
NO 医薬品名 剤型 NO 医薬品名 剤型

1 1％ディプリバン注−キット（500mg50mL） 【注】 82 アプルウェイ錠20mg 【内】

2 1％プロポフォール注「マルイシ」（20mL） 【注】 83 アボルブカプセル0.5mg 【内】

3 1％プロポフォ−ル注｢ﾏﾙｲｼ｣  (50mL) 【注】 84 アマージ錠2．5mg 【内】

4 10％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 【外】 85 アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 【内】

5 一硝酸イソソルビド錠20mg 「ｻﾜｲ」 【内】 86 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 【内】

6 20％マンニットール注射液「YD」300mL 【注】 87 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 【注】

7 5-FU注1000mg(20mL) 【注】 88 アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 【注】

8 5-FU注250mg(5mL） 【注】 89 アミサリン注100mg 【注】

9 ACD−A液��(注射：500mL) 【注】 90 アミゼットB輸液�200mL 【注】

10 D−ソルビトール経口液75％「コーワ」 【内】 91 アミティーザカプセル24μg 【内】

11 EOB・プリモビスト注シリンジ�10mL 【注】 92 アミノレバンEN配合散（コーヒー味） 【内】

12 EOB・プリモビスト注シリンジ�5mL 【注】 93 アミノレバンEN配合散（フルーツ味） 【内】

13 EPLカプセル250mg 【内】 94 アミノレバン点滴静注（200mL袋） 【注】

14 GSプラスターC「ユートク」（7cm×10cm：10枚） 【外】 95 アミノレバン点滴静注（500mL袋） 【注】

15 HCGモチダ筋注用5,000単位 【注】 96 アムバロ配合錠「サンド」 【内】

16 HMGテイゾー75(注射用) 【注】 97 アムビゾーム点滴静注用50mg 【注】

17 KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット 【注】 98 アムロジピンOD錠2．5mg 「ﾄｰﾜ」 【内】

18 LH−RH注0.1mg「タナベ」(1mL) 【注】 99 アムロジピンOD錠5mg 「ﾄｰﾜ」 【内】

19 l-メントール＊（健栄）(末) 【内】 100 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 【内】

20 MSコンチン錠10㎎ 【内】 101 アモキシシリンカプセル250mg「NP」 【内】

21 MS温シップ「タイホウ」（100g/5枚） 【外】 102 アラセナ−A点滴静注用300mg 【注】

22 PA・ヨード点眼・洗眼液（20mL） 【外】 103 アラセナ−A軟膏3%（5g) 【外】

23 SG配合顆粒�(1g/包) 【内】 104 アラミスト点鼻液27．5μg56噴霧用 【外】

24 SPトローチ0.25mg「明治」 【外】 105 アリクストラ皮下注2．5mg 【注】

25 アーガメイト20%ゼリー25g 【内】 106 アリクストラ皮下注5mg 【注】

26 アーテン錠（2㎎） 【内】 107 アリクストラ皮下注7．5mg 【注】

27 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット) 【外】 108 アリムタ注射用100mg 【注】

28 アイオピジンUD点眼液1％（0.1mL） 【外】 109 アリムタ注射用500mg 【注】

29 アイファガン点眼液0.1%（5mL） 【外】 110 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」�20mL 【注】

30 アイリーア硝子体内注射液40mg/mL 【注】 111 アルケラン錠2mg 【注】

31 アカルボース錠100mg「ファイザー」 【内】 112 アルケラン静注用50mg 【注】

32 アクアチムクリーム1％（10g） 【外】 113 アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) 【外】

33 アクトシン軟膏3％（30g） 【外】 114 アルト原末（パウダー：1g） 【外】

34 アクトネル錠75mg 【内】 115 アルト原末（パウダー：500㎎） 【外】

35 アクプラ静注用10mg 【注】 116 アルファカルシドールｶﾌﾟｾﾙ0.25μg 「ﾄｰﾜ」� 【内】

36 アクプラ静注用50㎎ 【注】 117 アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包) 【内】

37 アクラシノン注射用20mg 【注】 118 アルブミナー5％�静注12.5g/250mL 【注】

38 アコアラン静注用600 【注】 119 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 【内】

39 アコファイド錠100mg 【内】 120 アルプロスタジル注10μgシリンジ「F」 【注】

40 アザルフィジンEN錠500mg 【内】 121 アルプロスタジル注5μgシリンジ「F」 【注】

41 アシクロビル点滴静注用250mg「ｻﾜｲ」� 【注】 122 アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ﾃﾊﾞ」(2mL) 【注】

42 アシクロビル錠200mg「テバ」 【内】 123 アルロイドG内用液5％ 【内】

43 アジスロマイシン錠250mg「��」 【内】 124 アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) 【外】

44 アジルバ錠20mg 【内】 125 アレビアチン散10％（100mg/g） 【内】

45 アズノールうがい液4％10mL 【外】 126 アレビアチン錠100㎎ 【内】

46 アズノール軟膏0.033％ 【外】 127 アレンドロン酸錠35mg「日医工」 【内】

47 アスパラ-CA錠200（1.3mEq） 【内】 128 アロキシ静注0.75mg（5mL） 【注】

48 アスパラカリウム錠300mg 【内】 129 アロプリノール錠100mg「サワイ」 【内】

49 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 【注】 130 アロンアルファA「三共」(0.5g) 【外】

50 アスベリン錠10 【内】 131 アンサー皮下注20μg 【注】

51 アセチルシステイン内用液17.6％「ショーワ」（20mL瓶） 【内】 132 アンチレクス静注10mg(1%1mL1管) 【注】

52 アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 【外】 133 アンテベートローション0.05%(10g) 【外】

53 アセトキープ3G注 (500mL) 【注】 134 アンブロキソール塩酸塩錠15mg 「ﾄｰﾜ」� 【内】

54 アセリオ静注液1000mgバッグ 【注】 135 アンペック坐剤10㎎ 【外】

55 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 【内】 136 イーケプラ錠500mg 【内】

56 アゾセミド錠60㎎ 【内】 137 イーケプラ点滴静注500mg 【注】

57 アゾルガ配合懸濁性点眼液 【外】 138 イオウ・カンフルローション 【外】

58 アタラックス-Pカプセル25mg 【内】 139 イオパーク300注シリンジ100mL 【注】

59 アタラックス-P注射液(25㎎1ml) 【注】 140 イオパーク350注�100mL 【注】

60 アタラックス-P注射液(50㎎/ml) 【注】 141 イオパーク350注�20mL 【注】

61 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 【注】 142 イオパーク350注�50mL 【注】

62 アテノロール錠25mg「トーワ」 【内】 143 イオパーク350注シリンジ70mL� 【注】

63 アデホス−Lコーワ注 20mg 【注】 144 イオパミロン注300 100mL 【注】

64 アドエア250ディスカス60吸入用 【外】 145 イオパミロン注300 20mL 【注】

65 アトーゼット配合錠HD 【内】 146 イオパミロン注300 50mL 【注】

66 アドフィードパップ40mg（10cm×14cm：7枚入り） 【外】 147 イオパミロン注370�100mL 【注】

67 アトルバスタチンOD錠10mg 「ﾄｰﾜ」 【内】 148 イオパミロン注370�20mL 【注】

68 アドレナリン注0．1％シリンジ「テルモ」(1mL) 【注】 149 イオパミロン注370�50mL 【注】

69 アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL) 【注】 150 イグザレルト錠10mg 【内】

70 アナストロゾール錠1mg「NK」 【内】 151 イグザレルト錠15mg 【内】

71 アナペイン注2mg／mL�100mL 【注】 152 イクスタンジ錠80mg 【内】

72 アナペイン注7.5mg／mL�10mL 【注】 153 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」 【内】

73 アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 【外】 154 イスコチン錠100㎎ 【内】

74 アネキセート注射液0.5㎎(5mL) 【注】 155 イソコロナールRカプセル20mg 【内】

75 アネメトロ点滴静注液 500mg 【注】 156 イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) 【外】

76 アノーロエリプタ 30吸入用 【外】 157 イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) 【注】

77 アバスチン点滴静注用100mg／4mL 【注】 158 イソソルビド内用液70%「CEO」 【内】

78 アバスチン点滴静注用400mg／16mL 【注】 159 イソビスト注240�10mL 【注】

79 アフィニトール錠5mg 【内】 160 イソビスト注300�10mL 【注】

80 アブストラル舌下錠100μg 【内】 161 イダマイシン静注用5mg 【注】

81 アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 【内】 162 イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 【内】



NO 医薬品名 剤型 NO 医薬品名 剤型

163 イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 【内】 244 エルカルチンFF錠 250mg 【内】

164 イトリゾール注1％ (20mL1管(溶解液付)) 【注】 245 エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL) 【注】

165 イナビル吸入粉末剤20mg 【内】 246 エルシトニン注20Sディスポ(1mL) 【注】

166 イニシンク配合錠 【注】 247 エルネオパNF1号輸液 1000mL 【注】

167 イノバン注100mg(5mL) 【外】 248 エルネオパNF1号輸液 1500mL 【注】

168 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 【内】 249 エルネオパNF2号輸液 1000mL 【注】

169 イマジニール300注�20mL 【注】 250 エルネオパNF2号輸液 1500mL 【注】

170 イミグラン点鼻液20(0.1mL/個) 【外】 251 エルプラット点滴静注液100mg 【注】

171 イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」 【内】 252 エルプラット点滴静注液50mg 【注】

172 イムノブラダー膀注用40mg 【注】 253 エレジェクト注シリンジ (2mL) 【注】

173 イムラン錠50mg 【内】 254 エレファコットンエコE�(消毒綿4cm×4cm) 【外】

174 イメンドカプセル125mg 【内】 255 エレファワイパーEI�W�(消毒綿4cm×4cm) 【外】

175 イメンドカプセル80mg 【内】 256 エレンタール配合内用剤（80g/包） 【内】

176 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40㎎ ｢ﾎｽﾋﾟｰﾗ｣ 【注】 257 エンシュア・H（375kcal/250mL） 【内】

177 イリボーOD錠�5μg 【内】 258 エンタカポン錠100mg「アメル」 【内】

178 イルベサルタン錠100mg「DSPB」 【内】 259 エンテカビル錠0．5mg「トーワ」 【内】

179 インジゴカルミン注20mg「第一三共」（5mL） 【注】 260 エンドキサン錠�50mg 【内】

180 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 【注】 261 オイパロミン300注シリンジ100mL 【注】

181 インデラル注射液2㎎(2mL) 【注】 262 オイパロミン370注シリンジ100mL 【注】

182 インドメタシンクリーム1％「日医工」（50g） 【外】 263 オイパロミン370注シリンジ80mL 【注】

183 インドメタシン坐剤25「NP」 【外】 264 オイパロミン注300�100mL 【注】

184 インドメタシン坐剤50「NP」 【外】 265 オイパロミン注300�20mL 【注】

185 イントラリポス輸液20％�100mL 【注】 266 オイパロミン注300�50mL 【注】

186 インフルエンザHAワクチン｢ビケンHA｣�1mL 【注】 267 オイパロミン注370�100mL 【注】

187 ヴィーンD輸液�500mL 【注】 268 オイパロミン注370�20mL 【注】

188 ウチダのシテイM（生薬：1回8g） 【内】 269 オイパロミン注370�50mL 【注】

189 ウテメリン錠5mg 【内】 270 オイラックスHクリーム（5g） 【外】

190 ウテメリン注50mg(5mL) 【注】 271 オイラックスクリーム10％（10g・500g） 【外】

191 ウブレチド錠5mg 【内】 272 オイラックスクリーム10％（500g） 【外】

192 ウルソデオキシコール酸錠100mg 【内】 273 オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 【外】

193 ウルティブロ吸入用カプセル 【外】 274 オーグメンチン配合錠250RS(375mg) 【内】

194 ウレパールローション10％（20g） 【外】 275 大塚生食注（1L広口開栓） 【外】

195 ウログラフイン注60％(20mL) 【注】 276 オキサロールローション25μg/g(10g) 【外】

196 ウロナーゼ静注用6万単位 【注】 277 オキサロール軟膏25μg/g（10g） 【外】

197 ウロマチックS泌尿器科用灌流液3％(3L/袋) 【外】 278 オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 【内】

198 ウロミテキサン注400㎎(4mL) 【注】 279 オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 【内】

199 エイベリス点眼0.002％ 【外】 280 オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 【内】

200 エカベトNa顆粒66.7% 「サワイ」 (1.5g/包） 【内】 281 オキシドール（液：500mL/瓶） 【外】

201 エキザルベ 【外】 282 オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ「トーワ」 【内】

202 エクザール注射用10mg 【注】 283 オキナゾール膣錠600mg 【外】

203 エクストラニール�腹膜透析液�UVフラッシュツインバッグ�1500mL� 【注】 284 オキノーム散2．5mg 【内】

204 エクストラニール�腹膜透析液�UVフラッシュツインバッグ�2000mL� 【注】 285 オキノーム散5mg 【内】

205 エクストラニール�腹膜透析液�シングルバッグ�1500mL�1袋 【注】 286 オキファスト注10mg 【注】

206 エクセグラン散20％ 【内】 287 オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 【注】

207 エクセグラン錠100㎎ 【内】 288 オザグレルNa注射液80mgシリンジ｢ｻﾜｲ｣� 【注】

208 エクメット配合錠HD 【内】 289 オノアクト点滴静注用 50mg 【注】

209 エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 【外】 290 オビソート注射用0.1g（100mg1管） 【注】

210 エサンブトール錠250㎎ 【内】 291 オフサグリーン静注用 25mg 【注】

211 エストラ—ナテープ0.72mg 【外】 292 オプソ内服液10mg(5mL) 【内】

212 エストラサイトカプセル156.7mg 【内】 293 オプソ内服液5mg(2.5mL) 【内】

213 エストリール錠1㎎＊（持田） 【内】 294 オペガンハイ0.85眼粘弾剤1％(0.85mL) 【注】

214 エスワンタイホウ配合OD錠T20 【内】 295 オムニスキャン静注32％シリンジ10mL 【注】

215 エスワンタイホウ配合OD錠T25 【内】 296 オムニスキャン静注32％シリンジ15mL 【注】

216 エタノール 「マルイシ」 【外】 297 オムニパーク300注シリンジ�100mL 【注】

217 エダラボン点滴静注液バッグ 30mg「日医工」� 【注】 298 オムニパーク350注シリンジ�70mL 【注】

218 エチゾラム錠0．5mg「トーワ」 【内】 299 オメプラゾール注射用 20mg ｢日医工｣  【注】

219 エディロールカプセル0.75μg 【内】 300 オラネジン液1．5％消毒用アプリケータ25mL 【外】

220 エトドラク錠 200mg 「SW」 【内】 301 オラネジン消毒液1．5％ 【外】

221 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」� 【注】 302 オリブ油＊（丸石） 【外】

222 エナラプリルマレイン酸塩錠2．5mg「サワイ」 【内】 303 オルケディア錠1mg 【内】

223 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 【内】 304 オルケディア錠2mg 【内】

224 エナルモンデポー筋注250mg(1mL) 【注】 305 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 【注】

225 エネーボ配合経腸用液 【内】 306 オルテクサー口腔用軟膏0．1％ 【外】

226 エネマスター注腸散(400g) 【外】 307 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 【内】

227 エパルレスタット錠 50mg 「ファイザー」 【内】 308 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 【内】

228 エビリファイ錠6mg 【内】 309 オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「明治」 【内】

229 エピルビシン塩酸塩注射液10mg／5mL「NK」 【注】 310 オングリザ錠2.5㎎ 【内】

230 エフィエントOD錠20mg 【内】 311 オンコビン注射用1mg 【注】

231 エフィエント錠�3.75mg 【内】 312 カイトリル錠2mg 【内】

232 エフィエント錠2．5mg 【内】 313 ガスえそウマ抗毒素“化血研”(5000単位10mL) 【注】

233 エフピーOD錠2.5 【内】 314 ガスター注射液20㎎(2mL) 【注】

234 エブランチルカプセル15mg 【内】 315 ガストログラフィン経口・注腸用（液剤：100mL） 【内】

235 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 【内】 316 カチーフN錠5mg 【内】

236 エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」 【注】 317 カデチア配合錠HD「あすか」 【内】

237 エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」 【注】 318 カデックス軟膏0.9％ 【外】

238 エホチール注10mg(1mL) 【注】 319 ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL 【注】

239 エリキュース錠�5mg 【内】 320 ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL 【注】

240 エリキュース錠2．5mg 【内】 321 ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL 【注】

241 エリスロシン錠200㎎ 【内】 322 カナグル錠100㎎ 【内】

242 エリル点滴静注液30mg(2mL) 【注】 323 カナマイシンカプセル250mg「明治」 【内】

243 エルカトニン注40単位(1mL)「NP」 【注】 324 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 【注】



NO 医薬品名 剤型 NO 医薬品名 剤型

325 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」 【注】 406 クロマイ膣錠100mg 【外】

326 カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 【内】 407 クロミッド錠50mg 【内】

327 カベルゴリン錠0．25mg「サワイ」 【内】 408 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1％「東豊」 【外】

328 カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 【内】 409 クロルマジノン酢酸エステル錠25㎎「日医工」 【内】

329 カリジノゲナーゼ錠 50単位 「ﾄｰﾜ」 【内】 410 ケイキサレートドライシロップ76％（3.27g/包） 【内】

330 カリメート散（5g/包） 【内】 411 ケイセントラ静注用1000 【注】

331 カリ石ケン＊（日興）(軟膏) 【外】 412 ケイセントラ静注用500 【注】

332 カルセド注射用20mg 【注】 413 ケイツーN静注10mg(2mL) 【注】

333 カルセド注射用50mg 【注】 414 ケーサプライ錠600mg 【内】

334 カルチコール注射液8.5%5mL（1.95mEq） 【注】 415 ゲーベンクリーム1%(50g) 【外】

335 カルデナリンOD錠1㎎ 【内】 416 ケタスカプセル10㎎ 【内】

336 カルデナリンOD錠2㎎ 【内】 417 ケタラール静注用200mg(20mL) 【注】

337 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 【内】 418 ケトコナゾールクリーム2％「JG」 【外】

338 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL) 【注】 419 ケトコナゾールローション2％「JG」 【外】

339 カルバマゼピン細粒50％「フジナガ」 【内】 420 ケトプロフェンテープ40mg  「日医工」 【外】

340 カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 【内】 421 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」（7枚/袋） 【外】

341 カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 【内】 422 ケナコルト−A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL 【注】

342 カルフィーナ錠1．0μg 【内】 423 ゲフィチニブ錠250㎎「DSEP」 【内】

343 カルベジロール錠 10mg 「サワイ」 【内】 424 ゲムシタビン点滴静注用1g｢ﾔｸﾙﾄ｣ 【注】

344 カルベジロール錠2．5mg「サワイ」 【内】 425 ゲムシタビン点滴静注用200mg｢ﾔｸﾙﾄ｣  【注】

345 カルボカインアンプル注0.5％�10mL 【注】 426 ケンエーG浣腸液50％�120mL 【外】

346 カルボカインアンプル注1％�10mL 【注】 427 ケンエーG浣腸液50％�60mL 【外】

347 カルボカインアンプル注2％�10mL 【注】 428 ケンエーアクリノール液0.1（滅菌）（液：500mL） 【外】

348 カルボシステイン錠500mg 「ﾄｰﾜ」 【内】 429 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」 【注】

349 カルボシステインドライシロップ50％「テバ」 【内】 430 ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 【注】

350 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」�(15mL) 【注】 431 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「イワキ」 (10g) 【外】

351 カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」�(5mL) 【注】 432 コアテック注5㎎(5mL) 【注】

352 カロナール細粒50％ 【内】 433 コアヒビター注射用10mg� 【注】

353 カロナール錠200 【内】 434 コアヒビター注射用50mg 【注】

354 カンデサルタン錠 8mg 「あすか」 【内】 435 コアベータ静注用12．5mg 【注】

355 カンレノ酸カリウム静注用200㎎｢ｻﾜｲ｣ 【注】 436 ゴージョーMHS�TFXオートディスペンサー用カートリッジ�タッチフリー式（液：1200mL） 【外】

356 キシレステシンA注射液（カートリッジ：1.8mL） 【注】 437 ゴージョーMHS（液：215mL） 【外】

357 キシロカインゼリー2％(30mL) 【外】 438 コートリル錠10mg 【内】

358 キシロカイン点眼液4％(20mL) 【外】 439 コスパノン錠80㎎ 【内】

359 キシロカインビスカス2％(100mL瓶) 【外】 440 コソプトミニ配合点眼液 (0.4mL) 【外】

360 キシロカインポンプスプレー8％(80g) 【外】 441 コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 【内】

361 キシロカイン液「4％」(100mL瓶) 【外】 442 コメリアンコーワ錠50 【内】

362 キシロカイン注射液「0.5％」エピレナミン（1：100,000）含有(20mL) 【注】 443 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 【内】

363 キシロカイン注射液「1％」エピレナミン（1：100,000）含有(20mL) 【注】 444 コントミン筋注25mg(5mL) 【注】

364 キュビシン静注用350mg 【注】 445 コントミン糖衣錠12.5mg 【内】

365 強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL 【注】 446 コンプラビン配合錠 【内】

366 キロサイド注20mg（1mL） 【注】 447 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) 【外】

367 キンダベート軟膏0.05％（5g） 【外】 448 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（綿型5.1cm×2.5cm) 【外】

368 キンダリー透析剤3E 【注】 449 ザイザル錠5mg 【内】

369 キンダリー透析剤AF2号�6L�1瓶 【注】 450 ザイザルシロップ�0.05％ 【内】

370 キンダリー透析剤AF3号�6L�1瓶 【注】 451 サイトテック錠200 【内】

371 グーフィス錠5mg 【内】 452 サイプレジン1％点眼液(10mL) 【外】

372 クエチアピン錠 25mg 「トーワ」 【内】 453 サイモグロブリン点滴静注用25mg 【注】

373 クエンメット-U配合散(1g/包) 【内】 454 サクシゾン静注用1000mg 【注】

374 クエン酸第一鉄Na錠50mg 「ｻﾜｲ」 【内】 455 サクシゾン注射用100mg 【注】

375 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8．3％「ツルハラ」 【内】 456 サクシゾン注射用300mg 【注】

376 クラシエ猪苓湯エキス細粒〔EK-40〕 2.0g 【内】 457 ザクラス配合錠HD 【内】

377 クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕 2.5g 【内】 458 サテニジン液10（500mL） 【外】

378 クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕  2.0g 【内】 459 サブラッド血液ろ過用補充液BSG�2020mLキット 【注】

379 グラナテック点眼液 0.4% (5mL) 【外】 460 サムスカOD錠7.5mg 【内】

380 グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK｣ � 【注】 461 サラジェン錠5mg 【内】

381 クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g) 【内】 462 サラゾピリン錠500mg 【内】

382 クラフォラン注射用1g 【注】 463 サリパラ液 【外】

383 クラリスロマイシン・ドライシロップ10％小児用(100mg/g) 【内】 464 ザルコニン液0.05（500mL） 【外】

384 クラリスロマイシン錠 200mg 「ｻﾜｲ」 【内】 465 ザルコニン液10�(10% 500mL) 【外】

385 グランダキシン錠50��� 【内】 466 ザルティア錠 5mg 【内】

386 グラン注射液M300(0.7mL) 【注】 467 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」 【内】

387 クリアクター静注用80万 【注】 468 ザロンチンシロップ(50mg/mL) 【内】

388 グリクラジド錠40mg 【内】 469 サンコバ点眼液0.02％(5mL) 【外】

389 グリセリンBC液60％「ケンエー」250mL瓶 【外】 470 サンディミュン点滴静注用250mg（5mL) 【注】

390 グリセレブ点滴静注 (200mL) 【注】 471 サンドールP点眼液（5mL） 【外】

391 グリチロン配合錠 【内】 472 サンピロ点眼液2％(5mL) 【外】

392 グリベック錠100mg 【内】 473 サンリズム注射液50(5mL) 【注】

393 グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 【内】 474 ジアグノグリーン注 25mg 【注】

394 クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」 【注】 475 ジアゼパム錠 2mg 【内】

395 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 【注】 476 ジアゼパム錠 5mg 【内】

396 グルカゴンGノボ注射用1mg 【注】 477 ジーラスタ皮下注 3.6mg 【注】

397 グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包） 【内】 478 ジェイゾロフトOD錠 25mg 【内】

398 グルトパ注1200万単位 【注】 479 ジェニナック錠200mg 【内】

399 グルベス配合OD錠 【内】 480 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5％「CEO」 【外】

400 グレースビット錠50mg 【内】 481 ジギラノゲン注0.4mg(2mL) 【注】

401 クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) 【外】 482 ジクアス点眼液3％（5mL） 【外】

402 クレメジン速崩錠500mg 【内】 483 シグマート注48mg 【注】

403 クロチアゼパム錠5mg 【内】 484 シグマビタン配合カプセルB25 【内】

404 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 【内】 485 ジクロフェナクNaゲル1％「SN」 50g 【外】

405 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 【内】 486 ジクロフェナクNa徐放カプセル37．5mg「トーワ」 【内】
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487 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 【内】 568 セフジニルカプセル100mg 「ﾌｧｲｻﾞｰ」� 【内】

488 ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg 「JG」 【外】 569 セフタジジム静注用1g「マイラン」� 【注】

489 ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「JG」 【外】 570 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」�日医工��� 【注】

490 ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「JG」 【外】 571 セフメタゾールNa静注用1g「NP」 【注】

491 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 (20mL)�� 【注】 572 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 【外】

492 シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」  (100mL)�� 【注】 573 セララ錠25mg 【内】

493 ジスロマック点滴静注用500mg 【注】 574 セララ錠50mg 【内】

494 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 【内】 575 セルシン注射液10mg（2mL） 【注】

495 シタラビン点滴静注液1g「テバ」 【注】 576 セルニルトン錠63mg 【内】

496 シタラビン点滴静注液400mg「テバ」 【注】 577 ゼルフィルム（貼付：100mm×125mm) 【外】

497 ジピリダモール錠25mg「日医工」 【内】 578 セレコックス錠100mg 【内】

498 ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「日医工」 【内】 579 セレコックス錠200mg 【内】

499 シプロフロキサシン錠200㎎ 【内】 580 セレジストOD錠5mg 【内】

500 シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」� 【注】 581 セレスターナ配合錠 【内】

501 シベクトロ錠200mg 【内】 582 セレニカR顆粒40％(400mg/g) 【内】

502 シベクトロ点滴静注用200mg 【注】 583 セレネース内服液0.2％(2mg/mL) 【内】

503 シベレスタットNa点滴静注用 100mg 「F」 【注】 584 センノシド錠12mg 「ｻﾜｲ」 【内】

504 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 【内】 585 ソタコール錠40㎎ 【内】

505 シムビコートタービュヘイラー60吸入 【外】 586 ソナゾイド注射用 16μL 【注】

506 ジメチコン錠40mg「YD」 【内】 587 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 【内】

507 ジャディアンス錠 10mg 【内】 588 ゾビラックス眼軟膏3％(5g) 【外】

508 ジャドニュ顆粒分包360mg 【内】 589 ゾビラックス軟膏5％(5g) 【外】

509 ジャドニュ顆粒分包90mg 【内】 590 ソフラチュール貼付剤10cm 【外】

510 ジャヌビア錠50mg 【内】 591 ゾフルーザ錠20mg 【内】

511 シュアポスト錠0．5mg 【内】 592 ゾラデックス1.8mgデポ 【注】

512 酒石酸「ヤマゼン」 【外】 593 ゾラデックス3.6mgデポ 【注】

513 静注用マグネゾール20mL 【注】 594 ゾラデックスLA10.8mgデポ 【注】

514 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 【内】 595 ソリタックス-H輸液�500mL 【注】

515 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 【内】 596 ソルアセトF輸液�500mL� 【注】

516 シルニジピン錠 10mg 「サワイ」 【内】 597 ソルデム1輸液�200mL 【注】

517 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 【内】 598 ソルデム1輸液�500mL 【注】

518 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 【内】 599 ソルデム3A輸液�200mL 【注】

519 シロドシンOD錠�4mg「DSEP」 【内】 600 ソルデム3A輸液�500mL 【注】

520 シンビット静注用50mg 【注】 601 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg 「ｻﾜｲ」� 【内】

521 スインプロイク錠0．2mg 【内】 602 ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL 「サンド」 【注】

522 スープレン吸入麻酔液 【外】 603 ダイアニール−N�PD−4�1.5�腹膜透析液� UVフラッシュツインバッグ 1000mL 【注】

523 スオード錠100 【内】 604 ダイアニール−N�PD−4�1.5�腹膜透析液�UVフラッシュツインバッグ�1500mL� 【注】

524 スコピゾル眼科用液�15mL 【外】 605 ダイアニール−N�PD−4�1.5�腹膜透析液�UVフラッシュツインバッグ�2000mL� 【注】

525 スタデルムクリーム5％（10g） 【外】 606 ダイアニール−N�PD−4�2.5�腹膜透析液�UVフラッシュツインバッグ�1500mL� 【注】

526 スタレボ配合錠L100 【内】 607 ダイアニール−N�PD−4�2.5�腹膜透析液�UVフラッシュツインバッグ�2000mL� 【注】

527 スチブロン軟膏0.05%（5g） 【外】 608 ダイアモックス注射用500mg 【注】

528 ステリクロンR液0.1（500mL） 【外】 609 ダイアモックス錠250mg 【内】

529 ステリクロンR液0.5（500mL） 【外】 610 ダウノマイシン静注用20mg 【注】

530 ステリクロンW液0.02（500mL） 【外】 611 ダカルバジン注用100 【注】

531 ステリクロンW液0.05（500mL） 【外】 612 タケキャブ錠 10mg 【内】

532 ステリスコープ3W／V％液 【外】 613 タケキャブ錠 20mg 【内】

533 ステリハイド20W/V%液�500mL（消毒剤原料） 【外】 614 タケルダ配合錠 【内】

534 ストロカイン錠5mg 【内】 615 タコシール組織接着用シート（9.5×4.8cm） 【外】

535 ストロメクトール錠3mg 【内】 616 タシグナカプセル150mg 【内】

536 スピール膏M（貼付薬） 【外】 617 タシグナカプセル200mg 【内】

537 スピオルトレスピマット 60吸入用 【外】 618 タゾピペ配合静注用4.5「明治」 【注】

538 スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 【外】 619 タフマックE配合カプセル 【内】

539 スピロノラクトン錠25mg 「ﾄｰﾜ」 【内】 620 タプロス点眼液0.0015％（2.5mL） 【外】

540 スベニールディスポ関節注25mg(2.5mL) 【注】 621 タプロスミニ点眼液0.0015% (0.3mL) 【外】

541 スポンゼル(5cm×2.5cm) 【外】 622 タミフルカプセル75 【内】

542 スマトリプタン錠50mg「アスペン」 【内】 623 タムスロシン塩酸塩OD錠0．1mg「サワイ」 【内】

543 スミスリンローション 5% (30g) 【外】 624 ダラシンTゲル1％(10g) 【外】

544 スミフェロン注DS300万IU(注射液) 【注】 625 タリビッド眼軟膏0.3％（3.5g） 【外】

545 スミルスチック3％�40g 【外】 626 タリビッド耳科用液0.3％（5mL） 【外】

546 スミルローション3％ 【外】 627 ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 【注】

547 スルバシリン静注用 1.5g 【注】 628 炭酸水素ナトリウム（末） 【内】

548 スルピリドカプセル 50mg 「トーワ」 【内】 629 タンデトロン注射用20 (20μg) 【注】

549 スルピリン注射液500mg「日医工」（2mL） 【注】 630 タンドスピロンクエン酸錠10㎎「トーワ」 【内】

550 生理食塩液「フソー」�5mL(注射用) 【注】 631 ダントリウム静注用20mg 【注】

551 生理食塩液バッグ「ﾌｿｰ」1000mL 【注】 632 タンニン酸アルブミン（末） 【内】

552 生理食塩液バッグ「ﾌｿｰ」1500mL 【注】 633 チアプリド錠25mg「サワイ」 【内】

553 セキソビット錠100mg 【内】 634 チウラジール錠50mg 【内】

554 ゼチーア錠10mg 【内】 635 チエクール点滴用0．5g� 【注】

555 セニラン坐剤3mg 【外】 636 チオラ錠100 【内】

556 セパミット-R細粒2％(10mg-0.5g/包) 【内】 637 チガソンカプセル10 【内】

557 ゼビアックスローション 2% (10g) 【外】 638 チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 【内】

558 セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ｢ｵｰﾂｶ｣� 【注】 639 チザニジン錠1mg「サワイ」 【内】

559 セファゾリンナトリウム注射用1g｢日医工｣   【注】 640 チニタゾール錠500㎎「F」 【内】

560 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) 【注】 641 チモプトールXE点眼液0.5％（2.5mL） 【外】

561 セファランチン末1%(10mg/g) 【内】 642 チャンピックス錠0.5mg 【内】

562 ゼフィックス錠100 【内】 643 チャンピックス錠1mg 【内】

563 セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」� 【注】 644 注射用水PL「フソー」(20mL) 【注】

564 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 【注】 645 注射用水PL「フソー」(500mL) 【注】

565 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg    「トーワ」 【内】 646 チラーヂンS錠25μg 【内】

566 セフジトレンピボキシル小児用細粒10％ 【内】 647 チラーヂンS錠50μg 【内】

567 セフジトレンピボキシル錠 100mg 「サワイ」 【内】 648 チロナミン錠 5mcg 【内】



NO 医薬品名 剤型 NO 医薬品名 剤型

649 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 【内】 730 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL 「ヤクルト」 【注】

650 つくしA・M配合散(1.3g/包) 【内】 731 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL 「ヤクルト」 【注】

651 ツムラ 乙字湯ｴｷｽ顆粒（医療用）�〔No.3〕 2.5g 【内】 732 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 【内】

652 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）〔No.17 〕 2.5g 【内】 733 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 【内】

653 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）〔No.34〕3.0g 【内】 734 ドパコール配合錠L100 【内】

654 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔No.16〕 2.5g 【内】 735 ドパストン静注25mg(0.25％10mL1管) 【注】

655 ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）〔No.62〕2.5g 【内】 736 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」 【注】

656 ツムラ紫雲膏 【外】 737 トピナ錠50mg 【内】

657 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）〔No.61〕 2.5g 【内】 738 トプシムクリーム（5g） 【外】

658 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）〔No15〕 2.5g 【内】 739 ドプスOD錠100mg 【内】

659 ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）〔No.106〕 2.5g 【内】 740 ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg｢ｻﾜｲ｣� 【注】

660 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）〔No.24〕 2.5g 【内】 741 ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」 【注】

661 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）〔No.1〕 2.5g 【内】 742 ドブポン注0．3％シリンジ 【注】

662 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔No.107〕 2.5g 【内】 743 ドボベット軟膏 (15g) 【外】

663 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）〔No.18〕 2.5g 【内】 744 トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 【内】

664 ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒（医療用）〔No.25〕 2.5g 【内】 745 トラゼンタ錠 5mg 【内】

665 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)〔No50〕 2.5g 【内】 746 トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 【内】

666 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）〔No.31〕 2.5g 【内】 747 トラネキサム酸注射液�1000mg 「ﾀｲﾖｰ」 【注】

667 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）〔No.12 〕 2.5g 【内】 748 トラネキサム酸カプセル 250mg 「ﾄｰﾜ」 【内】

668 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）〔No.10〕 2.5g 【内】 749 トラバタンズ点眼液0.004％(2.5mL) 【外】

669 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）〔No.114〕 3.0g 【内】 750 トラマールOD錠 25mg 【内】

670 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）〔No.48〕 2.5g 【内】 751 トラマゾリン点鼻液0.118％「AFP」（予製品10mL瓶） 【外】

671 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）〔No.19〕 3.0g 【内】 752 ドラマミン錠50mg 【内】

672 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）〔No108〕 3.0g 【内】 753 トランコロン錠�7.5mg 【内】

673 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）〔No.100〕 2.5g 【内】 754 トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」 【内】

674 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）〔No.47〕 2.5g 【内】 755 トリキュラー21（錠�21日分1組） 【内】

675 ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒（医療用）〔No.38〕 2.5g 【内】 756 トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 【内】

676 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）〔No.23〕 2.5g 【内】 757 トリノシン顆粒10％(100mg/g/包) 【内】

677 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）〔No.29〕 3.0g 【内】 758 トリプタノール錠10 【内】

678 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）〔No.7〕 2.5g 【内】 759 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 【内】

679 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）〔No.37〕 2.5g 【内】 760 ドルミカム注射液10mg2mL 【注】

680 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔No.14〕 2.5g 【内】 761 ドルモロール配合点眼液「ニットー」（5mL） 【外】

681 ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)〔No.54〕2.5g 【内】 762 トルリシティ皮下注0．75mgアテオス 【注】

682 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔No.43〕 2.5g 【内】 763 トレーランG液75g （液：225mL） 【内】

683 ツロブテロールテープ 1mg 「ファイザー」 【外】 764 トレシーバフレックスタッチ 【注】

684 ツロブテロールテープ 2mg 「ファイザー」 【外】 765 ドレニゾンテープ4μg／cm2� 【外】

685 テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」� 【注】 766 トレリーフOD錠 25mg 【内】

686 ディスオーパ消毒液0.55%（3.8L） 【外】 767 ドロレプタン注射液25mg10mL 【注】

687 ディナゲスト錠1mg 【内】 768 トロンビン液モチダソフトボトル�1万(10mL)� 【内】

688 ディビゲル1mg(ゲル) 【外】 769 ナウゼリンOD錠10 【内】

689 ディフェリンゲル0.1％(15g) 【外】 770 ナウゼリン坐剤60 【外】

690 ディレグラ配合錠 【内】 771 ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用（18g） 【外】

691 テオドールドライシロップ20％ 【内】 772 ナフトピジルOD錠25mg「EE」 【内】

692 テオドール錠100mg 【内】 773 ナベルビン注10(1mL) 【注】

693 テオロング錠200㎎ 【内】 774 ナベルビン注40(4mL) 【注】

694 デカドロン錠0.5mg 【内】 775 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL) 【注】

695 デキサート注射液3．3mg� 【注】 776 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg｢ｻﾜｲ｣  【注】

696 デキサンVG軟膏 0.12% （日医工） 【外】 777 ニコチネルTTS 10（貼付） 【外】

697 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 【内】 778 ニコチネルTTS 20（貼付） 【外】

698 デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ 【注】 779 ニコチネルTTS 30（貼付） 【外】

699 デザレックス錠5mg 【内】 780 ニコランジル錠5mg 「ｻﾜｲ」 【内】

700 デスモプレシン・スプレー2．5協和（125μg1瓶） 【外】 781 ニコランジル点滴静注用48mg｢ｻﾜｲ｣ 【注】

701 テタノブリンIH静注250単位(3.4mL) 【注】 782 ニコリン注射液500mg(10mL) 【注】

702 デトキソール静注液2g(20mL) 【注】 783 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 【内】

703 テネリア錠20mg 【内】 784 ニトプロ持続静注液6mg2mL 【注】

704 デノシン点滴静注用500mg 【注】 785 ニドラン注射用50㎎ 【注】

705 テノゼット錠 300mg 【内】 786 ニトロール注5mgシリンジ(10mL) 【注】

706 デパケンシロップ5％(50mg/mL) 【内】 787 ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL) 【注】

707 テプレノンカプセル50mg 「ｻﾜｲ」� 【内】 788 ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」 【注】

708 テプレノン細粒10％「サワイ」 【内】 789 ニトログリセリン点滴静注50mg／100mL「TE」 【注】

709 デュオトラバ配合点眼液（2.5mL） 【外】 790 ニトロペン舌下錠0.3mg 【内】

710 デュファストン錠 5mg� 【内】 791 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 【内】

711 テラムロ配合錠AP「DSEP」 【内】 792 ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 【内】

712 テラルビシン注射用10mg 【注】 793 ニフェジピンL錠 10mg 「トーワ」 【内】

713 テリルジー100エリプタ 【外】 794 ニフェジピンカプセル10mg 【内】

714 テルチア配合錠AP「DSEP」 【内】 795 ニフレック配合内用剤（プラスチックバッグ）137.155g 【内】

715 テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「日医工」 【外】 796 ニュープロパッチ13．5mg 【外】

716 テルビナフィン錠125mg「サワイ」 【内】 797 ニュープロパッチ4．5mg 【外】

717 テルミサルタン錠40mg「DSEP」 【内】 798 ニュープロパッチ9mg 【外】

718 デルモベートスカルプローション0.05％（10g） 【外】 799 ネイリンカプセル100mg 【内】

719 デルモベート軟膏0.05％（5g） 【外】 800 ネオアミユー輸液�200mL 【注】

720 テルモ生食�250mL(注射用) 【注】 801 ネオーラル10㎎カプセル 【内】

721 テレミンソフト坐薬10mg 【外】 802 ネオーラル25mgカプセル 【内】

722 トアラセット配合錠「トーワ」 【内】 803 ネオーラル50mgカプセル 【内】

723 動注用アイエーコール100mg 【注】 804 ネオシネジンコーワ5％点眼液（10mL） 【外】

724 トーワチーム配合顆粒 【内】 805 ネオシネジンコーワ注1mg 【注】

725 ドキシル注�20mg 【注】 806 ネオビタカイン注�5mL 【注】

726 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 【注】 807 ネオフィリン注250mg(10mL) 【注】

727 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 【注】 808 ネオベノｰル点眼液0.4％（15mL） 【外】

728 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「NP」 【内】 809 ネキシウムカプセル20mg 【内】

729 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「日医工」 【内】 810 ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg 【内】



NO 医薬品名 剤型 NO 医薬品名 剤型

811 ネクサバール錠200mg 【内】 892 ビカーボン輸液�500mL 【注】

812 ネスプ注射液120μgプラシリンジ 【注】 893 ビカルタミドOD錠80mg「NK」 【内】

813 ネスプ注射液180μgプラシリンジ 【注】 894 ビクシリンカプセル250mg 【内】

814 ネスプ注射液20μgプラシリンジ� 【注】 895 ビクシリン注射用1g 【注】

815 ネスプ注射液40μgプラシリンジ� 【注】 896 ビクトーザ皮下注18mg 【注】

816 ネスプ注射液60μgプラシリンジ� 【注】 897 ピコスルファートナトリウム内用液0．75％「CHOS」 【内】

817 ネリゾナソリューション0.1％（10mL） 【外】 898 ビジパーク270�100mL 【注】

818 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1％（5g） 【外】 899 ビジパーク270�50mL 【注】

819 ネリプロクト坐剤 【外】 900 ビジパーク270注20mL 【注】

820 ノイトロジン注100μg 【注】 901 ピシバニール注射用5KE 【注】

821 ノイトロジン注250μg 【注】 902 ビスコート0.5眼粘弾剤 【外】

822 ノイロトロピン注射液3.6単位（3mL） 【注】 903 ビスダイン静注用15mg 【注】

823 ノイロトロピン錠4単位 【内】 904 ヒスロンH錠200mg 【内】

824 ノーベルバール静注用250mg 【注】 905 ビソノテープ�2mg 【外】

825 ノバスタンHI注10mg 【注】 906 ビソノテープ�4mg 【外】

826 ノバミン筋注5mg（1mL�1管） 【注】 907 ビソノテープ�8mg 【外】

827 ノバミン錠5㎎ 【内】 908 ビソプロロールフマル酸塩錠0．625mg「トーワ」 【内】

828 ノバントロン注10㎎(5mL) 【注】 909 ビソプロロールフマル酸塩錠2．5mg「トーワ」 【内】

829 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン（300単位1キット） 【注】 910 ビダーザ注射用100mg 【注】

830 ノボラピッド注フレックスタッチ 【注】 911 ビタジェクト注キット 【注】

831 ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット） 【注】 912 ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」 【内】

832 ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL) 【注】 913 ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」 【内】

833 ハーセプチン注射用150 【注】 914 ビタミンC注「フソー」500mg(2mL) 【注】

834 ハーセプチン注射用60 【注】 915 ビタメジン静注用 【注】

835 ハーフジゴキシンKY錠0.125 【内】 916 ヒダントールF配合錠 【内】

836 パーロデル錠2.5㎎ 【内】 917 ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 【注】

837 バイアスピリン錠100㎎ 【内】 918 ピトレシン注射液20(20単位1管1mL) 【注】

838 ハイカムチン注射用1.1mg 【注】 919 ビビアント錠20mg 【内】

839 ハイカリックRF輸液�500mL 【注】 920 ヒビスクラブ消毒液4％（500mL/瓶） 【外】

840 ハイカリック液-1号�700mL(注射用) 【注】 921 ヒビスコールSジェル1（500mL扁平ポンプ付�減容ボトル） 【外】

841 ハイカリック液-2号�700mL(注射用) 【注】 922 ヒビスコール液A0.5％ 【外】

842 ハイカリック液-3号�700mL(注射用) 【注】 923 ヒビテン・グルコネート液20％ 500mL（消毒剤原料） 【外】

843 ハイシー顆粒25％(250mg/g/包) 【内】 924 ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 【注】

844 ハイゼット錠50mg 【内】 925 ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」（生食100mL付） 【注】

845 ハイドレアカプセル500㎎ 【内】 926 ビムパット錠50mg 【内】

846 ハイポエタノール液2％「ケンエー」（500mL） 【外】 927 ピムロ顆粒(0.5g/包) 【内】

847 パキシルCR錠12.5㎎ 【内】 928 ピモベンダン錠2.5mg「TE」 【内】

848 パキシルCR錠25㎎ 【内】 929 ヒューマリンR注100単位/mL（10mL瓶） 【注】

849 バクタ配合錠 【内】 930 ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット） 【注】

850 バクトロバン鼻腔用軟膏2％（3g） 【外】 931 ヒューマログミックス25注ミリオペン（300単位1キット） 【注】

851 パクリタキセル注100mg/16.7mL｢NK」 【注】 932 ヒューマログミックス50注ミリオペン（300単位1キット） 【注】

852 パクリタキセル注30mg/5mL「NK」� 【注】 933 ヒュミラ皮下注40mgペン0．4mL 【注】

853 パズクロス点滴静注液500mg(100mL) 【注】 934 ビラノア錠20mg 【内】

854 パタノール点眼液0.1％ 【外】 935 ピラマイド原末 【内】

855 バックス発泡顆粒 【外】 936 ビリスコピン点滴静注50�100mL 【注】

856 パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 【注】 937 ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 【内】

857 バファリン配合錠A330 【内】 938 ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg  「トーワ」 【内】

858 ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶 【注】 939 ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg  「トーワ」 【内】

859 パム静注500mg(20mL) 【注】 940 ヒルトニン0.5mg注射液(1mL) 【注】

860 バムスターS200（水性懸濁液）(150mL) 【内】 941 ビレーズトリ エアロスフィア56吸入用 【外】

861 バラシクロビル錠500mg「アスペン」 【内】 942 ファーストシン静注用1g 【注】

862 パラミヂンカプセル300㎎ 【内】 943 ファモチジンD錠20mg 「ｻﾜｲ」 【内】

863 パリエット錠 5mg 【内】 944 ファルモルビシン注射用10mg 【内】

864 パリエット錠10㎎ 【内】 945 ファンガード点滴用50mg 【注】

865 バリブライトCL（散/粉末）(280g) 【内】 946 ファンギゾンシロップ�100mg／mL 【外】

866 バルサルタン錠 40mg 「サンド」 【内】 947 フィコンパ錠2mg 【内】

867 バルサルタン錠 80mg 「サンド」 【内】 948 フィジオ140輸液�500mL 【注】

868 バルプロ酸Na徐放B錠 100mg 「ﾄｰﾜ」 【内】 949 フィニバックス点滴静注用0．25g 【注】

869 バルプロ酸Na徐放B錠 200mg 「ﾄｰﾜ」 【内】 950 ブイフェンド200mg静注用 【注】

870 バレイショデンプン(末) 【内】 951 ブイフェンド錠50mg 【内】

871 バロス消泡内用液2％(300mL) 【内】 952 フィブラストスプレー500 【外】

872 ハロペリドール錠1mg「アメル」 【内】 953 フィブロガミンP静注用（4mL） 【注】

873 ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL) 【注】 954 フィルグラスチムBS注 75μgシリンジ 「ﾓﾁﾀﾞ」 【注】

874 バンコマイシン塩酸塩散0.5g�「ﾌｧｲｻﾞｰ」 【内】 955 フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」 【内】

875 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「ﾌｧｲｻﾞｰ」 【注】 956 フェジン静注40mg（2mL） 【注】

876 パンテチン錠 100mg 「YD」 【内】 957 フェソロデックス筋注250mg 【注】

877 パンテニール注100mg「JG」(1mL) 【注】 958 フェノール・亜鉛華リニメント 【外】

878 ハンプ注射用1000 【注】 959 フェノバルビタール散10％「マルイシ」（100mg/g） 【内】

879 ビ・シフロール錠0.5mg 【内】 960 フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 【内】

880 ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1％「日点」 【外】 961 フェブリク錠20mg 【内】

881 ヒアレインミニ点眼液0.3％(0.4mL) 【外】 962 フェロ・グラデュメット錠105mg 【内】

882 ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184％(20mL) 【外】 963 フェンタニル注射液0．1mg「テルモ」（0．005％2mL1管) 【注】

883 ピーエヌツイン-1号輸液�1000mL 【注】 964 フェンタニル注射液0．5mg「テルモ」(0．005％10mL1管) 【注】

884 ピーエヌツイン-2号輸液�1100mL 【注】 965 フェントステープ0.5mg 【外】

885 ピーエヌツイン-3号輸液�1200mL 【注】 966 フェントステープ1mg 【外】

886 ビーソフテンローション0．3％�（50g） 【外】 967 フェントステープ2mg 【外】

887 ピートル顆粒分包250mg 【内】 968 フェントステープ4mg 【外】

888 ビーフリード輸液 (500mL) 【注】 969 フォシーガ錠 5mg 【内】

889 ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 【内】 970 フォリアミン錠(5mg) 【内】

890 ビオスリー配合OD錠 【内】 971 フシジンレオ軟膏2％（10g） 【外】

891 ビオフェルミンR散（1g/包) 【内】 972 ブシラミン錠100㎎「トーワ」 【内】



NO 医薬品名 剤型 NO 医薬品名 剤型

973 ブチルスコポラミン臭化物錠10mg 【内】 1054 ペガシス皮下注90μg(1mL) 【注】

974 ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」 【注】 1055 ベガモックス点眼液0.5％(5mL) 【外】

975 プッシュ綿棒P（綿棒2本入） 【外】 1056 ヘキザックAL1％綿棒12 【外】

976 ブドウ糖注50％PL「フソー」(20mL) 【注】 1057 ベギンクリーム10％�（20g） 【外】

977 プラザキサカプセル110mg 【内】 1058 ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用 【注】

978 プラザキサカプセル75mg 【内】 1059 ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用 【注】

979 フラジール内服錠250mg 【内】 1060 ベサコリン散5％(50mg/g) 【内】

980 フラジール膣錠250mg 【外】 1061 ベサノイドカプセル10mg 【内】

981 プラノバール配合錠 【内】 1062 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 【内】

982 フラビタン錠5㎎ 【内】 1063 ベシケアOD錠2.5mg 【内】

983 プラリア皮下注60mgシリンジ 【注】 1064 ベストロン耳鼻科用1％（5mL） 【外】

984 プランルカスト錠225「日医工」 【内】 1065 ベストロン点眼用0.5％（5mL） 【外】

985 フリウェル配合錠 LD 【内】 1066 ヘスパンダー輸液�(注射：500mL) 【注】

986 プリズバインド静注液 2.5g 50mL 【注】 1067 ベセルナクリーム5％ 【外】

987 ブリディオン静注200mg 【注】 1068 ベタニス錠25mg 【内】

988 プリモジアン・デポー筋注(1mL) 【注】 1069 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「ﾄｰﾜ」 【内】

989 プリモボラン錠5㎎ 【内】 1070 ベタフェロン皮下注�960万 【注】

990 ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％(5mL) 【外】 1071 ベタメタゾン錠0．5mg「サワイ」 【内】

991 フルオメソロン0．1％点眼液 【外】 1072 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」（5g） 【外】

992 フルオレサイト静注500mg（10％5mL） 【注】 1073 ペチジン塩酸塩注射液 50mg 「タケダ」 【注】

993 フルカリック3号輸液1103mL 【注】 1074 ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「OME」 【内】

994 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 【内】 1075 ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL) 【外】

995 フルスタン錠0.3 【内】 1076 ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ「NP」10mL（ロック用） 【注】

996 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 【内】 1077 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」 【注】

997 フルスルチアミン静注液50mg「日医工」 (20mL) 【注】 1078 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「ｵｰﾂｶ」10mL 【注】

998 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 【外】 1079 ヘパリンNa注5千単位/5mL�「ﾓﾁﾀﾞ」 【注】

999 フルダラ静注用50mg 【注】 1080 ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 【注】

1000 フルツロンカプセル200 【内】 1081 ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」 【注】

1001 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 【外】 1082 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3％「PP」 【外】

1002 フルニトラゼパム錠 1mg 「アメル」 【内】 1083 ヘパリン類似物質外用スプレー0．3％「日医工」 【外】

1003 ブルフェン錠100 【内】 1084 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3％「PP」 【外】

1004 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) 【注】 1085 ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」 (25g) 【外】

1005 フルマリン静注用1g 【注】 1086 ベピオゲル 2.5% (15g) 【外】

1006 ブレオ注射用15mg 【注】 1087 ヘブスブリンIH静注1000単位 【注】

1007 ブレオ注射用5mg 【注】 1088 ヘプタバックス−Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.5mL 【注】

1008 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 【内】 1089 ベプリコール錠50mg 【内】

1009 ブレディニンOD錠50 【内】 1090 ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 【内】

1010 プレドニゾロン錠1㎎（旭化成） 【内】 1091 ヘモポリゾン軟膏 (2g) 【外】

1011 プレドニン錠5㎎ 【内】 1092 ベラパミル塩酸塩錠40mg 「ﾀｲﾖｰ」 【内】

1012 プレマリン錠0.625㎎ 【内】 1093 ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL) 【注】

1013 プロイメンド点滴静注用150mg 【注】 1094 ペリアクチンシロップ0.04％(0.4mg/mL) 【内】

1014 フローレス眼検査用試験紙0.7mg 【外】 1095 ベリチーム配合顆粒(1g/包) 【内】

1015 プロギノン・デポー筋注10㎎(1mL) 【注】 1096 ベリプラストP�コンビセット�組織接着用�1mL�2キット1組 【外】

1016 プロクトセディル軟膏（2g） 【外】 1097 ベリプラストP�コンビセット�組織接着用�3mL�2キット1組 【外】

1017 プログラフカプセル0.5㎎ 【内】 1098 ベリプラストP�コンビセット�組織接着用�5mL�2キット1組 【外】

1018 プログラフカプセル1mg 【内】 1099 ペルサンチン-Lカプセル�150mg 【内】

1019 プログラフ注射液5㎎(1mL) 【注】 1100 ペルジピンLAカプセル40㎎ 【内】

1020 プログラフ顆粒0．2mg 【内】 1101 ペルジピン注射液2mg2mL 【注】

1021 プロゲデポー筋注125㎎(1mL) 【注】 1102 ベルソムラ錠 15mg 【内】

1022 プロジフ静注液200(2.5mL) 【注】 1103 ベルソムラ錠 20mg 【内】

1023 プロジフ静注液400(5mL) 【注】 1104 ベルベゾロンF点眼・点鼻液（5mL） 【外】

1024 フロジン外用液5％（30mL） 【外】 1105 ヘルベッサー注射用50（バイアル製品） 【注】

1025 プロスコープ300注100mL 【注】 1106 ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 【内】

1026 プロスタルモン・F注射液1000(1mL) 【注】 1107 ペンタサ注腸1g(100mL) 【外】

1027 プロスタンディン点滴静注用500μg 【注】 1108 ペンタサ顆粒94％ (1000mg/包) 【内】

1028 プロスタンディン軟膏0.003％（10g） 【外】 1109 ペンタサ顆粒94％ (2000mg/包) 【内】

1029 プロセキソール錠0.5mg 【内】 1110 ペンタゾシン注15mg「KN」(1mL) 【注】

1030 フロセミド注20mg｢武田ﾃﾊﾞ」� 【注】 1111 ボアラ軟膏0.12% (5g) 【外】

1031 フロセミド錠20mg「NP」 【内】 1112 ボースデル内用液10�(液：10mg250mL) 【内】

1032 フロセミド錠40mg「NP」 【内】 1113 ホーリンV膣用錠1mg 【外】

1033 プロタノールL注0.2mg(0.02％1mL) 【注】 1114 ボグリボースOD錠0．3mg「トーワ」 【内】

1034 プロタノールS錠15mg 【内】 1115 ホストイン静注750mg（10mL） 【注】

1035 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL) 【注】 1116 ホスミシンSバッグ2g点滴静注用(5％ブドウ糖注射液100mL付) 【注】

1036 ブロチゾラムOD錠0.25mg 「ｻﾜｲ」� 【内】 1117 ホスミシン錠500mg 【内】

1037 プロテアミン12注射液�200mL 【注】 1118 ボスミン外用液0.1%（100mL) 【外】

1038 プロトピック軟膏0.1％（5g） 【外】 1119 ボスミン注1mg（1mL) 【注】

1039 プロナーゼMS（0.5g） 【内】 1120 ホスリボン配合顆粒 【内】

1040 プロナーゼMS（10g） 【内】 1121 ホスレノールOD錠250mg 【内】

1041 プロパフェノン塩酸塩錠 150mg 「オーハラ」 【内】 1122 ボトックス注用50単位 【注】

1042 プロハンス静注シリンジ 13mL 【注】 1123 ボナロン経口ゼリー35mg 【内】

1043 プロハンス静注シリンジ 17mL 【注】 1124 ボナロン点滴静注バッグ900μg 【注】

1044 プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 【内】 1125 ポビドンヨードガーグル7% 「ﾏｲﾗﾝ」 (30mL) 【外】

1045 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 【内】 1126 ポビドンヨード外用液10％ 「ﾏｲﾗﾝ」(250mL) 【外】

1046 ブロムフェナクNa点眼液0．1％「日新」 【外】 1127 ポビドンヨードゲル10％ 「ﾏｲﾗﾝ」 (90g) 【外】

1047 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％ 「ﾀｲﾖｰ」 【外】 1128 ポビドンヨードゲル10%「明治」（4g） 【外】

1048 ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 (2mL) 【注】 1129 ポピドンヨードスクラブ液7．5％「明治」 【外】

1049 ブロメライン軟膏＊（ジェイドルフ）(20g) 【外】 1130 ポラプレジンクOD錠 75mg 「サワイ」 【内】

1050 フロリードゲル経口用2％（5g） 【内】 1131 ポララミン注 5mg 【注】

1051 フロリード膣坐剤100mg 【外】 1132 ポララミン錠2㎎ 【内】

1052 フロリネフ錠(0.1mg) 【内】 1133 ポリカルボフィルCa細粒83,3%「日医工」 【内】

1053 ペガシス皮下注180μg(1mL) 【注】 1134 ポリドカスクレロール1％注2mL 【注】



NO 医薬品名 剤型 NO 医薬品名 剤型

1135 ホリナート錠25mg「タイホウ」 【内】 1216 ユーエフティ配合カプセルT100 【内】

1136 ボルベン輸液6％ 【注】 1217 ユーパッチテープ 18mg 【外】

1137 ホルマリン「タイセイ」（液：500mL） 【外】 1218 ユービット錠100mg 【内】

1138 ボンアルファハイ軟膏20μg/g(10g) 【外】 1219 ユナシン錠375mg 【内】

1139 ポンタールシロップ3.25％(32.5mg/mL) 【内】 1220 ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 【内】

1140 ボンビバ静注1mgシリンジ 【注】 1221 ヨウ素「コザカイ・M」(末) 【内】

1141 マーカイン注脊麻用0.5％高比重�4mL 【注】 1222 ヨクイニンエキス錠｢コタロー｣ 【内】

1142 マーカイン注脊麻用0.5％等比重�4mL 【注】 1223 ライゾデグ配合注フレックスタッチ 【注】

1143 マーロックス懸濁用配合顆粒 【内】 1224 ラクツロース・シロップ60％「コーワ」 【内】

1144 マイトマイシン注用10㎎ 【注】 1225 ラコールNF配合経腸用液�200mL（1kcal/mL） 【内】

1145 マイトマイシン注用2㎎ 【注】 1226 ラコールNF配合経腸用液�400mL（1kcal/mL） 【内】

1146 マキサカルシトール静注透析用2．5μg「トーワ」 【注】 1227 ラステットSカプセル25mg 【内】

1147 マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」 【注】 1228 ラタノプロストPF点眼液0.005％「日点」 【外】

1148 マキュエイド硝子体内注用40mg 【注】 1229 ラニチジン錠150mg「トーワ」 【内】

1149 マグコロールP(50g) 【内】 1230 ラニチジン注射液50mg「タイヨー」 【注】

1150 マクサルトRPD錠10mg 【内】 1231 ラニラピッド錠0.05㎎ 【内】

1151 マグネスコープ静注38％シリンジ11mL 【注】 1232 ラボナール注射用0.3g（300mg） 【注】

1152 マグネスコープ静注38％シリンジ13mL 【注】 1233 ラミクタール錠100mg 【内】

1153 マグネスコープ静注38％シリンジ20mL 【注】 1234 ラミクタール錠25mg 【内】

1154 マスキンR・エタノール液（0.5w/v％）（500mL） 【外】 1235 ランソプラゾールOD錠 30mg 「ｻﾜｲ」 【内】

1155 マドパー配合錠 【内】 1236 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 【内】

1156 マブリン散1％（10mg/g） 【内】 1237 ランタスXR注ソロスター 【注】

1157 マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 【内】 1238 リーバクト配合顆粒(4.15g/包) 【内】

1158 ミオコールスプレー�0.3mg(0.65％7.2g1缶) 【外】 1239 リオナ錠 250mg 【内】

1159 ミグリステン錠20 【内】 1240 リオレサール錠5㎎ 【内】

1160 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 【内】 1241 リクシアナOD錠30mg 【内】

1161 ミケルナ配合点眼液 【外】 1242 リクシアナOD錠60mg 【内】

1162 ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 【内】 1243 リコモジュリン点滴静注用12800 【注】

1163 ミドリンM点眼液0.4％（5mL） 【外】 1244 リシノプリル錠10mg「ファイザー」 【内】

1164 ミニプレス錠0.5㎎ 【内】 1245 リスペリドンOD錠 1mg 「トーワ」 【内】

1165 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 【注】 1246 リスモダンP静注50mg(5mL) 【注】

1166 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 【内】 1247 リゾビスト注（44.6mg1.6mL） 【注】

1167 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「日医工」 【内】 1248 リツキサン点滴静注100㎎ 【注】

1168 ミヤBM細粒 【内】 1249 リツキサン点滴静注500㎎ 【注】

1169 ミヤBM錠 【内】 1250 リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 【注】

1170 ミラクリッド注射液10万単位(2mL) 【注】 1251 リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 【注】

1171 ミラペックスLA錠�1.5mg 【内】 1252 リドカイン塩酸塩注射液�0.5% 「ﾌｧｲｻﾞｰ」 (5mL) 【注】

1172 ミルセラ注シリンジ100μg（0.3mL） 【注】 1253 リドカイン塩酸塩注射液�1% 「ﾌｧｲｻﾞｰ」 (10mL) 【注】

1173 ミルセラ注シリンジ200μg（0.3mL） 【注】 1254 リドカイン塩酸塩注射液�1% 「ﾌｧｲｻﾞｰ」 (5mL) 【注】

1174 ミルセラ注シリンジ50μg（0.3mL） 【注】 1255 リドカイン塩酸塩注射液�2% 「ﾌｧｲｻﾞｰ」 (10mL) 【注】

1175 ミルセラ注シリンジ250μg 【注】 1256 リドカイン塩酸塩注射液�2% 「ﾌｧｲｻﾞｰ」 (5mL) 【注】

1176 ミルトン�1L 【内】 1257 リドカイン静注用2％シリンジ「テルモ」(5mL) 【注】

1177 ミルリノン注22.5mgﾊﾞｯｸ｢ﾀｶﾀ｣   (150mL) 【内】 1258 リドカイン点滴静注液1％「タカタ」�200mL 【注】

1178 ミンクリア内用散布液0.8％ 【外】 1259 リドメックスコーワローション0.3％（10g） 【外】

1179 ムコスタ点眼液UD2％ 【外】 1260 リパクレオンカプセル150mg 【内】

1180 無水エタノール＊丸石�（液：500mL） 【外】 1261 リピオドール480注10mL 【注】

1181 無水エタノール注「フソー」（5mL1管） 【注】 1262 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 【内】

1182 メイロン静注8.4％�20mL 【注】 1263 リフラップシート5％（1シート＝25cm2×6枚） 【外】

1183 メイロン静注8.4％�250mL袋 【注】 1264 リフラップ軟膏5％(30g) 【外】

1184 メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg         「サワイ」 【内】 1265 リボトリール細粒0.1％(1mg/g) 【内】

1185 メキタジン錠3mg「トーワ」 【内】 1266 リボトリール錠0.5mg 【内】

1186 メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 【内】 1267 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 【内】

1187 メスチノン錠60mg 【内】 1268 硫酸Mg補正液�1mEq／mL（注射：20mL） 【注】

1188 メソトレキセート点滴静注液200㎎(8mL) 【注】 1269 リュープリンPRO注射用キット22．5mg 【注】

1189 メタライト250カプセル 【内】 1270 リュープリンSR注射用キット11.25mg 【注】

1190 メチコバール錠500μg 【内】 1271 リュープリン注射用キット1.88mg 【注】

1191 メチコバール注射液500μg(1mL) 【注】 1272 リュープリン注射用キット3.75mg 【注】

1192 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0．125mg「F」 【内】 1273 リリカOD錠25mg 【内】

1193 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 【内】 1274 リリカOD錠75mg 【内】

1194 メトトレキサート錠2㎎ 【内】 1275 リルテック錠50 【内】

1195 メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」 【内】 1276 リンデロン-VGローション（10mL) 【外】

1196 メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」 【内】 1277 リンデロンシロップ0.01％(0.1mg/mL) 【内】

1197 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 【内】 1278 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％（5mL） 【外】

1198 メトリジンD錠2mg 【内】 1279 リンデロン坐剤0.5㎎ 【外】

1199 メナテトレノンカプセル15mg「TYK」 【内】 1280 リンデロン坐剤1.0㎎ 【外】

1200 メノエイドコンビパッチ 【外】 1281 リンデロン注2mg（0.4％）(0.5mL) 【注】

1201 メプチンエアー10μg吸入100回 【外】 1282 リン酸Na補正液0．5mmol／mL 【注】

1202 メプチン錠50μg 【内】 1283 ルセフィ錠5mg 【内】

1203 メマリーOD錠 20mg 【内】 1284 ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL 【注】

1204 メマリーOD錠 5mg 【内】 1285 ルテスデポー注(1mL) 【注】

1205 メルカゾール錠5mg 【内】 1286 ルネスタ錠1mg 【内】

1206 メロペネム点滴静注用 0.5g 「ﾄｰﾜ」 【注】 1287 ルパフィン錠10mg 【内】

1207 モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」 【内】 1288 ルボックス錠25 【内】

1208 モビコール配合内用剤 【内】 1289 ルリコンクリーム1％10g 【外】

1209 モビプレップ配合内用剤 【内】 1290 レキソタン錠5 【内】

1210 モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL) 【注】 1291 レキップCR錠2mg 【内】

1211 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL) 【注】 1292 レクサプロ錠10mg 【内】

1212 モンテルカスト錠10mg「KM」 【内】 1293 レザルタス配合錠HD 【内】

1213 ヤーズ配合錠 【内】 1294 レスタス錠2mg 【内】

1214 薬用炭.OY（原末） 【内】 1295 レスタミンコーワクリーム 1% 【外】

1215 ユーエフティE配合顆粒T200(1g包) 【内】 1296 レスタミンコーワ錠�10mg 【内】



NO 医薬品名 剤型 NO 医薬品名 剤型

1297 レトロゾール錠2．5mg「サンド」 【内】 1378 大塚蒸留水(注射：500mL) 【注】

1298 レナジェル錠250mg 【内】 1379 大塚食塩注10％20mL(34mEq) 【注】

1299 レバミピド錠100mg 「ｻﾜｲ」� 【内】 1380 大塚生食注�100mL 【注】

1300 レビトラ錠5mg 【内】 1381 大塚生食注�500mL 【注】

1301 レペタン坐剤0.4㎎ 【外】 1382 大塚生食注2ポート100mL 【注】

1302 レペタン注0.2mg(1mL) 【注】 1383 大塚糖液10％�500mL(注射用) 【注】

1303 レベトールカプセル200mg 【内】 1384 大塚糖液20％�20mL(注射用) 【注】

1304 レボビスト注射用�2.5g� 【注】 1385 大塚糖液5％�100mL(注射用) 【注】

1305 レボフロキサシン錠 250mg 「DSEP」 【内】 1386 大塚糖液5％�20mL(注射用) 【注】

1306 レボフロキサシン点眼液1．5％「ファイザー」 【外】 1387 大塚糖液5％�250mL(注射用) 【注】

1307 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」 【注】 1388 大塚糖液5％�500mL(注射用) 【注】

1308 レボホリナ−ト点滴静注用100mg｢ﾔｸﾙﾄ｣  【注】 1389 大塚糖液50％�200mL(注射用) 【注】

1309 レボホリナ−ト点滴静注用25mg｢ﾔｸﾙﾄ｣ 【注】 1390 大塚糖液70％�350mL(注射用) 【注】

1310 レミッチOD錠2．5μg 【内】 1391 単シロップ＊（丸石） 【内】

1311 レミニールOD錠4mg 【内】 1392 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 【内】

1312 レミニールOD錠8mg 【内】 1393 注射用イホマイド1g 【注】

1313 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 【注】 1394 注射用エンドキサン100㎎ 【注】

1314 レメロン錠15mg 【内】 1395 注射用エンドキサン500㎎ 【注】

1315 レラキシン注用200mg（溶解液付�10mL） 【注】 1396 注射用サイメリン50㎎ 【注】

1316 レルベア100エリプタ30吸入用 【外】 1397 注射用ソル・メルコート1000 【注】

1317 レルベア200エリプタ 30吸入用 【外】 1398 注射用ソル・メルコート125 【注】

1318 レルミナ錠40㎎ 【内】 1399 注射用ソル・メルコート40 【注】

1319 ロイケリン散10％（100mg/g） 【内】 1400 注射用ソル・メルコート500 【注】

1320 ロイコボリン注3mg(1mL) 【注】 1401 注射用フィルデシン1㎎ 【注】

1321 ロイスタチン注8mg（8mL） 【注】 1402 注射用フィルデシン3㎎ 【注】

1322 ロイナーゼ注用5000 【注】 1403 注射用フサン50 【注】

1323 ロキソプロフェンNa錠60mg 「ｻﾜｲ」� 【内】 1404 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 【注】

1324 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ファイザー」 【外】 1405 注射用メソトレキセート50㎎ 【注】

1325 ロクロニウム臭化物静注液50mg／5．0mL「F」 【注】 1406 注射用メソトレキセート5㎎ 【注】

1326 ロコアテープ (7枚/袋） 【外】 1407 調剤用パンビタン末 【内】

1327 ロコイドクリーム0.1%（5g） 【外】 1408 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド“化血研”�1mL 【注】

1328 ロコイド軟膏0.1％（5g） 【外】 1409 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL) 【注】

1329 ロサルタンK錠 50mg 「トーワ」 【内】 1410 低分子デキストランL注�500mL 【注】

1330 ロサルヒド配合錠LD「トーワ」 【内】 1411 点滴静注用ホスカビル注24mg／mL 【注】

1331 ロスーゼット配合錠HD 【内】 1412 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」（6.5mEq/g/包） 【内】

1332 ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 【内】 1413 乳糖水和物原末「マルイシ」（粒状） 【内】

1333 ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 【内】 1414 白色ワセリン＊（健栄） 【外】

1334 ロゼレム錠8mg 【内】 1415 複方ヨード・グリセリン（液） 【外】

1335 ロトリガ粒状カプセル2g 【内】 1416 滅菌精製水＊（大成薬品） 【外】

1336 ロピオン静注50mg 【注】 1417 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内】

1337 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 【内】 1418 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 【注】

1338 ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg 「サワイ」 【内】

1339 ロルカム錠4mg 【内】

1340 ワーファリン錠1㎎ 【内】

1341 ワーファリン錠5㎎ 【内】

1342 ワイスタ−ル静注用1g   【注】

1343 ワイスタ−ル配合点滴静注用1gバック� 【注】

1344 ワゴスチグミン注0.5㎎(1mL) 【注】

1345 ワンショットプラスヘキシジン0.2 【外】

1346 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg(1mL) 【注】

1347 亜鉛華軟膏「ニッコー」 【外】

1348 一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1μg（溶解液付） 【注】

1349 一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用0.25μg（溶解液付） 【注】

1350 液状フェノール＊（健栄） 【外】

1351 塩化ナトリウム「オーツカ」(末) 【内】

1352 塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」 【注】

1353 塩酸リルマザホン錠 2mg 「MEEK」 【内】

1354 乾燥まむし抗毒素「KMB」(6000単位) 【注】

1355 眼・耳科用リンデロンA軟膏（5g） 【外】

1356 希ヨードチンキ「ニッコー」 【外】

1357 強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL 【注】

1358 献血ヴェノグロブリンIH10％静注10g／100mL 【注】

1359 献血ヴェノグロブリンIH10％静注5g／50mL 【注】

1360 献血ノンスロン1500注射用 【注】

1361 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 【内】

1362 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 【内】

1363 消毒用エタノール「ケンエー」（減容ボトル�500mL） 【外】

1364 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」 【外】

1365 硝酸銀「ホエイ」(末) 【外】

1366 新レシカルボン坐剤 【外】

1367 親水クリーム 「ﾆｯｺｰ」 【外】

1368 人工涙液マイティア点眼液(5mL) 【外】

1369 水溶性プレドニン10㎎(注射用) 【注】

1370 水溶性プレドニン20㎎(注射用) 【注】

1371 生食注シリンジ「オーツカ」10mL（ルアースリップ・中口タイプ） 【注】

1372 生食注シリンジ「オーツカ」20mL（ルアーロックタイプ） 【注】

1373 生食溶解液キットH�50mL(注射用) 【注】

1374 生理食塩液PL「フソー」�20mL(注射用) 【注】

1375 生理食塩液PL「フソー」 2L(注射用) 【注】

1376 大塚塩カル注2％20mL（7.2mEq） 【注】

1377 大塚蒸留水(注射：100mL) 【注】


