
分類 一般名 商品名

2619 クロルヘキシジングルコン酸塩 0.05W/V%マスキン水

1119 プロポフォール 1%ディプリバン注－キット

1119 プロポフォール 1%プロポフォール注「マルイシ」1g/100mL

1119 プロポフォール 1%プロポフォール注「マルイシ」200mg/20mL

2652 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊

2190 D－マンニトール 20%マンニットール注射液「YD」

1124 ジアゼパム 2mgセルシン錠

2652 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊

2431 リオチロニンナトリウム 5mcgチロナミン錠

1124 ジアゼパム 5mgセルシン錠

7990 D－ソルビトール D－ソルビトール原末「マルイシ」

3410 人工透析用剤 Dドライ透析剤3.0S

7290 ガドキセト酸ナトリウム EOB・プリモビスト注シリンジ

2189 ポリエンホスファチジルコリン EPLカプセル250mg

2413 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン HCGモチダ筋注用5千単位

2413 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン HMG筋注用150単位「F」

2413 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン HMG注テイゾー150

2413 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン HMG注テイゾー75

3319 塩化カリウム KCL注10mEqキット「テルモ」

3319 KN1号輸液 500mL

7223 ゴナドレリン酢酸塩 LH－RH注0.1mg「タナベ」

2649 MS温シップ「タイホウ」

2649 MS冷シップ「タカミツ」

1319 ポリビニルアルコールヨウ素 PA・ヨード点眼・洗眼液

1180 PL配合顆粒

2339 S・M配合散

2399 デカリニウム塩化物 SPトローチ0.25mg「明治」

7223 プロチレリン TRH注0.5mg「タナベ」

2190 ポリスチレンスルホン酸カルシウム アーガメイト20%ゼリー25g

2149 カルベジロール アーチスト錠10mg

2149 カルベジロール アーチスト錠2.5mg

1169 トリヘキシフェニジル塩酸塩 アーテン錠（2mg）

3399 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液

4291 セツキシマブ（遺伝子組換え） アービタックス注射液100mg

1319 アプラクロニジン塩酸塩 アイオピジンUD点眼液1%

1319 精製ヒアルロン酸ナトリウム アイケア点眼液0.1%

6250 ラルテグラビルカリウム アイセントレス錠400mg

1319 ブリモニジン酒石酸塩 アイファガン点眼液0.1%

1319 アフリベルセプト（遺伝子組換え） アイリーア硝子体内注射液40mg/mL

3969 アカルボース アカルボースOD錠50mg「ファイザー」

1162 ビペリデン塩酸塩 アキネトン錠1mg

1162 乳酸ビペリデン アキネトン注射液5mg



分類 一般名 商品名

2639 ナジフロキサシン アクアチムローション1%

6399 トシリズマブ（遺伝子組換え） アクテムラ点滴静注用200mg

6399 トシリズマブ（遺伝子組換え） アクテムラ点滴静注用80mg

2699 ブクラデシンナトリウム アクトシン軟膏3%

6311
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン

（破傷風トキソイド結合体）
アクトヒブ

4291 ネダプラチン アクプラ静注用100mg

4291 ネダプラチン アクプラ静注用10mg

4235 アクラルビシン塩酸塩 アクラシノン注射用20mg

2399 アコチアミド塩酸塩水和物 アコファイド錠100mg

2391 アザセトロン塩酸塩 アザセトロン塩酸塩静注液10mg「SN」

3999 アザチオプリン アザニン錠50mg

2149 アジルサルタン アジルバ錠20mg

1169 ラサギリンメシル酸塩 アジレクト錠1mg

2655 ラノコナゾール アスタット軟膏1%

2229 ジメモルファンリン酸塩 アストミン錠10mg

2260 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 アズノールうがい液4%

2649 ジメチルイソプロピルアズレン アズノール軟膏0.033%

3214 L－アスパラギン酸カルシウム水和物 アスパラ－CA錠200

3229 L－アスパラギン酸カリウム アスパラカリウム散50%

3229 L－アスパラギン酸カリウム アスパラカリウム錠300mg

3229 L－アスパラギン酸カリウム アスパラカリウム注10mEq

2129 アプリンジン塩酸塩 アスペノンカプセル20

2249 チペピジンヒベンズ酸塩 アスベリンシロップ0.5%

2249 チペピジンヒベンズ酸塩 アスベリン散10%

2329 アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」

4490 アゼラスチン塩酸塩 アゼプチン錠1mg

1141 アセトアミノフェン アセリオ静注液1000mgバッグ

2139 アゾセミド アゾセミド錠60mg「JG」

1319 ヘレニエン アダプチノール錠5mg

2171 ニフェジピン アダラートL錠10mg

2171 ニフェジピン アダラートL錠20mg

2171 ニフェジピン アダラートカプセル5mg

1179 ヒドロキシジンパモ酸塩 アタラックス－Pカプセル25mg

1179 ヒドロキシジンパモ酸塩 アタラックス－Pシロップ0.5%

1179 ヒドロキシジン塩酸塩 アタラックス－P注射液（25mg/ml）

2529 イソコナゾール硝酸塩 アデスタン腟錠300mg

7990 アデノシン アデノスキャン注60mg

3992 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 アデホス－Lコーワ注20mg

3992 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 アデホスコーワ腸溶錠60

3992 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 アデホスコーワ顆粒10%

2190 リオシグアト アデムパス錠0.5mg



分類 一般名 商品名

3262 アデラビン9号注1mL

2290 アドエア250ディスカス60吸入用

2190 タダラフィル アドシルカ錠20mg

2343 天然ケイ酸アルミニウム アドソルビン原末

3321 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物アドナ注（静脈用）100mg

3321 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物アドナ注（静脈用）50mg

2414 オキシトシン アトニン－O注5単位

6343 ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）アドベイト静注用1000

2189 アトルバスタチンカルシウム水和物 アトルバスタチン錠10mg「トーワ」

2451 アドレナリン アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」

1242 アトロピン硫酸塩水和物 アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」

4291 アナストロゾール アナストロゾール錠1mg「NK」

1174 クロミプラミン塩酸塩 アナフラニール錠25mg

1174 クロミプラミン塩酸塩 アナフラニール点滴静注液25mg

1214 ロピバカイン塩酸塩水和物 アナペイン注2mg/mL

1214 ロピバカイン塩酸塩水和物 アナペイン注7.5mg/mL

1214 リドカイン塩酸塩 アネトカインゼリー2%

6419 メトロニダゾール アネメトロ点滴静注液500mg

2259 アノーロエリプタ30吸入用

4291 ベバシズマブ（遺伝子組換え） アバスチン点滴静注用100mg/4mL

4291 ベバシズマブ（遺伝子組換え） アバスチン点滴静注用400mg/16mL

2492 インスリングルリジン（遺伝子組換え） アピドラ注ソロスター

4291 エベロリムス アフィニトール錠5mg

4240 パクリタキセル アブラキサン点滴静注用100mg

6241 モキシフロキサシン塩酸塩 アベロックス錠400mg

6399 インターフェロンベータ－1a（遺伝子組換え）アボネックス筋注用シリンジ30μg

2129 アミオダロン塩酸塩 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」

6123 アミカシン硫酸塩 アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」

2121 プロカインアミド塩酸塩 アミサリン注200mg

2359 ルビプロストン アミティーザカプセル24μg

3259 肝不全用成分栄養剤 アミノレバンEN配合散（コーヒー味・フルーツ味）

3253 総合アミノ酸製剤 アミパレン輸液 300mL/

3253 腎不全用必須アミノ酸製剤 アミユー配合顆粒

6173 アムホテリシンB アムビゾーム点滴静注用50mg

2171 アムロジピンベシル酸塩 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」

1179 アモキサピン アモキサンカプセル25mg

6131 アモキシシリン水和物 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」

7290 アミノレブリン酸塩酸塩 アラベル内用剤1.5g

1329 フルチカゾンフランカルボン酸エステル アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用

1190 ドネペジル塩酸塩 アリセプトD錠5mg

4229 ペメトレキセドナトリウム水和物 アリムタ注射用100mg

4229 ペメトレキセドナトリウム水和物 アリムタ注射用500mg



分類 一般名 商品名

3999 L－アルギニン塩酸塩 アルギU点滴静注20g

3999 アルギU配合顆粒

7223 L－アルギニン塩酸塩 アルギニン点滴静注30g「AY」

4219 メルファラン アルケラン錠2mg

4219 メルファラン アルケラン静注用50mg

2133 スピロノラクトン アルダクトンA細粒10%

8219 レミフェンタニル塩酸塩 アルチバ静注用2mg

2145 メチルドパ水和物 アルドメット錠250

3112 アルファカルシドール アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」

3112 アルファカルシドール アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」

3112 アルファカルシドール アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」

3112 アルファカルシドール アルファロール散1μg/g

3112 アルファカルシドール アルファロール内用液0.5μg/mL

6343 人血清アルブミン アルブミン－ベーリング20%静注10.0g/50mL

1124 アルプラゾラム アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」

2190 アルプロスタジル アルプロスタジル注10μg「サワイ」

2190 アルプロスタジル アルプロスタジル注5μg「サワイ」

6119 アルベカシン硫酸塩 アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」

2646 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル アルメタ軟膏

2329 アルギン酸ナトリウム アルロイドG内用液5%

1132 フェニトイン アレビアチン散10%

7290 アレルゲンエキス アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」

7290 ヒスタミン二塩酸塩
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」

ヒスタミン二塩酸塩

7290 アレルゲン アレルゲンディスク「トリイ」ハウスダスト

7290 ブタクサアレルゲン アレルゲンディスク「トリイ」ブタクサ花粉

3999 アレンドロン酸ナトリウム水和物 アレンドロン酸錠35mg「トーワ」

2359 アローゼン顆粒

2391 パロノセトロン塩酸塩 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg

2123 アロチノロール塩酸塩 アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」

3943 アロプリノール アロプリノール錠100mg「サワイ」

2129 アミオダロン塩酸塩 アンカロン注150

7229 エドロホニウム塩化物 アンチレクス静注10mg

2646 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルアンテベート軟膏0.05%

1141 アセトアミノフェン アンヒバ坐剤小児用100mg

1141 アセトアミノフェン アンヒバ坐剤小児用200mg

3399 サルポグレラート塩酸塩 アンプラーグ錠100mg

8114 モルヒネ塩酸塩水和物 アンペック坐剤10mg

1139 レベチラセタム イーケプラ錠500mg

1139 レベチラセタム イーケプラ点滴静注500mg

8219 フェンタニルクエン酸塩 イーフェンバッカル錠100μg

8219 フェンタニルクエン酸塩 イーフェンバッカル錠50μg



分類 一般名 商品名

2669 イオウ・カンフルローション「東豊」

7219 イオヘキソール イオパーク300注シリンジ100mL（尿路・CT用）

7219 イオパミドール イオパミロン注150 50mL

7219 イオパミドール イオパミロン注300 100mL

7219 イオパミドール イオパミロン注300 20mL

7219 イオパミドール イオパミロン注300シリンジ 100mL

7219 イオパミドール イオパミロン注370 20mL/V

7219 イオパミドール イオパミロン注370シリンジ 100mL

7219 イオメプロール イオメロン300注シリンジ100mL

7219 イオメプロール イオメロン350注シリンジ135mL

3339 リバーロキサバン イグザレルト錠10mg

3339 リバーロキサバン イグザレルト錠15mg

1190 リバスチグミン イクセロンパッチ18mg

3399 イコサペント酸エチル イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」

6222 イソニアジド イスコチン錠100mg

2612 ポビドンヨード イソジンゲル10%

2699 イソジンシュガーパスタ軟膏

1115 チアミラールナトリウム イソゾール注射用0.5g

2139 イソソルビド イソソルビド内用液70%「CEO」

4235 イダルビシン塩酸塩 イダマイシン静注用5mg

2399 イトプリド塩酸塩 イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」

6290 イトラコナゾール イトリゾールカプセル50

6290 イトラコナゾール イトリゾール内用液1%

6250 ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 イナビル吸入粉末剤20mg

2119 ドパミン塩酸塩 イノバン注0.1%シリンジ

2119 ドパミン塩酸塩 イノバン注0.3%シリンジ

1179 ベンラファキシン塩酸塩 イフェクサーSRカプセル37.5mg

2160 スマトリプタンコハク酸塩 イミグラン注3

2160 スマトリプタン イミグラン点鼻液20

2144 イミダプリル塩酸塩 イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」

6399 テセロイキン（遺伝子組換え） イムネース注35

6391 乾燥BCG膀胱内用（日本株） イムノブラダー膀注用40mg

2391 アプレピタント イメンドカプセル80mg

2391 アプレピタント イメンドカプセルセット

4240 イリノテカン塩酸塩水和物 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」

4240 イリノテカン塩酸塩水和物 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」

2399 ラモセトロン塩酸塩 イリボーOD錠5μg

2149 イルベサルタン イルベサルタン錠100mg「DSPB」

4291 ゲフィチニブ イレッサ錠250

3222 溶性ピロリン酸第二鉄 インクレミンシロップ5%

7225 インジゴカルミン インジゴカルミン注20mg「第一三共」

2492 インスリングラルギン（遺伝子組換え） インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」



分類 一般名 商品名

1329 クロモグリク酸ナトリウム インタール点鼻液2%

2190 インドメタシンナトリウム インダシン静注用1mg

2649 インドメタシン インテバンクリーム1%

2649 インドメタシン インテバン外用液1%

2123 プロプラノロール塩酸塩 インデラル錠10mg

2123 プロプラノロール塩酸塩 インデラル注射液2mg

6250 エトラビリン インテレンス錠100mg

3299 ダイズ油 イントラリポス輸液20% 100mL

3299 ダイズ油 イントラリポス輸液20% 250mL

3299 ダイズ油 イントラリポス輸液20% 50mL

2399 インフリキシマブ（遺伝子組換え） インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」

6313 インフルエンザHAワクチン インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL

4291 アキシチニブ インライタ錠5mg

3319 ヴィーン3G輸液 500mL

2190 アンブリセンタン ヴォリブリス錠2.5mg

2190 セレキシパグ ウプトラビ錠0.2mg

1231 ジスチグミン臭化物 ウブレチド錠5mg

3949 ウラリット配合錠

2362 ウルソデオキシコール酸 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」

2362 ウルソデオキシコール酸 ウルソ顆粒5%

2259 ウルティブロ吸入用カプセル

7214 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン ウログラフイン注60%

3954 ウロキナーゼ ウロナーゼ冠動注用12万単位

3954 ウロキナーゼ ウロナーゼ静注用6万単位

2519 D－ソルビトール ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%

3929 メスナ ウロミテキサン注400mg

1319 ブリンゾラミド エイゾプト懸濁性点眼液1%

2144 テモカプリル塩酸塩 エースコール錠2mg

2329 エカベトナトリウム水和物 エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」

2649 エキザルベ

4291 エキセメスタン エキセメスタン錠25mg「NK」

3969 ビルダグリプチン エクア錠50mg

4240 ビンブラスチン硫酸塩 エクザール注射用10mg

6123 イセパマイシン硫酸塩 エクサシン注射液200

3420 エクストラニール腹膜透析液 1.5L

3420 エクストラニール腹膜透析液 2L

1139 ゾニサミド エクセグラン散20%

1139 ゾニサミド エクセグラン錠100mg

2339 エクセラーゼ配合錠

6250 リルピビリン塩酸塩 エジュラント錠25mg

1123 抱水クロラール エスクレ坐剤「250」

1123 抱水クロラール エスクレ坐剤「500」



分類 一般名 商品名

2473 エストラジオール エストラーナテープ0.72mg

4219 エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物エストラサイトカプセル156.7mg

2529 エストリオール エストリール腟錠0.5mg

1229 ロクロニウム臭化物 エスラックス静注50mg/5.0mL

4229 エスワンタイホウ配合OD錠T20

4229 エスワンタイホウ配合OD錠T25

1190 エダラボン エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」

1179 エチゾラム エチゾラム錠0.5mg「EMEC」

1179 エチゾラム エチゾラム錠1mg「EMEC」

2149 エックスフォージ配合OD錠

3112 エルデカルシトール エディロールカプセル0.75μg

1149 エトドラク エトドラク錠200mg「トーワ」

4240 エトポシド エトポシド点滴静注液100mg「サンド」

3259 経腸成分栄養剤（半消化態） エネーボ配合経腸用液

4490 エバスチン エバスチンOD錠10mg「ファイザー」

3999 エパルレスタット エパルレスタット錠50「EK」

3999 ラロキシフェン塩酸塩 エビスタ錠60mg

4490 エピナスチン塩酸塩 エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」

6250 ラミブジン エピビル錠150

6250 ラミブジン エピビル錠300

1179 アリピプラゾール エビリファイOD錠3mg

4235 エピルビシン塩酸塩 エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」

4235 エピルビシン塩酸塩 エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」

3399 プラスグレル塩酸塩 エフィエント錠20mg

3399 プラスグレル塩酸塩 エフィエント錠3.75mg

6250 エプジコム配合錠

6225 エタンブトール塩酸塩 エブトール125mg錠

2149 ウラピジル エブランチルカプセル15mg

1249 エペリゾン塩酸塩 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」

2399 セビメリン塩酸塩水和物 エボザックカプセル30mg

3999 エポエチンベータ（遺伝子組換え） エポジン注シリンジ750

3999 エポエチンベータ（遺伝子組換え） エポジン皮下注シリンジ24000

2119 エチレフリン塩酸塩 エホチール注10mg

2190 生理食塩液
エポプロステノール静注用「ACT」専用溶解用液（生理食塩

液）

2190 エポプロステノールナトリウム エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」

3959 イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え） エラプレース点滴静注液6mg

2399 メトクロプラミド エリーテン錠5mg

3339 アピキサバン エリキュース錠2.5mg

3339 アピキサバン エリキュース錠5mg

6141 エリスロマイシンエチルコハク酸エステルエリスロシンドライシロップW20%

6141 エリスロマイシンステアリン酸塩 エリスロシン錠100mg



分類 一般名 商品名

2190 ファスジル塩酸塩水和物 エリル点滴静注液30mg

3999 レボカルニチン エルカルチンFF錠100mg

3999 エルカトニン エルシトニン注20Sディスポ

3259 糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素エルネオパNF1号輸液 1000mL

3259 糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素エルネオパNF2号輸液 1000mL

4291 オキサリプラチン エルプラット点滴静注液100mg

4291 オキサリプラチン エルプラット点滴静注液50mg

3229 高カロリー輸液用微量元素製剤 エレジェクト注シリンジ

3259 経腸成分栄養剤（消化態） エレンタールP乳幼児用配合内用剤

3259 経腸成分栄養剤（消化態） エレンタール配合内用剤

3259 経腸成分栄養剤（半消化態） エンシュア・H

2316 耐性乳酸菌 エンテロノン－R散

4211 シクロホスファミド水和物 エンドキサン錠50mg

3999 エタネルセプト（遺伝子組換え） エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL

2655 クロトリマゾール エンペシドクリーム1%

2529 クロトリマゾール エンペシド腟錠100mg

7219 イオパミドール オイパロミン300注100mL

7219 イオパミドール オイパロミン300注20mL

7219 イオパミドール オイパロミン300注50mL

7219 イオパミドール オイパロミン300注シリンジ100mL

7219 イオパミドール オイパロミン370注100mL

7219 イオパミドール オイパロミン370注シリンジ100mL

2649 クロタミトン オイラックスクリーム10%

6139 クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物オーグメンチン配合錠250RS

4490 オキサトミド オキサトミド錠30mg「EMEC」

2691 マキサカルシトール オキサロールローション25μg/g

3112 マキサカルシトール オキサロール注10μg

2691 マキサカルシトール オキサロール軟膏25μg/g

8119 オキシコドン塩酸塩水和物 オキシコンチンTR錠20mg

8119 オキシコドン塩酸塩水和物 オキシコンチンTR錠40mg

8119 オキシコドン塩酸塩水和物 オキシコンチンTR錠5mg

2614 オキシドール オキシドール「ホエイ」

8119 オキシコドン塩酸塩水和物 オキノーム散10mg

8119 オキシコドン塩酸塩水和物 オキノーム散2.5mg

8119 オキシコドン塩酸塩水和物 オキノーム散5mg

8119 オキシコドン塩酸塩水和物 オキファスト注10mg

2499 オクトレオチド酢酸塩 オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」

2190 オザグレルナトリウム オザグレルNa注射用40mg「SW」

1315 フルオロメトロン オドメール点眼液0.1%

2123 ランジオロール塩酸塩 オノアクト点滴静注用150mg

2123 ランジオロール塩酸塩 オノアクト点滴静注用50mg

1232 アセチルコリン塩化物 オビソート注射用0.1g



分類 一般名 商品名

4290 ニンテダニブエタンスルホン酸塩 オフェブカプセル150mg

7290 インドシアニングリーン オフサグリーン静注用25mg

4291 ニボルマブ（遺伝子組換え） オプジーボ点滴静注100mg

4291 ニボルマブ（遺伝子組換え） オプジーボ点滴静注20mg

8114 モルヒネ塩酸塩水和物 オプソ内服液5mg

7219 イオベルソール オプチレイ350注100mL

7219 イオベルソール オプチレイ350注50mL

1329 オフロキサシン オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」

1319 オフロキサシン オフロキシン眼軟膏0.3%

1319 オペガードMA眼灌流液

1319 精製ヒアルロン酸ナトリウム オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%

7219 イオヘキソール オムニパーク240注10mL（脳槽・脊髄用）

7219 イオヘキソール オムニパーク300注シリンジ100mL

7219 イオヘキソール オムニパーク300注シリンジ150mL

7219 イオヘキソール オムニパーク350注シリンジ70mL

2329 オメプラゾール オメプラゾール注射用20mg「日医工」

2399 ドミフェン臭化物 オラドールトローチ0.5mg

2619 オラネキシジングルコン酸塩 オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL

7121 オリブ油 オリブ油

2129 リドカイン塩酸塩 オリベス点滴用1%

3339 ダナパロイドナトリウム オルガラン静注1250単位

3329 モノエタノールアミンオレイン酸塩 オルダミン注射用1g

2399 トリアムシノロンアセトニド オルテクサー口腔用軟膏0.1%

2290 シクレソニド オルベスコ200μgインヘラー56吸入用

2149 オルメサルタンメドキソミル オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」

3999 アバタセプト（遺伝子組換え） オレンシア点滴静注用250mg

4490 オロパタジン塩酸塩 オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」

4240 ビンクリスチン硫酸塩 オンコビン注射用1mg

2259 インダカテロールマレイン酸塩 オンブレス吸入用カプセル150μg

2391 グラニセトロン塩酸塩 カイトリル錠2mg

2318 ジメチコン ガスコン錠40mg

2325 ファモチジン ガスター注射液20mg

7211 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン ガストログラフイン経口・注腸用

2329 イルソグラジンマレイン酸塩 ガスロンN・OD錠2mg

2649 フェノール・亜鉛華リニメント カチリ「ホエイ」

4291 トラスツズマブエムタンシン（遺伝子組換え）カドサイラ点滴静注用100mg

4291 トラスツズマブエムタンシン（遺伝子組換え）カドサイラ点滴静注用160mg

7290 ガドブトロール ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL

7290 ガドブトロール ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL

2399 イトプリド塩酸塩 ガナトン錠50mg

1169 カベルゴリン カバサール錠0.25mg

1169 カベルゴリン カバサール錠1.0mg



分類 一般名 商品名

1139 ガバペンチン ガバペン錠200mg

2144 カプトプリル カプトリル錠12.5mg

3999 カモスタットメシル酸塩 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」

1319 ピレノキシン カリーユニ点眼液0.005%

2190 ポリスチレンスルホン酸カルシウム カリメート経口液20%

4235 アムルビシン塩酸塩 カルセド注射用20mg

3213 グルコン酸カルシウム水和物 カルチコール注射液8.5%10mL

2149 ドキサゾシンメシル酸塩 カルデナリンOD錠1mg

2149 ドキサゾシンメシル酸塩 カルデナリンOD錠2mg

2491 カリジノゲナーゼ カルナクリン錠25

3321 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」

1139 カルバマゼピン カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」

2149 アゼルニジピン カルブロック錠16mg

6139 カルベニン点滴用0.5g

1214 メピバカイン塩酸塩 カルボカインアンプル注1%

2233 L－カルボシステイン カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」

2233 L－カルボシステイン カルボシステイン錠500mg「トーワ」

4291 カルボプラチン カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」

4291 カルボプラチン カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」

6250 カレトラ配合錠

1141 アセトアミノフェン カロナール細粒50%

1141 アセトアミノフェン カロナール錠200

1141 アセトアミノフェン カロナール錠500

6179 カスポファンギン酢酸塩 カンサイダス点滴静注用50mg

2149 カンデサルタンシレキセチル カンデサルタン錠8mg「あすか」

4291 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） キイトルーダ点滴静注100mg

4291 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） キイトルーダ点滴静注20mg

1214 リドカイン塩酸塩 キシロカインビスカス2%

1214 リドカイン キシロカインポンプスプレー8%

1214 リドカイン塩酸塩 キシロカイン液「4%」

1214 リドカイン塩酸塩 キシロカイン注ポリアンプ1%

1214 リドカイン塩酸塩 キシロカイン注ポリアンプ2% 100mg/5mL

1214 リドカイン塩酸塩 キシロカイン注ポリアンプ2% 200mg/10mL

1214
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：100,000）含

有

1214 キシロカイン注射液「2%」エピレナミン（1：80,000）含有

1313 リドカイン塩酸塩 キシロカイン点眼液4%

3253 腎不全用アミノ酸製剤 キドミン輸液 200mL

2321 メチルメチオニンスルホニウムクロリド キャベジンUコーワ錠25mg

6119 ダプトマイシン キュビシン静注用350mg

2241 キョウニン水 キョウニン水「マルイシ」



分類 一般名 商品名

4224 シタラビン キロサイド注200mg

4224 シタラビン キロサイド注20mg

2646 クロベタゾン酪酸エステル キンダベート軟膏0.05%

3410 キンダリー透析剤AF2号

6361
沈降精製百日せきジフテリア

破傷風不活化ポリオ混合ワクチン
クアトロバック皮下注シリンジ

2359 エロビキシバット水和物 グーフィス錠5mg

1179 クエチアピンフマル酸塩 クエチアピン錠100mg「明治」

1179 クエチアピンフマル酸塩 クエチアピン錠25mg「明治」

3949 クエンメット配合散

3222 クエン酸第一鉄ナトリウム クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」

3999 タクロリムス水和物 グラセプターカプセル0.5mg

3999 タクロリムス水和物 グラセプターカプセル1mg

1319 リパスジル塩酸塩水和物 グラナテック点眼液0.4%

2391 グラニセトロン塩酸塩 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」

6241 レボフロキサシン水和物 クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL

6132 セフォタキシムナトリウム クラフォラン注射用0.5g

1179 チアプリド塩酸塩 グラマリール錠25mg

6149 クラリスロマイシン クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」

6149 クラリスロマイシン クラリスロマイシン錠200「MEEK」

3959 モンテプラーゼ（遺伝子組換え） クリアクター静注用160万

2357 グリセリン グリセリン「ヨシダ」

2357 グリセリン グリセリンBC液「ヨシダ」

2190 グリセレブ配合点滴静注

3919 グリチロン配合錠

4291 イマチニブメシル酸塩 グリベック錠100mg

3961 グリクラジド グリミクロン錠40mg

3961 グリメピリド グリメピリド錠1mg「タナベ」

6112 クリンダマイシンリン酸エステル クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」

3319 グルアセト35注 250mL

7229 グルカゴン（遺伝子組換え） グルカゴンGノボ注射用1mg

3229 グルコン酸カリウム グルコンサンK錠5mEq

3959 アルテプラーゼ（遺伝子組換え） グルトパ注600万

3969 ミチグリニドカルシウム水和物 グルファストOD錠10mg

6241 シタフロキサシン水和物 グレースビット錠50mg

3339 エノキサパリンナトリウム クレキサン皮下注キット2000IU

2189 ロスバスタチンカルシウム クレストールOD錠2.5mg

2189 ロスバスタチンカルシウム クレストールOD錠5mg

6290 エフィナコナゾール クレナフィン爪外用液10%

1179 クロザピン クロザリル錠25mg

3399 クロピドグレル硫酸塩 クロピドグレル錠25mg「SANIK」

3399 クロピドグレル硫酸塩 クロピドグレル錠75mg「SANIK」



分類 一般名 商品名

2521 クロラムフェニコール クロマイ腟錠100mg

2499 クロミフェンクエン酸塩 クロミッド錠50mg

1319 クロモグリク酸ナトリウム クロモグリク酸Na点眼液２％「トーワ」

3999 イグラチモド ケアラム錠25mg

2190 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム ケイキサレート散

3160 メナテトレノン ケイツーN静注10mg

3160 メナテトレノン ケイツーカプセル5mg

3160 メナテトレノン ケイツーシロップ0.2%

3229 塩化カリウム ケーサプライ錠600mg

2633 スルファジアジン銀 ゲーベンクリーム1%

1119 ケタミン塩酸塩 ケタラール静注用200mg

2649 ケトプロフェン ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」

2454 トリアムシノロンアセトニド ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL

6132 セファクロル ケフラールカプセル250mg

6132 セファクロル ケフラール細粒小児用100mg

4224 ゲムシタビン塩酸塩 ゲムシタビン点滴静注液1g/26.3mL「ホスピーラ」

4224 ゲムシタビン塩酸塩 ゲムシタビン点滴静注液200mg/5.3mL「ホスピーラ」

2669 尿素 ケラチナミンコーワクリーム20%

2357 グリセリン ケンエーG浣腸液50%

6134 ゲンタマイシン硫酸塩 ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」

2634 ゲンタマイシン硫酸塩 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」

6250 ゲンボイヤ配合錠

2123 ランジオロール塩酸塩 コアベータ静注用12.5mg

6343 オクトコグアルファ（遺伝子組換え） コージネイトFSバイオセット注1000

2452 ヒドロコルチゾン コートリル錠10mg

2411 テトラコサクチド酢酸塩 コートロシンZ筋注0.5mg

2411 テトラコサクチド酢酸塩 コートロシン注射用0.25mg

1329 コールタイジン点鼻液

1249 フロプロピオン コスパノン錠80mg

4233 アクチノマイシンD コスメゲン静注用0.5mg

3999 セクキヌマブ（遺伝子組換え） コセンティクス皮下注150mgシリンジ

1319 コソプト配合点眼液

8115 コデインリン酸塩水和物 コデインリン酸塩散10%「タケダ」

2499 デガレリクス酢酸塩 ゴナックス皮下注用120mg

2499 デガレリクス酢酸塩 ゴナックス皮下注用80mg

2413 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ゴナトロピン注用5000単位

2171 ベニジピン塩酸塩 コニール錠4

1169 エンタカポン コムタン錠100mg

6250 コムプレラ配合錠

3941 コルヒチン コルヒチン錠0.5mg「タカタ」

2189 コレスチミド コレバインミニ83%

2189 コレスチミド コレバイン錠500mg



分類 一般名 商品名

2399 ポリカルボフィルカルシウム コロネル細粒83.3%

2399 ポリカルボフィルカルシウム コロネル錠500mg

7212 硫酸バリウム コロンフォート内用懸濁液25%

1179 メチルフェニデート塩酸塩 コンサータ錠18mg

1179 メチルフェニデート塩酸塩 コンサータ錠27mg

1171 クロルプロマジン塩酸塩 コントミン筋注10mg

1171 クロルプロマジン塩酸塩 コントミン糖衣錠12.5mg

3399 コンプラビン配合錠

3325 酸化セルロース
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

ガーゼ型5.1cm×7.6cm/枚

3325 酸化セルロース
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

ニューニット15.2cm×22.9cm/枚

3325 酸化セルロース
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

綿型5.1cm×2.5cm/枚

2649 ビタミンA油 ザーネ軟膏0.5%

6313
組換え沈降2価ヒトパピローマ

ウイルス様粒子ワクチン
サーバリックス

2219 肺サーファクタント サーファクテン気管注入用120mg

2190 ニセルゴリン サアミオン錠5mg

1311 シクロペントラート塩酸塩 サイプレジン1%点眼液

6249 リネゾリド ザイボックス錠600mg

6249 リネゾリド ザイボックス注射液600mg

4291 ラムシルマブ（遺伝子組換え） サイラムザ点滴静注液100mg

4291 ラムシルマブ（遺伝子組換え） サイラムザ点滴静注液500mg

1179 デュロキセチン塩酸塩 サインバルタカプセル20mg

2149 ザクラス配合錠HD

4490 ケトチフェンフマル酸塩 ザジテンドライシロップ0.1%

2649 亜鉛華軟膏 サトウザルベ軟膏10%

4219 ストレプトゾシン ザノサー点滴静注用1g

3410 サブラッド血液ろ過用補充液BSG

2139 トルバプタン サムスカ錠15mg

2139 トルバプタン サムスカ錠7.5mg

2399 ピロカルピン塩酸塩 サラジェン錠5mg

2399 サリベートエアゾール

2399 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル サルコートカプセル外用50μg

2590 タダラフィル ザルティア錠2.5mg

4291 サリドマイド サレドカプセル100

4291 サリドマイド サレドカプセル50

6131 アモキシシリン水和物 サワシリン細粒10%

3999 シクロスポリン サンディミュン点滴静注用250mg

1311 トロピカミド サンドールMY点眼液0.4%

1319 サンドールP点眼液



分類 一般名 商品名

2499 オクトレオチド酢酸塩 サンドスタチンLAR筋注用キット20mg

1312 ピロカルピン塩酸塩 サンピロ点眼液2%

1315 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%

7224 インドシアニングリーン ジアグノグリーン注射用25mg

1124 ジアゼパム ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」

6250 マラビロク シーエルセントリ錠150mg

3399 ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え） ジーラスタ皮下注3.6mg

1179 塩酸セルトラリン ジェイゾロフトOD錠25mg

6241 メシル酸ガレノキサシン水和物 ジェニナック錠200mg

4240 カバジタキセルアセトン ジェブタナ点滴静注60mg

1319 シェルガン0.5眼粘弾剤

1329 ジオクチルソジウムスルホサクシネート
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%

「CEO」

1319 ジクアホソルナトリウム ジクアス点眼液3%

2171 ニコランジル シグマート錠5mg

2171 ニコランジル シグマート注12mg

1179 アセナピンマレイン酸塩 シクレスト舌下錠5mg

2649 ジクロフェナクナトリウム ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」

1147 ジクロフェナクナトリウム ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」

1147 ジクロフェナクナトリウム ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」

1147 ジクロフェナクナトリウム ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」

2113 ジゴキシン ジゴキシン錠0.25mg「AFP」

2113 ジゴキシン ジゴシン散0.1%

2113 ジゴキシン ジゴシン注0.25mg

4291 シスプラチン シスプラチン点滴静注液10mg「ファイザー」

4291 シスプラチン シスプラチン点滴静注液25mg「ファイザー」

6149 アジスロマイシン水和物 ジスロマック細粒小児用10%

6149 アジスロマイシン水和物 ジスロマック錠250mg

6149 アジスロマイシン水和物 ジスロマック点滴静注用500mg

4224 シタラビン シタラビン点滴静注液1g「テバ」

3179 シナール配合顆粒

6250 パリビズマブ（遺伝子組換え） シナジス筋注液100mg

6250 パリビズマブ（遺伝子組換え） シナジス筋注液50mg

2499 ジノプロスト ジノプロスト注射液1000μg「F」

1339 ジフェニドール塩酸塩 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」

1179 オランザピン ジプレキサザイディス錠2.5mg

1179 オランザピン ジプレキサ筋注用10mg

1179 オランザピン ジプレキサ錠10mg

6241 シプロフロキサシン シプロキサン注400mg

6241 塩酸シプロフロキサシン シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」

3999 シベレスタットナトリウム水和物 シベレスタットNa点滴静注用100mg「ファイザー」

2129 シベンゾリンコハク酸塩 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」



分類 一般名 商品名

2290 シムビコートタービュヘイラー60吸入

3929 デフェラシロクス ジャドニュ顆粒分包90mg

3969 シタグリプチンリン酸塩水和物 ジャヌビア錠50mg

3969 レパグリニド シュアポスト錠0.5mg

2171 ジラゼプ塩酸塩水和物 ジラゼプ塩酸塩錠50mg「サワイ」

2171 ジルチアゼム塩酸塩 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」

2171 ジルチアゼム塩酸塩 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」

2171 ジルチアゼム塩酸塩 ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」

2149 シルニジピン シルニジピン錠5mg「サワイ」

3999 フィンゴリモド塩酸塩 ジレニアカプセル0.5mg

3399 シロスタゾール シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」

4490 モンテルカストナトリウム シングレアチュアブル錠5mg

2129 ニフェカラント塩酸塩 シンビット静注用50mg

3999 ゴリムマブ（遺伝子組換え） シンポニー皮下注50mgシリンジ

1161 アマンタジン塩酸塩 シンメトレル錠50mg

2359 ナルデメジントシル酸塩 スインプロイク錠0.2mg

3969 イプラグリフロジンL－プロリン スーグラ錠50mg

4291 スニチニブリンゴ酸塩 スーテントカプセル12.5mg

1119 デスフルラン スープレン吸入麻酔液

1224 スキサメトニウム塩化物水和物 スキサメトニウム注40「マルイシ」

2329 スクラルファート水和物 スクラルファート内用液10%「日医工」

4291 レゴラフェニブ水和物 スチバーガ錠40mg

3999 ウステキヌマブ（遺伝子組換え） ステラーラ皮下注45mgシリンジ

6250 エファビレンツ ストックリン錠600mg

1179 アトモキセチン塩酸塩 ストラテラカプセル5mg

2661 サリチル酸 スピール膏M

2259 スピオルトレスピマット60吸入

2259 チオトロピウム臭化物水和物 スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入

2259 チオトロピウム臭化物水和物 スピリーバ吸入用カプセル18μg

2133 スピロノラクトン スピロノラクトン錠25mg「トーワ」

2499 ブセレリン酢酸塩 スプレキュアMP皮下注用1.8

2499 ブセレリン酢酸塩 スプレキュア点鼻液0.15%

2233 フドステイン スペリア錠200

3322 ゼラチン スポンゼル

6399 インターフェロンアルファ（NAMALWA）スミフェロン注DS300万IU

2649 フェルビナク スミルスチック3%

6139 スルバシリン静注用1.5g

2329 スルピリド スルピリド錠50mg「サワイ」

2190 アルガトロバン水和物 スロンノンHI注10mg/2mL

6250 アスナプレビル スンベプラカプセル100mg

3969 ミグリトール セイブル錠50mg

2144 リシノプリル水和物 ゼストリル錠10



分類 一般名 商品名

4413 メキタジン ゼスラン小児用シロップ0.03%

2144 アラセプリル セタプリル錠25mg

2189 エゼチミブ ゼチーア錠10mg

4490 セチリジン塩酸塩 セチリジン塩酸塩錠10mg「TYK」

1124 クロキサゾラム セパゾン錠1

2171 ニフェジピン セパミット－R細粒2%

6132 セファゾリンナトリウム水和物 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」

2900 セファランチン セファランチン注10mg

2900 セファランチン セファランチン末1%

6250 ラミブジン ゼフィックス錠100

6132 セフェピム塩酸塩水和物 セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」

6132 セフォチアム塩酸塩 セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」

6132 セフォチアム塩酸塩 セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」

6132 セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「ファイザー」

6132 セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」

6132 セフジトレンピボキシル セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」

6132 セフジトレンピボキシル セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」

6132 セフジニル セフジニルカプセル100mg「日医工」

6132 セフジニル セフジニル細粒10%小児用「ファイザー」

6132 セフタジジム水和物 セフタジジム静注用1g「日医工」

6132 セフトリアキソンナトリウム水和物 セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」

2659 リラナフタート ゼフナートクリーム2%

6132 セフメタゾールナトリウム セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」

6132 セフメタゾールナトリウム セフメタゾールナトリウム静注用2g「日医工」

1119 セボフルラン セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」

2149 エプレレノン セララ錠50mg

1124 ジアゼパム セルシン散1%

3999 ミコフェノール酸モフェチル セルセプトカプセル250

2649 フェルビナク セルタッチテープ70

2590 セルニルトン錠

2329 テプレノン セルベックス細粒10%

1169 セレギリン塩酸塩 セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」

1149 セレコキシブ セレコックス錠100mg

3959 イミグルセラーゼ（遺伝子組換え） セレザイム静注用400単位

2459 セレスタミン配合錠

1139 バルプロ酸ナトリウム セレニカR錠200mg

1139 バルプロ酸ナトリウム セレニカR顆粒40%

1179 ハロペリドール セレネース細粒1%

1179 ハロペリドール セレネース錠1mg

1179 ハロペリドール セレネース注5mg

4223 カペシタビン ゼローダ錠300



分類 一般名 商品名

2190 イフェンプロジル酒石酸塩 セロクラール錠20mg

2399 ブデソニド ゼンタコートカプセル3mg

2354 センノシド センノシド錠12mg「トーワ」

2160 ゾルミトリプタン ゾーミッグRM錠2.5mg

1149 ペンタゾシン ソセゴン注射液15mg

2129 ソタロール塩酸塩 ソタコール錠40mg

7290 ペルフルブタン ソナゾイド注射用16μL

6250 ソホスブビル ソバルディ錠400mg

1129 ゾピクロン ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」

1319 アシクロビル ゾビラックス眼軟膏3%

2634 フラジオマイシン硫酸塩 ソフラチュール貼付剤10cm

2499 ゴセレリン酢酸塩 ゾラデックス3.6mgデポ

2499 ゴセレリン酢酸塩 ゾラデックスLA10.8mgデポ

1148 チアラミド塩酸塩 ソランタール錠100mg

3229 ソリタ－T配合顆粒3号

3319 ソリタックス－H輸液 500mL

6399 エクリズマブ（遺伝子組換え） ソリリス点滴静注300mg

2452 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウムソル・コーテフ静注用500mg

2452 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウムソル・コーテフ注射用100mg

3319 ソルアセトD輸液 500mL

3319 ソルアセトF輸液 500mL

2133 カンレノ酸カリウム ソルダクトン静注用200mg

3319 ソルデム1輸液 200mL

3319 ソルデム1輸液 500mL

3319 ソルデム3AG輸液 200mL

3319 ソルデム3AG輸液 500mL

3319 ソルデム3A輸液 200mL

3319 ソルデム3A輸液 500mL

3319 ソルデム6輸液 500mL

1129 ゾルピデム酒石酸塩 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」

7123 マクロゴール ソルベース

3319 ソルラクト輸液 500mL

3999 ゾレドロン酸水和物 ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「日医工」

1124 ジアゼパム ダイアップ坐剤10

1124 ジアゼパム ダイアップ坐剤4

2134 アセタゾラミド ダイアモックス錠250mg

2134 アセタゾラミドナトリウム ダイアモックス注射用500mg

6290 ダイフェン配合錠

6290 ダイフェン配合顆粒

7990 ヒトチロトロピンアルファ（遺伝子組換え）タイロゲン筋注用0.9mg

4235 ダウノルビシン塩酸塩 ダウノマイシン静注用20mg

3919 タウリン タウリン散98%「大正」



分類 一般名 商品名

4219 ダカルバジン ダカルバジン注用100

1249 ピペリドレート塩酸塩 ダクチル錠50mg

6250 ダクラタスビル塩酸塩 ダクルインザ錠60mg

2329 ボノプラザンフマル酸塩 タケキャブ錠10mg

2329 ボノプラザンフマル酸塩 タケキャブ錠20mg

2329 ランソプラゾール タケプロン静注用30mg

7990 タコシール組織接着用シート 3.0cm×2.5cm/枚

7990 タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm/枚

7990 タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm/枚

6139 タゾピペ配合静注用4.5「明治」

3922 グルタチオン タチオン錠50mg

3922 グルタチオン タチオン注射用100mg

1319 グルタチオン タチオン点眼用2%

2119 ドカルパミン タナドーパ顆粒75%

1319 タプコム配合点眼液

1319 タフルプロスト タプロス点眼液0.0015%

8219 タペンタドール タペンタ錠25mg

8219 タペンタドール タペンタ錠50mg

6250 オセルタミビルリン酸塩 タミフルカプセル75

6250 オセルタミビルリン酸塩 タミフルドライシロップ3%

2590 タムスロシン塩酸塩 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」

4291 タモキシフェンクエン酸塩 タモキシフェン錠10mg「MYL」

2634 クリンダマイシンリン酸エステル ダラシンTゲル1%

6112 クリンダマイシン塩酸塩 ダラシンカプセル150mg

4291 エルロチニブ塩酸塩 タルセバ錠150mg

1190 タルチレリン水和物 タルチレリンOD錠5mg「日医工」

3334 ダルテパリンナトリウム ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「タイヨー」

2190 アルプロスタジルアルファデクス タンデトロン注射用20

2190 アルプロスタジルアルファデクス タンデトロン注射用500

1129 タンドスピロンクエン酸塩 タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「トーワ」

1229 ダントロレンナトリウム水和物 ダントリウムカプセル25mg

1229 ダントロレンナトリウム水和物 ダントリウム静注用20mg

2312 タンニン酸アルブミン タンナルビン「ホエイ」

2432 プロピルチオウラシル チウラジール錠50mg

6139 チエペネム点滴静注用0.5g

3119 エトレチナート チガソンカプセル10

3119 エトレチナート チガソンカプセル25

1319 チモロールマレイン酸塩 チモプトールXE点眼液0.5%

1319 チモロールマレイン酸塩 チモプトール点眼液0.5%

2431 レボチロキシンナトリウム水和物 チラーヂンS散0.01%

2431 レボチロキシンナトリウム水和物 チラーヂンS錠50μg

2649 チンク油 チンク油「ニッコー」



分類 一般名 商品名

5200 牛車腎気丸 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-107〕

5200 柴苓湯 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-114〕

5200 十全大補湯 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-48〕

5200 大建中湯 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-100〕

5200 釣藤散 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）〔TJ-47〕

5200 当帰芍薬散 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）〔TJ-23〕

5200 半夏瀉心湯 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-14〕

5200 補中益気湯 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-41〕

5200 抑肝散 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）〔TJ-54〕

5200 六君子湯 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-43〕

5200 芍薬甘草湯 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-68〕

2259 ツロブテロール ツロブテロールテープ1mg「HMT」

2259 ツロブテロール ツロブテロールテープ2mg「HMT」

6119 テイコプラニン テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」

2499 ジエノゲスト ディナゲスト錠1mg

2699 アダパレン ディフェリンゲル0.1%

2251 テオフィリン テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」

2251 テオフィリン テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」

2454 デキサメタゾン デカドロン錠0.5mg

2454 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウムデキサート注射液6.6mg

2399 デキサメタゾン デキサルチン口腔用軟膏1mg/g

1190 フマル酸ジメチル テクフィデラカプセル120mg

1139 カルバマゼピン テグレトール細粒50%

6250 デシコビ配合錠HT

6250 デシコビ配合錠LT

2461 テストステロンエナント酸エステル テスチノンデポー筋注用125mg

2419 デスモプレシン酢酸塩水和物 デスモプレシン・スプレー2.5協和

6343
ポリエチレングリコール処理抗破傷風

人免疫グロブリン
テタノブリンIH静注250単位

1319 ブナゾシン塩酸塩 デタントール0.01%点眼液

3925 チオ硫酸ナトリウム水和物 デトキソール静注液2g

1179 ミアンセリン塩酸塩 テトラミド錠10mg

3969 テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 テネリア錠20mg

2123 アテノロール テノーミン錠25

6250 ガンシクロビル デノシン点滴静注用500mg

3219 デノタスチュアブル配合錠

6250 ドルテグラビルナトリウム テビケイ錠50mg

2329 テプレノン テプレノンカプセル50mg「トーワ」

4219 テモゾロミド テモゾロミド錠100mg「NK」

4219 テモゾロミド テモゾロミド錠20mg「NK」

449 デュピルマブ デュピクセント皮下注300mgシリンジ

2478 ジドロゲステロン デュファストン錠5mg



分類 一般名 商品名

2149 テラムロ配合錠AP「DSEP」

2439 テリパラチド酢酸塩 テリボン皮下注用56.5μg

6290 テルビナフィン塩酸塩 テルビナフィン錠125「MEEK」

3253 肝不全用アミノ酸製剤 テルフィス点滴静注 200mL

3253 肝不全用アミノ酸製剤 テルフィス点滴静注 500mL

2149 テルミサルタン テルミサルタン錠40mg「DSEP」

2646 クロベタゾールプロピオン酸エステル デルモベートクリーム0.05%

2646 クロベタゾールプロピオン酸エステル デルモベートスカルプローション0.05%

2646 クロベタゾールプロピオン酸エステル デルモベート軟膏0.05%

3311 生理食塩液 テルモ生食 1L

3311 生理食塩液 テルモ生食 500mL

2359 ビサコジル テレミンソフト坐薬10mg

2359 ビサコジル テレミンソフト坐薬2mg

4291 テムシロリムス トーリセル点滴静注液25mg

4235 ドキソルビシン塩酸塩 ドキシル注20mg

4235 ドキソルビシン塩酸塩 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」

2329 スルピリド ドグマチール細粒50%

2190 トコフェロールニコチン酸エステル
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トー

ワ」

4240 ドセタキセル水和物 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」

4240 ドセタキセル水和物 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」

1190 ドネペジル塩酸塩 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」

1169 ドパコール配合錠L100

2119 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」

2119 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」

1169 ドロキシドパ ドプスOD錠100mg

2119 ドブタミン塩酸塩 ドブタミン点滴静注液100mg「F」

2119 ドブタミン塩酸塩 ドブポン注0.3%シリンジ

6123 トブラマイシン トブラシン注60mg

1174 イミプラミン塩酸塩 トフラニール錠10mg

2219 ドキサプラム塩酸塩水和物 ドプラム注射液400mg

2691 カルシポトリオール ドボネックス軟膏50μg/g

2699 ドボベット軟膏 15g

1124 クアゼパム ドラール錠15

2183 フェノフィブラート トライコア錠80mg

2190 ボセンタン水和物 トラクリア錠62.5mg

3969 リナグリプチン トラゼンタ錠5mg

1179 トラゾドン塩酸塩 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」

3327 トラネキサム酸 トラネキサム酸シロップ5%「テバ」

1149 トラマドール塩酸塩 トラマールOD錠25mg

1149 トラムセット配合錠

3327 トラネキサム酸 トランサミン注10% 1,000mg/10mL



分類 一般名 商品名

3327 トラネキサム酸 トランサミン注10% 250mg/2.5mL

1124 トリアゾラム トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」

1124 トリアゾラム トリアゾラム錠0.25mg「日医工」

6250 トリーメク配合錠

1129 トリクロホスナトリウム トリクロリールシロップ10%

2132 トリクロルメチアジド トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」

1179 アミトリプチリン塩酸塩 トリプタノール錠10

1179 アミトリプチリン塩酸塩 トリプタノール錠25

1319 ドルゾラミド塩酸塩 トルソプト点眼液1%

4219 ベンダムスチン塩酸塩 トレアキシン点滴静注用100mg

4219 ベンダムスチン塩酸塩 トレアキシン点滴静注用25mg

7290 デンプン部分加水分解物 トレーランG液75g

2492 インスリンデグルデク（遺伝子組換え） トレシーバ注フレックスタッチ

1179 ミルナシプラン塩酸塩 トレドミン錠25mg

2646 フルドロキシコルチド ドレニゾンテープ4μg/cm2

1169 ゾニサミド トレリーフOD錠25mg

1119 ドロペリドール ドロレプタン注射液25mg

3323 トロンビン トロンビン液モチダソフトボトル5千

2399 ドンペリドン ドンペリドン錠10mg「EMEC」

2399 ドンペリドン ナウゼリン坐剤30

2399 ドンペリドン ナウゼリン坐剤60

2391 ラモセトロン塩酸塩 ナゼアOD錠0.1mg

2149 インダパミド ナトリックス錠1

8119 ヒドロモルフォン ナルサス錠24mg

8119 ヒドロモルフォン ナルサス錠2mg

8119 ヒドロモルフォン ナルサス錠6mg

8119 ヒドロモルフォン塩酸塩 ナルベイン注2mg

8119 ヒドロモルフォン ナルラピド錠1mg

8119 ヒドロモルフォン ナルラピド錠4mg

2219 ナロキソン塩酸塩 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」

2149 ニカルジピン塩酸塩 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」

2149 ニカルジピン塩酸塩 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」

3132 ニコチン酸アミド ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」

2655 ケトコナゾール ニゾラールクリーム2%

2655 ケトコナゾール ニゾラールローション2%

4219 ニムスチン塩酸塩 ニドラン注射用25mg

2171 ニトログリセリン ニトロダームTTS25mg

2171 ニトログリセリン ニトロペン舌下錠0.3mg

2149 ニルバジピン ニバジール錠4mg

2171 ニフェジピン ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」

2171 ニフェジピン ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」

1169 ロチゴチン ニュープロパッチ4.5mg



分類 一般名 商品名

1169 ロチゴチン ニュープロパッチ9mg

6311 肺炎球菌ワクチン ニューモバックスNP

3999 シクロスポリン ネオーラル10mgカプセル

3999 シクロスポリン ネオーラル25mgカプセル

3999 シクロスポリン ネオーラル50mgカプセル

3999 シクロスポリン ネオーラル内用液10%

2590 オキシブチニン塩酸塩 ネオキシテープ73.5mg

1311 フェニレフリン塩酸塩 ネオシネジンコーワ5%点眼液

2160 フェニレフリン塩酸塩 ネオシネジンコーワ注1mg

7212 硫酸バリウム ネオダルムゾル

1149 ネオビタカイン注シリンジ5mL

2115 アミノフィリン水和物 ネオフィリン注250mg

3179 ネオラミン・スリービー液（静注用）

2329 エソメプラゾールマグネシウム水和物 ネキシウムカプセル10mg

2329 エソメプラゾールマグネシウム水和物 ネキシウムカプセル20mg

4291 ソラフェニブトシル酸塩 ネクサバール錠200mg

3969 アログリプチン安息香酸塩 ネシーナ錠25mg

3999 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）ネスプ注射液120μgプラシリンジ

3999 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）ネスプ注射液20μgプラシリンジ

3999 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）ネスプ注射液30μgプラシリンジ

3999 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）ネスプ注射液60μgプラシリンジ

2646 ジフルコルトロン吉草酸エステル ネリゾナクリーム0.1%

2646 ジフルコルトロン吉草酸エステル ネリゾナ軟膏0.1%

2559 ネリプロクト坐剤

1124 ニトラゼパム ネルボン錠5mg

2479 ノルエチステロン ノアルテン錠（5mg）

2119 ユビデカレノン ノイキノン錠10mg

2119 ユビデカレノン ノイキノン顆粒1%

3399 レノグラスチム（遺伝子組換え） ノイトロジン注100μg

3399 レノグラスチム（遺伝子組換え） ノイトロジン注250μg

1149 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液ノイロトロピン錠4単位

3179 ノイロビタン配合錠

6250 リトナビル ノービア錠100mg

1139 フェノバルビタールナトリウム ノーベルバール静注用250mg

1172 プロクロルペラジンマレイン酸塩 ノバミン錠5mg

4291 ミトキサントロン塩酸塩 ノバントロン注10mg

2492 インスリンアスパルト（遺伝子組換え） ノボラピッド50ミックス注フレックスペン

2492 インスリンアスパルト（遺伝子組換え） ノボラピッド70ミックス注フレックスペン

2492 インスリンアスパルト（遺伝子組換え） ノボラピッド注100単位/mL

2492 インスリンアスパルト（遺伝子組換え） ノボラピッド注フレックスタッチ

2492 ヒトインスリン（遺伝子組換え） ノボリン30R注フレックスペン

2492 ヒトインスリン（遺伝子組換え） ノボリンN注フレックスペン



分類 一般名 商品名

2492 ヒトインスリン（遺伝子組換え） ノボリンR注フレックスペン

2451 ノルアドレナリン ノルアドリナリン注1mg

4291 ペルツズマブ（遺伝子組換え） パージェタ点滴静注420mg/14mL

4291 トラスツズマブ（遺伝子組換え） ハーセプチン注射用150

4291 トラスツズマブ（遺伝子組換え） ハーセプチン注射用60

2113 ジゴキシン ハーフジゴキシンKY錠0.125

1169 ブロモクリプチンメシル酸塩 パーロデル錠2.5mg

3399 アスピリン バイアスピリン錠100mg

2616 ベンゼトニウム塩化物 ハイアミン液10%

2659 トルナフタート ハイアラージン軟膏2%

4240 ノギテカン塩酸塩 ハイカムチン注射用1.1mg

3239 高カロリー輸液用基本液 ハイカリック液－1号 700mL

3239 高カロリー輸液用基本液 ハイカリック液－2号 700mL

3239 高カロリー輸液用基本液 ハイカリック液－3号 700mL

3140 アスコルビン酸 ハイシー顆粒25%

1242 スコポラミン臭化水素酸塩水和物 ハイスコ皮下注0.5mg

6343 pH4処理人免疫グロブリン ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL

4229 ヒドロキシカルバミド ハイドレアカプセル500mg

2619 ハイポエタノール液2%「ヨシダ」

3131 リボフラビン酪酸エステル ハイボン錠20mg

2171 ニソルジピン バイミカード錠5mg

1179 パロキセチン塩酸塩水和物 パキシルCR錠12.5mg

6419 バクトラミン注

6119 ムピロシンカルシウム水和物 バクトロバン鼻腔用軟膏2%

4240 パクリタキセル パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」

4240 パクリタキセル パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」

6369 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン はしか風しん混合生ワクチン「北里第一三共」

2669 尿素 パスタロンクリーム10%

7290 アレルゲンパッチテスト試薬 パッチテストパネル（S）

6132 セフポドキシムプロキセチル バナン錠100mg

6134 ジベカシン硫酸塩 パニマイシン注射液100mg

1243 パパベリン塩酸塩 パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」

6343 人ハプトグロビン ハプトグロビン静注2000単位「JB」

3999 パミドロン酸二ナトリウム水和物 パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」

3929 プラリドキシムヨウ化物 パム静注500mg

4291 エリブリンメシル酸塩 ハラヴェン静注1mg

6250 エンテカビル水和物 バラクルード錠0.5mg

6250 バラシクロビル塩酸塩 バラシクロビル錠500mg「トーワ」

2329 ラベプラゾールナトリウム パリエット錠5mg

6250 バルガンシクロビル塩酸塩 バリキサ錠450mg

6173 アムホテリシンB ハリゾンシロップ100mg/mL

7212 硫酸バリウム バリテスターA240散



分類 一般名 商品名

7212 硫酸バリウム バリトップ120

2149 バルサルタン バルサルタン錠80mg「サンド」

2531 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 パルタンM錠0.125mg

2531 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 パルタンM注0.2mg

1139 バルプロ酸ナトリウム バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」

1139 バルプロ酸ナトリウム バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」

2290 ブデソニド パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入

2290 ブデソニド パルミコート吸入液0.5mg

2183 ペマフィブラート パルモディア錠0.1mg

3923 ジメルカプロール バル筋注100mg「第一三共」

7112 バレイショデンプン バレイショデンプン原末「マルイシ」

1139 バルプロ酸ナトリウム バレリンシロップ5%

2318 ジメチコン バロス消泡内用液2%

7213 バロス発泡顆粒－S

6113 バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」

6113 バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」

3133 パンテチン パンテチン錠シオエ100

2646 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン パンデルローション0.1%

3133 パンテノール パントール注射液500mg

3133 パンテチン パントシン散20%

2179 カルペリチド（遺伝子組換え） ハンプ注射用1000

3999 ラクツロース ピアーレシロップ65%

3999 精製ヒアルロン酸ナトリウム ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NP」

1319 オキシグルタチオン ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%

3259 アミノ酸・糖・電解質 ピーエヌツイン－1号輸液 1000mL

3259 アミノ酸・糖・電解質 ピーエヌツイン－2号輸液 1100mL

3259 アミノ酸・糖・電解質 ピーエヌツイン－3号輸液 1200mL

3259 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン ビーフリード輸液 500mL

6313 組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）ビームゲン注0.5mL

1319 精製ヒアルロン酸ナトリウム ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%

3969 ピオグリタゾン塩酸塩 ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」

3969 ピオグリタゾン塩酸塩 ピオグリタゾン錠30mg「ファイザー」

2316 酪酸菌 ビオスリー配合OD錠

2316 耐性乳酸菌 ビオフェルミンR散

2316 ラクトミン ビオフェルミン配合散

2316 カゼイ菌 ビオラクチス散

3319 ビカネイト輸液 500mL

4291 ビカルタミド ビカルタミドOD錠80mg「NK」

6131 アンピシリン水和物 ビクシリンカプセル250mg

6131 アンピシリンナトリウム ビクシリン注射用0.25g

6131 アンピシリンナトリウム ビクシリン注射用1g

2499 リラグルチド（遺伝子組換え） ビクトーザ皮下注18mg



分類 一般名 商品名

6250 アシクロビル ビクロックス錠200

6250 アシクロビル ビクロックス点滴静注250mg

2359 ピコスルファートナトリウム水和物 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」

7990 ビジクリア配合錠

4299

ストレプトコックス・ピオゲネス（A群

3型）

Su株ペニシリン処理凍結乾燥粉末

ピシバニール注射用5KE

1319 ベルテポルフィン ビスダイン静注用15mg

2149 ビソプロロール ビソノテープ4mg

2123 ビソプロロールフマル酸塩 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」

2123 ビソプロロールフマル酸塩 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」

4291 アザシチジン ビダーザ注射用100mg

3179 高カロリー輸液用総合ビタミン ビタジェクト注キット

3140 アスコルビン酸 ビタシミン注射液500mg

2189 ピタバスタチンカルシウム ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」

3134 ピリドキシン塩酸塩 ビタミンB6錠30mg「F」

3179 ビタメジン静注用

3179 ビタメジン配合カプセルB25

3179 ビタメジン配合散

6250 ビダラビン ビダラビン軟膏3%「MEEK」

1132 フェニトイン ヒダントール錠25mg

7223 コルチコレリン（ヒト） ヒトCRH静注用100μg「タナベ」

2414 バソプレシン ピトレシン注射液20

4235 ピラルビシン塩酸塩 ピノルビン注射用10mg

4235 ピラルビシン塩酸塩 ピノルビン注射用30mg

6131 ピペラシリンナトリウム ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」

6131 ピペラシリンナトリウム ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」

1139 ラコサミド ビムパット錠50mg

2119 ピモベンダン ピモベンダン錠1.25mg「TE」

2492 ヒトインスリン（遺伝子組換え） ヒューマリンR注100単位/mL

2492 インスリンリスプロ（遺伝子組換え） ヒューマログミックス25注ミリオペン

2492 インスリンリスプロ（遺伝子組換え） ヒューマログ注ミリオペン

3999 アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL

4490 ビラスチン ビラノア錠20mg

6223 ピラジナミド ピラマイド原末

6250 テノホビルジソプロキシルフマル酸塩 ビリアード錠300mg

7219 イオトロクス酸メグルミン ビリスコピン点滴静注50

2129 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」

2129 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ピルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」

3339 ヘパリン類似物質 ヒルドイドソフト軟膏0.3%

3339 ヘパリン類似物質 ヒルドイドローション0.3%

1172 レボメプロマジンマレイン酸塩 ヒルナミン細粒10%



分類 一般名 商品名

1172 レボメプロマジンマレイン酸塩 ヒルナミン錠（25mg）

4413 プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 ピレチア細粒10%

1290 タファミジスメグルミン ビンダケルカプセル20mg

6132 セフォゾプラン塩酸塩 ファーストシン静注用1g

3959 アガルシダーゼベータ（遺伝子組換え） ファブラザイム点滴静注用35mg

3959 アガルシダーゼベータ（遺伝子組換え） ファブラザイム点滴静注用5mg

2325 ファモチジン ファモチジンD錠10mg「サワイ」

2325 ファモチジン ファモチジンD錠20mg「サワイ」

2325 ファモチジン ファモチジン散10%「サワイ」

6139 ファロペネムナトリウム水和物 ファロム錠200mg

6179 ミカファンギンナトリウム ファンガード点滴用50mg

1139 ペランパネル水和物 フィコンパ錠2mg

3319 フィジオ140輸液 500mL

3319 フィジオゾール3号輸液 500mL

6139 ドリペネム水和物 フィニバックス点滴静注用0.5g

6179 ボリコナゾール ブイフェンド200mg静注用

6179 ボリコナゾール ブイフェンド錠200mg

6179 ボリコナゾール ブイフェンド錠50mg

2699 トラフェルミン（遺伝子組換え） フィブラストスプレー500

3399 フィルグラスチム（遺伝子組換え） フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」

3399 フィルグラスチム（遺伝子組換え） フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」

3399 フィルグラスチム（遺伝子組換え） フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」

4291 トレミフェンクエン酸塩 フェアストン錠40

4490 フェキソフェナジン塩酸塩 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」

3222 含糖酸化鉄 フェジン静注40mg

4291 フルベストラント フェソロデックス筋注250mg

1125 フェノバルビタール フェノバール散10%

1125 フェノバルビタール フェノバール錠30mg

1125 フェノバルビタール フェノバール注射液100mg

3949 フェブキソスタット フェブリク錠20mg

3222 硫酸鉄水和物 フェロ・グラデュメット錠105mg

3222 クエン酸第一鉄ナトリウム フェロミア顆粒8.3%

6399 インターフェロンベータ フエロン注射用300万

8219 フェンタニルクエン酸塩 フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」

8219 フェンタニルクエン酸塩 フェントステープ1mg

8219 フェンタニルクエン酸塩 フェントステープ2mg

8219 フェンタニルクエン酸塩 フェントステープ4mg

3135 葉酸 フォリアミン錠

2413 フォリトロピンベータ（遺伝子組換え） フォリスチム注150

2413 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン フォリルモンP注150

2439 テリパラチド（遺伝子組換え） フォルテオ皮下注キット600μg

2634 フシジン酸ナトリウム フシジンレオ軟膏2%



分類 一般名 商品名

4420 ブシラミン ブシラミン錠100mg「トーワ」

1242 ブチルスコポラミン臭化物 ブスコパン錠10mg

1242 ブチルスコポラミン臭化物 ブスコパン注20mg

4213 ブスルファン ブスルフェクス点滴静注用60mg

3231 ブドウ糖 ブドウ糖「コザカイ・M」

3231 ブドウ糖 ブドウ糖注5%PL「フソー」 500mL

3231 ブドウ糖 ブドウ糖注50%PL「フソー」 20mL

3999 フェニル酪酸ナトリウム ブフェニール顆粒94%

4490 ケトチフェンフマル酸塩 フマル酸ケトチフェン錠1mg「EMEC」

3339 ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩プラザキサカプセル110mg

3339 ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩プラザキサカプセル75mg

6419 メトロニダゾール フラジール内服錠250mg

2529 メトロニダゾール フラジール腟錠250mg

3259 総合アミノ酸製剤（ブドウ糖添加） プラスアミノ輸液 500mL

2482 プラノバール配合錠

2189 プラバスタチンナトリウム プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」

1319 フラビンアデニンジヌクレオチド フラビタン眼軟膏0.1%

3131 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムフラビタン錠5mg

2229 ベンプロペリンリン酸塩 フラベリック錠20mg

2590 フラボキサート塩酸塩 フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」

1169 プラミペキソール塩酸塩水和物 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「サワイ」

3999 デノスマブ（遺伝子組換え） プラリア皮下注60mgシリンジ

2189 アリロクマブ（遺伝子組換え） プラルエント皮下注75mgペン

2634 フランセチン・T・パウダー

2171 硝酸イソソルビド フランドルテープ40mg

4490 プランルカスト水和物 プランルカストカプセル112.5mg「ファイザー」

6250 ダルナビルエタノール付加物 プリジスタナイーブ錠800mg

6250 ダルナビルエタノール付加物 プリジスタ錠600mg

3399 イダルシズマブ（遺伝子組換え） プリズバインド静注液2.5g

3929 スガマデクスナトリウム ブリディオン静注200mg

2590 ナフトピジル フリバス錠50mg

2449 メテノロン酢酸エステル プリモボラン錠5mg

2399 塩酸メトクロプラミド プリンペランシロップ0.1%

2399 塩酸メトクロプラミド プリンペラン注射液10mg

7290 フルオレセインナトリウム フルオレサイト静注500mg

4223 フルオロウラシル フルオロウラシル注1000mg「トーワ」

4223 フルオロウラシル フルオロウラシル注250mg「トーワ」

3259 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン フルカリック1号輸液 903mL

3259 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン フルカリック2号輸液 1003mL

3259 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン フルカリック3号輸液 1103mL

2646 フルオシノロンアセトニド フルコートスプレー0.007%

6290 フルコナゾール フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」



分類 一般名 商品名

6290 フルコナゾール フルコナゾールカプセル50mg「タカタ」

3122 フルスルチアミン フルスルチアミン錠25mg「トーワ」

3122 フルスルチアミン塩酸塩 フルスルチアミン静注50mg「トーワ」

2290 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルタイド50μgエアゾール120吸入用

4291 フルタミド フルタミド錠125mg「ファイザー」

4229 フルダラビンリン酸エステル フルダラ静注用50mg

2290 フルティフォーム125エアゾール120吸入用

1172 フルフェナジンデカン酸エステル フルデカシン筋注25mg

1124 フルニトラゼパム フルニトラゼパム錠1mg「JG」

1149 イブプロフェン ブルフェン錠100

1179 フルボキサミンマレイン酸塩 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」

2219 フルマゼニル フルマゼニル注射液0.5mg「F」

6133 フロモキセフナトリウム フルマリン静注用1g

3253 小児用総合アミノ酸製剤 プレアミン－P注射液 200mL

4234 ブレオマイシン塩酸塩 ブレオ注射用5mg

2499 ゲメプロスト プレグランディン腟坐剤1mg

6250 プレジコビックス配合錠

3136 ヒドロキソコバラミン酢酸塩 フレスミンS注射液1000μg

1129 デクスメデトミジン塩酸塩 プレセデックス静注液200μg「マルイシ」

3999 ミゾリビン ブレディニンOD錠50

2456 プレドニゾロン プレドニゾロン散「タケダ」1%

2456 プレドニゾロン プレドニゾロン錠「タケダ」5mg

2456 プレドニゾロン プレドニゾロン錠1mg（旭化成）

6311
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン

（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）
プレベナー13水性懸濁注

2479 結合型エストロゲン プレマリン錠0.625mg

2149 プレミネント配合錠LD

2391 ホスアプレピタントメグルミン プロイメンド点滴静注用150mg

3999 タクロリムス水和物 プログラフカプセル0.5mg

3999 タクロリムス水和物 プログラフカプセル1mg

3999 タクロリムス水和物 プログラフ注射液2mg

3999 タクロリムス水和物 プログラフ顆粒0.2mg

2478 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル プロゲストン錠200

2477 ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステルプロゲデポー筋注125mg

6290 ホスフルコナゾール プロジフ静注液200

2679 カルプロニウム塩化物 フロジン外用液5%

2499 ジノプロストン プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」

2478 クロルマジノン酢酸エステル プロスタット錠25mg

2699 アルプロスタジルアルファデクス プロスタンディン軟膏0.003%

2139 フロセミド フロセミド錠20mg「NP」

2139 フロセミド フロセミド錠40mg「NP」

2119 l－イソプレナリン塩酸塩 プロタノールL注0.2mg



分類 一般名 商品名

3329 プロタミン硫酸塩 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」

1124 ブロチゾラム ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」

2699 タクロリムス水和物 プロトピック軟膏0.03%小児用

2699 タクロリムス水和物 プロトピック軟膏0.1%

7990 プロナーゼ プロナーゼMS

7290 ガドテリドール プロハンス静注シリンジ13mL

7290 ガドテリドール プロハンス静注シリンジ17mL

7121 白色ワセリン プロペト

1319 ブロムフェナクナトリウム水和物 ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」

2234 ブロムヘキシン塩酸塩 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」

2234 ブロムヘキシン塩酸塩 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」

2234 ブロムヘキシン塩酸塩 ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」

3959 ブロメライン ブロメライン軟膏5万単位/g

1319 プラノプロフェン プロラノン点眼液0.1%

6290 ミコナゾール フロリードゲル経口用2%

2452 フルドロコルチゾン酢酸エステル フロリネフ錠0.1mg

6399 ペグインターフェロンα－2a（遺伝子組換え）ペガシス皮下注180μg

6399 ペグインターフェロンα－2a（遺伝子組換え）ペガシス皮下注90μg

4291 パニツムマブ（遺伝子組換え） ベクティビックス点滴静注100mg

1231 ベタネコール塩化物 ベサコリン散5%

2183 ベザフィブラート ベザトールSR錠200mg

4291 トレチノイン ベサノイドカプセル10mg

2590 コハク酸ソリフェナシン ベシケア錠5mg

1325 セフメノキシム塩酸塩 ベストロン耳鼻科用1%

1317 セフメノキシム塩酸塩 ベストロン点眼用0.5%

2616 ベンゼトニウム塩化物 ベゼトン液0.025

6290 イミキモド ベセルナクリーム5%

2590 ミラベグロン ベタニス錠50mg

1339 ベタヒスチンメシル酸塩 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」

2454 ベタメタゾン ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」

8211 ペチジン塩酸塩 ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」

8219 ペチロルファン注射液

6419 ペンタミジンイセチオン酸塩 ベナンバックス注用300mg

6343 ノナコグアルファ（遺伝子組換え） ベネフィクス静注用1000

1313 オキシブプロカイン塩酸塩 ベノキシール点眼液0.4%

3253 肝硬変用アミノ酸製剤 ヘパアクト配合顆粒

6343 抗HBs人免疫グロブリン ヘパトセーラ筋注200単位/1mL

3334 ヘパリンナトリウム ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL

3334 ヘパリンカルシウム ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」

3334 ヘパリンナトリウム
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」

10mL



分類 一般名 商品名

3334 ヘパリンナトリウム ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL

3334 ヘパリンナトリウム ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」

4240 エトポシド ベプシドカプセル25mg

6343
ポリエチレングリコール処理

抗HBs人免疫グロブリン
ヘブスブリンIH静注1000単位

6343 乾燥抗HBs人免疫グロブリン ヘブスブリン筋注用200単位

6250 アデホビルピボキシル ヘプセラ錠10

2129 ベプリジル塩酸塩水和物 ベプリコール錠50mg

290 プロプラノロール塩酸塩 ヘマンジオルシロップ小児用0.375％

6250 テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 ベムリディ錠25mg

2559 ヘモポリゾン軟膏

2473 エストラジオール吉草酸エステル ペラニンデポー筋注5mg

3399 ベラプロストナトリウム ベラプロストNa錠20μg「トーワ」

4419 シプロヘプタジン塩酸塩水和物 ペリアクチンシロップ0.04%

4419 シプロヘプタジン塩酸塩水和物 ペリアクチン散1%

4419 シプロヘプタジン塩酸塩水和物 ペリアクチン錠4mg

2339 ベリチーム配合顆粒

4291 ボルテゾミブ ベルケイド注射用3mg

2171 ジピリダモール ペルサンチン－Lカプセル150mg

2171 ジピリダモール ペルサンチン錠25mg

1190 スボレキサント ベルソムラ錠15mg

1190 スボレキサント ベルソムラ錠20mg

1179 ペロスピロン塩酸塩水和物 ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」

2399 メサラジン ペンタサ坐剤1g

2399 メサラジン ペンタサ注腸1g

2399 メサラジン ペンタサ顆粒94%

7290 塩化マンガン四水和物 ボースデル内用液10

7223 プロチレリン酒石酸塩水和物 ボグニン注0.5mg

3969 ボグリボース ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」

3969 ボグリボース ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」

1132 ホスフェニトインナトリウム水和物 ホストイン静注750mg

6135 ホスホマイシンナトリウム ホスホマイシンNa静注用1g「NP」

6135 ホスホマイシンナトリウム ホスホマイシンNa静注用2g「NP」

6135 ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスミシンドライシロップ400

6135 ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスミシン錠500

2451 アドレナリン ボスミン外用液0.1%

2451 アドレナリン ボスミン注1mg

3229 ホスリボン配合顆粒

2190 炭酸ランタン水和物 ホスレノールOD錠250mg

1229 A型ボツリヌス毒素 ボトックス注用100単位

1229 A型ボツリヌス毒素 ボトックス注用50単位



分類 一般名 商品名

2260 ポビドンヨード ポビドンヨードガーグル7%「マイラン」

2612 ポビドンヨード ポビドンヨードゲル10%「明治」

2612 ポビドンヨード ポビドンヨード外用液10%「マイラン」

2612 ポビドンヨード ポピヨドンスクラブ7.5%

1214 レボブピバカイン塩酸塩 ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL

1214 レボブピバカイン塩酸塩 ポプスカイン0.5%注50mg/10mL

4291 ポマリドミド ポマリストカプセル2mg

4291 ポマリドミド ポマリストカプセル4mg

2329 ポラプレジンク ポラプレジンク顆粒15%「ファイザー」

4419 d－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ポララミンシロップ0.04%

4419 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ポララミン注5mg

3929 ホリナートカルシウム ホリナート錠25mg「タイホウ」

1147 ジクロフェナクナトリウム ボルタレン錠25mg

3999 ラクチトール水和物 ポルトラック原末

7990 ボルヒール組織接着用 1mL4瓶1組

7990 ボルヒール組織接着用 3mL4瓶1組

7990 ボルヒール組織接着用 5mL4瓶1組

3319 ヒドロキシエチルデンプン130000 ボルベン輸液6% 500mL

2691 タカルシトール水和物 ボンアルファハイ軟膏20μg/g

2499 ダナゾール ボンゾール錠100mg

1141 メフェナム酸 ポンタールシロップ3.25%

1214 ブピバカイン塩酸塩水和物 マーカイン注脊麻用0.5%高比重

1214 ブピバカイン塩酸塩水和物 マーカイン注脊麻用0.5%等比重

2349 マーロックス懸濁用配合顆粒

3959 アルグルコシダーゼアルファ（遺伝子組換え）マイオザイム点滴静注用50mg

2655 ビホナゾール マイコスポールクリーム1%

2646 ジフルプレドナート マイザー軟膏0.05%

1139 クロバザム マイスタン細粒1%

1139 クロバザム マイスタン錠5mg

1231 アンベノニウム塩化物 マイテラーゼ錠10mg

4231 マイトマイシンC マイトマイシン注用2mg

1319 トリアムシノロンアセトニド マキュエイド眼注用40mg

7213 クエン酸マグネシウム マグコロールP

2590 マグセント注100mL

7290 ガドテル酸メグルミン マグネスコープ静注38%シリンジ10mL

7290 ガドテル酸メグルミン マグネスコープ静注38%シリンジ15mL

7290 ガドテル酸メグルミン マグネスコープ静注38%シリンジ20mL

2344 酸化マグネシウム マグミット錠250mg

2344 酸化マグネシウム マグミット錠330mg

2619 クロルヘキシジングルコン酸塩 マスキンW・エタノール液（0.5W/V%）

1169 マドパー配合錠

1190 ピラセタム ミオカーム内服液33.3%



分類 一般名 商品名

2171 ニトログリセリン ミオコールスプレー0.3mg

2171 ニトログリセリン ミオコール静注5mg

1319 カルテオロール塩酸塩 ミケランLA点眼液2%

1124 ミダゾラム ミダゾラム注10mg「サンド」

1139 ミダゾラム ミダフレッサ静注0.1%

2160 ミドドリン塩酸塩 ミドドリン塩酸塩錠２mg「トーワ」

2419 デスモプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルトOD錠60μg

6152 ミノサイクリン塩酸塩 ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」

6152 ミノサイクリン塩酸塩 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「F」

6152 ミノサイクリン塩酸塩 ミノマイシン顆粒2%

2316 酪酸菌 ミヤBM錠

3999 ウリナスタチン ミラクリッド注射液5万単位

1169 プラミペキソール塩酸塩水和物 ミラペックスLA錠1.5mg

2171 ニトログリセリン ミリステープ5mg

4291 ミリプラチン水和物 ミリプラ動注用70mg

7990 ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル ミリプラ用懸濁用液4mL

3999 エポエチンベータペゴル（遺伝子組換え）ミルセラ注シリンジ100μg

3999 エポエチンベータペゴル（遺伝子組換え）ミルセラ注シリンジ150μg

3999 エポエチンベータペゴル（遺伝子組換え）ミルセラ注シリンジ25μg

3999 エポエチンベータペゴル（遺伝子組換え）ミルセラ注シリンジ50μg

3999 エポエチンベータペゴル（遺伝子組換え）ミルセラ注シリンジ75μg

2119 ミルリノン ミルリーラ注射液10mg

7990 l－メントール ミンクリア内用散布液0.8%

2239 アンブロキソール塩酸塩 ムコサールドライシロップ1.5%

2239 アンブロキソール塩酸塩 ムコサール錠15mg

1319 ムコファジン点眼液

2233 アセチルシステイン ムコフィリン吸入液20%

1124 ロフラゼプ酸エチル メイラックス細粒1%

1124 ロフラゼプ酸エチル メイラックス錠2mg

3929 炭酸水素ナトリウム メイロン静注8.4% 1.68g/20mL

3929 炭酸水素ナトリウム メイロン静注8.4% 21g/250mL

2129 メキシレチン塩酸塩 メキシチールカプセル100mg

2329 メサフィリン配合散

8219 メサドン塩酸塩 メサペイン錠5mg

2223 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物メジコン散10%

1239 ピリドスチグミン臭化物 メスチノン錠60mg

4222 メトトレキサート メソトレキセート錠2.5mg

4222 メトトレキサート メソトレキセート点滴静注液1000mg

4222 メトトレキサート メソトレキセート点滴静注液200mg

3929 ペニシラミン メタルカプターゼカプセル100mg

3136 メコバラミン メチコバール細粒0.1%

3136 メコバラミン メチコバール錠500μg



分類 一般名 商品名

3136 メコバラミン メチコバール注射液500μg

2113 メチルジゴキシン メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」

2456 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用

1000mg「AFP」

2456 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用

125mg「AFP」

2456 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用

500mg「AFP」

3962 メトホルミン塩酸塩 メトグルコ錠250mg

3999 メトトレキサート メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」

7223 メチラポン メトピロンカプセル250mg

2456 メチルプレドニゾロン メドロール錠4mg

3160 メナテトレノン メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」

2259 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチンエアー10μg吸入100回

2259 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチンドライシロップ0.005%

2259 プロカテロール塩酸塩水和物 メプチン吸入液ユニット0.3mL

1190 メマンチン塩酸塩 メマリーOD錠5mg

2432 チアマゾール メルカゾール錠5mg

2432 チアマゾール メルカゾール注10mg

6139 メロペネム水和物 メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」

2659 ブテナフィン塩酸塩 メンタックス外用液1%

1149 メロキシカム モービック錠10mg

2649 ケトプロフェン モーラスパップXR120mg

2399 モサプリドクエン酸塩水和物 モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」

7990 モビプレップ配合内用剤

3253 総合アミノ酸製剤 モリプロンF輸液 200mL

8114 モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末

8114 モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」

8114 モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」

8114 モルヒネ硫酸塩水和物 モルペス細粒2%

4490 モンテルカストナトリウム モンテルカスト錠10mg「KM」

4291 イピリムマブ（遺伝子組換え） ヤーボイ点滴静注液50mg

4229 ユーエフティE配合顆粒T150

4229 ユーエフティE配合顆粒T200

4229 ユーエフティ配合カプセルT100

2699 ユーパスタコーワ軟膏

7290 尿素（13C） ユービット錠100mg

1124 エスタゾラム ユーロジン2mg錠

6131 スルタミシリントシル酸塩水和物 ユナシン細粒小児用10%

6131 スルタミシリントシル酸塩水和物 ユナシン錠375mg

4299 タルク ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g

2251 テオフィリン ユニフィルLA錠200mg



分類 一般名 商品名

2190 トコフェロールニコチン酸エステル ユベラN細粒40%

3150 トコフェロール酢酸エステル ユベラ錠50mg

2649 ユベラ軟膏

2590 シロドシン ユリーフOD錠4mg

3949 ベンズブロマロン ユリノーム錠50mg

3221 ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム「ホエイ」

2699 ヨウ素 ヨードコート軟膏0.9%

2492 ライゾデグ配合注フレックスタッチ

2359 ピコスルファートナトリウム水和物 ラキソベロン錠2.5mg

3319 ラクテックG輸液 500mL

3999 ラクツロース ラグノスゼリー分包16.05g

3259 経腸成分栄養剤（半消化態） ラコールNF配合経腸用液 200mL（200kcal）

3259 経腸成分栄養剤（半消化態） ラコールNF配合経腸用液 400mL（400kcal）

1190 エダラボン ラジカット点滴静注バッグ30mg

2139 フロセミド ラシックス注20mg

3999 エルカトニン ラスカルトン注40

3959 ラスブリカーゼ（遺伝子組換え） ラスリテック点滴静注用1.5mg

3959 ラスブリカーゼ（遺伝子組換え） ラスリテック点滴静注用7.5mg

1319 ラタノプロスト ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」

2316 ビフィズス菌 ラックビー微粒N

2113 メチルジゴキシン ラニラピッド錠0.1mg

6250 ペラミビル水和物 ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg

2325 ラフチジン ラフチジン錠10mg「ファイザー」

2329 ラベプラゾールナトリウム ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」

1125 ペントバルビタールカルシウム ラボナ錠50mg

2329 ランソプラゾール ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」

2329 ランソプラゾール ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」

2492 インスリングラルギン（遺伝子組換え） ランタスXR注ソロスター

2149 エホニジピン塩酸塩エタノール付加物 ランデル錠40

3999 デノスマブ（遺伝子組換え） ランマーク皮下注120mg

2399 メサラジン リアルダ錠1200mg

1179 クロチアゼパム リーゼ錠5mg

3253 肝硬変用アミノ酸製剤 リーバクト配合経口ゼリー

1179 炭酸リチウム リーマス錠200

2190 クエン酸第二鉄水和物 リオナ錠250mg

1249 バクロフェン リオレサール錠5mg

3327 トラネキサム酸 リカバリンカプセル250mg

3339 エドキサバントシル酸塩水和物 リクシアナOD錠30mg

3339 エドキサバントシル酸塩水和物 リクシアナOD錠60mg

3339 トロンボモデュリンアルファ（遺伝子組換え）リコモジュリン点滴静注用12800

4490 トラニラスト リザベンカプセル100mg

4490 トラニラスト リザベン細粒10%



分類 一般名 商品名

1179 リスペリドン リスパダールOD錠1mg

1179 リスペリドン リスパダール細粒1%

1179 リスペリドン リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」

2190 アメジニウムメチル硫酸塩 リズミック錠10mg

2129 ジソピラミドリン酸塩 リスモダンR錠150mg

2129 ジソピラミド リスモダンカプセル100mg

3999 リセドロン酸ナトリウム水和物 リセドロン酸Na錠2.5mg「トーワ」

7290 フェルカルボトラン リゾビスト注

4291 リツキシマブ（遺伝子組換え） リツキサン注10mg/mL

4291 リツキシマブ（遺伝子組換え） リツキサン注10mg/mL

1214 リドカイン リドカインテープ18mg「YP」

2646 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルリドメックスコーワローション0.3%

2259 クロモグリク酸ナトリウム リノジェット吸入液

2331 パンクレリパーゼ リパクレオンカプセル150mg

7211 ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル リピオドール480注10mL

6164 リファンピシン リファンピシンカプセル150mg「サンド」

6199 リファキシミン リフキシマ錠200mg

3959 リゾチーム塩酸塩 リフラップ軟膏5%

1179 ミルタザピン リフレックス錠15mg

1139 クロナゼパム リボトリール細粒0.1%

1139 クロナゼパム リボトリール錠0.5mg

1139 クロナゼパム リボトリール錠2mg

2190 リマプロストアルファデクス リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」

2499 リュープロレリン酢酸塩 リュープリンPRO注射用キット22.5mg

2499 リュープロレリン酢酸塩 リュープリンSR注射用キット11.25mg

2499 リュープロレリン酢酸塩 リュープリン注射用1.88mg

2499 リュープロレリン酢酸塩 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」

1190 プレガバリン リリカOD錠25mg

1190 プレガバリン リリカOD錠75mg

1190 リルゾール リルゾール錠50mg「AA」

6250 ザナミビル水和物 リレンザ

2647 リンデロン－VGクリーム0.12%

2647 リンデロン－VGローション

2647 リンデロン－VG軟膏0.12%

2646 ベタメタゾン吉草酸エステル リンデロン－V軟膏0.12%

2454 ベタメタゾン リンデロンシロップ0.01%

2454 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム リンデロン注2mg（0.4%）

2454 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム リンデロン注4mg（0.4%）

1225 クロルフェネシンカルバミン酸エステル リンラキサー錠125mg

3319 リン酸Na補正液0.5mmol/mL

2242 コデインリン酸塩水和物 リン酸コデイン散1%＜ハチ＞

1179 マプロチリン塩酸塩 ルジオミール錠10mg



分類 一般名 商品名

1319 ラニビズマブ（遺伝子組換え） ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL

2590 リトドリン塩酸塩 ルテオニン錠5mg

2590 リトドリン塩酸塩 ルテオニン点滴静注用50mg

2478 クロルマジノン酢酸エステル ルトラール錠2mg

1129 エスゾピクロン ルネスタ錠1mg

2139 トラセミド ルプラック錠4mg

1319 ビマトプロスト ルミガン点眼液0.03%

2655 ルリコナゾール ルリコンクリーム1%

6149 ロキシスロマイシン ルリッド錠150

1179 ブレクスピプラゾール レキサルティ錠1mg

1124 ブロマゼパム レキソタン細粒1%

1124 ブロマゼパム レキソタン錠5

7290 フェントラミンメシル酸塩 レギチーン注射液10mg

7290 フェントラミンメシル酸塩 レギチーン注射液5mg

1169 ロピニロール塩酸塩 レキップCR錠2mg

1179 エスシタロプラムシュウ酸塩 レクサプロ錠10mg

2399 ブデソニド レクタブル2mg注腸フォーム14回

2699 ジアフェニルスルホン レクチゾール錠25mg

3999 シナカルセト塩酸塩 レグパラ錠25mg

2149 レザルタス配合錠HD

2642 ジフェンヒドラミン レスタミンコーワクリーム1%

4411 ジフェンヒドラミン塩酸塩 レスタミンコーワ錠10mg

2115 カフェイン レスピア静注・経口液60mg

4291 レトロゾール レトロゾール錠2.5mg「トーワ」

2190 セベラマー塩酸塩 レナジェル錠250mg

2454 デキサメタゾン レナデックス錠4mg

2144 エナラプリルマレイン酸塩 レニベース錠5

2189 エボロクマブ（遺伝子組換え） レパーサ皮下注140mgペン

2190 シルデナフィルクエン酸塩 レバチオ錠20mg

2329 レバミピド レバミピド錠100mg「オーツカ」

3329 ヘモコアグラーゼ レプチラーゼ注2単位

4291 レナリドミド水和物 レブラミドカプセル5mg

1149 ブプレノルフィン塩酸塩 レペタン坐剤0.4mg

1149 ブプレノルフィン塩酸塩 レペタン注0.2mg

6250 リバビリン レベトールカプセル200mg

2492 インスリンデテミル（遺伝子組換え） レベミル注フレックスペン

6241 レボフロキサシン水和物 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」

1319 レボフロキサシン水和物 レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」

1319 レボフロキサシン水和物 レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」

3929 レボホリナートカルシウム レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」

3929 レボホリナートカルシウム レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」

2399 インフリキシマブ（遺伝子組換え） レミケード点滴静注用100



分類 一般名 商品名

1190 ナルフラフィン塩酸塩 レミッチOD錠2.5μg

1190 ガランタミン臭化水素酸塩 レミニールOD錠4mg

2290 レルベア200エリプタ30吸入用

4291 レンバチニブメシル酸塩 レンビマカプセル10mg

4291 レンバチニブメシル酸塩 レンビマカプセル4mg

4221 メルカプトプリン水和物 ロイケリン散10%

3929 ホリナートカルシウム ロイコボリン注3mg

4191 アデニン ロイコン錠10mg

4291 L－アスパラギナーゼ ロイナーゼ注用5000

2189 フルバスタチンナトリウム ローコール錠30mg

1249 ロートエキス ロートエキス散「ホエイ」

1211 プロカイン塩酸塩 ロカイン注1%

2649 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」

2649 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーワ」

1149 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」

2646 ヒドロコルチゾン酪酸エステル ロコイドクリーム0.1%

2646 ヒドロコルチゾン酪酸エステル ロコイド軟膏0.1%

2149 ロサルタンカリウム ロサルタンK錠50mg「トーワ」

4240 ビノレルビン酒石酸塩 ロゼウス静注液40mg

2699 メトロニダゾール ロゼックスゲル0.75%

1190 ラメルテオン ロゼレム錠8mg

1179 ゾテピン ロドピン錠25mg

2189 オメガ－3脂肪酸エチル ロトリガ粒状カプセル2g

1179 ブロナンセリン ロナセン錠4mg

1149 フルルビプロフェンアキセチル ロピオン静注50mg

2149 メトプロロール酒石酸塩 ロプレソール錠20mg

2319 ロペラミド塩酸塩 ロペミン細粒0.1%

2319 ロペラミド塩酸塩 ロペラミド錠1mg「EMEC」

3999 ロミプロスチム（遺伝子組換え） ロミプレート皮下注250μg調製用

1124 ロラゼパム ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」

4490 ロラタジン ロラタジン錠10mg「サワイ」

1124 ロルメタゼパム ロラメット錠1.0

1149 ロルノキシカム ロルカム錠4mg

4299 ロンサーフ配合錠T15

4299 ロンサーフ配合錠T20

3332 ワルファリンカリウム ワーファリン錠1mg

6139 ワイスタール配合静注用1g

1233 ネオスチグミンメチル硫酸塩 ワゴスチグミン注0.5mg

1125 フェノバルビタールナトリウム ワコビタール坐剤30

2171 ベラパミル塩酸塩 ワソラン錠40mg

2129 ベラパミル塩酸塩 ワソラン静注5mg

2399 トリアムシノロンアセトニド ワプロン口腔用貼付剤25μg



分類 一般名 商品名

1149 トラマドール塩酸塩 ワントラム錠100mg

2221 エフェドリン塩酸塩 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg

2171 一硝酸イソソルビド 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」

6393 精製ツベルクリン 一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用

3229 塩化カリウム 塩化カリウム「ヤマゼン」

7190 塩化ナトリウム 塩化ナトリウム「オーツカ」

4291 プロカルバジン塩酸塩 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」

6311 乾燥BCGワクチン 乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）

6331 乾燥まむしウマ抗毒素 乾燥まむし抗毒素“化血研”

2260 含嗽用ハチアズレ顆粒

1319 眼・耳科用リンデロンA軟膏

3929 球形吸着炭 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」

3919 強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL

2649 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏

3323 トロンビン 経口用トロンビン細粒1万単位

6343 人血清アルブミン 献血アルブミン20“化血研”

6343 人血清アルブミン 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」

6343 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン献血ヴェノグロブリンIH5%静注10g/200mL

6343 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL

6343
乾燥ポリエチレングリコール処理

人免疫グロブリン
献血グロベニン－I静注用5000mg

6343 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII 献血ノンスロン1500注射用

6343 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII 献血ノンスロン500注射用

6343 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 献血ベニロン－I静注用5000mg

6343 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 献血ベニロン－I静注用500mg

6343 pH4処理人免疫グロブリン 献血ポリグロビンN10%静注2.5g/25mL

6343 乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」

2344 酸化マグネシウム 酸化マグネシウム原末「マルイシ」

2710 歯科用キシロカインカートリッジ

2710 歯科用シタネスト－オクタプレシンカートリッジ

2649 次没食子酸ビスマス 次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」

4490 アレルゲンエキス
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」

アカマツ花粉1：100

4490 アレルゲンエキス
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」

ハウスダスト1：10

4490 アレルゲンエキス
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」

スギ花粉200JAU/mL

1126 臭化カリウム 臭化カリウム「ヤマゼン」

6241 ノルフロキサシン 小児用バクシダール錠50mg

2615 エタノール 消毒用エタノール液IP

2171 硝酸イソソルビド 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」

7290 診断用アレルゲンエキス「トリイ」



分類 一般名 商品名

1315 プレドニゾロン酢酸エステル 酢酸プレドニゾロン0.25%眼軟膏T

2452 ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム水溶性ハイドロコートン注射液100mg

2456 プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム水溶性プレドニン20mg

3311 生理食塩液 生食溶解液キットH 100mL

3311 生理食塩液 生理食塩液PL「フソー」 100mL

3311 生理食塩液 生理食塩液PL「フソー」 500mL

2129 リドカイン塩酸塩 静注用キシロカイン2%

7139 石油ベンジン 石油ベンジン

3215 塩化カルシウム水和物 大塚塩カル注2%

7131 注射用水 大塚蒸留水 100mL

7131 注射用水 大塚蒸留水 1L

3311 塩化ナトリウム 大塚食塩注10% 20mL

3311 生理食塩液 大塚生食注 100mL

3311 生理食塩液 大塚生食注 20mL

3311 生理食塩液 大塚生食注 250mL

3231 ブドウ糖 大塚糖液10% 500mL

3231 ブドウ糖 大塚糖液20% 20mL

3231 ブドウ糖 大塚糖液5% 100mL

3231 ブドウ糖 大塚糖液5% 20mL

3231 ブドウ糖 大塚糖液5% 250mL

3231 ブドウ糖 大塚糖液50% 500mL

3231 ブドウ糖 大塚糖液70% 350mL

7142 単シロップ 単シロップ

2344 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」

7223 プラルモレリン塩酸塩 注射用GHRP科研100

4211 イホスファミド 注射用イホマイド1g

4211 シクロホスファミド水和物 注射用エンドキサン100mg

4211 シクロホスファミド水和物 注射用エンドキサン500mg

4219 ラニムスチン 注射用サイメリン50mg

3999 ナファモスタットメシル酸塩 注射用ナファモスタット10「MEEK」

3999 ナファモスタットメシル酸塩 注射用ナファモスタット50「MEEK」

6191 注射用ビクシリンS1000

4240 ビンデシン硫酸塩 注射用フィルデシン1mg

3999 ナファモスタットメシル酸塩 注射用フサン10

3999 ナファモスタットメシル酸塩 注射用フサン50

6111 ベンジルペニシリンカリウム 注射用ペニシリンGカリウム100万単位

4222 メトトレキサート 注射用メソトレキセート50mg

4222 メトトレキサート 注射用メソトレキセート5mg

7131 注射用水 注射用蒸留水 20mL

7131 注射用水 注射用水バッグ「フソー」 1L

3179 総合ビタミン剤 調剤用パンビタン末

2344 沈降炭酸カルシウム 沈降炭酸カルシウム「ヤマゼン」M



分類 一般名 商品名

2190 沈降炭酸カルシウム 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」

6322 沈降破傷風トキソイド 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」

3319 低分子デキストランL注 500mL

1319 点眼・点鼻用リンデロンA液

6250 ホスカルネットナトリウム水和物 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL

4291 シスプラチン 動注用アイエーコール100mg

1311 アトロピン硫酸塩水和物 日点アトロピン点眼液1%

3211 乳酸カルシウム水和物 乳酸カルシウム＜ハチ＞

7111 乳糖水和物 乳糖「ホエイ」

7121 白色ワセリン 白色ワセリン

4291 無水エタノール 無水エタノール注「ファイザー」

2319 薬用炭 薬用炭「日医工」

7121 流動パラフィン 流動パラフィン「マルイシ」

1244 硫酸マグネシウム水和物 硫酸Mg補正液1mEq/mL

6161 ストレプトマイシン硫酸塩 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」

6126 ポリミキシンB硫酸塩 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」


