｍｇ
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％
リボトリール細粒０．１％
リボトリール錠２ｍｇ
リポバス錠５
リマチル錠５０ｍｇ
リリカＯＤ錠１５０ｍｇ
リリカカプセル７５ｍｇ
リンヴォック錠７．５ｍｇ
リンデロン－Ｖクリーム０．１２％
リンデロンシロップ０．０１％
リンデロン坐剤１．０ｍｇ
リンデロン錠０．５ｍｇ
ルーラン錠４ｍｇ
ルーラン錠８ｍｇ
ルコナック爪外用液５％
ルセフィ錠２．５ｍｇ
ルナベル配合錠ＵＬＤ
ルネスタ錠２ｍｇ
ルミガン点眼液０．０３％
ルムジェブ注１００単位／ｍＬ
ルムジェブ注ミリオペン
ルムジェブ注ミリオペンＨＤ
レキサルティ錠１ｍｇ
レキソタン細粒１％
レキソタン錠１
レキソタン錠２
レキップＣＲ錠２ｍｇ
レキップＣＲ錠８ｍｇ
レキップ錠１ｍｇ
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２５ｍｇ
レザルタス配合錠ＬＤ
レスキュラ点眼液０．１２％ ５ｍＬ
レニベース錠１０
レニベース錠２．５
レニベース錠５
レビトラ錠１０ｍｇ
レビトラ錠２０ｍｇ
レビトラ錠２０ｍｇ
レベミル注フレックスペン
レボトミン錠５ｍｇ
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」
レボレード錠１２．５ｍｇ
レミニールＯＤ錠４ｍｇ
レメロン錠１５ｍｇ
レンビマカプセル４ｍｇ
ローコール錠２０ｍｇ
ローコール錠３０ｍｇ

ロキソニンテープ５０ｍｇ
ロキソニン錠６０ｍｇ
ロコイドクリーム０．１％
ロスーゼット配合錠ＨＤ
ロスーゼット配合錠ＬＤ
ロドピン錠２５ｍｇ
ロナセン錠４ｍｇ
ロルカム錠４ｍｇ
ロレルコ錠２５０ｍｇ
ロンゲス錠５ｍｇ
ワイパックス錠１．０
加工ブシ末「三和生薬」
眼・耳科用リンデロンＡ軟膏
高砂テンマ末Ｍ
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
酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨシダ」
小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用
総合感冒薬
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒
調剤用パンビタン末
複合アレビアチン配合錠

