
No. 当院採用医薬品名 規格 成分名 分類タイトル

1 １％ディプリバン注キット キット：１０ｍｇ／ｍＬ　５０ｍＬ プロポフォール 麻酔薬

2 １％プロポフォール注「マルイシ」 注：１０ｍｇ／ｍＬ　５０ｍＬ プロポフォール 麻酔薬

3 １％プロポフォール注「マルイシ」 注：１０ｍｇ／ｍＬ　２０ｍＬ プロポフォール 麻酔薬

4 １％プロポフォール注「マルイシ」 注：１０ｍｇ／ｍＬ　１００ｍＬ プロポフォール 麻酔薬

5 ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 注：２０ｍｇ／２ｍＬ／Ａ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 脳卒中治療薬、抗認知症薬

6 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 腸溶錠：２０ｍｇ　 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 脳卒中治療薬、抗認知症薬

7 ＦＡＤ錠５ｍｇ「ツルハラ」 腸溶錠：５ｍｇ フラビンアデニンジヌクレオチド ビタミン製剤

8 ＫＮ１号輸液 注：５００ｍＬ 塩化ナトリウム／ブドウ糖 輸液・栄養製剤

9 ＫＮ１号輸液 注：２００ｍＬ 塩化ナトリウム／ブドウ糖 輸液・栄養製剤

10 ＫＮ３号輸液 注：５００ｍＬ 塩化ナトリウム／塩化カリウム／Ｌ－乳酸ナトリウム／ブドウ糖 輸液・栄養製剤

11 ＫＮ３号輸液 注：２００ｍＬ 塩化ナトリウム／塩化カリウム／Ｌ－乳酸ナトリウム／ブドウ糖 輸液・栄養製剤

12 ＫＮＭＧ３号輸液 注：５００ｍＬ 塩化ナトリウム／塩化カリウム／Ｌ－乳酸ナトリウム／ブドウ糖 輸液・栄養製剤

13 ＭＳ温シップ「タイホウ」 パップ：２０ｇ（１４０ｃｍ２）　（５枚入） サリチル酸メチル／カンフル／トウガラシエキス 非ステロイド系抗炎症薬

14 ＰＬ配合顆粒 顆粒：１包１ｇ サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 非ステロイド系抗炎症薬

15 ＳＧ配合顆粒 顆粒：１包１ｇ イソプロピルアンチピリン／アセトアミノフェン／アリルイソプロピルアセチル尿素／無水カフェイン 非ステロイド系抗炎症薬

16 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 トローチ：０．２５ｍｇ デカリニウム塩化物 歯科・口腔用剤

17 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 注：５００ｍＬ ブドウ糖、電解質 輸液・栄養製剤

18 アイミクス配合錠ＨＤ 錠：イルベサルタン１００ｍｇ／アムロジピン１０ｍｇ イルベサルタン／アムロジピン 降圧薬

19 アイミクス配合錠ＬＤ 錠：イルベサルタン１００ｍｇ／アムロジピン５ｍｇ イルベサルタン／アムロジピン 降圧薬

20 アクアチムクリーム１％ クリーム：１０㎎／ｇ（１０ｇ／本） ナジフロキサシン 皮膚科用剤

21 アクチバシン注１２００万 注：１２００万国際単位 アルテプラーゼ 抗血栓薬

22 アクチバシン注２４００万 注：２４００万国際単位 アルテプラーゼ 抗血栓薬

23 アクチバシン注６００万 注：６００万国際単位 アルテプラーゼ 抗血栓薬

24 アクトシン軟膏３％ 軟膏：３０㎎／ｇ（３０ｇ／本） ブクラデシンナトリウム 皮膚科用剤

25 アコファイド錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ アコチアミド塩酸塩水和物 胃腸機能調整薬

26 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ 腸溶錠：５００ｍｇ サラゾスルファピリジン 抗リウマチ薬

27 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「アイロム」 注：２５０ｍｇ／Ｖ アシクロビル 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬

28 アジャストＡコーワ錠４０㎎ 錠：４０ｍｇ センナエキス 下剤

29 アスケート錠３００ｍｇ　 錠：３００ｍｇ Ｌ－アスパラギン酸カリウム 輸液・栄養製剤

30 アスコルビン酸注射液５００ｍｇ「日医工」 注：５００ｍｇ／２ｍＬ／Ａ アスコルビン酸 ビタミン製剤

31 アズノール軟膏０．０３３％ 軟膏：０．３３ｍｇ／ｇ（２０ｇ／本） ジメチルイソプロピルアズレン 皮膚科用剤

32 アスパラ－ＣＡ錠２００　 錠：２００ｍｇ Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 骨・カルシウム代謝薬

33 アスパラカリウム散５０％ 散：５００ｍｇ／ｇ Ｌ－アスパラギン酸カリウム 輸液・栄養製剤

34 アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 注：１７１２ｍｇ（Ｋ：１０ｍＥｑ）／１０ｍＬ／キット Ｌ－アスパラギン酸カリウム 輸液・栄養製剤

35 アスピリン原末「マルイシ」 散：５００ｇ アスピリン 抗血栓薬

36 アスペノン静注用１００ 注：１００ｍｇ／Ａ アプリンジン塩酸塩 抗不整脈薬

37 アセリオ静注液１０００ｍｇ 注：１００ｍＬ アセトアミノフェン 非ステロイド系抗炎症薬

38 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 錠：３０ｍｇ アゾセミド 利尿薬

39 アダラートカプセル１０ｍｇ 軟カプセル：１０ｍｇ　 ニフェジピン 降圧薬

40 アダラートカプセル５ｍｇ 軟カプセル：５ｍｇ　 ニフェジピン 降圧薬

41 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍＬ） 注：２５ｍｇ／１ｍＬ／Ａ ヒドロキシジン塩酸塩 抗アレルギー薬

42 アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 注：６０ｍｇ／２０ｍＬ／シリンジ アデノシン 狭心症治療薬

43 アデフロニックゲル１％ ゲル：１０ｍｇ／ｇ（２５ｇ／本） ジクロフェナクナトリウム 非ステロイド系抗炎症薬

44 アデホスコーワ顆粒１０％ 腸溶性顆粒：１００ｍｇ／ｇ（１ｇ／包） アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 脳卒中治療薬、抗認知症薬

45 アドソルビン原末 末 天然ケイ酸アルミニウム 腸疾患治療薬

46 アドナ錠３０ｍｇ　　 錠：３０㎎ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 止血薬

47 アドナ注（静注用）５０ｍｇ 注：　５０ｍｇ／１０ｍＬ／Ａ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 止血薬

48 アドフィードパップ４０ｍｇ　　　　　　　 パップ：４０ｍｇ／１２ｇ／枚（６枚入） フルルビプロフェン 非ステロイド系抗炎症薬

49 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 注：１ｍｇ／１ｍＬ／シリンジ アドレナリン 心不全治療薬・昇圧薬

50 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 注：０．５ｍｇ／１ｍＬ／Ａ アトロピン硫酸塩水和物 消化性潰瘍治療薬

51 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ 注：２ｍｇ：１００ｍＬ ロピバカイン塩酸塩水和物 麻酔薬

52 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ 注：７．５ｍｇ：１０ｍＬ ロピバカイン塩酸塩水和物 麻酔薬

53 アピドラ注ソロスター 注：３００単位／３ｍＬ　／キット インスリングルリジン 糖尿病治療薬

54 アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「ＮＰ」 カプセル：１０ｍｇ　　　　　　　　 アプリンジン塩酸塩 抗不整脈薬

55 アボルブカプセル０．５ｍｇ カプセル：０．５ｍｇ デュタステリド 泌尿器・生殖器用剤

56 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 錠：５０ｍｇ アマンタジン塩酸塩 パーキンソン病治療薬

57 アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 錠：１００ｍｇ アミオダロン塩酸塩 抗不整脈薬

58 アミオダロン塩酸塩注１５０ｍｇ「ＴＥ］ 注：１５０ｍｇ／３ｍＬ／Ａ アミオダロン塩酸塩 抗不整脈薬

59 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「Ｆ」 注：２００ｍｇ／２ｍＬ／Ａ アミカシン硫酸塩 抗菌薬

60 アミティーザカプセル２４µｇ カプセル：２４µｇ ルビプロストン 下剤

61 アミノフィリン静注２５０ｍｇ「トーワ」 注：２５０ｍｇ／１０ｍＬ／Ａ アミノフィリン水和物 気管支拡張薬

62 アミノレバンＥＮ配合散 散：５０ｇ／１包 アミノ酸 輸液・栄養製剤
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63 アミノレバン点滴静注 注：５００ｍＬ／袋 アミノ酸 輸液・栄養製剤

64 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サンド」 錠：２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 降圧薬

65 アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 錠：５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 降圧薬

66 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 錠：１０ｍｇ アメジニウムメチル硫酸塩 心不全治療薬・昇圧薬

67 アメナリーフ錠２００ｍｇ 錠：２００ｍｇ アメナビル 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法

68 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 カプセル：２５０㎎ アモキシシリン水和物 抗菌薬

69 アラセナ－Ａ軟膏３％ 軟膏：３０ｍｇ／ｇ（５ｇ／本） ビダラビン 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬

70 アリセプトＤ錠１０ｍｇ Ｄ錠（口腔内崩壊錠）：１０ｍｇ ドネペジル塩酸塩 脳卒中治療薬、抗認知症薬

71 アリセプトＤ錠５ｍｇ Ｄ錠（口腔内崩壊錠）：５ｍｇ ドネペジル塩酸塩 脳卒中治療薬、抗認知症薬

72 アリセプト錠３ｍｇ　　　　　　　　 錠：３ｍｇ ドネペジル塩酸塩 脳卒中治療薬、抗認知症薬

73 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 注：１０ｍｇ／２０ｍＬ／Ａ アルガトロバン水和物 抗血栓薬

74 アルスロマチック関節手術用灌流液 注：３０００ｍＬ 塩化ナトリウム／塩化カリウム／塩化カルシウム／乳酸ナトリウム 輸液・栄養製剤

75 アルドメット錠１２５ 錠：１２５ｍｇ メチルドパ水和物 降圧薬

76 アルプロスタジル注１０μｇ「Ｆ」 注：１０μｇ／２ｍｌ／Ａ　　　　　　 アルプロスタジル 血管拡張薬

77 アルロイドＧ内用液５％ 内用液：５ｇ／ｄＬ アルギン酸ナトリウム 消化性潰瘍治療薬

78 アレビアチン錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ フェニトイン 抗てんかん薬

79 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」 錠：３５㎎ アレンドロン酸ナトリウム水和物 骨・カルシウム代謝薬

80 アローゼン顆粒 顆粒：０．５ｇ／包 センナ、センナジツ 下剤

81 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 錠：５ｍｇ アロチノロール塩酸塩 降圧薬

82 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 錠：１００ｍｇ アロプリノール 痛風・高尿酸血症治療薬

83 アンチレクス静注１０ｍｇ 注：１０ｍｇ／１ｍＬ／Ａ エドロホニウム塩化物 自律神経作用薬

84 アンテベートローション０．０５％　 ローション：０．５ｍ／ｇ（１０ｇ／本） ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 皮膚科用剤

85 アンテベート軟膏０．０５％ 軟膏：０．５ｍ／ｇ（５ｇ／本） ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 皮膚科用剤

86 アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ 坐薬：１００ｍｇ アセトアミノフェン 非ステロイド系抗炎症薬

87 アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ 坐薬：２００ｍｇ アセトアミノフェン 非ステロイド系抗炎症薬

88 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「クニヒロ」 錠：１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 鎮咳・去痰薬

89 イーケプラ錠５００ｍｇ 錠：５００ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん薬

90 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ 注：５００ｍｇ／Ｖ レベチラセタム 抗てんかん薬

91 イオパミロン注３００ 尿路・血管用：５０ｍＬ イオパミドール 造影剤

92 イオパミロン注３００ 尿路・血管用：１００ｍＬ イオパミドール 造影剤

93 イオパミロン注３００ 尿路・血管用：２０ｍＬ イオパミドール 造影剤

94 イオベリンシリンジ３００（ＣＴ用）１００ｍＬ イオベリンシリンジ３００（ＣＴ用）：１００ｍＬ イオヘキソール 造影剤

95 イオベリンシリンジ３５０（ＣＴ用）１００ｍＬ イオベリンシリンジ３５０（ＣＴ用）：１００ｍＬ イオヘキソール 造影剤

96 イグザレルト錠１０ｍｇ 錠：１０ｍｇ リバーロキサバン 抗血栓薬

97 イグザレルト錠１５ｍｇ 錠：１５ｍｇ リバーロキサバン 抗血栓薬

98 イスコチン錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ イソニアジド 抗菌薬

99 イソゾール注射用０．５ｇ バイアル：５００ｍｇ 注射用チアミラールナトリウム 麻酔薬

100 イソバイドシロップ７０％ 液：７０ｇ／１００ｍＬ（５００ｍＬ／本） イソソルビド 利尿薬

101 イドメシンコーワクリーム１％ クリーム：１％　（３５ｇ／本） インドメタシン 非ステロイド系抗炎症薬

102 イナビル吸入粉末剤 吸入薬：２キット ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬

103 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 錠：２０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩 脳卒中治療薬、抗認知症薬

104 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイヨー」 錠：１００ｍｇ イブプロフェン 非ステロイド系抗炎症薬

105 イミグラン注３ 注：３ｍｇ／ｍＬ／Ａ スマトリプタンコハク酸塩 片頭痛治療薬

106 イミグラン点鼻液２０ 点鼻液：２０ｍｇ／０．１ｍＬ／本 スマトリプタンコハク酸塩 片頭痛治療薬

107 インクレミンシロップ５％ シロップ：鉄として６ｍｇ／ｍＬ 溶性ピロリン酸第二鉄 造血薬

108 インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 注：２０ｍｇ／５ｍＬ／Ａ インジゴカルミン 腎疾患用剤

109 インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 注：３００単位／３ｍＬ／本 インスリングラルギン 糖尿病治療薬

110 インデラル錠１０ｍｇ 錠：１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 プロプラノロール塩酸塩 降圧薬

111 イントラリポス輸液２０％ 注：２０％　１００ｍＬ／本 精製大豆油 輸液・栄養製剤

112 ウインタミン細粒（１０％） 散：１００ｍｇ／ｇ クロルプロマジン塩酸塩 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

113 ウブレチド錠５ｍｇ 錠：５ｍｇ ジスチグミン臭化物 自律神経作用薬

114 ウラリット配合錠 錠：配合錠 クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム水和物 泌尿器・生殖器用剤

115 ウリトス錠０．１ｍｇ 錠：０．１ｍｇ イミダフェナシン 泌尿器・生殖器用剤

116 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」 錠：１００ｍｇ ウルソデオキシコール酸 胆道疾患治療薬

117 ウロナーゼ静注用６万単位 注：６万ＩＵ／Ｖ　 ウロキナーゼ 抗血栓薬

118 エクア錠 錠：５０ｍｇ ビルダグリプチン 糖尿病治療薬

119 エクセグラン錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ ゾニサミド 抗てんかん薬

120 エクメット配合錠ＬＤ 錠：メトホルミン２５０ｍｇ、エクア５０ｍｇ メトホルミン、ビルダグリプチン 糖尿病治療薬

121 エサンブトール錠２５０ｍｇ 錠：２５０ｍｇ エタンブトール塩酸塩 抗菌薬

122 エスポー皮下用２４０００シリンジ 注：２４０００ＩＵ／キット エポエチンアルファ 造血薬

123 エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「杏林」 注：３０ｍｇ／２０ｍＬ／Ａ エダラボン 脳卒中治療薬、抗認知症薬

124 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 錠：０．５ｍｇ エチゾラム 抗不安薬、睡眠薬

125 エディロールカプセル０．７５μｇ カプセル：７５０μｇ エルデカルシトール 骨・カルシウム代謝薬

126 エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 錠：２００ｍｇ エトドラク 非ステロイド系抗炎症薬

127 エパデールＳ９００ カプセル：９００ｍｇ イコサペント酸エチル 抗血栓薬
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128 エパルレスタット錠５０ｍｇ「日医工」 錠：５０ｍｇ エパルレスタット 糖尿病治療薬

129 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 錠：６０ｍｇ エピナスチン塩酸塩 抗アレルギー薬

130 エビリファイ散１％ 散：１０ｍｇ／１ｇ アリピプラゾール 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

131 エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ 錠：２０ｍｇ プラスグレル塩酸塩 抗血栓薬

132 エフィエント錠２．５ｍｇ 錠：２．５ｍｇ プラスグレル塩酸塩 抗血栓薬

133 エフィエント錠３．７５ｍｇ 錠：３．７５ｍｇ プラスグレル塩酸塩 抗血栓薬

134 エフピーＯＤ錠２．５　　　　　 口腔内崩壊錠：２．５ｍｇ セレギリン塩酸塩 パーキンソン病治療薬

135 エブランチルカプセル１５ｍｇ カプセル：１５ｍｇ ウラピジル 降圧薬

136 エペリゾン錠５０ｍｇ「トーワ」 錠：５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩 筋弛緩薬

137 エリキュース錠２．５ｍｇ 錠：２．５ｍｇ アピキサバン 抗血栓薬

138 エリキュース錠５ｍｇ 錠：５ｍｇ アピキサバン 抗血栓薬

139 エリル点滴静注液３０ｍｇ 注：３０ｍｇ／２ｍＬ／Ａ ファスジル塩酸塩水和物 脳卒中治療薬、抗認知症薬

140 エルサメット配合錠 錠：配合錠 オオウメガサソウエキス、ハコヤナギエキス、セイヨウオキナグサエキス、スギナエキス、小麦胚芽油 泌尿器・生殖器用剤

141 エルシトニン注２０Ｓディスポ　　　　　　　　　　　 注：２０単位／１ｍＬ／本 エルカトニン 骨・カルシウム代謝薬

142 エルネオパＮＦ１号輸液（１５００ｍＬ） 注：１５００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 輸液・栄養製剤

143 エルネオパＮＦ２号輸液（１５００ｍＬ） 注：１５００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 輸液・栄養製剤

144 エンシュア・リキッドバニラ 液：２５０ｋｃａｌ／２５０ｍＬ／缶 蛋白アミノ酸製剤 輸液・栄養製剤

145 エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」 錠：１００ｍｇ エンタカポン パーキンソン病治療薬

146 オイパロミン３００注１００ｍＬ 尿路・血管用：１００ｍＬ イオパミドール 造影剤

147 オイパロミン３００注２０ｍＬ 尿路・血管用：２０ｍＬ イオパミドール 造影剤

148 オイパロミン３００注５０ｍＬ 尿路・血管用：５０ｍＬ イオパミドール 造影剤

149 オイパロミン３７０注１００ｍＬ 尿路・血管用：１００ｍＬ イオパミドール 造影剤

150 オイパロミン３７０注５０ｍＬ 尿路・血管用：５０ｍＬ イオパミドール 造影剤

151 オイラックスクリーム１０％ クリーム：１００ｍｇ／ｇ（１０ｇ／本、５００ｇ／本） クロタミトン 皮膚科用剤

152 オーペグ配合内用剤 注：５００ｍＬ ＮａＣｌ、ＫＣｌ、ＮａＨＣＯ３、Ｎａ２ＳＯ４ 下剤

153 オキシドール「ケンエー」 注：１００ｍＬ 過酸化水素 消毒薬

154 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＩＰ」 注：８０ｍｇ／４ｍＬ／Ａ オザグレルナトリウム 脳卒中治療薬、抗認知症薬

155 オノアクト点滴静注用１５０ｍｇ 注：１５０ｍｇ／Ｖ ランジオロール塩酸塩 抗不整脈薬

156 オムニパーク２４０注１０ｍＬ 注：１０ｍＬ（ヨード２４０ｍｇ／ｍＬ） イオヘキソール 造影剤

157 オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ 血管・ＣＴ用シリンジ：１００ｍＬ イオヘキソール 造影剤

158 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 注：２０ｍｇ／Ｖ オメプラゾールナトリウム 消化性潰瘍治療薬

159 オリベス点滴用１％ 注：１０ｍｇ／ｍＬ（２００ｍＬ／袋） リドカイン塩酸塩 抗不整脈薬

160 オルガドロン注射液１．９ｍｇ 注：０．５％　１．９ｍｇ／０．５ｍＬ／Ａ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド

161 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 口腔内崩壊錠：１０ｍｇ オルメサルタンメドキソミル 降圧薬

162 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「日医工」 口腔内崩壊錠：２０ｍｇ オルメサルタンメドキソミル 降圧薬

163 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 錠：５ｍｇ オロパタジン塩酸塩 抗アレルギー薬

164 カシワドール静注 注：２０ｍＬ／Ａ コンドロイチン硫酸エステルナトリウム／サリチル酸ナトリウム 非ステロイド系抗炎症薬

165 ガスコンドロップ内用液２％ ドロップ内用液：２０ｍｇ／ｍＬ ジメチルポリシロキサン 腸疾患治療薬

166 ガスコン錠４０ｍｇ 錠：４０ｍｇ ジメチルポリシロキサン 腸疾患治療薬

167 ガストログラフイン経口・注腸用 経口・注腸用：１００ｍＬ（ヨード３７ｇ／瓶） アミドトリゾ酸メグルミン 造影剤

168 カタリンＫ点眼用０．００５％ 点眼液：溶解後０．０５ｍｇ／ｍＬ（１５ｍＬ／本） ピレノキシン 眼科用剤

169 カデックス軟膏０．９％ 軟膏：９㎎／ｇ（４０ｇ／本） ヨウ素 皮膚科用剤

170 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ シリンジ：１０ｍＬ ガドブトロール 造影剤

171 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ シリンジ：５ｍＬ ガドブトロール 造影剤

172 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「日医工」 錠：０．２５ｍｇ カベルゴリン パーキンソン病治療薬

173 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「日医工」 錠：１．０ｍｇ カベルゴリン パーキンソン病治療薬

174 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 錠：１００ｍｇ カモスタットメシル酸塩 膵疾患治療薬

175 カリジノゲナーゼ錠２５単位「アメル」 錠：２５単位　 カリジノゲナーゼ 血管拡張薬

176 カリメート経口液２０％（オレンジフレーバー） 液：２０％（２５ｇ／包）（１包中に成分５ｇ含有） ポリスチレンスルホン酸カルシウム 腎疾患用剤

177 カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ　　 注：８５０ｍｇ／１０ｍＬ／Ａ グルコン酸カルシウム水和物 骨・カルシウム代謝薬

178 カルフィーナ錠０．５μｇ 錠：０．５μｇ アルファカルシドール 骨・カルシウム代謝薬

179 カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 錠：１０ｍｇ カルベジロール 降圧薬

180 カルベジロール錠２．５ｍｇ「トーワ」 錠：２．５ｍｇ カルベジロール 降圧薬

181 カルベニン点滴用０．５ｇ 注：０．５ｇ／Ｖ パニペネム／ベタミプロン 抗菌薬

182 カルボカインアンプル注１％ 注：１０ｍｇ／ｍＬ、２ｍＬ メピバカイン塩酸塩 麻酔薬

183 カルボカインアンプル注１％ 注：１０ｍｇ／ｍＬ、１０ｍＬ メピバカイン塩酸塩 麻酔薬

184 カルボカインアンプル注２％ 注：２０ｍｇ／ｍＬ、１０ｍＬ メピバカイン塩酸塩 麻酔薬

185 カロナール細粒２０％ 細粒：２０％ アセトアミノフェン 非ステロイド系抗炎症薬

186 キシロカインゼリー２％ ゼリー：２０ｍｇ／ｍＬ（３０ｍＬ／本）　 リドカイン塩酸塩 麻酔薬

187 キシロカインビスカス２％ ビスカス：２０ｍｇ／ｍＬ（１００ｍＬ／本） リドカイン塩酸塩 麻酔薬

188 キシロカインポンプスプレー８％ 噴霧剤：８０ｍｇ／ｍＬ（８０ｇ／本） リドカイン 麻酔薬

189 キシロカイン注シリンジ１％ 注：１００ｍｇ／１０ｍＬ／本 リドカイン塩酸塩 麻酔薬

190 キシロカイン注射液「１％」エピレナミン含有　 注：２０ｍＬ／Ｖ リドカリン塩酸塩、アドレナリン 麻酔薬

191 キョーリンＡＰ２配合顆粒 顆粒：配合剤　（０．５ｇ／包） シメトリド／無水カフェイン 非ステロイド系抗炎症薬

192 キンダベート軟膏０．０５％ 軟膏：０．５ｍｇ／ｇ（５ｇ／本） クロベタゾン酪酸エステル 副腎皮質ステロイド
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193 グーフィス錠５ｍｇ 錠：５ｍｇ エロビキシバット水和物 下剤

194 クエチアピン細粒５０％「アメル」 細粒：５０％ クエチアピンフマル酸塩 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

195 クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 錠：２５ｍｇ クエチアピンフマル酸塩 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

196 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 錠：鉄として５０ｍｇ クエン酸第一鉄ナトリウム 造血薬

197 グラケーカプセル１５ｍｇ カプセル：１５ｍｇ メナテトレノン 骨・カルシウム代謝薬

198 クラシエ柴苓湯エキス細粒 細粒：２．７ｇ 柴苓湯エキス 漢方製剤

199 クラシエ葛根湯エキス細粒 細粒：２．５ｇ 葛根湯エキス 漢方製剤

200 クラシエ五苓散料エキス細粒 細粒：３．０ｇ 五苓散料エキス 漢方製剤

201 クラシエ五苓散料エキス細粒 細粒：２．０ｇ 五苓散料エキス 漢方製剤

202 クラシエ五苓散料エキス錠 錠 五苓散料エキス 漢方製剤

203 クラシエ小青竜湯エキス細粒 細粒：２．０ｇ 小青竜湯エキス 漢方製剤

204 クラシエ人参養栄湯エキス細粒 細粒：２．０ｇ 人参養栄湯エキス 漢方製剤

205 クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 細粒：３．７５ｇ 半夏瀉心湯エキス 漢方製剤

206 クラシエ防風通聖散料エキス細粒 細粒：２．０ｇ 防風通聖散料エキス 漢方製剤

207 クラシエ防風通聖散料エキス錠 細粒：２．５ｇ 防風通聖散料エキス 漢方製剤

208 クラシエ麻黄湯エキス細粒 錠 麻黄湯エキス 漢方製剤

209 クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 細粒：２．０ｇ 抑肝散加陳皮半夏エキス 漢方製剤

210 クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 細粒：３．７５ｇ 抑肝散加陳皮半夏エキス 漢方製剤

211 クラシエ六君子湯エキス細粒 細粒：２．５ｇ 六君子湯エキス 漢方製剤

212 クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 細粒：２．０ｇ 芍薬甘草湯エキス 漢方製剤

213 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰＩ」 錠：２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 クラリスロマイシン 抗菌薬

214 クリアクター静注用８０万単位 注：８０万単位 モンテプラーゼ 抗血栓薬

215 クリアナール錠２００ｍｇ 錠：２００ｍｇ フドステイン 鎮咳・去痰薬

216 クリアミン配合錠Ａ１．０ 錠：配合錠 エルゴタミン酒石酸塩、無水カフェイン、イソプロピルアンチピリン 片頭痛治療薬

217 クリアミン配合錠Ｓ０．５ 錠：配合錠 エルゴタミン酒石酸塩、無水カフェイン、イソプロピルアンチピリン 片頭痛治療薬

218 グリチロン配合錠 １錠中：２５ｍｇ グリチルリチン酸－アンモニウム／グリシン／メチオニン 抗アレルギー薬

219 クリノリル錠１００ 錠：１００ｍｇ スリンダク 非ステロイド系抗炎症薬

220 グリマッケン注（２００ｍＬ） 注：２００ｍＬ 濃グリセリン、果糖 利尿薬

221 グリマッケン注（３００ｍＬ） 注：３００ｍＬ 濃グリセリン、果糖 利尿薬

222 グリメピリド錠０．５ｍｇ「日医工」 錠：０．５ｍｇ グリメピリド 糖尿病治療薬

223 グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」 錠：１ｍｇ グリメピリド 糖尿病治療薬

224 クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「サワイ」 注：６００ｍｇ／４ｍＬ／Ａ クリンダマイシンリン酸エステル 抗菌薬

225 グルカゴン注射用１単位「イトウ」 注：１ＵＳＰ単位／Ｖ グルカゴン 他のホルモン剤

226 グルファスト錠１０ｍｇ 錠：１０ｍｇ ミチグリニドカルシウム水和物 糖尿病治療薬

227 グルベス配合錠 錠：ミチグリニド１０ｍｇ／ボグリボース０．２ｍｇ ミチグリニドカルシウム水和物／ボグリボース 糖尿病治療薬

228 クレメジン細粒分包２ｇ 細粒：２ｇ／包　 クレメジン原体 腎疾患用剤

229 クロピドグレル錠２５ｍｇ「杏林」 錠：２５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 抗血栓薬

230 クロピドグレル錠７５ｍｇ「杏林」 錠：７５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 抗血栓薬

231 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「トーワ」 点眼液：２０ｍｇ／ｍＬ（５ｍＬ／本） クロモグリク酸ナトリウム 眼科用剤

232 ケイセントラ静注用１０００ 注：１０００国際単位 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 血液製剤

233 ケイセントラ静注用５００ 注：５００国際単位 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 血液製剤

234 ケイツーＮ静注１０ｍｇ　 注：１０ｍｇ／２ｍＬ／Ａ メナテトレノン ビタミン製剤

235 ゲーベンクリーム１％ クリーム：１０㎎／ｇ（１００・５００ｇ／本） スルファジアジン銀 皮膚科用剤

236 ケタスカプセル１０㎎ カプセル：１０ｍｇ イブジラスト 抗アレルギー薬

237 ケトチフェン点鼻液０．０５％「トーワ　 点鼻液：４．３９８ｍｇ／８ｍＬ／本 ケトチフェンフマル酸塩 耳鼻咽喉科用剤

238 ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注 関節腔内・皮内用：５０ｍｇ／５ｍＬ／Ｖ トリアムシノロンアセトニド 副腎皮質ステロイド

239 ケラチナミンコーワ軟膏２０％ 軟膏：２００㎎／ｇ（２５ｇ／本） 尿素 皮膚科用剤

240 ケンエーＧ浣腸５０％６０ｍＬ 浣腸：５０％　６０ｍＬ グリセリン 下剤

241 ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「Ｆ」　 注：１０㎎／１ｍＬ／Ａ ゲンタマイシン硫酸塩 抗菌薬

242 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「Ｆ」 注：６０ｍｇ／１．５ｍＬ／Ａ　 ゲンタマイシン硫酸塩 抗菌薬

243 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 軟膏：１㎎／ｇ（１０ｇ／本）　 ゲンタマイシン硫酸塩 抗菌薬

244 コアベータ静注用１２．５ｍｇ 注：１２．５ｍｇ／Ｖ ランジオロール塩酸塩 抗不整脈薬

245 コートリル錠１０ｍｇ 錠：１０ｍｇ ヒドロコルチゾン 副腎皮質ステロイド

246 コカール錠２００ 錠：２００ｍｇ アセトアミノフェン 非ステロイド系抗炎症薬

247 コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル カプセル 麻黄附子細辛湯エキス 漢方製剤

248 コバシル錠４ｍｇ 錠：４ｍｇ ペリンドプリルエルブミン 降圧薬

249 コンスタン錠０．４ｍｇ 錠：０．４ｍｇ アルプラゾラム 抗不安薬、睡眠薬

250 サイレース静注用２ｍｇ 注：２ｍｇ／１ｍＬ／Ａ フルニトラゼパム 抗不安薬、睡眠薬

251 サインバルタカプセル２０ｍｇ 錠：２０ｍｇ デュロキセチン塩酸塩 抗うつ薬

252 サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ 注：２０２０ｍＬ 糖、電解質 腎疾患用剤

253 サムスカ錠７．５ｍｇ 錠：７．５ｍｇ トルバプタン 利尿薬

254 サリンヘス輸液６％ 注：６ｇ／１００ｍＬ　５００ｍＬ ヒドロキシエチルデンプン７００００ 輸液・栄養製剤

255 サルタノールインヘラー１００μｇ ２４ｍｇ／１３．５ｍＬ／缶 サルブタモール硫酸塩 気管支拡張薬

256 サルポグレラート塩酸塩１００ｍｇ「日医工」 錠：１００ｍｇ サルポグレラート塩酸塩 抗血栓薬

257 サンリズム注射液５０ 注：５０ｍｇ ピルジカイニド塩酸塩水和物 抗不整脈薬
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258 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ 注：２５ｍｇ／Ｖ インドシアニングリーン その他

259 ジアゼパム錠２「トーワ」 錠：２ｍｇ ジアゼパム 抗不安薬、睡眠薬

260 ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ「日新」 坐剤：１２．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 非ステロイド系抗炎症薬

261 ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「日新」 坐剤：２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 非ステロイド系抗炎症薬

262 ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「日新」 坐剤：５０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 非ステロイド系抗炎症薬

263 ジゴシン注０．２５ｍｇ 注：０．２５ｍｇ／１ｍＬ／Ａ ジゴキシン 心不全治療薬・昇圧薬

264 ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ ドライシロップ：２ｇ アジスロマイシン水和物 抗菌薬

265 ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ「トーワ」 徐放錠：１５０ｍｇ ジソピラミドリン酸塩 抗不整脈薬

266 シナール配合錠 注：２５０ｍｇ／２ｍＬ／Ａ アスコルビン酸／パントテン酸カルシウム ビタミン製剤

267 シナール配合顆粒 顆粒：２００ｍｇ／ｇ アスコルビン酸／パントテン酸カルシウム ビタミン製剤

268 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 錠：２５ｍｇ ジピリダモール 狭心症治療薬

269 シベノール錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 抗不整脈薬

270 シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「ニプロ」 注：１００ｍｇ／Ｖ シベレスタットナトリウム水和物 呼吸障害改善薬

271 ジャディアンス錠 錠：１０ｍｇ エンパグリフロジン 糖尿病治療薬

272 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ　「日医工」 徐放カプセル：１００ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩 降圧薬

273 ジルチアゼム塩酸塩静注用５０ｍｇ「日医工」 注：５０ｍｇ／Ａ ジルチアゼム塩酸塩 降圧薬

274 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 錠：１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 シルニジピン 降圧薬

275 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 錠：１００ｍｇ シロスタゾール 抗血栓薬

276 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 錠：５０ｍｇ シロスタゾール 抗血栓薬

277 シロドシン錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠：４ｍｇ シロドシン 泌尿器・生殖器用剤

278 シンビット静注用５０ｍｇ 注：５０ｍｇ／Ｖ ニフェカラント塩酸塩 抗不整脈薬

279 スイニー錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ アナグリプチン 糖尿病治療薬

280 スタデルムクリーム５％ クリーム：５０ｍｇ／ｇ（１０ｇ／本） イブプロフェンピコノール 皮膚科用剤

281 スタレボ配合錠Ｌ１００ 錠：レボドパ１００ｍｇ、カルビドパ１０ｍｇ、エンタカポン１００ｍｇ レボドパ、カルビドパ、エンタカポン パーキンソン病治療薬

282 スタレボ配合錠Ｌ５０ 錠：レボドパ５０ｍｇ、カルビドパ５ｍｇ、エンタカポン１００ｍｇ レボドパ、カルビドパ、エンタカポン パーキンソン病治療薬

283 スチックゼノールＡ 固形軟膏：４０ｇ／本 サリチル酸メチル／メントール／カンフル／グリチルレチン酸 非ステロイド系抗炎症薬

284 ステリクロンＲ液０．５ Ｒ液：０．５％／５００ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩 消毒薬

285 ステリクロンＷ液０．０５ Ｗ液０．０５％／５００ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩 消毒薬

286 ステリゾールＳ液３％ 液：３％　（５Ｌ／本） グルタラール 消毒薬

287 ステリゾール液２０％ 液：２０％（５００ｍｌ／本） グルタラール 消毒薬

288 ストロカイン錠５ｍｇ　　　　　 錠：５ｍｇ オキセサゼイン 麻酔薬

289 ストロメクトール錠３ｍｇ 錠：３ｍｇ イベルメクチン 抗寄生虫薬

290 スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 吸入用：２．５μｇ／噴霧 チオトロピウム臭化物水和物 気管支拡張薬

291 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 錠：２５ｍｇ スピロノラクトン 降圧薬

292 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アスペン」 錠：５０ｍｇ スマトリプタンコハク酸塩 片頭痛治療薬

293 スルバシリン静注用１．５ｇ 注：１．５ｇ／Ｖ（ＳＢＴ　０．５ｇ　、ＡＢＰＣ　１ｇ） スルバクタムナトリウム／アンピシリンナトリウム 抗菌薬

294 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 錠：５０ｍｇ スルピリド 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

295 セイブル錠５０㎎ 錠：５０㎎ ミグリトール 糖尿病治療薬

296 ゼチーア錠１０ｍｇ 錠：１０ｍｇ エゼチミブ 脂質異常症治療薬

297 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「サワイ」 カプセル：２５０ｍｇ セファクロル 抗菌薬

298 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 注：１ｇ／Ｖ　 セファゾリンナトリウム 抗菌薬

299 セファドール錠２５ｍｇ 錠：２５ｍｇ ジフェニドール 制吐薬、鎮暈薬

300 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 注：１ｇ／Ｖ セフェピム塩酸塩水和物 抗菌薬

301 セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％「サワイ」 小児用細粒：１０％ セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 抗菌薬

302 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 錠：１００ｍｇ セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 抗菌薬

303 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 注：１ｇ／Ｖ セフタジジム水和物 抗菌薬

304 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「ファイザー」 注：１ｇ／Ｖ セフトリアキソンナトリウム水和物 抗菌薬

305 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 液：２５０ｍＬ セボフルラン 麻酔薬

306 セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「アメル」 錠：２５ｍｇ 塩酸セルトラリン 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

307 ゼルフィルム １００ｍｍ×１２５ｍｍ／１枚 硬化ゼラチン吸収性フィルム 止血薬

308 ゼルフォーム（Ｎｏ．１２） ２０×６０×７ｍｍ　４枚／箱　 吸収性ゼラチンスポンジ 止血薬

309 セレキノン細粒２０％ 細粒：２００ｍｇ／ｇ（０．５ｇ／包） トリメブチンマレイン酸塩 胃腸機能調整薬

310 セレコックス錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ セレコキシブ 非ステロイド系抗炎症薬

311 セレニカＲ錠４００ｍｇ 徐放錠：４００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん薬

312 セレネース錠０．７５ｍｇ 錠：０．７５ｍｇ ハロペリドール 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

313 セレネース注５ｍｇ 注：５ｍｇ／１ｍＬ／Ａ ハロペリドール 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

314 セロケンＬ錠１２０ｍｇ 徐放錠：１２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩 降圧薬

315 ソセゴン注射液１５ｍｇ 注：１５ｍｇ／１ｍＬ／Ａ ペンタゾシン 麻薬および類似薬

316 ゾフルーザ錠２０ｍｇ 錠：２０ｍｇ バロキサビル　マルボキシル 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法

317 ソリューゲンＦ輸液 注：５００ｍＬ 塩化ナトリウム／塩化カリウム／塩化カルシウム／酢酸ナトリウム 輸液・栄養製剤

318 ソル・コーテフ静注用２５０ｍｇ 注：２５０ｍｇ／Ｖ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド

319 ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ 注：５００ｍｇ／Ｖ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド

320 ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ 注：１００ｍｇ／Ｖ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド

321 ソルダクトン静注用２００ｍｇ 注：２００ｍｇ／Ａ カンレノ酸カリウム 利尿薬

322 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 錠：１０ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩 抗不安薬、睡眠薬
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323 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「杏林」 錠：５ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩 抗不安薬、睡眠薬

324 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 口腔内速溶錠：２．５ｍｇ ゾルミトリプタン 片頭痛治療薬

325 ダイアモックス注射用５００ｍｇ 注：５００ｍｇ／Ｖ アセタゾラミドナトリウム 利尿薬

326 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 注：４．５ｇ／Ｖ（ＴＡＺ　０．５ｇ、ＰＩＰＣ　４ｇ） タゾバクタムナトリウム／ピペラシリンナトリウム 抗菌薬

327 タチオン錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ グルタチオン 肝疾患治療薬

328 タナトリル錠５ 錠：５ｍｇ イミダプリルリン酸塩 降圧薬

329 タミフルカプセル７５ カプセル：７５ｍｇ オセルタミビルリン酸塩 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬

330 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「日医工」 カプセル：０．２ｍｇ タムスロシン塩酸塩 泌尿器・生殖器用剤

331 タリオン錠１０ｍｇ 錠：１０ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩 抗アレルギー薬

332 タリビッド眼軟膏０．３％　　　　　　 眼軟膏：３ｍｇ／ｇ（３．５ｇ／本） オフロキサシン 眼科用剤

333 ダントリウムカプセル２５ｍｇ カプセル：２５ｍｇ　　　　　　　　　　 ダントロレンナトリウム水和物 筋弛緩薬

334 ダントリウム静注用２０ｍｇ 注：２０ｍｇ／Ｖ ダントロレンナトリウム水和物 筋弛緩薬

335 タンニン酸アルブミン「ケンエー」 末 タンニン酸アルブミン 腸疾患治療薬

336 チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「日新」 錠：２５ｍｇ チアプリド塩酸塩 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

337 チザニジン錠１ｍｇ「トーワ」 錠：１ｍｇ チザニジン塩酸塩 筋弛緩薬

338 ツインラインＮＦ配合経腸用液 液：４００ｍＬ／袋 蛋白アミノ酸製剤 輸液・栄養製剤

339 ツムラ大建中湯エキス顆粒 顆粒：２．５ｇ 大建中湯エキス 漢方製剤

340 ツロブテロールテープ２ｍｇ「日医工」 テープ：２ｍｇ ツロブテロール 気管支拡張薬

341 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 注：２００ｍｇ／Ｖ テイコプラニン 抗菌薬

342 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 徐放錠：１００ｍｇ テオフィリン 気管支拡張薬

343 デカドロン錠０．５ｍｇ 錠：０．５ｍｇ デキサメタゾン 副腎皮質ステロイド

344 デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ 軟膏：１ｍｇ／ｇ　（２ｇ／本） デキサメタゾン 歯科・口腔用剤

345 デクスメトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」 デクスメデトミジン塩酸塩 麻酔薬

346 テグレトール錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ カルバマゼピン 抗てんかん薬

347 テグレトール錠２００ｍｇ 錠：２００ｍｇ カルバマゼピン 抗てんかん薬

348 デスモプレシン・スプレー２．５協和 点鼻スプレー：１２５μｇ／５ｍＬ デスモプレシン酢酸塩水和物 他のホルモン剤

349 テタガムＰ筋注シリンジ２５０ 注：２５０ＩＵ／シリンジ 破傷風抗毒素 血液製剤

350 テプレノン細粒１０％「サワイ」 細粒：１００ｍｇ／ｇ（０．５ｇ／包） テプレノン 消化性潰瘍治療薬

351 デベルザ錠２０ｍｇ 錠：２０ｍｇ トホグリフロジン水和物 糖尿病治療薬

352 テリボン皮下注用５６．５μｇ 注：５６．５μｇ テリパラチド酢酸塩 骨・カルシウム代謝薬

353 テルバンスＤＳ２０％ 徐放ドライシロップ：２００ｍｇ／ｇ テオフィリン 気管支拡張薬

354 テルビナフィン錠１２５㎎「日医工」 錠：１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩 抗真菌薬

355 テルミサルタン錠２０ｍｇ「杏林」 錠：２０ｍｇ テルミサルタン 降圧薬

356 テルミサルタン錠４０ｍｇ「杏林」 錠：４０ｍｇ テルミサルタン 降圧薬

357 デルモベート軟膏０．０５％ 軟膏：０．５ｍｇ／ｇ（５ｇ／本） クロベタゾールプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド

358 テルモ生食 注：５００ｍＬ 塩化ナトリウム 輸液・栄養製剤

359 テルモ生食 注：１０００ｍＬ 塩化ナトリウム 輸液・栄養製剤

360 テルモ生食ＴＫ１００ｍＬ 注：１００ｍＬ 塩化ナトリウム 輸液・栄養製剤

361 テレミンソフト坐薬１０ｍｇ 坐剤：１０ｍｇ ビサコジル 下剤

362 トアラセット配合錠「杏林」 錠：配合錠 トラマドール塩酸塩、アセトアミノフェン 麻薬および類似薬

363 ドキサゾシン錠２ｍｇ「日医工」 錠：２ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 降圧薬

364 ドパコール配合錠Ｌ１００ 錠：１００㎎ レボドパ、カルビドパ水和物 パーキンソン病治療薬

365 トピラマート錠１００ｍｇ「アメル」 錠：１００ｍｇ トピラマート 抗てんかん薬

366 トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 錠：５０ｍｇ トフィソパム 自律神経作用薬

367 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ ＯＤ錠：１００㎎ ドロキシドパ パーキンソン病治療薬

368 ドブポン注０．３％シリンジ 注：１５０ｍｇ／５０ｍＬ／シリンジ ドブタミン塩酸塩 心不全治療薬・昇圧薬

369 ドプラム注射液４００㎎ 注：４００ｍｇ／２０ｍＬ／Ｖ ドキサプラム塩酸塩水和物 呼吸障害改善薬

370 トラゼンタ錠５ｍｇ 錠：５ｍｇ リナグリプチン 糖尿病治療薬

371 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 カプセル：２５０ｍｇ トラネキサム酸 止血薬

372 トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」 注：１０００ｍｇ／１０ｍＬ／Ａ トラネキサム酸 止血薬

373 トラベルミン配合錠 錠：配合錠 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩、ジプロフィリン 制吐薬、鎮暈薬

374 トリプタノール錠１０ 錠：１０ｍｇ アミトリプリチン塩酸塩 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

375 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ「タイヨー」 錠：２ｍｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩 パーキンソン病治療薬

376 ドルミカム注射液１０ｍｇ 注：１０ｍｇ／２ｍＬ／Ａ ミダゾラム 麻酔薬

377 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇ「アテオス」 注：０．７５ｍｇ／キット デュラグルチド 糖尿病治療薬

378 トレーランＧ液７５ｇ ２２５ｍＬ／本、ブドウ糖として７５ｇ／本 デンプン部分加水分解物 その他

379 トレシーバ注フレックスタッチ３００単位 注：３００単位／３ｍＬ／本 インスリンデグルデグ 糖尿病治療薬

380 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ 口腔内崩壊錠：２５ｍｇ ゾニサミド パーキンソン病治療薬

381 ドロレプタン注射液２５ｍｇ 注：２５ｍｇ／１０ｍＬ／Ｖ ドロペリドール 麻酔薬

382 トロンビン液モチダソフトボトル５千 液：５０００単位／５ｍＬ／Ｖ トロンビン 止血薬

383 ナウゼリン坐剤１０ 坐薬：１０ｍｇ ドンペリドン 胃腸機能調整薬

384 ナウゼリン坐剤３０ 坐薬：３０ｍｇ ドンペリドン 胃腸機能調整薬

385 ナウゼリン坐剤６０ 坐薬：６０ｍｇ ドンペリドン 胃腸機能調整薬

386 ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 点鼻：５０μｇ（５６噴霧） モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 耳鼻咽喉科用剤

387 ナパゲルンローション３％ ローション：３０ｍｇ／ｍＬ（５０ｍＬ／本） フェルビナク 非ステロイド系抗炎症薬
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388 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「日医工」 注：１００ｍｇ／Ｖ ナファモスタットメシル酸塩 膵疾患治療薬

389 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 注：０．２ｍｇ／１ｍＬ／Ａ ナロキソン塩酸塩 呼吸障害改善薬

390 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 錠：２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 降圧薬

391 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 注：１０ｍｇ／１０ｍＬ／Ａ ニカルジピン塩酸塩 降圧薬

392 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 注：２ｍｇ／２ｍＬ／Ａ ニカルジピン塩酸塩 降圧薬

393 ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 錠：５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 ニコランジル 狭心症治療薬

394 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」 注：１２ｍｇ／Ｖ ニコランジル 狭心症治療薬

395 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」 注：４８ｍｇ／Ｖ ニコランジル 狭心症治療薬

396 ニセルゴリン細粒１％「サワイ」 細粒：１０ｍｇ／ｇ ニセルゴリン 脳卒中治療薬、抗認知症薬

397 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」　　 錠：５ｍｇ ニセルゴリン 脳卒中治療薬、抗認知症薬

398 ニゾラールクリーム２％ クリーム：２０㎎／ｇ（１０ｇ／本） ケトコナゾール 皮膚科用剤

399 ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 錠：５ｍｇ ニトラゼパム 抗不安薬、睡眠薬

400 ニトロールＲカプセル２０ｍｇ カプセル：２０ｍｇ 硝酸イソソルビド 狭心症治療薬

401 ニトロールスプレー１．２５ｍｇ スプレー：１６３．５ｍｇ／１０ｇ／本 硝酸イソソルビド 狭心症治療薬

402 ニトロール錠５ｍｇ 錠：５ｍｇ 硝酸イソソルビド 狭心症治療薬

403 ニトロール注５ｍｇ 注：５ｍｇ／１０ｍＬ／Ａ 硝酸イソソルビド 狭心症治療薬

404 ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ／１００ｍＬ「ＨＫ」 注：５０ｍｇ／１００ｍＬ／袋 ニトログリセリン 狭心症治療薬

405 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 舌下錠：０．３ｍｇ ニトログリセリン 狭心症治療薬

406 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」 徐放錠：２０ｍｇ ニフェジピン 降圧薬

407 ニュープロパッチ４．５ｍｇ 貼付薬：４．５ｍｇ ロチゴチン パーキンソン病治療薬

408 ニュープロパッチ９ｍｇ 貼付薬：９ｍｇ ロチゴチン パーキンソン病治療薬

409 ニューモバックスＮＰ 注：０．５ｍＬ／Ｖ 肺炎球菌莢膜ポリサッカライド 予防接種用薬

410 ネオアミユー輸液 注：２００ｍＬ／袋 アミノ酸 輸液・栄養製剤

411 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ 注：１ｍｇ／１ｍＬ／Ａ フェニレフリン塩酸塩 心不全治療薬・昇圧薬

412 ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ 注：５ｍＬ／本 ジブカイン塩酸塩、サリチル酸ナトリウム、臭化カルシウム 麻酔薬

413 ネオファーゲン静注２０ｍＬ 注：２０ｍＬ／Ａ グリチルリチン酸－アンモニウム 肝疾患治療薬

414 ネキシウムカプセル２０ｍｇ カプセル：２０ｍｇ エソメプラゾール 消化性潰瘍治療薬

415 ネグミンシュガー軟膏 軟膏：１００ｇ、５００ｇ／本 精製白糖、ポピドンヨード 皮膚科用剤

416 ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ 注：３０μｇ ダルベポエチンアルファ 造血薬

417 ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ 注：６０μｇ ダルベポエチンアルファ 造血薬

418 ネリプロクト坐剤 坐剤：１個 ジフルコルトロン吉草酸エステル、リドカイン 痔疾患治療薬

419 ノイロトロピン錠４単位 錠：４単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 非ステロイド系抗炎症薬

420 ノイロトロピン注射液３．６単位 注：３．６単位／３ｍＬ／Ａ ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 非ステロイド系抗炎症薬

421 ノウリアスト錠２０ｍｇ 錠：２０ｍｇ イストラデフィリン パーキンソン病治療薬

422 ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン 注：３００単位／３ｍＬ／キット 溶解インスリンアスパルト／プロタミン結晶性インスリンアスパルト 糖尿病治療薬

423 ノボラピッド注フレックスペン 注：３００単位／３ｍＬ　／キット インスリンアスパルト 糖尿病治療薬

424 ノルアドリナリン注１ｍｇ 注：１ｍｇ／１ｍＬ／Ａ ノルアドレナリン 心不全治療薬・昇圧薬

425 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ 錠：０．１２５ｍｇ ジゴキシン 心不全治療薬・昇圧薬

426 バイアスピリン錠１００ｍｇ 腸溶錠：１００ｍｇ アスピリン 抗血栓薬

427 ハイカリックＲＦ輸液 注：５００ｍＬ 糖、電解質 輸液・栄養製剤

428 ハイパジールコーワ錠３ 錠：３ｍｇ ニプラジロール 降圧薬

429 バソメット錠０．５ｍｇ 錠：０．５ｍｇ テラゾシン塩酸塩水和物 降圧薬

430 パタノール点眼液０．１％ 点眼液：１ｍｇ／ｍＬ（５ｍＬ／本） オロパタジン塩酸塩 眼科用剤

431 パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 注：４０ｍｇ／１ｍＬ／Ａ パパベリン塩酸塩 胆道疾患治療薬

432 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 錠：５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬

433 パラミヂンカプセル３００ｍｇ カプセル：３００ｍｇ ブコローム 痛風・高尿酸血症治療薬

434 パリエット錠１０ｍｇ 錠：１０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム 消化性潰瘍治療薬

435 ハルシオン　０．２５ｍｇ錠　　 錠：０．２５ｍｇ トリアゾラム 抗不安薬、睡眠薬

436 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠１００ｍｇ「アメル」 徐放錠：１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん薬

437 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠２００ｍｇ「アメル」 徐放錠：２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん薬

438 バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 細粒：４００ｍｇ／ｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん薬

439 パルミコート１００μｇタービュヘイラー１１２吸入 吸入薬：１００μｇ／回　１１．２㎎／本（１１２吸入／本） ブデソニド 気管支喘息治療薬

440 パルモディア錠０．１ｍｇ 錠：０．１ｍｇ ペマフィブラート 脂質異常症治療薬

441 バレリン錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん薬

442 バレリン錠２００ｍｇ 錠：２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん薬

443 パロキセチン錠１０ｍｇ「日新」 錠：１０ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

444 パンクレアチン「ヨシダ」 散 パンクレアチン 胃腸機能調整薬

445 バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ「トーワ」 注：０．５ｇ／Ｖ　 バンコマイシン塩酸塩 抗菌薬

446 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 錠：１００ｍｇ パンテチン ビタミン製剤

447 パンテニール注５００ｍｇ 注：５００ｍｇ／２ｍＬ／Ａ パンテノール ビタミン製剤

448 ハンプ注射用１０００ 注：１０００μｇ カルペリチド 心不全治療薬・昇圧薬

449 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「明治」　 注：２５ｍｇ／２．５ｍＬ ヒアルロン酸ナトリウム 非ステロイド系抗炎症薬

450 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ＴＳ」 点眼液：１０ｍｇ／ｍＬ（５ｍＬ／本） ヒアルロン酸ナトリウム 眼科用剤

451 ビーフリード輸液 注：５００ｍＬ 糖、電解質、アミノ酸、ビタミンＢ１ 輸液・栄養製剤

452 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＳ」 錠：１５ｍｇ ピオグリタゾン塩酸塩 糖尿病治療薬
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453 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＳ」 錠：３０ｍｇ ピオグリタゾン塩酸塩 糖尿病治療薬

454 ビオスリー配合錠 錠：配合錠 ラクトミン／酪酸菌／糖化菌 腸疾患治療薬

455 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 液：７．５ｍｇ／ｍＬ（１０ｍＬ／本） ピコスルファートナトリウム水和物 下剤

456 ビソノテープ４ｍｇ テープ：４ｍｇ ビソプロロール 降圧薬

457 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」 錠：０．６２５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 降圧薬

458 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 錠：２．５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 降圧薬

459 ビタジェクト注キット 注：配合剤１セット 配合剤 ビタミン製剤

460 ビタメジン配合カプセルＢ２５ カプセル：２５ｍｇ ベンフォチアミン／ピリドキシン塩酸塩／シアノコバラミン ビタミン製剤

461 ピドキサール錠１０ｍｇ 腸溶錠：１０ｍｇ ピリドキサールリン酸エステル水和物 ビタミン製剤

462 ピトレシン注射液２０ 注：２０単位／ｍＬ／Ａ バソプレシン 他のホルモン剤

463 ビビアント錠２０ｍｇ 錠：２０ｍｇ バゼドキシフェン酢酸塩 骨・カルシウム代謝薬

464 ビムパット錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ ラコサミド 抗てんかん薬

465 ビムパット錠５０ｍｇ 錠：５０ｍｇ ラコサミド 抗てんかん薬

466 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 錠：１．２５ｍｇ ピモベンダン 心不全治療薬・昇圧薬

467 ヒューマリン３／７注ミリオペン 注：３００単位／３ｍＬ／キット 速効型水溶性インスリン／中間型イソフェンインスリン 糖尿病治療薬

468 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 注：１０００単位／１０ｍＬ／Ｖ ヒトインスリン 糖尿病治療薬

469 ヒューマリンＲ注ミリオペン 注：３００単位／３ｍＬ／キット ヒトインスリン 糖尿病治療薬

470 ヒューマログミックス５０注ミリオペン 注：３００単位／３ｍＬ／キット インスリンリスプロ／中間型インスリンリスプロ 糖尿病治療薬

471 ヒューマログ注ミリオペン 注：３００単位／３ｍＬ／キット インスリンリスプロ 糖尿病治療薬

472 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サワイ」 カプセル：２５ｍｇ ピルジカイニド塩酸塩水和物 抗不整脈薬

473 ヒルナミン錠（２５ｍｇ） 錠：２５ｍｇ レボメプロマジンマレイン酸塩 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

474 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 錠：１０ｍｇ ファモチジン 消化性潰瘍治療薬

475 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 錠：２０ｍｇ ファモチジン 消化性潰瘍治療薬

476 ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 注：２０ｍｇ／２０ｍＬ／Ａ ファモチジン 消化性潰瘍治療薬

477 ファンガード点滴用５０ｍｇ 注：５０ｍｇ／Ｖ ミカファンギンナトリウム 抗真菌薬

478 フィコンパ錠２ｍｇ 錠：２ｍｇ ペランパネル水和物 抗てんかん薬

479 フィコンパ錠４ｍｇ 錠：４ｍｇ ペランパネル水和物 抗てんかん薬

480 フィジオ１４０輸液 注：５００ｍＬ 塩化ナトリウム／塩化カリウム／グルコン酸カルシウム／塩化マグネシウム／クエン酸ナトリウム／ブドウ糖 輸液・栄養製剤

481 フィブラストスプレー５００ スプレー：５００μｇ／５ｍＬ／ｖ トラフェルミン 皮膚科用剤

482 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 錠：６０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩 抗アレルギー薬

483 フェジン静注４０ｍｇ 注：鉄として４０ｍｇ／２ｍＬ／Ａ 含糖酸化鉄 造血薬

484 フェノバール錠３０ｍｇ 錠：３０ｍｇ フェノバルビタール 抗てんかん薬

485 フェノバール注射液１００ｍｇ 注：１００ｍｇ／１ｍＬ／Ａ フェノバルビタール 抗てんかん薬

486 フェノバルビタール散１０％「マルイシ」 散：１００ｍｇ／ｇ フェノバルビタール 抗てんかん薬

487 フェブリク錠１０ｍｇ 錠：１０ｍｇ フェブキソスタット 痛風・高尿酸血症治療薬

488 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」 パップ：７０ｍｇ／１４ｇ／枚（６枚入） フェルビナク 非ステロイド系抗炎症薬

489 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」 注：０．１ｍｇ／２ｍＬ／Ａ フェンタニルクエン酸塩 麻薬および類似薬

490 フォルテオ皮下注キット６００μｇ 注：６００μｇ テリパラチド 骨・カルシウム代謝薬

491 ブスコパン錠１０ｍｇ 錠：１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 消化性潰瘍治療薬

492 ブスコパン注２０ｍｇ 注：２０ｍｇ／１ｍＬ／Ａ ブチルスコポラミン臭化物 消化性潰瘍治療薬

493 フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ 錠：１０ｍｇ クロペラスチン塩酸塩 鎮咳・去痰薬

494 ブドウ糖注射液「ニッシン」２０％ 注：２０％（２０ｍＬ） ブドウ糖 輸液・栄養製剤

495 ブドウ糖注射液「ニッシン」５％ 注：５％（２０ｍＬ） ブドウ糖 輸液・栄養製剤

496 ブドウ糖注射液「ニッシン」５０％ 注：５０％（２０ｍＬ） ブドウ糖 輸液・栄養製剤

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

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

499 フラジール錠２５０ｍｇ 錠：２５０ｍｇ メトロニダゾール 抗寄生虫薬

500 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 錠：１０ｍｇ プラバスタチンナトリウム 脂質異常症治療薬

501 プラビックス錠２５ｍｇ 錠：２５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 抗血栓薬

502 プラビックス錠７５ｍｇ 錠：７５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 抗血栓薬

503 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「サワイ」 錠：２００ｍｇ フラボキサート塩酸塩 泌尿器・生殖器用剤

504 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ「アメル」 徐放錠：０．３７５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 パーキンソン病治療薬

505 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「アメル」 徐放錠：１．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 パーキンソン病治療薬

506 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「アメル」 錠：０．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 パーキンソン病治療薬

507 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ 注：６０ｍｇ デノスマブ 骨・カルシウム代謝薬

508 フランドルテープ４０ｍｇ テープ：４０ｍｇ 硝酸イソソルビド 狭心症治療薬

509 プリズバインド静注液２．５ｇ 注：５０ｍＬ イダルシズマブ（遺伝子組換え） 止血薬

510 ブリディオン静注２００ｍｇ 注：２００ｍｇ／２ｍＬ　 スガマデクスナトリウム 筋弛緩薬

511 フリバス錠５０ｍｇ　 錠：５０ｍｇ ナフトピジル 泌尿器・生殖器用剤

512 フルイトラン錠２ｍｇ 錠：２ｍｇ トリクロルメチアジド 降圧薬

513 フルタイド１００ディスカス ブリスター：１００μｇ／ＢＬ（６０吸入／個） フルチカゾンプロピオン酸エステル 気管支喘息治療薬

514 フルティフォーム１２５エアゾール５６吸入用 吸入：５６吸入／本 フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 気管支喘息治療薬

515 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「杏林」 錠：２５ｍｇ フルボキサミンマレイン酸塩 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

516 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「サワイ」 注：０．５ｍｇ／５ｍＬ／Ａ フルマゼニル 呼吸障害改善薬

517 フルマリン静注用１ｇ 注：１ｇ／Ｖ フロモキセフナトリウム 抗菌薬



No. 当院採用医薬品名 規格 成分名 分類タイトル

518 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 錠：５０ｍｇ フレカイニド酢酸塩 抗不整脈薬

519 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ シロスタゾール 抗血栓薬

520 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ 錠：５０ｍｇ シロスタゾール 抗血栓薬

521 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 錠：１ｍｇ プレドニゾロン 副腎皮質ステロイド

522 プレドニン錠５ｍｇ 錠：５ｍｇ プレドニゾロン 副腎皮質ステロイド

523 プロスタンディン軟膏０．００３％ 軟膏：３０μｇ／ｇ（１０ｇ／本） アルプロスタジルアルファデクス 皮膚科用剤

524 フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 錠：２０ｍｇ フロセミド 利尿薬

525 フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 注：２０ｍｇ／２ｍＬ／Ａ フロセミド 利尿薬

526 プロタノール－Ｌ注０．２ｍｇ 注：０．２ｍｇ／１ｍＬ／Ａ ｌ－イソプレナリン塩酸塩 心不全治療薬・昇圧薬

527 プロタミン硫酸塩静注用１００ｍｇ「モチダ」 注：１００ｍｇ／１０ｍＬ／Ｖ プロタミン硫酸塩 抗血栓薬

528 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 錠：０．２５ｍｇ ブロチゾラム 抗不安薬、睡眠薬

529 プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ「サワイ」 注：０．５ｍｇ／１ｍＬ／Ａ プロチレリン酒石酸塩水和物 他のホルモン剤

530 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 吸入液：２ｍｇ／ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩 鎮咳・去痰薬

531 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 錠：４㎎ ブロムヘキシン塩酸塩 鎮咳・去痰薬

532 ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 注：４ｍｇ／２ｍＬ／Ａ ブロムヘキシン塩酸塩 鎮咳・去痰薬

533 ヘキザックＡＬ液１％青 液：１％／２５０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩 消毒薬

534 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」　 徐放錠：２００ｍｇ ベザフィブラート 脂質異常症治療薬

535 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 錠：１０ｍｇ ベタキソロール塩酸塩 降圧薬

536 ベタニス錠５０ｍｇ 錠：５０ｍｇ ミラベグロン 泌尿器・生殖器用剤

537 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 錠：６ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩 制吐薬、鎮暈薬

538 ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 注：３５ｍｇ／１ｍＬ／Ａ ペチジン塩酸塩 麻薬および類似薬

539 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 錠：４ｍｇ ベニジピン塩酸塩 降圧薬

540 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 注：１００単位／ｍＬ　１０ｍＬ／本 ヘパリンナトリウム 抗血栓薬

541 ヘパリンナトリウム注１万単位１０ｍＬ「ＡＹ」 注：１０００単位／ｍＬ　１０ｍＬ／Ｖ ヘパリンナトリウム 抗血栓薬

542 ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 軟膏：３ｍｇ／ｇ（２５ｇ／本） ヘパリン類似物質 皮膚科用剤

543 ヘプタバックス－Ⅱ水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ 錠：１００ｍｇ 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン 予防接種用薬

544 ベプリコール錠５０ｍｇ 錠：５０ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物 抗不整脈薬

545 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 錠：４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩 抗不整脈薬

546 ペラプリン錠５ｍｇ 錠：５㎎　　　 塩酸メトクロプラミド 胃腸機能調整薬

547 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 錠：２０μｇ ベラプロストナトリウム 抗血栓薬

548 ベルソムラ錠１５ｍｇ 錠：１５ｍｇ スボレキサント 抗不安薬、睡眠薬

549 ベルソムラ錠２０ｍｇ 錠：２０ｍｇ スボレキサント 抗不安薬、睡眠薬

550 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」 錠：５０ｍｇ ベンズブロマロン 痛風・高尿酸血症治療薬

551 ボースデル内用液１０ 内溶液：２５０ｍＬ／袋 塩化マンガン四水和物 造影剤

552 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 錠：０．２ｍｇ ボグリボース 糖尿病治療薬

553 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トーワ」 錠：０．３ｍｇ ボグリボース 糖尿病治療薬

554 ホストイン静注７５０ｍｇ 注：７５０ｍｇ／Ｖ ホスフェニトインナトリウム水和物 抗てんかん薬

555 ボスミン外用液０．１％ 液：０．１％（１００ｍＬ／本）　 アドレナリン 心不全治療薬・昇圧薬

556 ボスミン注１ｍｇ 注：０．１％（１ｍｇ／１ｍＬ／Ａ） アドレナリン 心不全治療薬・昇圧薬

557 ボトックス注用１００単位 注：１００単位 Ａ型ボツリヌス毒素 筋弛緩薬

558 ボトックス注用５０単位 注：５０単位 Ａ型ボツリヌス毒素 筋弛緩薬

559 ボナロンゼリー３５ｍｇ ゼリー：３５㎎ アレンドロン酸ナトリウム水和物 骨・カルシウム代謝薬

560 ポビドンヨードガーグル７％「マイラン」　 含嗽液：７０ｍｇ／ｍＬ（３０ｍＬ／本） ポピドンヨード 歯科・口腔用剤

561 ポビドンヨードゲル１０％「マイラン」 ゲル：１００ｍｇ／ｇ（９０ｇ／本） ポピドンヨード 消毒薬

562 ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ゲル：１００ｍｇ／ｇ（４ｇ／本） ポピドンヨード 消毒薬

563 ポビドンヨード消毒液１０％「ケンエー」　 液：１００ｍｇ／ｍＬ（５００ｍＬ／本） ポピドンヨード 消毒薬

564 ポピヨドンスクラブ７．５％ 液：７５㎎／ｍＬ（５００ｍＬ／本） ポピドンヨード 消毒薬

565 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 顆粒：１５０ｍｇ／ｇ（０．５ｇ／包） ポラプレジンク 消化性潰瘍治療薬

566 ポララミン錠２㎎ 錠：２ｍｇ クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗アレルギー薬

567 ポララミン注５ｍｇ 注：５ｍｇ／１ｍＬ／Ａ クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗アレルギー薬

568 ホリゾン注射液１０ｍｇ　　　　　　 注：１０ｍｇ／２ｍＬ／Ａ ジアゼパム 抗不安薬、睡眠薬

569 ポリフル錠５００㎎ 錠：５００ｍｇ ポリカルボフィルカルシウム乾燥物 腸疾患治療薬

570 ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ カプセル：３７．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 非ステロイド系抗炎症薬

571 ボルヒール組織接着液 液：３ｍＬ フィブリノゲン血液凝固第ＸⅢ因子 血液製剤

572 ボルベン輸液６％ 注：５００ｍＬ ヒドロキシエチルデンプン１３００００ 輸液・栄養製剤

573 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ シリンジ：１ｍＬ イバンドロン酸ナトリウム水和物 骨・カルシウム代謝薬

574 マーカイン注脊麻用０．５％高比重 注：２０ｍｇ／４ｍＬ／Ａ ブピバカイン塩酸塩水和物 麻酔薬

575 マーカイン注脊麻用０．５％等比重 注：２０ｍｇ／４ｍＬ／Ａ ブピバカイン塩酸塩水和物 麻酔薬

576 マーズレンＳ配合錠０．５ＥＳ 錠：０．５ＥＳ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物／Ｌ－グルタミン 消化性潰瘍治療薬

577 マグコロール 液：２５０ｍＬ／本 クエン酸マグネシウム 下剤

578 マグネスコープ静注３８％シリンジ シリンジ：１５ｍＬ カドテル酸マグルミン 造影剤

579 マグミット錠２５０ｍｇ 錠：２５０ｍｇ 酸化マグネシウム 下剤

580 マグミット錠３３０ｍｇ 錠：３３０ｍｇ 酸化マグネシウム 下剤

581 マンニットールＳ注射液（３００ｍＬ） 注：３００ｍＬ Ｄ－マンニトール、Ｄ－ソルビトール 利尿薬

582 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 錠：２ｍｇ ミドドリン塩酸塩 心不全治療薬・昇圧薬



No. 当院採用医薬品名 規格 成分名 分類タイトル

583 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 錠：５０ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩 抗菌薬

584 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 注：１００ｍｇ／Ｖ　　　　　　　　　　　　　　 ミノサイクリン塩酸塩 抗菌薬

585 ミヤＢＭ錠 錠：宮入菌２０ｍｇ 宮入菌 腸疾患治療薬

586 ミラクリッド注射液５万単位 注：５万単位／１ｍＬ／Ａ ウリナスタチン 膵疾患治療薬

587 ミリステープ５ｍｇ テープ：５ｍｇ ニトログリセリン 狭心症治療薬

588 ミルリーラＫ注射液２２．５ｍｇ 注：２２．５ｍｇ／１５０ｍＬ／袋 ミルリノン 心不全治療薬・昇圧薬

589 メイロン静注８．４％ ８．４％注：２１ｇ／２５０ｍＬ（１０００ｍＥｑ／Ｌ） 炭酸水素ナトリウム 輸液・栄養製剤

590 メイロン静注８．４％ ８．４％注：１．６８ｇ／２０ｍＬ 炭酸水素ナトリウム 輸液・栄養製剤

591 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 カプセル：５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩 抗不整脈薬

592 メコバラミン錠５００「トーワ」 錠：５００μｇ メコバラミン ビタミン製剤

593 メサデルムクリーム０．１％　 クリーム：１ｍｇ／ｇ（５ｇ／本）　　　　　　 デキサメタゾンプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド

594 メジコン錠１５ｍｇ　　　 軟膏：１ｍｇ／ｇ（５ｇ／本）　　　　　　 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 鎮咳・去痰薬

595 メチコバール注射液５００μｇ 錠：１５ｍｇ メコバラミン ビタミン製剤

596 メトクロプラミド錠１０ｍｇ「テバ」 注：５００μｇ／１ｍＬ／Ａ ドンペリドン 胃腸機能調整薬

597 メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 ５００ｍＬ／本 メトトレキサート 抗リウマチ薬

598 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ［トーワ］ 錠：２５０ｍｇ メトホルミン塩酸塩 糖尿病治療薬

599 メドレニック注 注：２ｍＬ／Ａ 鉄、マンガン、亜鉛、銅、ヨウ素 輸液・栄養製剤

600 メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ　 吸入液：１００μｇ　／ｍＬ（０．５ｍＬ／本） プロカテロール塩酸塩水和物 気管支拡張薬

601 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ 錠：２０ｍｇ メマンチン塩酸塩 脳卒中治療薬、抗認知症薬

602 メマリーＯＤ錠５ｍｇ 錠：５ｍｇ メマンチン塩酸塩 脳卒中治療薬、抗認知症薬

603 メルカゾール錠５㎎ 錠：５ｍｇ チアマゾール 甲状腺疾患治療薬

604 メロキシカム錠１０ｍｇ「トーワ」 錠：１０ｍｇ メロキシカム 非ステロイド系抗炎症薬

605 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 注０．５ｇ／Ｖ メロペネム水和物 抗菌薬

606 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 錠：５ｍｇ モサプリドクエン酸塩水和物 胃腸機能調整薬

607 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 錠：１０ｍｇ モンテルカストナトリウム 抗アレルギー薬

608 ユービット錠１００ｍｇ 検査薬：１３Ｃ：１００㎎ 尿素（Ｃ１３） 消化性潰瘍治療薬

609 ユーロジン２ｍｇ錠 錠：２ｍｇ エスタゾラム 抗不安薬、睡眠薬

610 ユベラＮカプセル１００ｍｇ カプセル：１００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル 脂質異常症治療薬

611 ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ カプセル：２００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル 脂質異常症治療薬

612 ヨウ化カリウム「日医工」　 末 ヨウ化カリウム 甲状腺疾患治療薬

613 ラクツロース・シロップ６０％「コーワ」 シロップ：６００ｍｇ／ｍＬ（５００ｍＬ／本） ラクツロース 肝疾患治療薬

614 ラクテック注 注：５００ｍＬ 塩化カルシウム／塩化カリウム／塩化ナトリウム／Ｌ－乳酸ナトリウム 輸液・栄養製剤

615 ラコールＮＦ配合経腸用液 液：１袋あたり４００ｋｃａｌ／４００ｍＬ 蛋白アミノ酸製剤 輸液・栄養製剤

616 ラックビー微粒Ｎ 散：１ｇ（包） ビフィズス菌 腸疾患治療薬

617 ラピアクタ点滴静注バック３００ｍｇ 注：３００ｍｇ／バック ペラミビル水和物 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬

618 ラボナール注射用０．５ｇ 注：０．５ｇ／Ａ チオペンタールナトリウム 麻酔薬

619 ラミクタール錠１００ｍｇ 錠：１００ｍｇ ラモトリギン 抗てんかん薬

620 ラミクタール錠２５ｍｇ 錠：２５ｍｇ ラモトリギン 抗てんかん薬

621 ラミシールクリーム１％ クリーム：１０㎎／ｇ（１０ｇ／本） テルビナフィン塩酸塩 抗真菌薬

622 ラミシール外用液１％ 液：１０㎎／ｇ（１０ｇ／本） テルビナフィン塩酸塩 抗真菌薬

623 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 口腔内崩壊錠：１５ｍｇ ランソプラゾール 消化性潰瘍治療薬

624 ランタスＸＲ注ソロスター 注：４５０単位／３ｍＬ／キット インスリン　グラルギン 糖尿病治療薬

625 ランドセン錠１ｍｇ 錠：１ｍｇ クロナゼパム 抗てんかん薬

626 リオレサール錠５ｍｇ 錠：５ｍｇ バクロフェン 筋弛緩薬

627 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ 口腔内崩壊錠：３０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物 抗血栓薬

628 リクラスト点滴静注液５ｍｇ 注：５ｍｇ／１００ｍＬ ゾレドロン酸水和物 骨・カルシウム代謝薬

629 リコモジュリン点滴静注用１２８００ 注：１２８００単位／Ｖ トロンボモデュリンアルファ 抗血栓薬

630 リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 口腔内崩壊錠：１０ｍｇ リザトリプタン安息香酸塩 片頭痛治療薬

631 リシノプリル錠１０ｍｇ「タイヨー」 錠：１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 リシノプリル水和物 降圧薬

632 リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」 錠：１ｍｇ リスペリドン 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

633 リスペリドン内用液分包１ｍｇ「アメル」 内用液：１ｍｇ リスペリドン 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

634 リックル配合顆粒 顆粒：４．７４ｇ／包 Ｌ－イソロイシン、Ｌ－ロイシン、Ｌ－バリン 肝疾患治療薬

635 リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ パッチ：１３．５ｍｇ リバスチグミン 脳卒中治療薬、抗認知症薬

636 リバスタッチパッチ１８ｍｇ パッチ：１８ｍｇ リバスチグミン 脳卒中治療薬、抗認知症薬

637 リバスタッチパッチ４．５ｍｇ パッチ：４．５ｍｇ リバスチグミン 脳卒中治療薬、抗認知症薬

638 リバスタッチパッチ９ｍｇ パッチ：９ｍｇ リバスチグミン 脳卒中治療薬、抗認知症薬

639 リバロ錠２ｍｇ 錠：２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム 脂質異常症治療薬

640 リピオドール４８０注１０ｍＬ 注：１０ｍＬ／Ａ（ヨード４．８ｇ／Ａ） ヨード化ケシ油脂肪酸エステル 造影剤

641 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 カプセル：１５０ｍｇ リファンピシン 抗菌薬

642 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医工」 錠：５μｇ リマプロストアルファデクス 血管拡張薬

643 リメファー３Ｂ注射液 注：１０ｍＬ／Ａ チアミンジスルフィド／ピリドキシン塩酸塩／ヒロトキソコバラミン酢酸塩 ビタミン製剤

644 リリカＯＤ錠２５ｍｇ 口腔内崩壊錠：２５ｍｇ プレガバリン 非ステロイド系抗炎症薬

645 リリカＯＤ錠７５ｍｇ 口腔内崩壊錠：７５ｍｇ プレガバリン 非ステロイド系抗炎症薬

646 リンデロン－ＶＧローション ローション：１０ｍＬ／本 ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン硫酸塩 副腎皮質ステロイド

647 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ 軟膏：５ｇ／本 ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン硫酸塩 副腎皮質ステロイド
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648 リンデロン注４ｍｇ（０．４％） 注：０．４％　４ｍｇ／１ｍＬ／Ａ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド

649 リン酸コデイン散１％「日医工」 散：１０ｍｇ／ｇ コデインリン酸塩水和物 鎮咳・去痰薬

650 ルジオミール錠１０ｍｇ 錠：１０ｍｇ マプロチリン塩酸塩 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

651 ルネスタ錠１ｍｇ 錠：１ｍｇ エスゾピクロン 抗不安薬、睡眠薬

652 レキップＣＲ錠２ｍｇ 錠：２ｍｇ ロピニロール塩酸塩 パーキンソン病治療薬

653 レキップＣＲ錠８ｍｇ 錠：８ｍｇ ロピニロール塩酸塩 パーキンソン病治療薬

654 レクサプロ錠１０ｍｇ 錠：１０ｍｇ エスシタロプラムシュウ酸塩 抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬

655 レスタミンコーワクリーム１％ クリーム：１０ｍｇ／ｇ（５００ｇ） ジフェンヒドラミン 抗アレルギー薬

656 レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー オートミニドーザー１個 エボロクマブ 脂質異常症治療薬

657 レバミピド錠１００ｍｇ「杏林」 錠：１００ｍｇ レバミピド 消化性潰瘍治療薬

658 レボチロキシンＮａ錠５０μｇ「サンド」 錠：５０μｇ　 レボチロキシンナトリウム水和物 甲状腺疾患治療薬

659 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「杏林」 錠：５００ｍｇ レボフロキサシン水和物 抗菌薬

660 レボフロキサシン点眼液１．５％「日新」 点眼液：１５ｍｇ／ｍＬ（５ｍｌ／本） レボフロキサシン水和物 眼科用剤

661 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ「ニプロ」 注：５００ｍｇ／１００ｍＬ（バック） パズフロキサシンメシル酸塩 抗菌薬

662 レミニール錠４ｍｇ 錠：４ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩 脳卒中治療薬、抗認知症薬

663 レミニール錠８ｍｇ 錠：８ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩 脳卒中治療薬、抗認知症薬

664 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 注：２ｍｇ／Ｖ レミフェンタニル塩酸塩 麻薬および類似薬

665 レルパックス錠２０ｍｇ 錠：２０ｍｇ エレトリプタン臭化水素酸塩 片頭痛治療薬

666 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「日医工」 テープ：１００ｍｇ／枚（７枚入り） ロキソプロフェンナトリウム 非ステロイド系抗炎症薬

667 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「日医工」 テープ：５０ｍｇ／枚（７枚入り） ロキソプロフェンナトリウム 非ステロイド系抗炎症薬

668 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「日医工」 パップ：１００ｍｇ／１０ｇ／枚（７枚入り） ロキソプロフェンナトリウム 非ステロイド系抗炎症薬

669 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 錠：６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム 非ステロイド系抗炎症薬

670 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」 注：５０ｍｇ／５．０ｍＬ ロクロニウム臭化物 筋弛緩薬

671 ロコアテープ テープ：４０ｍｇ エスフルルビプロフェン 非ステロイド系抗炎症薬

672 ロコイドクリーム０．１％ クリーム：１ｍｇ／ｇ（５ｇ／本） ヒドロコルチゾン酪酸エステル 副腎皮質ステロイド

673 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「日医工」 錠：２．５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム 脂質異常症治療薬

674 ロスバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 錠：５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム 脂質異常症治療薬

675 ロゼレム錠８ｍｇ 錠：８ｍｇ ラメルテオン 抗不安薬、睡眠薬

676 ロトリガ粒状カプセル２ｇ カプセル：２ｇ オメガ－３脂肪酸エステル 脂質異常症治療薬

677 ロピオン静注５０ｍｇ 注：５０㎎／５ｍＬ／Ａ フルルビプロフェンアキセチル 非ステロイド系抗炎症薬

678 ロプレソール錠２０ｍｇ 錠：２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩 降圧薬

679 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨー」 カプセル：１ｍｇ　　　　　　　　　　　 ロペラミド塩酸塩 腸疾患治療薬

680 ワーファリン錠１ｍｇ 錠：１ｍｇ ワルファリンカリウム 抗血栓薬

681 ワイスタール配合静注用１ｇ 注：１ｇ／Ｖ（ＳＢＴ　０．５ｇ、ＣＰＺ　０．５ｇ） スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム 抗菌薬

682 ワソラン静注５ｍｇ 注：５ｍｇ／２ｍＬ／Ａ ベラパミル塩酸塩 抗不整脈薬

683 ワントラム錠１００ｍｇ 徐放錠：１００ｍｇ トラマドール塩酸塩徐放錠 麻薬および類似薬

684 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ 注：４０ｍｇ／１ｍＬ／Ａ エフェドリン塩酸塩 気管支拡張薬

685 亜鉛華軟膏「日医工」 軟膏：５００ｇ／本 酸化亜鉛 皮膚科用剤

686 塩化ナトリウム「日医工」 ５００ｇ／箱 塩化ナトリウム その他

687 塩化ナトリウム注１０％「日新」 注：２０ｍＬ（２．０ｇ）／Ａ 塩化ナトリウム 輸液・栄養製剤

688 塩酸ドパミン注キット６００ 注：６００ｍｇ／２００ｍＬ／袋 ドパミン塩酸塩 心不全治療薬・昇圧薬

689 塩酸バンコマイシン散０．５「ＭＥＥＫ」 散：０．５ｇ／Ｖ　 バンコマイシン塩酸塩 抗菌薬

690 塩酸メトクロプラミド注射液１０ｍｇ「タカタ」１０ｍｇ／２ｍＬ 注：１０ｍｇ／２ｍＬ／Ａ 塩酸メトクロプラミド 胃腸機能調整薬

691 塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 錠：２ｍｇ リルマザホン塩酸塩水和物 抗不安薬、睡眠薬

692 乾燥ＨＢグロブリン筋注用１０００単位「ニチヤク」 注：１０００単位／５ｍＬ／Ｖ 抗ＨＢｓ抗体 血液製剤

693 強力ポステリザン軟膏 軟膏：２ｇ／本 大腸菌死菌浮遊液、ヒドロコルチゾン 痔疾患治療薬

694 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 軟膏：１０ｇ／本 ヒドロコルチゾン酢酸エステル／フラジオマイシン硫酸塩／ジフェンヒドラミン塩酸塩 抗アレルギー薬

695 献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 注：２５００ｍｇ／５０ｍＬ／Ｖ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンＧ 血液製剤

696 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 末 酸化マグネシウム 下剤

697 消毒用エタノールＢ液ＩＰ 液：５００ｍＬ エタノール 消毒薬

698 親水軟膏 軟膏：５００ｇ／瓶 親水軟膏 その他

699 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 注：０．９％　１０ｍＬ／９０ｍｇ／１シリンジ 塩化ナトリウム 輸液・栄養製剤

700 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ 注：０．９％　２０ｍＬ／０．１８ｇ／１シリンジ 塩化ナトリウム 輸液・栄養製剤

701 生理食塩液ヒカリ（細口開栓） 注：０．９％　洗浄用５００ｍＬ 塩化ナトリウム 輸液・栄養製剤

702 精製水 ５００ｍＬ／本 精製水 その他

703 静注用キシロカイン２％ 注：１００ｍｇ／５ｍＬ／Ａ リドカイン塩酸塩 抗不整脈薬

704 静注用マグネゾール２０ｍＬ 注：１６．２ｍＥｑ／２０ｍＬ 硫酸マグネシウム水和物 女性ホルモン剤、子宮用剤

705 大塚蒸留水 注：５００ｍＬ 注射用水 輸液・栄養製剤

706 大塚蒸留水 注：１００ｍＬ 注射用水 輸液・栄養製剤

707 大塚生食注 注：０．９％　５０ｍＬ 塩化ナトリウム 輸液・栄養製剤

708 大塚生食注 注：０．９％　１００ｍＬ 塩化ナトリウム 輸液・栄養製剤

709 大塚糖液５％ 注：５％　５００ｍＬ ブドウ糖 輸液・栄養製剤

710 大塚糖液５％ 注：５％　１００ｍＬ ブドウ糖 輸液・栄養製剤

711 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」　 末 炭酸水素ナトリウム 消化性潰瘍治療薬

712 注射用ソル・メルコート１２５ 注：１２５ｍｇ／Ｖ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド
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713 注射用ソル・メルコート４０ 注：４０ｍｇ／Ｖ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド

714 注射用ソル・メルコート５００ 注：５００ｍｇ／Ｖ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド

715 注射用水 注：２０ｍＬ 注射用水 輸液・栄養製剤

716 低分子デキストランＬ注 注：１０ｇ／１００ｍＬ　２５０ｍＬ デキストラン４０ 輸液・栄養製剤

717 二フラン点眼液０．１％ 点眼液：１ｍｇ／ｍＬ（５ｍＬ／本） プラノプロフェン 眼科用剤

718 乳糖「ケンエー」 倍散調製用　：５００ｇ 乳糖水和物 その他

719 白色ワセリン「ヨシダ」 軟膏：５０ｇ 白色ワセリン その他

720 滅菌精製水「ケンエー」 ５００ｍＬ／本 精製水 その他


