
横浜旭中央総合病院採用薬一覧 2019.4現在

販売名 一般名 販売会社等
アーガメイト20％ゼリー25g ポリスチレンスルホン酸カルシウム アステラス
アービタックス注射液100mg セツキシマブ(遺伝子組換え) メルクバイオP
アイオピジンUD点眼液1％ アプラクロニジン塩酸塩 ノバルティスＰ
アイピーディカプセル100 スプラタストトシル酸塩 大鵬
アイファガン点眼液0.1％ ブリモニジン酒石酸塩 武田
アイリーア硝子体内注射液40mg/mL アフリベルセプト（遺伝子組換え） 参天
亜鉛華デンプン「マルイシ」 亜鉛華デンプン 丸石
亜鉛華軟膏<ハチ> 亜鉛華軟膏 健栄
アクアチムクリーム1％ ナジフロキサシン 大塚製薬
アクタリット錠100mg「サワイ」 アクタリット 沢井
アクチバシン注1200万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え） 協和キリン
アクチバシン注2400万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え） 協和キリン
アクチバシン注600万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え） 協和キリン
アクトヒブ 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) 第一三共
アクプラ静注用100mg ネダプラチン 日医工
アクプラ静注用10mg ネダプラチン 日医工
アクプラ静注用50mg ネダプラチン 日医工
アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物 アステラス
アザクタム注射用1g アズトレオナム エーザイ
アサコール錠400mg メサラジン 協和キリン
アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」 アシクロビル 共和クリティケア
アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 アジスロマイシン水和物 東和薬品
アジャストAコーワ錠40mg センナエキス 興和
アスコルビン酸注射液100mg「日医工」 アスコルビン酸 日医工
アスコルビン酸注射液500mg「日医工」 アスコルビン酸 日医工
アスタット軟膏1％ ラノコナゾール マルホ
アストリックドライシロップ80％ アシクロビル 日本化薬
アズノールうがい液4％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日本新薬
アズノール軟膏0.033％ ジメチルイソプロピルアズレン 日本新薬
アスパラカリウム散50％ Ｌ-アスパラギン酸カリウム ニプロES P
アスパラカリウム錠300mg Ｌ-アスパラギン酸カリウム ニプロES P
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL) Ｌ-アスパラギン酸カリウム テルモ
アスピリン原末「マルイシ」 アスピリン 丸石
アスプール液(0.5％) ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 アルフレッサＰ
アスベリン散10％ チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロES P
アスベリン錠20 チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロES P
アスベリンシロップ0.5％ チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロES P
アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 モメタゾンフランカルボン酸エステル ＭＳＤ
アセサイド6％消毒液 過酢酸 サラヤ
アセトアミノフェン「JG」原末 アセトアミノフェン 日本ジェネリック
アセリオ静注液1000mgバッグ アセトアミノフェン テルモ
アゼルニジピン錠16mg「日医工」 アゼルニジピン 日医工
アダプチノール錠5mg ヘレニエン バイエル
アダラートカプセル10mg ニフェジピン バイエル
アダラートカプセル5mg ニフェジピン バイエル
アタラックス-Pカプセル25mg ヒドロキシジンパモ酸塩 ファイザー
アタラックス-P注射液(25mg/ml) ヒドロキシジン塩酸塩 ファイザー
アタラックス-P注射液(50mg/ml) ヒドロキシジン塩酸塩 ファイザー
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 アデノシン 富士フイルム富山化学

アデフロニック錠25mg ジクロフェナクナトリウム 武田
アデフロニックズポ12.5 ジクロフェナクナトリウム 武田
アデホスコーワ顆粒10％ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 興和
アデムパス錠0.5mg リオシグアト バイエル
アデムパス錠1.0mg リオシグアト バイエル
アドエア100ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩＼フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

アドエア250ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩＼フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

アドエア500ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩＼フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

アドエア50エアゾール120吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩＼フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン
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アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム アルフレッサＰ
アドフィードパップ40mg フルルビプロフェン 科研
アドレナリン注0.1％シリンジ「テルモ」(1mL) アドレナリン（エピネフリン） テルモ
アトロピン注0.05％シリンジ「テルモ」(1mL) アトロピン硫酸塩水和物 テルモ
日点アトロピン点眼液1％ アトロピン硫酸塩水和物 日本点眼薬
アナストロゾール錠1mg「日医工」 アナストロゾール 日医工
アナペイン注10mg/mL(20mL) ロピバカイン塩酸塩水和物 アスペンJ
アナペイン注2mg/mL(100mL) ロピバカイン塩酸塩水和物 アスペンJ
アナペイン注7.5mg/mL(20mL) ロピバカイン塩酸塩水和物 アスペンJ
アネメトロ点滴静注液500mg メトロニダゾール ファイザー
アノーロエリプタ30吸入用 ウメクリジニウム臭化物＼ビランテロールトリフェニル酢酸塩 グラクソ・スミスクライン

アバスチン点滴静注用100mg/4mL ベバシズマブ（遺伝子組換え） 中外製薬
アバスチン点滴静注用400mg/16mL ベバシズマブ（遺伝子組換え） 中外製薬
アピスタンディン注射用20μg アルプロスタジル　アルファデクス 富士製工
アピスタンディン注射用500μg アルプロスタジル　アルファデクス 富士製工
アフィニトール錠5mg エベロリムス ノバルティスＰ
アブラキサン点滴静注用100mg パクリタキセル（アルブミン懸濁型） 大鵬
アプレゾリン錠10mg ヒドララジン塩酸塩 田辺三菱
アフロクアロン錠20mg「トーワ」 アフロクアロン 東和薬品
アベロックス錠400mg モキシフロキサシン塩酸塩 バイエル
アボルブカプセル0.5mg デュタステリド グラクソ・スミスクライン

アマージ錠2.5mg ナラトリプタン塩酸塩 グラクソ・スミスクライン

アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 アマンタジン塩酸塩 沢井
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 アミオダロン塩酸塩 アステラス
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 アミオダロン塩酸塩 アステラス
アミカシン硫酸塩注射液200mg「F」 アミカシン硫酸塩 富士製工
アミサリン注100mg プロカインアミド塩酸塩 アルフレッサＰ
アミティーザカプセル12μg ルビプロストン マイランEPD
アミティーザカプセル24μg ルビプロストン マイランEPD
アミノフィリン静注250mg「トーワ」 アミノフィリン水和物 東和薬品
アミノレバンEN配合散 L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-リシン塩酸塩＼L-トレオニン＼L-バリン＼Ｌ－アルギニン塩酸塩＼L-ヒスチジン塩酸塩水和物＼L-トリプトファン＼ゼラチン加水分解物＼コメ油＼デキストリン＼レチノールパルミチン酸エステル＼エルゴカルシフェロール＼ビスベンチアミン＼リボフラビン＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼葉酸＼L-アスコルビン酸ナトリウム＼トコフェロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼パントテン酸カルシウム＼ニコチン酸アミド＼ビオチン＼重酒石酸コリン＼硫酸マグネシウム水和物＼グリセロリン酸カルシウム＼リン酸二水素ナトリウム＼クエン酸第一鉄ナトリウム＼硫酸銅＼硫酸亜鉛水和物＼ヨウ化カリウム＼硫酸マンガン＼塩化カリウム 大塚製薬
アミパレン輸液(300mL袋) L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-バリン＼L-リシン酢酸塩＼Ｌ-メチオニン＼L‐フェニルアラニン＼L-トレオニン＼L-トリプトファン＼L-アラニン＼L‐アルギニン＼L-アスパラギン酸＼Ｌ-システイン＼L-グルタミン酸＼L-ヒスチジン＼L-プロリン＼L-セリン＼L‐チロシン＼グリシン 大塚製薬
アムビゾーム点滴静注用50mg アムホテリシンＢ 大日本住友
アムロジピン錠2.5mg「サンド」 アムロジピンベシル酸塩 サンド
アムロジピン錠5mg「サンド」 アムロジピンベシル酸塩 サンド
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 アメジニウムメチル硫酸塩 東和薬品
アモキシシリンカプセル250mg「NP」 アモキシシリン水和物 ニプロ
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル グラクソ・スミスクライン

アリセプトD錠10mg ドネペジル塩酸塩 エーザイ
アリセプトD錠3mg ドネペジル塩酸塩 エーザイ
アリセプトD錠5mg ドネペジル塩酸塩 エーザイ
25mgアリナミンF糖衣錠 フルスルチアミン 武田
アリナミン注射液10mg プロスルチアミン 武田
アリムタ注射用100mg ペメトレキセドナトリウム水和物 日本イーライリリー

アリムタ注射用500mg ペメトレキセドナトリウム水和物 日本イーライリリー

アルガトロバン注射液10mg「日医工」 アルガトロバン水和物 日医工
アルギニン点滴静注30g「AY」 Ｌ－アルギニン塩酸塩 陽進堂
アルケラン錠2mg メルファラン アスペンJ
アルサルミン細粒90％ スクラルファート水和物 中外製薬
アルスロマチック関節手術用灌流液 乳酸リンゲル液 バクスター
アルツディスポ関節注25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウム 科研
アルト原末(500mg) アルギン酸ナトリウム カイゲンＰ
アルドメット錠250 メチルドパ水和物 ミノファーゲン
献血アルブミン20％静注10g/50mL「ニチヤク」 人血清アルブミン 武田
献血アルブミン5％静注12.5g/250mL「JB」 人血清アルブミン 日本血液製剤機構

アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 アルプラゾラム 東和薬品
アルプロスタジル注10μgシリンジ「科研」 アルプロスタジル 科研
アルプロスタジル注5μg「武田テバ」 アルプロスタジル 武田
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アルロイドG内用液5％ アルギン酸ナトリウム カイゲンＰ
アレジオン点眼液0.05％ エピナスチン塩酸塩 参天
アレジオンドライシロップ1％ エピナスチン塩酸塩 日本ベーリンガー

アレビアチン錠100mg フェニトイン 大日本住友
アレビアチン注250mg フェニトインナトリウム 大日本住友
アレロック顆粒0.5％ オロパタジン塩酸塩 協和キリン
アレンドロン酸錠35mg「日医工」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 日医工
アレンドロン酸錠5mg「日医工」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 日医工
アロキシ静注0.75mg パロノセトロン塩酸塩 大鵬
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 アロチノロール塩酸塩 大日本住友
アロプリノール錠100mg「サワイ」 アロプリノール 沢井
アロンアルフアA「三共」 第一三共
アンコチル錠500mg フルシトシン 共和薬工
アンジュ28錠 レボノルゲストレル＼エチニルエストラジオール 武田
アンチレクス静注10mg エドロホニウム塩化物 杏林
アンテベート軟膏0.05％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 鳥居
アンヒバ坐剤小児用100mg アセトアミノフェン マイランEPD
アンヒバ坐剤小児用200mg アセトアミノフェン マイランEPD
アンフラベート0.05％ローション ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 佐藤製薬
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 アンブロキソール塩酸塩 東和薬品
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 アンブロキソール塩酸塩 三和化学
アンペック坐剤10mg モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友
EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL) ガドキセト酸ナトリウム バイエル
イーケプラ錠500mg レベチラセタム 大塚製薬
イーケプラ点滴静注500mg レベチラセタム 大塚製薬
イーケプラドライシロップ50％ レベチラセタム 大塚製薬
イーシー・ドパール配合錠 レボドパ＼ベンセラジド塩酸塩 協和キリン
イオパミロン注370(100mL) イオパミドール バイエル
イオパミロン注370シリンジ(100mL) イオパミドール バイエル
イオパミロン注370シリンジ(80mL) イオパミドール バイエル
イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」(尿路・CT用) イオヘキソール 光
イオベリン350注100mL(血管用) イオヘキソール 武田テバP
イオベリン350注50mL(尿路・血管用) イオヘキソール 武田テバP
イグザレルト錠10mg リバーロキサバン バイエル
イグザレルト錠15mg リバーロキサバン バイエル
イクスタンジ錠40mg エンザルタミド アステラス
イクスタンジ錠80mg エンザルタミド アステラス
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イコサペント酸エチル 日医工
イスコチン錠100mg イソニアジド アルフレッサＰ
イスコチン注100mg イソニアジド アルフレッサＰ
イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 イセパマイシン硫酸塩 日医工
イソジンゲル10％ ポビドンヨード 塩野義
イソバイドシロップ70％分包30mL イソソルビド 日本新薬
イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」 イトプリド塩酸塩 ニプロES P
イトラコナゾール内用液1％「ファイザー」 イトラコナゾール ファイザー
イトリゾールカプセル50 イトラコナゾール ヤンセン
イナビル吸入粉末剤20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 第一三共
イノバン注0.3％シリンジ ドパミン塩酸塩 協和キリン
イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 イブプロフェン 武田
イマチニブ錠100mg「NK」 イマチニブメシル酸塩 日本化薬
イミグラン注3 スマトリプタンコハク酸塩 グラクソ・スミスクライン

イミグラン点鼻液20 スマトリプタン グラクソ・スミスクライン

イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 イミダプリル塩酸塩 大原薬工
イムノブラダー膀注用40mg 乾燥BCG膀胱内用（日本株） 日本化薬
イムラン錠50mg アザチオプリン アスペンJ
イメンドカプセルセット アプレピタント 小野薬品
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」 イリノテカン塩酸塩水和物 大鵬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」 イリノテカン塩酸塩水和物 大鵬
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イリボー錠5μg ラモセトロン塩酸塩 アステラス
イルベサルタン錠100mg「オーハラ」 イルベサルタン 大原薬工
イレッサ錠250 ゲフィチニブ アストラゼネカ
インクレミンシロップ5％ 溶性ピロリン酸第二鉄 アルフレッサＰ
インジゴカルミン注20mg「AFP」 インジゴカルミン アルフレッサＰ
インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インスリン グラルギン（遺伝子組換え） 日本イーライリリー

インタールエアロゾル1mg クロモグリク酸ナトリウム サノフィ
インタール吸入液1％ クロモグリク酸ナトリウム サノフィ
インタール点眼液2％ クロモグリク酸ナトリウム サノフィ
インテバンクリーム1％ インドメタシン 帝國製薬
インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩 アストラゼネカ
インデラル注射液2mg プロプラノロール塩酸塩 アストラゼネカ
イントラリポス輸液20％(100mL袋) ダイズ油 大塚製薬
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」 インフリキシマブ（遺伝子組換え） 日医工
インフルエンザHAワクチン「KMB」 インフルエンザHAワクチン Meiji Seika ファルマ

インフルエンザHAワクチン「生研」 インフルエンザHAワクチン 武田
インライタ錠1mg アキシチニブ ファイザー
インライタ錠5mg アキシチニブ ファイザー
ウインタミン細粒(10％) クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 共和薬工
献血ヴェノグロブリンIH10％静注2.5g/25mL ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 日本血液製剤機構

献血ヴェノグロブリンIH10％静注20g/200mL ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 日本血液製剤機構

献血ヴェノグロブリンIH10％静注5g/50mL ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 日本血液製剤機構

ウテメリン錠5mg リトドリン塩酸塩 キッセイ
ウテメリン注50mg リトドリン塩酸塩 キッセイ
ウプトラビ錠0.2mg セレキシパグ 日本新薬
ウプトラビ錠0.4mg セレキシパグ 日本新薬
ウブレチド錠5mg ジスチグミン臭化物 鳥居
ウラリット配合錠 クエン酸カリウム＼クエン酸ナトリウム水和物 日本ケミファ
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 ウルソデオキシコール酸 東和薬品
ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」 ウルソデオキシコール酸 日本ジェネリック
ウルティブロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩＼グリコピロニウム臭化物 Meiji Seika ファルマ

ウレパールローション10％ 尿素 大塚製薬
ウロカルン錠225mg ウラジロガシエキス 日本新薬
ウログラフイン注60％(20mL) アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン バイエル
ウロナーゼ静注用6万単位 ウロキナーゼ 持田
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3％ Ｄ-ソルビトール バクスター
ウロミテキサン注100mg メスナ 塩野義
ウロミテキサン注400mg メスナ 塩野義
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 温経湯エキス ツムラ
クラシエ温清飲エキス細粒 温清飲エキス クラシエ薬品
エイムゲン 乾燥組織培養不活化Ａ型肝炎ワクチン Meiji Seika ファルマ

ATP注20mg「イセイ」 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 日医工
エカベトNa顆粒66.7％「ファイザー」 エカベトナトリウム水和物 ファイザー
液状フェノール「ケンエー」 液状フェノール 健栄
エキセメスタン錠25mg「NK」 エキセメスタン 日本化薬
エクストラニール腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付) イコデキストリン＼塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼乳酸ナトリウム バクスター
エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付) イコデキストリン＼塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼乳酸ナトリウム バクスター
エクセラーゼ配合錠 サナクターゼ＼メイセラーゼ＼プロクターゼ＼オリパーゼ２Ｓ＼膵臓性消化酵素TA Meiji Seika ファルマ

エサンブトール錠250mg エタンブトール塩酸塩 サンド
S・M配合散 タカヂアスターゼ＼メタケイ酸アルミン酸マグネシウム＼炭酸水素ナトリウム＼沈降炭酸カルシウム＼チョウジ末＼ウイキョウ末＼ケイヒ末＼ショウキョウ末＼サンショウ末＼オウレン末＼カンゾウ末 アルフレッサＰ
エスクレ坐剤「250」 抱水クロラール 久光
SG配合顆粒 イソプロピルアンチピリン＼アリルイソプロピルアセチル尿素＼アセトアミノフェン＼無水カフェイン 塩野義
エストラーナテープ0.72mg エストラジオール 久光
エストラサイトカプセル156.7mg エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 日本新薬
エストリール錠1mg エストリオール 持田
SPトローチ0.25mg「明治」 デカリニウム塩化物 Meiji Seika ファルマ

消毒用エタノール「ケンエー」 消毒用エタノール 健栄
消毒用エタノールB液IP 消毒用エタノール 健栄
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販売名 一般名 販売会社等
エダラボン点滴静注30mg「杏林」 エダラボン 杏林
エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 エチゾラム 東和薬品
注射用HCG5，000単位「F」 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 富士製工
エディロールカプセル0.75μg エルデカルシトール 大正製薬
エトキシスクレロール1％注射液 ポリドカノール カイゲンＰ
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 エナラプリルマレイン酸塩 東和薬品
エナルモンデポー筋注125mg テストステロンエナント酸エステル 武田
エネーボ配合経腸用液 分離牛乳タンパク質＼濃縮乳清タンパク質＼分離大豆蛋白質＼高オレイン酸ヒマワリ油＼ナタネ油＼中鎖脂肪酸トリグリセリド＼魚油＼大豆レシチン＼デキストリン＼精製白糖＼難消化性デキストリン＼フラクトオリゴ糖＼大豆多糖類＼レチノールパルミチン酸エステル＼β-カロテン＼コレカルシフェロール＼トコフェロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼アスコルビン酸＼チアミン塩化物塩酸塩＼リボフラビン＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼コリン塩化物＼葉酸＼ニコチン酸アミド＼パントテン酸カルシウム＼ビオチン＼タウリン＼L-カルニチン＼塩化ナトリウム＼クエン酸ナトリウム水和物＼塩化カリウム＼クエン酸カリウム＼リン酸一水素マグネシウム＼第三リン酸カルシウム＼硫酸鉄水和物＼硫酸亜鉛水和物＼塩化マンガン四水和物＼硫酸銅＼塩化クロム六水和物＼モリブデン酸二ナトリウム二水和物＼セレン酸ナトリウム アボットＪ
エネマスター注腸散 硫酸バリウム 伏見製薬
エバステル錠10mg エバスチン Meiji Seika ファルマ

エパルレスタット錠50mg「日医工」 エパルレスタット 日医工
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 エピナスチン塩酸塩 東和薬品
エピペン注射液0.15mg アドレナリン（エピネフリン） マイランEPD
エピペン注射液0.3mg アドレナリン（エピネフリン） マイランEPD
エビリファイ錠6mg アリピプラゾール 大塚製薬
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 エピルビシン塩酸塩 日本化薬
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 エピルビシン塩酸塩 日本化薬
エフィエント錠3.75mg プラスグレル塩酸塩 第一三共
エフィエント錠5mg プラスグレル塩酸塩 第一三共
エフピーOD錠2.5 セレギリン塩酸塩 エフピー
エブランチルカプセル15mg ウラピジル 三和化学
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」 エポエチン　カッパ（遺伝子組換え） キッセイ
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」 エポエチン　カッパ（遺伝子組換え） キッセイ
エホチール錠5mg エチレフリン塩酸塩 サノフィ
エホチール注10mg エチレフリン塩酸塩 サノフィ
MS温シップ「タイホウ」 サリチル酸メチル＼dl-カンフル＼トウガラシエキス 三笠
MSコンチン錠10mg モルヒネ硫酸塩水和物 塩野義
MSコンチン錠30mg モルヒネ硫酸塩水和物 塩野義
エムラクリーム リドカイン＼プロピトカイン 佐藤製薬
エリキュース錠2.5mg アピキサバン ファイザー
エリキュース錠5mg アピキサバン ファイザー
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 デキサメタゾンシペシル酸エステル 日本新薬
エリスロシン点滴静注用500mg エリスロマイシンラクトビオン酸塩 マイランEPD
エリスロシンドライシロップ10％ エリスロマイシンエチルコハク酸エステル マイランEPD
エリル点滴静注液30mg ファスジル塩酸塩水和物 旭化成Ｐ
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 沢井
LH-RH注0.1mg「タナベ」 ゴナドレリン酢酸塩 ニプロES P
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ レボカルニチン 大塚製薬
エルサメット配合錠 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＼コムギ胚芽油 武田
エルシトニン注40単位 エルカトニン 旭化成Ｐ
エルネオパNF1号輸液(1000mL袋) ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼L-乳酸ナトリウム＼リン酸二水素カリウム＼ヨウ化カリウム＼チアミン＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼パントテン酸＼リボフラビン＼アスコルビン酸＼ビオチン＼ビタミンA油＼コレカルシフェロール＼トコフェロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼塩化第二鉄＼塩化マンガン＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸銅＼L-ロイシン＼L‐イソロイシン＼L‐バリン＼L‐リシン＼L‐トレオニン＼L‐トリプトファン＼L‐メチオニン＼Ｌ-システイン＼L‐フェニルアラニン＼L‐チロシン＼L‐アルギニン＼L-ヒスチジン＼L‐アラニン＼L‐プロリン＼L‐セリン＼グリシン＼L‐アスパラギン酸＼L‐グルタミン酸＼塩化カルシウム水和物＼硫酸マグネシウム水和物＼酢酸カリウム＼ニコチン酸アミド＼葉酸 大塚製薬
エルネオパNF1号輸液(2000mL袋) ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼L-乳酸ナトリウム＼リン酸二水素カリウム＼ヨウ化カリウム＼チアミン＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼パントテン酸＼リボフラビン＼アスコルビン酸＼ビオチン＼ビタミンA油＼コレカルシフェロール＼トコフェロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼塩化第二鉄＼塩化マンガン＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸銅＼L-ロイシン＼L‐イソロイシン＼L‐バリン＼L‐リシン＼L‐トレオニン＼L‐トリプトファン＼L‐メチオニン＼Ｌ-システイン＼L‐フェニルアラニン＼L‐チロシン＼L‐アルギニン＼L-ヒスチジン＼L‐アラニン＼L‐プロリン＼L‐セリン＼グリシン＼L‐アスパラギン酸＼L‐グルタミン酸＼塩化カルシウム水和物＼硫酸マグネシウム水和物＼酢酸カリウム＼ニコチン酸アミド＼葉酸 大塚製薬
エルネオパNF2号輸液(1000mL袋) ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼L-乳酸ナトリウム＼リン酸二水素カリウム＼ヨウ化カリウム＼チアミン＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼パントテン酸＼リボフラビン＼アスコルビン酸＼ビオチン＼ビタミンA油＼コレカルシフェロール＼トコフェロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼塩化第二鉄＼塩化マンガン＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸銅＼L-ロイシン＼L‐イソロイシン＼L‐バリン＼L‐リシン＼L‐トレオニン＼L‐トリプトファン＼L‐メチオニン＼Ｌ-システイン＼L‐フェニルアラニン＼L‐チロシン＼L‐アルギニン＼L-ヒスチジン＼L‐アラニン＼L‐プロリン＼L‐セリン＼グリシン＼L‐アスパラギン酸＼L‐グルタミン酸＼塩化カルシウム水和物＼硫酸マグネシウム水和物＼酢酸カリウム＼ニコチン酸アミド＼葉酸 大塚製薬
エルネオパNF2号輸液(2000mL袋) ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼L-乳酸ナトリウム＼リン酸二水素カリウム＼ヨウ化カリウム＼チアミン＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼パントテン酸＼リボフラビン＼アスコルビン酸＼ビオチン＼ビタミンA油＼コレカルシフェロール＼トコフェロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼塩化第二鉄＼塩化マンガン＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸銅＼L-ロイシン＼L‐イソロイシン＼L‐バリン＼L‐リシン＼L‐トレオニン＼L‐トリプトファン＼L‐メチオニン＼Ｌ-システイン＼L‐フェニルアラニン＼L‐チロシン＼L‐アルギニン＼L-ヒスチジン＼L‐アラニン＼L‐プロリン＼L‐セリン＼グリシン＼L‐アスパラギン酸＼L‐グルタミン酸＼塩化カルシウム水和物＼硫酸マグネシウム水和物＼酢酸カリウム＼ニコチン酸アミド＼葉酸 大塚製薬
エルプラット点滴静注液100mg オキサリプラチン ヤクルト
エルプラット点滴静注液50mg オキサリプラチン ヤクルト
エレメンミック注キット 塩化第二鉄＼塩化マンガン＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸銅＼ヨウ化カリウム 陽進堂
エレンタール配合内用剤 L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-リシン塩酸塩＼L‐メチオニン＼L‐フェニルアラニン＼L‐トレオニン＼L‐トリプトファン＼L-バリン＼L-ヒスチジン塩酸塩水和物＼Ｌ－アルギニン塩酸塩＼L‐アラニン＼L‐アスパラギン酸マグネシウム・カリウム＼L‐アスパラギン酸ナトリウム一水和物＼L‐グルタミン＼グリシン＼L‐プロリン＼L‐セリン＼L‐チロシン＼デキストリン＼クエン酸ナトリウム水和物＼塩化カリウム＼グリセロリン酸カルシウム＼グルコン酸第一鉄二水和物＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸マンガン五水和物＼硫酸銅＼ヨウ化カリウム＼チアミン塩化物塩酸塩＼リボフラビンリン酸エステルナトリウム＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼パントテン酸カルシウム＼ニコチン酸アミド＼葉酸＼ビオチン＼重酒石酸コリン＼アスコルビン酸＼レチノール酢酸エステル＼トコフェロール酢酸エステル＼エルゴカルシフェロール＼フィトナジオン＼ダイズ油 EAファーマ
塩化カリウム「日医工」 塩化カリウム 日医工
塩化ナトリウム注10％「日新」 塩化ナトリウム 日新製薬
塩化ナトリウム「日医工」 塩化ナトリウム 日医工
塩酸ドパミン注キット600 ドパミン塩酸塩 共和クリティケア
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」 塩酸メトクロプラミド 高田
塩酸メピバカイン注シリンジ1％「NP」 メピバカイン塩酸塩 丸石
塩酸メピバカイン注シリンジ2％「NP」 メピバカイン塩酸塩 丸石
エンシュア・H カ ゼイ ンナトリウム＼カ ゼイ ンナトリウムカ ルシウム＼分離大豆蛋白質＼トウモロコシ油＼大豆レシチン＼デキストリン＼精製白糖＼レチノールパルミチン酸エステル＼コレカ シフェ ロール＼トコフェ ロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼アスコルビン酸＼チアミン塩化物塩酸塩＼リボフラ ビン＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラ ミン＼塩化コリン＼葉酸＼ニコチン酸アミド＼パントテン酸カ ルシウム＼ビオチン＼炭酸水素ナトリウム＼塩化マグネシウム＼クエン酸三カ リウム＼第三リン酸カ ルシウム＼塩化カ リウム＼クエン酸ナトリウム水和物＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸鉄水和物＼塩化マンガン＼硫酸銅 アボットＪ
エンテカビル錠0.5mg「EE」 エンテカビル水和物 日医工
注射用エンドキサン100mg シクロホスファミド水和物 塩野義
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販売名 一般名 販売会社等
注射用エンドキサン500mg シクロホスファミド水和物 塩野義
エンドキサン錠50mg シクロホスファミド水和物 塩野義
オイパロミン300注100mL イオパミドール 富士製工
オイパロミン300注50mL イオパミドール 富士製工
オイパロミン370注シリンジ100mL イオパミドール 富士製工
オイラックスクリーム10％ クロタミトン 日新製薬
クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 黄連解毒湯エキス クラシエ薬品
オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 ホルモテロールフマル酸塩水和物 Meiji Seika ファルマ

オーグメンチン配合錠250RS アモキシシリン水和物＼クラブラン酸カリウム グラクソ・スミスクライン

オキサロール軟膏25μg/g マキサカルシトール マルホ
オキシコンチン錠40mg オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義
オキシコンチンTR錠10mg オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義
オキシコンチンTR錠5mg オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義
オキシドール「ケンエー」 オキシドール 健栄
オキナゾール腟錠600mg オキシコナゾール硝酸塩 田辺三菱
オキノーム散10mg オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義
オキノーム散2.5mg オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義
オキノーム散5mg オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義
オキファスト注10mg オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 オクトレオチド酢酸塩 サンド
オザグレルNa注80mgシリンジ「IP」［キット製剤］ オザグレルナトリウム 共和クリティケア
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩 沢井
オセルタミビルDS3％「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩 沢井
オダイン錠125mg フルタミド 日本化薬
おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 第一三共
クラシエ乙字湯エキス細粒 乙字湯エキス クラシエ薬品
オノアクト点滴静注用50mg ランジオロール塩酸塩 小野薬品
オビソート注射用0.1g アセチルコリン塩化物 第一三共
オフェブカプセル100mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩 日本ベーリンガー

オフェブカプセル150mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩 日本ベーリンガー

オプジーボ点滴静注240mg ニボルマブ（遺伝子組換え） 小野薬品
オプスミット錠10mg マシテンタン アクテリオンP
オプソ内服液10mg モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友
オペガードMA眼灌流液(20mL) ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウム水和物＼硫酸マグネシウム水和物＼炭酸水素ナトリウム 武田
オペガードネオキット眼灌流液0.0184％ オキシグルタチオン 武田
オペリード1.1眼粘弾剤1％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 武田
オムニパーク240注10mL イオヘキソール 第一三共
オムニパーク300注100mL イオヘキソール 第一三共
オムニパーク300注10mL イオヘキソール 第一三共
オムニパーク300注シリンジ100mL イオヘキソール 第一三共
オムニパーク300注シリンジ150mL イオヘキソール 第一三共
オムニパーク300注シリンジ50mL イオヘキソール 第一三共
オムニパーク350注100mL イオヘキソール 第一三共
オムニパーク350注50mL イオヘキソール 第一三共
オメプラゾール錠10mg「日医工」 オメプラゾール 日医工
オメプラゾール注射用20mg「日医工」 オメプラゾールナトリウム 日医工
オラネジン液1.5％消毒用アプリケータ25mL オラネキシジングルコン酸塩 大塚製薬
オラペネム小児用細粒10％ テビペネムピボキシル Meiji Seika ファルマ

オランザピンOD錠2.5mg「杏林」 オランザピン 杏林
オリブ油「ケンエー」 オリブ油 健栄
オリベス点滴用1％ リドカイン 高田
オルガラン静注1250単位 ダナパロイドナトリウム 共和クリティケア
オルケディア錠1mg エボカルセト 協和キリン
オルケディア錠2mg エボカルセト 協和キリン
オルダミン注射用1g モノエタノールアミンオレイン酸塩 武田
オルテクサー口腔用軟膏0.1％ トリアムシノロンアセトニド 日本ジェネリック
オルベスコ100μgインヘラー56吸入用 シクレソニド 帝人Ｐ
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 シクレソニド 帝人Ｐ
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オルミエント錠2mg バリシチニブ 日本イーライリリー

オルミエント錠4mg バリシチニブ 日本イーライリリー

オルメサルタンOD錠10mg「日医工」 オルメサルタン メドキソミル 日医工
オルメサルタンOD錠20mg「日医工」 オルメサルタン メドキソミル 日医工
オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 オロパタジン塩酸塩 日医工
オンコビン注射用1mg ビンクリスチン硫酸塩 日本化薬
オンブレス吸入用カプセル150μg インダカテロールマレイン酸塩 ノバルティスＰ
ガスコンドロップ内用液2％ ジメチコン キッセイ
ガストログラフイン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン バイエル
カタプレス錠75μg クロニジン塩酸塩 日本ベーリンガー

ガチフロ点眼液0.3％ ガチフロキサシン水和物 武田
カチリ「ヨシダ」 フェノール亜鉛華リニメント 吉田製薬
クラシエ葛根湯エキス細粒 葛根湯エキス クラシエ薬品
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 葛根湯加川きゅう辛夷エキス クラシエ薬品
カドサイラ点滴静注用100mg トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え） 中外製薬
カドサイラ点滴静注用160mg トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え） 中外製薬
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL ガドブトロール バイエル
カナマイシンカプセル250mg「明治」 カナマイシン一硫酸塩 Meiji Seika ファルマ

ガバペン錠200mg ガバペンチン ファイザー
ガバペン錠400mg ガバペンチン ファイザー
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 カベルゴリン 沢井
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 カベルゴリン 沢井
クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 加味帰脾湯エキス クラシエ薬品
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 加味逍遙散エキス クラシエ薬品
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 カモスタットメシル酸塩 日医工
カリーユニ点眼液0.005％ ピレノキシン 参天
カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」 カリジノゲナーゼ 共和薬工
カリメート散 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 興和
カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 カルシトリオール 東和薬品
カルセド注射用20mg アムルビシン塩酸塩 日本化薬
カルセド注射用50mg アムルビシン塩酸塩 日本化薬
カルチコール注射液8.5％5mL グルコン酸カルシウム水和物 日医工
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 日医工
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 日医工
カルバマゼピン錠100mg「アメル」 カルバマゼピン 共和薬工
カルバマゼピン錠200mg「アメル」 カルバマゼピン 共和薬工
カルフィーナ錠0.25μg アルファカルシドール 共和薬工
カルフィーナ錠1.0μg アルファカルシドール 共和薬工
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 カルベジロール 沢井
カルベジロール錠10mg「サワイ」 カルベジロール 沢井
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 カルベジロール 沢井
カルボカインアンプル注1％(10mL) メピバカイン塩酸塩 アストラゼネカ
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 カルボシステイン 東和薬品
カルボシステインDS50％「タカタ」 カルボシステイン 高田
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 カルボプラチン 日本化薬
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 カルボプラチン 日本化薬
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 カルボプラチン 日本化薬
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」 カルメロースナトリウム 丸石
カロナール錠500 アセトアミノフェン あゆみ製薬
カロナールシロップ2％ アセトアミノフェン あゆみ製薬
乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 武田
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 乾燥弱毒生水痘ワクチン 武田
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 武田
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) 乾燥BCGワクチン 日本ビーシージー

キイトルーダ点滴静注100mg ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) ＭＳＤ
希塩酸 希塩酸 健栄
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 桔梗湯エキス ツムラ
キシロカイン液「4％」 リドカイン塩酸塩 アスペンJ
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販売名 一般名 販売会社等
キシロカインゼリー2％ リドカイン塩酸塩 アスペンJ
キシロカイン注射液「0.5％」エピレナミン(1：100，000)含有 リドカイン塩酸塩＼アドレナリン（エピネフリン） アスペンJ
キシロカイン注射液「1％」エピレナミン(1：100，000)含有 リドカイン塩酸塩＼アドレナリン（エピネフリン） アスペンJ
キシロカイン注射液「2％」エピレナミン(1：80，000)含有 リドカイン塩酸塩＼アドレナリン（エピネフリン） アスペンJ
キシロカイン注ポリアンプ1％(10mL) リドカイン塩酸塩 アスペンJ
キシロカイン注ポリアンプ1％(5mL) リドカイン塩酸塩 アスペンJ
キシロカイン注ポリアンプ2％(10mL) リドカイン塩酸塩 アスペンJ
キシロカイン点眼液4％ リドカイン塩酸塩 アスペンJ
キシロカインポンプスプレー8％ リドカイン アスペンJ
キックリンカプセル250mg ビキサロマー アステラス
キドミン輸液(200mL袋) L-ロイシン＼L-イソロイシン＼L-バリン＼L-リシン酢酸塩＼L-トレオニン＼L-トリプトファン＼Ｌ-メチオニン＼Ｌ-システイン＼L‐フェニルアラニン＼L‐チロシン＼L‐アルギニン＼L-ヒスチジン＼L-アラニン＼L-プロリン＼L-セリン＼L-アスパラギン酸＼L-グルタミン酸 大塚製薬
逆性石ケン液0.05「ヨシダ」 ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬
キュバール100エアゾール ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 大日本住友
キンダベート軟膏0.05％ クロベタゾン酪酸エステル グラクソ・スミスクライン

キンダリー透析剤AF2号(6L) 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼酢酸ナトリウム水和物＼ブドウ糖＼炭酸水素ナトリウム 扶桑
キンダリー透析剤AF3号 (6L) 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼酢酸ナトリウム水和物＼ブドウ糖＼炭酸水素ナトリウム 扶桑
クアトロバック皮下注シリンジ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン Meiji Seika ファルマ

クエチアピン錠25mg「アメル」 クエチアピンフマル酸塩 共和薬工
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 沢井
グラケーカプセル15mg メナテトレノン エーザイ
グラナテック点眼液0.4％ リパスジル塩酸塩水和物 興和
グラニセトロン静注液3mg「日医工」 グラニセトロン塩酸塩 日医工
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 グラニセトロン塩酸塩 日本ケミファ
クラビット細粒10％ レボフロキサシン水和物 第一三共
クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 クラリスロマイシン 日本薬工
クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 クラリスロマイシン 日本薬工
クラリスロマイシンDS10％小児用「日医工」 クラリスロマイシン 日医工
グランダキシン錠50 トフィソパム 持田
クリアクター静注用80万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え） エーザイ
クリアナール錠200mg フドステイン 田辺三菱
グリセリン グリセリン 健栄
グリセリンBC液60％「ケンエー」 グリセリン 健栄
グリチロン配合錠 グリチルリチン＼グリシン＼DL-メチオニン EAファーマ
グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩 ノバルティスＰ
グリベンクラミド錠1.25mg「トーワ」 グリベンクラミド 東和薬品
グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 グリベンクラミド 東和薬品
グリマッケン注(200mL) 濃グリセリン＼果糖 ファイザー
グリマッケン注(500mL) 濃グリセリン＼果糖 ファイザー
グリミクロンHA錠20mg グリクラジド 大日本住友
グリメピリド錠1mg「日医工」 グリメピリド 日医工
グリメピリド錠3mg「日医工」 グリメピリド 日医工
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 クリンダマイシンリン酸エステル 沢井
グルカゴン注射用1単位「イトウ」 グルカゴン カイゲンＰ
グルファスト錠5mg ミチグリニドカルシウム水和物 キッセイ
クレキサン皮下注キット2000IU エノキサパリンナトリウム 科研
クレナフィン爪外用液10％ エフィナコナゾール 科研
クレメジン速崩錠500mg 球形吸着炭 田辺三菱
クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 クロチアゼパム 東和薬品
クロピドグレル錠25mg「杏林」 クロピドグレル硫酸塩 杏林
クロピドグレル錠75mg「杏林」 クロピドグレル硫酸塩 杏林
クロマイ腟錠100mg クロラムフェニコール アルフレッサＰ
クロミッド錠50mg クロミフェンクエン酸塩 富士製工
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」 クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 クロルマジノン酢酸エステル 日医工
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 桂枝加朮附湯エキス ツムラ
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス ツムラ
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 桂枝湯エキス ツムラ
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 桂枝茯苓丸エキス クラシエ薬品
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ケイセントラ静注用1000 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 CSLベーリング
ケイセントラ静注用500 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 CSLベーリング
ケイツーN静注10mg メナテトレノン エーザイ
ケイツーシロップ0.2％ メナテトレノン エーザイ
KN1号輸液(200mL袋) 塩化ナトリウム＼ブドウ糖 大塚製薬
KN1号輸液(500mL袋) 塩化ナトリウム＼ブドウ糖 大塚製薬
KN3号輸液(200mL袋) 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖 大塚製薬
KN3号輸液(500mL袋) 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖 大塚製薬
KNMG3号輸液(500mL袋) 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖 大塚製薬
ゲーベンクリーム1％ スルファジアジン銀 田辺三菱
ケーワン錠5mg フィトナジオン エーザイ
ケタスカプセル10mg イブジラスト 杏林
ケタラール静注用200mg ケタミン塩酸塩 第一三共
ケトコナゾールクリーム2％「JG」 ケトコナゾール 日本ジェネリック
ケトコナゾールローション2％「JG」 ケトコナゾール 日本ジェネリック
ケトチフェンカプセル1mg「トーワ」 ケトチフェンフマル酸塩 東和薬品
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL トリアムシノロンアセトニド ブリストルＭスクイブ

ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL トリアムシノロンアセトニド ブリストルＭスクイブ

ケフレックスカプセル250mg セファレキシン 共和薬工
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン塩酸塩 ヤクルト
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 ゲムシタビン塩酸塩 ヤクルト
ゲンタシンクリーム0.1％ ゲンタマイシン硫酸塩 高田
ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」 ゲンタマイシン硫酸塩 富士製工
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「F」 ゲンタマイシン硫酸塩 富士製工
コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩 小野薬品
コートリル錠10mg ヒドロコルチゾン ファイザー
コートロシン注射用0.25mg テトラコサクチド酢酸塩 第一三共
コールタイジン点鼻液 テトラヒドロゾリン塩酸塩＼プレドニゾロン 陽進堂
コカール錠200mg アセトアミノフェン 三和化学
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 牛車腎気丸エキス ツムラ
コスパノンカプセル40mg フロプロピオン エーザイ
コデインリン酸塩散1％「マルイシ」 コデインリン酸塩水和物 丸石
ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品) デガレリクス酢酸塩 アステラス
ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品) デガレリクス酢酸塩 アステラス
コペガス錠200mg リバビリン 中外製薬
コメリアンコーワ錠50 ジラゼプ塩酸塩水和物 興和
コランチル配合顆粒 ジサイクロミン塩酸塩＼乾燥水酸化アルミニウムゲル＼酸化マグネシウム 共和薬工
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 コルヒチン 高田
クラシエ五苓散料エキス細粒 五苓散エキス クラシエ薬品
コレバインミニ83％ コレスチミド 田辺三菱
コロネル細粒83.3％ ポリカルボフィルカルシウム アステラス
コロネル錠500mg ポリカルボフィルカルシウム アステラス
コンバントリン錠100mg ピランテルパモ酸塩 佐藤製薬
コンベック軟膏5％ ウフェナマート 田辺三菱
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(10.2cm×20.3cm) 酸化セルロース Ｊ＆Ｊ
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(5.1cm×2.5cm) 酸化セルロース Ｊ＆Ｊ
ザーネ軟膏0.5％ ビタミンA油 エーザイ
サーバリックス 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（イラクサギンウワバ細胞由来） グラクソ・スミスクライン

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス ツムラ
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 柴胡桂枝乾姜湯エキス ツムラ
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 柴胡桂枝湯エキス ツムラ
ザイザル錠5mg レボセチリジン塩酸塩 グラクソ・スミスクライン

ザイザルシロップ0.05％ レボセチリジン塩酸塩 グラクソ・スミスクライン

ザイティガ錠250mg アビラテロン酢酸エステル ヤンセン
サイビスクディスポ関節注2mL ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー＼ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体 帝人Ｐ
サイプレジン1％点眼液 シクロペントラート塩酸塩 参天
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 柴朴湯エキス ツムラ
ザイボックス錠600mg リネゾリド ファイザー
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販売名 一般名 販売会社等
ザイボックス注射液600mg リネゾリド ファイザー
サイラムザ点滴静注液100mg ラムシルマブ（遺伝子組換え） 日本イーライリリー

サイラムザ点滴静注液500mg ラムシルマブ（遺伝子組換え） 日本イーライリリー

クラシエ柴苓湯エキス細粒 柴苓湯エキス クラシエ薬品
サイレース錠1mg フルニトラゼパム エーザイ
サイレース静注2mg フルニトラゼパム エーザイ
サインバルタカプセル20mg デュロキセチン塩酸塩 日本イーライリリー

酢酸「ケンエー」 酢酸 健栄
ザジテン点眼液0.05％ ケトチフェンフマル酸塩 ノバルティスＰ
ザジテンドライシロップ0.1％ ケトチフェンフマル酸塩 田辺三菱
サビーン点滴静注用500mg デクスラゾキサン キッセイ
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL)［3室：大室・小室・空室 キット製品］ 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼無水酢酸ナトリウム＼ブドウ糖＼炭酸水素ナトリウム 扶桑
サムスカ錠7.5mg トルバプタン 大塚製薬
サラジェン錠5mg ピロカルピン塩酸塩 キッセイ
サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」 サラゾスルファピリジン 日医工
サラゾピリン錠500mg サラゾスルファピリジン ファイザー
10％サリチル酸ワセリン軟膏 東豊 サリチル酸 吉田製薬
サリベートエアゾール 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼リン酸二カリウム 帝人Ｐ
サルコートカプセル外用50μg ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 帝人Ｐ
サルタノールインヘラー100μg サルブタモール硫酸塩 グラクソ・スミスクライン

ザルティア錠5mg タダラフィル 日本新薬
ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 ザルトプロフェン 日医工
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 サルポグレラート塩酸塩 日医工
酸化亜鉛「ヨシダ」 酸化亜鉛 吉田製薬
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 酸化マグネシウム 健栄
サンコバ点眼液0.02％ シアノコバラミン 参天
サンピロ点眼液1％ ピロカルピン塩酸塩 参天
サンピロ点眼液2％ ピロカルピン塩酸塩 参天
サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 第一三共
ジアグノグリーン注射用25mg インドシアニングリーン 第一三共
ジアゼパム錠2「トーワ」 ジアゼパム 東和薬品
ジアゼパム錠5「トーワ」 ジアゼパム 東和薬品
シアノコバラミン注射液1000μg「トーワ」 シアノコバラミン 東和薬品
注射用GRF住友50 ソマトレリン酢酸塩 大日本住友
注射用GHRP科研100 プラルモレリン塩酸塩 科研
ケンエーG浣腸液50％120mL グリセリン 健栄
ケンエーG浣腸液50％30mL グリセリン 健栄
ケンエーG浣腸液50％60mL グリセリン 健栄
シーピー配合顆粒 アスコルビン酸＼パントテン酸カルシウム 東和薬品
ジーラスタ皮下注3.6mg ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え） 協和キリン
ジェービックV 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 武田
ジェニナック錠200mg メシル酸ガレノキサシン水和物 アステラス
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5％「CEO」 ジオクチルソジウムスルホサクシネート 武田
ジオトリフ錠20mg アファチニブマレイン酸塩 日本ベーリンガー

ジオトリフ錠30mg アファチニブマレイン酸塩 日本ベーリンガー

ジオトリフ錠40mg アファチニブマレイン酸塩 日本ベーリンガー

ジオン注生食液付 硫酸アルミニウムカリウム水和物＼タンニン酸 ジェイドルフ
ジクアス点眼液3％ ジクアホソルナトリウム 参天
ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 ジクロフェナクナトリウム 日新製薬
ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 ジクロフェナクナトリウム 日新製薬
ジクロフェナック点眼液0.1％ ジクロフェナクナトリウム 杏林
ジゴシン錠0.125mg ジゴキシン 太陽P
ジゴシン錠0.25mg ジゴキシン 太陽P
ジゴシン注0.25mg ジゴキシン 太陽P
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 シスプラチン ヤクルト
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 シスプラチン ヤクルト
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g アジスロマイシン水和物 ファイザー
ジスロマック細粒小児用10％ アジスロマイシン水和物 ファイザー



横浜旭中央総合病院採用薬一覧 2019.4現在

販売名 一般名 販売会社等
ジスロマック点滴静注用500mg アジスロマイシン水和物 ファイザー
ジセタミン錠25 セトチアミン塩酸塩水和物 高田
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 ジソピラミド ファイザー
ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 ジソピラミドリン酸塩 東和薬品
シダキュアスギ花粉舌下錠2，000JAU スギ花粉エキス 鳥居
シダキュアスギ花粉舌下錠5，000JAU スギ花粉エキス 鳥居
ウチダのシテイM シテイ ウチダ和漢薬
ジノプロスト注射液1000μg「F」 ジノプロスト 富士製工
ジピリダモール錠25mg「トーワ」 ジピリダモール 東和薬品
シプロキサン錠200mg シプロフロキサシン塩酸塩 バイエル
シベノール静注70mg シベンゾリンコハク酸塩 アステラス
シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」 シベレスタットナトリウム水和物 ニプロ
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 シベンゾリンコハク酸塩 沢井
シムビコートタービュヘイラー60吸入 ブデソニド＼ホルモテロールフマル酸塩水和物 アステラス
ジメチコン錠40mg「YD」 ジメチコン 陽進堂
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 芍薬甘草湯エキス ツムラ
ジャヌビア錠25mg シタグリプチンリン酸塩水和物 ＭＳＤ
ジャヌビア錠50mg シタグリプチンリン酸塩水和物 ＭＳＤ
重質酸化マグネシウム「ケンエー」 酸化マグネシウム 健栄
クラシエ十全大補湯エキス細粒 十全大補湯エキス クラシエ薬品
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 十味敗毒湯エキス ツムラ
ジュリナ錠0.5mg エストラジオール バイエル
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 潤腸湯エキス ツムラ
クラシエ小柴胡湯エキス細粒 小柴胡湯エキス クラシエ薬品
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) 小柴胡湯加桔梗石膏エキス ツムラ
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 硝酸イソソルビド 沢井
硝酸イソソルビド注100mg/100mL「タカタ」 硝酸イソソルビド 高田
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 硝酸イソソルビド 日医工
硝酸銀「ホエイ」 硝酸銀 ファイザー
クラシエ小青竜湯エキス細粒 小青竜湯エキス クラシエ薬品
大塚蒸留水(500mL瓶) 注射用水 大塚製薬
ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 日医工
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 日医工
ジレニアカプセル0.5mg フィンゴリモド塩酸塩 ノバルティスＰ
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 シロスタゾール 東和薬品
シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 シロスタゾール 東和薬品
人工涙液マイティア点眼液 ホウ酸＼塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乾燥炭酸ナトリウム＼リン酸水素ナトリウム水和物 武田
親水クリーム「ヨシダ」 親水クリーム 吉田製薬
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) 真武湯エキス ツムラ
スーグラ錠50mg イプラグリフロジン　L-プロリン アステラス
スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩 ファイザー
スープレン吸入麻酔液 デスフルラン バクスター
スオード錠100 プルリフロキサシン Meiji Seika ファルマ

スキサメトニウム注40「マルイシ」 スキサメトニウム塩化物水和物 丸石
スコピゾル眼科用液 ヒドロキシエチルセルロース＼塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乾燥炭酸ナトリウム＼リン酸水素ナトリウム水和物＼ホウ酸 武田
スタデルムクリーム5％ イブプロフェンピコノール 鳥居
スタレボ配合錠L100 レボドパ＼カルビドパ水和物＼エンタカポン ノバルティスＰ
スタレボ配合錠L50 レボドパ＼カルビドパ水和物＼エンタカポン ノバルティスＰ
スチックゼノールA dl-カンフル＼ｌ-メントール＼サリチル酸メチル＼グリチルレチン酸 三笠
スチバーガ錠40mg レゴラフェニブ水和物 バイエル
ステリクロンW液0.02 クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄
ステリクロンW液0.05 クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄
ステリクロンW液0.5 クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄
ステリクロンハンドローション0.5％ クロルヘキシジングルコン酸塩 健栄
ストミンA配合錠 ニコチン酸アミド＼パパベリン塩酸塩 ゾンネボード
ストロカイン錠5mg オキセサゼイン エーザイ
ストロメクトール錠3mg イベルメクチン マルホ
スピール膏M サリチル酸 ニチバン
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スピオルトレスピマット60吸入 チオトロピウム臭化物水和物＼オロダテロール塩酸塩 日本ベーリンガー

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 チオトロピウム臭化物水和物 日本ベーリンガー

スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 スピロノラクトン 東和薬品
スピロペント錠10μg クレンブテロール塩酸塩 帝人Ｐ
ズファジラン筋注5mg イソクスプリン塩酸塩 第一三共
ズファジラン錠10mg イソクスプリン塩酸塩 第一三共
スポンゼル(2.5cm×5cm) ゼラチン LTLファーマ
スマトリプタン錠50mg「アスペン」 スマトリプタンコハク酸塩 アスペンJ
スミフェロン注DS300万IU インターフェロンアルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ） 大日本住友
スミフェロン注DS600万IU インターフェロンアルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ） 大日本住友
スルピリド錠50mg「サワイ」 スルピリド 沢井
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) 清上防風湯エキス ツムラ
生食液NS(20mL：ポリエチレン容器) 生理食塩液 日新製薬
大塚生食注(100mL瓶) 生理食塩液 大塚製薬
大塚生食注(250mL袋) 生理食塩液 大塚製薬
大塚生食注(50mL瓶) 生理食塩液 大塚製薬
生食注シリンジ「オーツカ」20mL 生理食塩液 大塚製薬
生食注シリンジ「テルモ」10mL 生理食塩液 テルモ
テルモ生食TK(100mL) 生理食塩液 テルモ
テルモ生食(1000mL) 生理食塩液 テルモ
テルモ生食(500mL) 生理食塩液 テルモ
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 精製ツベルクリン 日本ビーシージー

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 清肺湯エキス ツムラ
セイブル錠50mg ミグリトール 三和化学
生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ) 生理食塩液 扶桑
生理食塩液「ヒカリ」(1000mLプラスチックボトル広口開栓型) 生理食塩液 光
生理食塩液「ヒカリ」(500mLプラスチックボトル細口開栓型) 生理食塩液 光
セダペイン注15 エプタゾシン臭化水素酸塩 日医工
ゼチーア錠10mg エゼチミブ ＭＳＤ
セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」 セチリジン塩酸塩 日医工
セディール錠10mg タンドスピロンクエン酸塩 大日本住友
セパミット-R細粒2％ ニフェジピン 日本ジェネリック
セファクロルカプセル250mg「サワイ」 セファクロル 沢井
セファクロル細粒小児用10％「JG」 セファクロル 日本ジェネリック
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 セファゾリンナトリウム 日医工
セファドール錠25mg ジフェニドール塩酸塩 日本新薬
セファランチン末1％ セファランチン 化研生薬
ゼフィックス錠100 ラミブジン グラクソ・スミスクライン

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 セフェピム塩酸塩水和物 サンド
セフォタックス注射用0.5g セフォタキシムナトリウム 日医工
セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフォチアム塩酸塩 日医工
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 日医工
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10％「サワイ」 セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 沢井
セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフタジジム水和物 ファイザー
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 セフトリアキソンナトリウム水和物 日医工
ゼフナート外用液2％ リラナフタート 鳥居
ゼフナートクリーム2％ リラナフタート 鳥居
セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」 セフメタゾールナトリウム 日医工
ゼペリン点眼液0.1％ アシタザノラスト水和物 興和
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン 日興製薬
セララ錠50mg エプレレノン ファイザー
セルタッチパップ70 フェルビナク ファイザー
セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス 扶桑
セレキノン錠100mg トリメブチンマレイン酸塩 田辺三菱
セレコックス錠100mg セレコキシブ アステラス
セレコックス錠200mg セレコキシブ アステラス
セレスタミン配合錠 ベタメタゾン＼ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田
セレニカR顆粒40％ バルプロ酸ナトリウム 田辺三菱
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セレネース注5mg ハロペリドール 大日本住友
セレベント50ディスカス サルメテロールキシナホ酸塩 グラクソ・スミスクライン

ゼローダ錠300 カペシタビン 中外製薬
センナリド錠12mg センノシド 三和化学
ソセゴン注射液15mg ペンタゾシン 丸石
ソナゾイド注射用16μL ペルフルブタン 第一三共
ゾニサミド錠100mg「アメル」 ゾニサミド 共和薬工
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 ゾピクロン 沢井
ゾビラックス眼軟膏3％ アシクロビル 日東メディック
ソフラチュール貼付剤10cm フラジオマイシン硫酸塩 テイカ
ゾラデックスLA10.8mgデポ ゴセレリン酢酸塩 アストラゼネカ
ソランタール錠50mg チアラミド塩酸塩 LTLファーマ
ソリタ-T配合顆粒2号 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼リン酸二水素ナトリウム＼クエン酸ナトリウム水和物＼炭酸マグネシウム 陽進堂
ソリタ-T配合顆粒3号 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼リン酸二水素ナトリウム＼クエン酸ナトリウム水和物＼炭酸マグネシウム 陽進堂
ソリューゲンF注 酢酸リンゲル 共和クリティケア
ソル・コーテフ静注用500mg ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム ファイザー
ソル・コーテフ注射用100mg ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム ファイザー
ソルダクトン静注用200mg カンレノ酸カリウム ファイザー
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」 ゾルピデム酒石酸塩 杏林
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」 ゾルピデム酒石酸塩 杏林
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 ゾルミトリプタン 東和薬品
ソル・メドロール静注用40mg メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム ファイザー
ソル・メドロール静注用500mg メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム ファイザー
注射用ソル・メルコート125 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 富士製工
ゾレア皮下注用150mg オマリズマブ（遺伝子組換え） ノバルティスＰ
ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「ファイザー」 ゾレドロン酸水和物 ファイザー
ダイアコート軟膏0.05％ ジフロラゾン酢酸エステル ファイザー
ダイアップ坐剤10 ジアゼパム 高田
ダイアップ坐剤4 ジアゼパム 高田
ダイアップ坐剤6 ジアゼパム 高田
ダイアモックス錠250mg アセタゾラミド 三和化学
ダイアモックス注射用500mg アセタゾラミドナトリウム 三和化学
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用) 大黄甘草湯エキス ツムラ
ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用) 大黄牡丹皮湯エキス ツムラ
タイケルブ錠250mg ラパチニブトシル酸塩水和物 ノバルティスＰ
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 大建中湯エキス ツムラ
ダイドロネル錠200 エチドロン酸二ナトリウム 大日本住友
ダイホルモン・デポー注 テストステロンエナント酸エステル＼エストラジオール吉草酸エステル 持田
タイメック配合内用液 水酸化アルミニウムゲル＼水酸化マグネシウム 武田
タガメット錠200mg シメチジン 大日本住友
ダクチル錠50mg ピペリドレート塩酸塩 キッセイ
タケキャブ錠20mg ボノプラザンフマル酸塩 武田
タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm(フラットタイプ：レギュラーサイズ) 人フィブリノゲン＼トロンビン画分＼ウマコラーゲン CSLベーリング
タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」 タゾバクタムナトリウム＼ピペラシリンナトリウム ニプロ
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 タゾバクタムナトリウム＼ピペラシリンナトリウム ニプロ
タチオン錠100mg グルタチオン 日本ジェネリック
タナドーパ顆粒75％ ドカルパミン 田辺三菱
タプロス点眼液0.0015％ タフルプロスト 参天
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」 タムスロシン塩酸塩 日医工
タモキシフェン錠20mg「MYL」 タモキシフェンクエン酸塩 マイランEPD
ダラシンカプセル150mg クリンダマイシン塩酸塩 ファイザー
ダラシンTゲル1％ クリンダマイシンリン酸エステル 佐藤製薬
タリビッド眼軟膏0.3％ オフロキサシン 参天
タリビッド耳科用液0.3％ オフロキサシン 第一三共
タルセバ錠100mg エルロチニブ塩酸塩 中外製薬
タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩 中外製薬
タルセバ錠25mg エルロチニブ塩酸塩 中外製薬
タルチレリンOD錠5mg「アメル」 タルチレリン水和物 共和薬工
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ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日新」 ダルテパリンナトリウム 日新製薬
炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 炭酸水素ナトリウム 吉田製薬
単シロップ「ケンエー」 単シロップ 健栄
ダントリウムカプセル25mg ダントロレンナトリウム水和物 オーファンパシフィック

ダントリウム静注用20mg ダントロレンナトリウム水和物 オーファンパシフィック

タンニン酸アルブミン「ケンエー」 タンニン酸アルブミン 健栄
チアトンカプセル10mg チキジウム臭化物 マイランEPD
チアプリド錠25mg「日新」 チアプリド塩酸塩 日新製薬
チアプリド錠50mg「日新」 チアプリド塩酸塩 日新製薬
ヂアミトール消毒用液50W/V％ 濃塩化ベンザルコニウム 丸石
0.025W/V％ヂアミトール水 ベンザルコニウム塩化物 丸石
チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「日医工」 チアミン塩化物塩酸塩 日医工
ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用) 竹茹温胆湯エキス ツムラ
チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 チクロピジン塩酸塩 日医工
チザニジン錠1mg「杏林」 チザニジン塩酸塩 旭化成Ｐ
チャンピックス錠0.5mg バレニクリン酒石酸塩 ファイザー
チャンピックス錠1mg バレニクリン酒石酸塩 ファイザー
注射用水(500mLプラスチックボトル広口開栓型) 注射用水 光
注射用水(ポリエチレン容器) 注射用水 日新製薬
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 釣藤散エキス ツムラ
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) 猪苓湯合四物湯エキス ツムラ
チラーヂンS錠12.5μg レボチロキシンナトリウム水和物 武田
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 沈降炭酸カルシウム 三和化学
沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 沈降破傷風トキソイド 武田
ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 ツロブテロール 日医工
ツロブテロールテープ1mg「日医工」 ツロブテロール 日医工
ツロブテロールテープ2mg「日医工」 ツロブテロール 日医工
ティアバランス点眼液0.1％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 武田
TRH注0.5mg「タナベ」 プロチレリン ニプロES P
ティーエスワン配合OD錠T20 テガフール＼ギメラシル＼オテラシルカリウム 大鵬
ティーエスワン配合OD錠T25 テガフール＼ギメラシル＼オテラシルカリウム 大鵬
D-ソルビトール経口液75％「コーワ」 Ｄ-ソルビトール 興和
DTビック 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド 田辺三菱
Dドライ透析剤3.0S 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼無水酢酸ナトリウム＼氷酢酸＼ブドウ糖＼炭酸水素ナトリウム 日機装
テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」 テイコプラニン 日医工
ディナゲスト錠1mg ジエノゲスト 持田
ディフェリンゲル0.1％ アダパレン マルホ
1％ディプリバン注-キット(20mL) プロポフォール アスペンJ
1％ディプリバン注-キット(50mL) プロポフォール アスペンJ
低分子デキストランL注(250mL袋) デキストラン40加乳酸リンゲル液 大塚製薬
ディレグラ配合錠 フェキソフェナジン塩酸塩＼塩酸プソイドエフェドリン サノフィ
テオドール錠200mg テオフィリン 田辺三菱
テオドールドライシロップ20％ テオフィリン 田辺三菱
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 テオフィリン 沢井
デカドロン錠0.5mg デキサメタゾン 日医工
デキサート注射液1.65mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 富士製工
デキサート注射液3.3mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 富士製工
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 東和薬品
テグレトール細粒50％ カルバマゼピン 田辺三菱
デスモプレシン・スプレー2.5協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 協和キリン
テタガムP筋注シリンジ250 抗破傷風人免疫グロブリン CSLベーリング
デタントール0.01％点眼液 ブナゾシン塩酸塩 参天
デトキソール静注液2g(バイアル製剤) チオ硫酸ナトリウム水和物 日医工
テトラミド錠10mg ミアンセリン塩酸塩 ＭＳＤ
テノーミン錠25 アテノロール アストラゼネカ
デノタスチュアブル配合錠 沈降炭酸カルシウム＼コレカルシフェロール＼炭酸マグネシウム 第一三共
デパケン錠100mg バルプロ酸ナトリウム 協和キリン
デパケン錠200mg バルプロ酸ナトリウム 協和キリン
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テプレノンカプセル50mg「トーワ」 テプレノン 東和薬品
テプレノン細粒10％「トーワ」 テプレノン 東和薬品
テモカプリル塩酸塩錠2mg「タナベ」 テモカプリル塩酸塩 ニプロES P
テモゾロミド錠100mg「NK」 テモゾロミド 日本化薬
テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド 日本化薬
デュオトラバ配合点眼液 トラボプロスト＼チモロールマレイン酸塩 ノバルティスＰ
デュファストン錠5mg ジドロゲステロン マイランEPD
テラムロ配合錠AP「日医工」 テルミサルタン＼アムロジピンベシル酸塩 日医工
テリボン皮下注用56.5μg(溶解液添付製品) テリパラチド酢酸塩 旭化成Ｐ
テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「サワイ」 テルビナフィン塩酸塩 沢井
テルビナフィン錠125mg「日医工」 テルビナフィン塩酸塩 日医工
テルミサルタン錠20mg「杏林」 テルミサルタン 杏林
テルミサルタン錠40mg「杏林」 テルミサルタン 杏林
デルモベートクリーム0.05％ クロベタゾールプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

デルモベートスカルプローション0.05％ クロベタゾールプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

デルモベート軟膏0.05％ クロベタゾールプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

テレミンソフト坐薬10mg ビサコジル EAファーマ
テレミンソフト坐薬2mg ビサコジル EAファーマ
トアラセット配合錠「杏林」 トラマドール塩酸塩＼アセトアミノフェン 杏林
大塚糖液10％(20ml管) ブドウ糖 大塚製薬
大塚糖液10％(500mL袋) ブドウ糖 大塚製薬
光糖液30％(500mLソフトバッグ) ブドウ糖 光
大塚糖液5％(100mL瓶) ブドウ糖 大塚製薬
大塚糖液5％(250mL袋) ブドウ糖 大塚製薬
大塚糖液5％(500mL袋) ブドウ糖 大塚製薬
大塚糖液5％(50mL瓶) ブドウ糖 大塚製薬
大塚糖液50％(500mL袋) ブドウ糖 大塚製薬
大塚糖液70％(350mL袋) ブドウ糖 大塚製薬
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 桃核承気湯エキス ツムラ
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス ツムラ
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 当帰芍薬散エキス クラシエ薬品
トーワズレン配合顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物＼Ｌ-グルタミン 東和薬品
トーワチーム配合顆粒 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 東和薬品
ドキサゾシン錠1mg「日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩 日医工
ドキサゾシン錠2mg「日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩 日医工
ドキサゾシン錠4mg「日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩 日医工
ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩 日本化薬
ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩 日本化薬
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」 トコフェロールニコチン酸エステル ニプロ
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15％「明治」 トスフロキサシントシル酸塩水和物 Meiji Seika ファルマ

ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」 ドセタキセル水和物 ヤクルト
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」 ドセタキセル水和物 ヤクルト
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 ドネペジル塩酸塩 日医工
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 ドネペジル塩酸塩 日医工
ドパコール配合錠L100 レボドパ＼カルビドパ水和物 扶桑
ドパストン静注25mg レボドパ 大原薬工
トビエース錠4mg フェソテロジンフマル酸塩 ファイザー
ドプスOD錠100mg ドロキシドパ 大日本住友
ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」 ドブタミン塩酸塩 共和クリティケア
ドブポン注0.3％シリンジ(50mL) ドブタミン塩酸塩 協和キリン
トフラニール錠10mg イミプラミン塩酸塩 アルフレッサＰ
ドプラム注射液400mg ドキサプラム塩酸塩水和物 キッセイ
ドボネックス軟膏50μg/g カルシポトリオール 鳥居
トラゼンタ錠5mg リナグリプチン 日本ベーリンガー

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 トラゾドン塩酸塩 共和薬工
トラニラストカプセル100mg「CH」 トラニラスト 日本ジェネリック
トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 トラネキサム酸 東和薬品
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 トラネキサム酸 日新製薬
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トラマールOD錠25mg トラマドール塩酸塩 日本新薬
ドラマミン錠50mg ジメンヒドリナート 陽進堂
トランコロン錠7.5mg メペンゾラート臭化物 アステラス
トリクロリールシロップ10％ トリクロホスナトリウム アルフレッサＰ
トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 トリクロルメチアジド 武田
トリプタノール錠10 アミトリプチリン塩酸塩 日医工
トリプタノール錠25 アミトリプチリン塩酸塩 日医工
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「タイヨー」 トリヘキシフェニジル塩酸塩 武田
トルソプト点眼液1％ ドルゾラミド塩酸塩 参天
ドルモロール配合点眼液「ニットー」 ドルゾラミド塩酸塩＼チモロールマレイン酸塩 日東メディック
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス デュラグルチド（遺伝子組換え） 大日本住友
トレーランG液75g デンプン部分加水分解物 陽進堂
トレドミン錠25mg ミルナシプラン塩酸塩 ヤンセン
ドレニゾンテープ4μg/cm2 フルドロキシコルチド 帝國製薬
トレリーフ錠25mg ゾニサミド 大日本住友
ドロレプタン注射液25mg ドロペリドール アルフレッサＰ
トロンビン液モチダソフトボトル5千 トロンビン 持田
ドンペリドン錠10mg「トーワ」 ドンペリドン 東和薬品
ナイキサン錠100mg ナプロキセン ニプロES P
ナウゼリン坐剤10 ドンペリドン 協和キリン
ナウゼリン坐剤30 ドンペリドン 協和キリン
ナウゼリン坐剤60 ドンペリドン 協和キリン
ナウゼリンドライシロップ1％ ドンペリドン 協和キリン
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 杏林
ナテグリニド錠90mg「日医工」 ナテグリニド 日医工
ナパゲルンローション3％ フェルビナク ファイザー
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 ナロキソン塩酸塩 アルフレッサＰ
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 日医工
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 日医工
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 ニカルジピン塩酸塩 沢井
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 ニカルジピン塩酸塩 沢井
ニコチネルTTS10 ニコチン アルフレッサＰ
ニコチネルTTS20 ニコチン アルフレッサＰ
ニコチネルTTS30 ニコチン アルフレッサＰ
ニコランジル錠5mg「トーワ」 ニコランジル 東和薬品
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 ニコランジル 沢井
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 ニコランジル 沢井
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 ニセルゴリン 沢井
ニトロール注5mgシリンジ 硝酸イソソルビド エーザイ
ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン 日本化薬
ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 ニフェジピン 東和薬品
ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 ニフェジピン 東和薬品
ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 ニフェジピン 東和薬品
ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 ニフェジピン 東和薬品
ニフラン点眼液0.1％ プラノプロフェン 武田
乳酸カルシウム「ケンエー」 乳酸カルシウム水和物 健栄
乳糖水和物「ケンエー」 乳糖水和物 健栄
ニュープロパッチ13.5mg ロチゴチン 大塚製薬
ニュープロパッチ18mg ロチゴチン 大塚製薬
ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン 大塚製薬
ニューモバックスNP 肺炎球菌ワクチン ＭＳＤ
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用) 女神散エキス ツムラ
ニルバジピン錠2mg「サワイ」 ニルバジピン 沢井
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) 人参湯エキス ツムラ
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 人参養栄湯エキス ツムラ
ヌーカラ皮下注用100mg メポリズマブ（遺伝子組換え） グラクソ・スミスクライン

ネオーラル25mgカプセル シクロスポリン ノバルティスＰ
ネオシネジンコーワ5％点眼液 フェニレフリン塩酸塩 興和
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ネオシネジンコーワ注1mg フェニレフリン塩酸塩 興和
ネオビタカイン注シリンジ5mL サリチル酸ナトリウム＼ジブカイン塩酸塩＼臭化カルシウム 田辺三菱
ネオファーゲン静注20mL グリチルリチン酸＼グリシン＼L-システイン塩酸塩 大鵬
ネオメドロールEE軟膏 フラジオマイシン硫酸塩＼メチルプレドニゾロン ファイザー
ネオヨジンガーグル7％ ポビドンヨード 岩城
ネオヨジンスクラブ7.5％ ポビドンヨード 岩城
ネキシウムカプセル20mg エソメプラゾールマグネシウム水和物 第一三共
ネクサバール錠200mg ソラフェニブトシル酸塩 バイエル
ネグミンシュガー軟膏 精製白糖＼ポビドンヨード ファイザー
ネスプ注射液120μgプラシリンジ ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 協和キリン
ネスプ注射液180μgプラシリンジ ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 協和キリン
ネスプ注射液20μgプラシリンジ ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 協和キリン
ネスプ注射液30μgプラシリンジ ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 協和キリン
ネスプ注射液40μgプラシリンジ ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 協和キリン
ネスプ注射液60μgプラシリンジ ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 協和キリン
ネリプロクト坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル＼リドカイン バイエル
ノイアート静注用1500単位 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII 日本血液製剤機構

ノイロトロピン錠4単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 日本臓器
ノイロトロピン注射液3.6単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 日本臓器
ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン 協和キリン
ノスラン点鼻液2％ クロモグリク酸ナトリウム 科研
ノバミン筋注5mg プロクロルペラジンメシル酸塩 共和薬工
ノバミン錠5mg プロクロルペラジンマレイン酸塩 共和薬工
ノベルジン錠25mg 酢酸亜鉛水和物 ノーベルファーマ
ノベルジン錠50mg 酢酸亜鉛水和物 ノーベルファーマ
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン インスリン アスパルト（遺伝子組換え） ノボノルディスク
ノボラピッド注フレックスペン インスリン アスパルト（遺伝子組換え） ノボノルディスク
ノルアドリナリン注1mg ノルアドレナリン（ノルエピネフリン） アルフレッサＰ
ノルレボ錠1.5mg レボノルゲストレル 武田
パージェタ点滴静注420mg/14mL ペルツズマブ（遺伝子組換え） 中外製薬
ハーセプチン注射用150 トラスツズマブ（遺伝子組換え） 中外製薬
ハーセプチン注射用60 トラスツズマブ（遺伝子組換え） 中外製薬
バイアスピリン錠100mg アスピリン バイエル
ハイカムチン注射用1.1mg ノギテカン塩酸塩 日本化薬
ハイカリックRF輸液(500mL) ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼塩化マグネシウム＼グルコン酸カルシウム水和物＼L-乳酸ナトリウム＼硫酸亜鉛水和物 テルモ
ハイドレアカプセル500mg ヒドロキシカルバミド ブリストルＭスクイブ

ハイパジールコーワ点眼液0.25％ ニプラジロール 興和
バクタ配合錠 スルファメトキサゾール＼トリメトプリム 塩野義
バクトラミン注 スルファメトキサゾール＼トリメトプリム 太陽P
バクトロバン鼻腔用軟膏2％ ムピロシンカルシウム水和物 グラクソ・スミスクライン

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 麦門冬湯エキス ツムラ
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 パクリタキセル 日本化薬
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 パクリタキセル 日本化薬
パセトシン細粒10％ アモキシシリン水和物 アスペンJ
バソメット錠0.5mg テラゾシン塩酸塩水和物 田辺三菱
バソメット錠1mg テラゾシン塩酸塩水和物 田辺三菱
パタノール点眼液0.1％ オロパタジン塩酸塩 協和キリン
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 八味地黄丸エキス クラシエ薬品
ハッカ油「ヨシダ」 ハッカ油 吉田製薬
パッチテスト試薬金属塩化亜鉛2％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属塩化アルミニウム2％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属塩化金酸0.2％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属塩化コバルト2％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属塩化第二スズ1％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属塩化第二鉄2％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属塩化白金酸0.5％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属塩化パラジウム1％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属塩化マンガン2％ パッチテスト試薬 鳥居
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パッチテスト試薬金属三塩化インジウム1％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属臭化銀2％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属重クロム酸カリウム0.5％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属四塩化イリジウム1％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属硫酸銅1％ パッチテスト試薬 鳥居
パッチテスト試薬金属硫酸ニッケル5％ パッチテスト試薬 鳥居
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 パパベリン塩酸塩 日医工
バファリン配合錠A330 アスピリン＼ダイアルミネート エーザイ
バファリン配合錠A81 アスピリン＼ダイアルミネート エーザイ
ハプトグロビン静注2000単位「JB」 人ハプトグロビン 日本血液製剤機構

パム静注500mg プラリドキシムヨウ化物 大日本住友
ハラヴェン静注1mg エリブリンメシル酸塩 エーザイ
バラシクロビル錠500mg「アスペン」 バラシクロビル塩酸塩 アスペンJ
バラマイシン軟膏 バシトラシン＼フラジオマイシン硫酸塩 小野薬品
パラミヂンカプセル300mg ブコローム 武田
バリエース発泡顆粒 炭酸水素ナトリウム＼酒石酸 伏見製薬
パリエット錠10mg ラベプラゾールナトリウム EAファーマ
ハリゾンシロップ100mg/mL アムホテリシンＢ 富士製工
バリテスターA240散 硫酸バリウム 伏見製薬
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 バルサルタン 東和薬品
バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム 東和薬品
バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム 東和薬品
バルプロ酸ナトリウム細粒40％「EMEC」 バルプロ酸ナトリウム 日医工
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 ブデソニド アストラゼネカ
パルミコート吸入液0.25mg ブデソニド アストラゼネカ
パルミコート吸入液0.5mg ブデソニド アストラゼネカ
バレイショデンプン「ヨシダ」 バレイショデンプン 吉田製薬
バレリンシロップ5％ バルプロ酸ナトリウム 大日本住友
パロキセチン錠10mg「日新」 パロキセチン塩酸塩水和物 日新製薬
パロキセチン錠20mg「日新」 パロキセチン塩酸塩水和物 日新製薬
ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 ハロペリドール 共和薬工
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 半夏厚朴湯エキス ツムラ
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 半夏瀉心湯エキス ツムラ
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 バンコマイシン塩酸塩 Meiji Seika ファルマ

バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」 バンコマイシン塩酸塩 東和薬品
パンスポリン静注用1g セフォチアム塩酸塩 武田
パンテニール注500mg パンテノール 共和クリティケア
パントシン錠100 パンテチン アルフレッサＰ
調剤用パンビタン末 レチノールパルミチン酸エステル＼エルゴカルシフェロール＼チアミン硝化物＼リボフラビン＼ニコチン酸アミド＼ピリドキシン塩酸塩＼葉酸＼パントテン酸カルシウム＼シアノコバラミン＼アスコルビン酸＼トコフェロール酢酸エステル 武田
ハンプ注射用1000(室温保存製剤) カルペリチド（遺伝子組換え） 第一三共
ヒアレインミニ点眼液0.1％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天
ヒアレインミニ点眼液0.3％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天
PA・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素 日本点眼薬
ビーソフテンクリーム0.3％ ヘパリン類似物質 日医工
ビーソフテンローション0.3％ ヘパリン類似物質 日医工
ビーフリード輸液(500mL袋) L-ロイシン＼L‐イソロイシン＼L-バリン＼L-リシン塩酸塩＼L‐トレオニン＼L‐トリプトファン＼L‐メチオニン＼アセチルシステイン＼L‐フェニルアラニン＼L‐チロシン＼L‐アルギニン＼L-ヒスチジン＼L‐アラニン＼L‐プロリン＼L‐セリン＼グリシン＼L‐アスパラギン酸＼L‐グルタミン酸＼リン酸二カリウム＼リン酸水素ナトリウム水和物＼クエン酸ナトリウム水和物＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖＼塩化カリウム＼塩化カルシウム水和物＼硫酸マグネシウム水和物＼硫酸亜鉛水和物＼チアミン塩化物塩酸塩 大塚製薬
ヒーロン眼粘弾剤1％シリンジ0.6mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム エイエムオーＪ
ヒーロンV眼粘弾剤2.3％シリンジ0.6mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム エイエムオーＪ
ピオグリタゾン錠15mg「サンド」 ピオグリタゾン塩酸塩 サンド
ピオグリタゾン錠30mg「サンド」 ピオグリタゾン塩酸塩 サンド
ビオチン散0.2％「フソー」 ビオチン 扶桑
ビオフェルミン配合散 ラクトミン＼糖化菌 武田
ビカーボン輸液 重炭酸リンゲル液 陽進堂
ビカルタミド錠80mg「日医工」 ビカルタミド 日医工
注射用ビクシリンS1000 アンピシリンナトリウム＼クロキサシリンナトリウム Meiji Seika ファルマ

ビクシリン注射用0.5g アンピシリンナトリウム Meiji Seika ファルマ

「ビケンHA」 インフルエンザHAワクチン ＭＳＤ
ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「CHOS」 ピコスルファートナトリウム水和物 ファイザー
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ビジパーク270注20mL イオジキサノール 第一三共
ピシバニール注射用5KE 溶連菌抽出物 中外製薬
ピシリバクタ静注用1.5g スルバクタムナトリウム＼アンピシリンナトリウム 日医工
ピシリバクタ静注用3g スルバクタムナトリウム＼アンピシリンナトリウム 日医工
ビスコート0.5眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム＼コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 日本アルコン
ヒスタグロビン皮下注用 ヒスタミン加人免疫グロブリン 日本臓器
ビソノテープ4mg ビソプロロール アステラス
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 ビソプロロールフマル酸塩 沢井
ビソルボン注4mg ブロムヘキシン塩酸塩 サノフィ
ビタジェクト注キット レチノールパルミチン酸エステル＼エルゴカルシフェロール＼トコフェロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼シアノコバラミン＼葉酸＼ビオチン＼チアミン塩化物塩酸塩＼リボフラビンリン酸エステルナトリウム＼ピリドキシン塩酸塩＼ニコチン酸アミド＼パンテノール＼パントテン酸＼アスコルビン酸 テルモ
ビタメジン配合カプセルB25 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 第一三共
ビダラビン軟膏3％「SW」 ビダラビン 沢井
ピドキサール錠10mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 太陽P
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 コルチコレリン（ヒト） ニプロES P
ピトレシン注射液20 バソプレシン 第一三共
ピノルビン注射用30mg ピラルビシン塩酸塩 日本化薬
ビビアント錠20mg バゼドキシフェン酢酸塩 ファイザー
ヒビスコール液A クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ
ビブラマイシン錠100mg ドキシサイクリン塩酸塩水和物 ファイザー
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 ピペラシリンナトリウム 日医工
ビマトプロスト点眼液0.03％「TS」 ビマトプロスト テイカ
ビムパット錠100mg ラコサミド 第一三共
ビムパット錠50mg ラコサミド 第一三共
ピムロ顆粒 センナ葉＼センナ実 本草
ピモベンダン錠2.5mg「TE」 ピモベンダン アステラス
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 白虎加人参湯エキス クラシエ薬品
ヒューマリン3/7注カート インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 日本イーライリリー

ヒューマリンR注100単位/mL インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 日本イーライリリー

ヒューマリンR注ミリオペン インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 日本イーライリリー

ヒューマログ注カート インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 日本イーライリリー

ヒューマログ注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 日本イーライリリー

ヒューマログミックス25注カート インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 日本イーライリリー

ヒューマログミックス25注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 日本イーライリリー

ヒューマログミックス50注カート インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 日本イーライリリー

ヒューマログミックス50注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 日本イーライリリー
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2，000JAU/mL 標準化スギ花粉エキス 鳥居
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 標準化スギ花粉エキス 鳥居
ビラノア錠20mg ビラスチン 大鵬
ピラマイド原末 ピラジナミド アルフレッサＰ
ビリスコピン点滴静注50 イオトロクス酸メグルミン バイエル
ピリドキシン塩酸塩注射液10mg「日医工」 ピリドキシン塩酸塩 日医工
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 沢井
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 沢井
ヒルナミン細粒10％ レボメプロマジンマレイン酸塩 共和薬工
ピレスパ錠200mg ピルフェニドン 塩野義
ピレチア細粒10％ プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 高田
ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 ファムシクロビル 東和薬品
ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 ファモチジン 東和薬品
ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 ファモチジン 東和薬品
ファモチジン細粒2％「サワイ」 ファモチジン 沢井
ファモチジン注射用20mg「テバ」 ファモチジン 武田
ファンガード点滴用50mg ミカファンギンナトリウム アステラス
フィコンパ錠2mg ペランパネル水和物 エーザイ
フィコンパ錠4mg ペランパネル水和物 エーザイ
フィジオ140輸液(500mL袋) ブドウ糖加酢酸リンゲル液 大塚製薬
ブイフェンド200mg静注用 ボリコナゾール ファイザー
ブイフェンド錠50mg ボリコナゾール ファイザー
フィブラストスプレー250 トラフェルミン（遺伝子組換え） 科研
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販売名 一般名 販売会社等
フィブラストスプレー500 トラフェルミン（遺伝子組換え） 科研
フィブロガミンP静注用 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子 CSLベーリング
注射用ブイペル10 ナファモスタットメシル酸塩 武田
注射用ブイペル50 ナファモスタットメシル酸塩 武田
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 フィルグラスチム（遺伝子組換え） 富士製工
フェアストン錠40 トレミフェンクエン酸塩 日本化薬
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」 フェキソフェナジン塩酸塩 日医工
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 フェキソフェナジン塩酸塩 日医工
フェジン静注40mg 含糖酸化鉄 日医工
フェソロデックス筋注250mg フルベストラント アストラゼネカ
フェノバール散10％ フェノバルビタール 第一三共
フェノバール錠30mg フェノバルビタール 第一三共
フェノバール注射液100mg フェノバルビタール 第一三共
フェブリク錠10mg フェブキソスタット 帝人Ｐ
フェブリク錠20mg フェブキソスタット 帝人Ｐ
フェロベリン配合錠 ベルベリン塩化物水和物＼ゲンノショウコエキス 日本ジェネリック
フェロミア顆粒8.3％ クエン酸第一鉄ナトリウム エーザイ
フェンタニル注射液0.25mg「ヤンセン」 フェンタニルクエン酸塩 ヤンセン
フェントステープ1mg フェンタニルクエン酸塩 協和キリン
フェントステープ2mg フェンタニルクエン酸塩 協和キリン
フェントステープ4mg フェンタニルクエン酸塩 協和キリン
フォリアミン錠 葉酸 武田
フォルテオ皮下注キット600μg テリパラチド（遺伝子組換え） 日本イーライリリー

フシジンレオ軟膏2％ フシジン酸ナトリウム 第一三共
ブシ末(調剤用)「ツムラ」 ブシ末 ツムラ
ブシラミン錠50mg「日医工」 ブシラミン 日医工
フスコデ配合シロップ ジヒドロコデインリン酸塩＼ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩＼クロルフェニラミンマレイン酸塩 マイランEPD
ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物 サノフィ
フタラール消毒液0.55％<ハチ> フタラール 日医工
ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」 ブチルスコポラミン臭化物 日医工
5％ブドウ糖注射液「ニッシン」(ポリエチレン容器) ブドウ糖 日新製薬
50％ブドウ糖注射液「ニッシン」(ポリエチレン容器) ブドウ糖 日新製薬
プラザキサカプセル110mg ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 日本ベーリンガー

プラザキサカプセル75mg ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 日本ベーリンガー

フラジール腟錠250mg メトロニダゾール 富士製工
フラジール内服錠250mg メトロニダゾール 塩野義
プラノバール配合錠 ノルゲストレル＼エチニルエストラジオール 武田
プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 プラバスタチンナトリウム 日医工
プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 プラバスタチンナトリウム 日医工
フラビタン眼軟膏0.1％ フラビンアデニンジヌクレオチド アステラス
フラビタン錠5mg フラビンアデニンジヌクレオチド アステラス
フラボキサート塩酸塩錠200mg「フソー」 フラボキサート塩酸塩 扶桑
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「アメル」 プラミペキソール塩酸塩水和物 共和薬工
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「アメル」 プラミペキソール塩酸塩水和物 共和薬工
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」 プラミペキソール塩酸塩水和物 共和薬工
プラリア皮下注60mgシリンジ デノスマブ(遺伝子組換え) 第一三共
プラルエント皮下注75mgペン アリロクマブ（遺伝子組換え） サノフィ
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 プランルカスト水和物 日医工
プランルカストドライシロップ10％「AFP」 プランルカスト水和物 アルフレッサＰ
プリズバインド静注液2.5g イダルシズマブ（遺伝子組換え） 日本ベーリンガー

ブリディオン静注200mg スガマデクスナトリウム ＭＳＤ
フリバス錠25mg ナフトピジル 旭化成Ｐ
フリバス錠75mg ナフトピジル 旭化成Ｐ
プリモボラン錠5mg メテノロン酢酸エステル バイエル
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％「ニットー」 ブリンゾラミド 日東メディック
フルービックHAシリンジ インフルエンザHAワクチン 田辺三菱
フルオレサイト静注500mg フルオレセイン ノバルティスＰ
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル 東和薬品
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販売名 一般名 販売会社等
フルオロウラシル注250mg「トーワ」 フルオロウラシル 東和薬品
フルオロメトロン点眼液0.02％「わかもと」 フルオロメトロン わかもと
フルオロメトロン点眼液0.1％「わかもと」 フルオロメトロン わかもと
フルカムカプセル27mg アンピロキシカム ファイザー
フルコートスプレー0.007％ フルオシノロンアセトニド 田辺三菱
フルコナゾールカプセル100mg「F」 フルコナゾール 富士製工
フルタイド100ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

フルタイド200ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

フルタイド200ロタディスク フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

フルタイド50μgエアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

フルツロンカプセル200 ドキシフルリジン 太陽P
フルティフォーム125エアゾール120吸入用 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 杏林
小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル グラクソ・スミスクライン

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」 フルボキサミンマレイン酸塩 杏林
フルマゼニル静注液0.5mg「ケミファ」 フルマゼニル 日本ケミファ
フルメタローション モメタゾンフランカルボン酸エステル 塩野義
ブレオ注射用15mg ブレオマイシン塩酸塩 日本化薬
フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 フレカイニド酢酸塩 ファイザー
プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「マルイシ」 デクスメデトミジン塩酸塩 丸石
ブレディニン錠50 ミゾリビン 旭化成Ｐ
プレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用10mg「F」 プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 富士製工
プレドニゾロン錠1mg(旭化成) プレドニゾロン 旭化成Ｐ
プレドニン錠5mg プレドニゾロン 塩野義
プレドネマ注腸20mg プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム 杏林
プレベナー13水性懸濁注 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） ファイザー
プレマリン錠0.625mg 結合型エストロゲン ファイザー
フローレス眼検査用試験紙0.7mg フルオレセインナトリウム あゆみ製薬
プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物 アステラス
プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物 アステラス
プロジフ静注液200 ホスフルコナゾール ファイザー
フロジン外用液5％ カルプロニウム塩化物 第一三共
プロスタンディン軟膏0.003％ アルプロスタジル　アルファデクス 小野薬品
プロセキソール錠0.5mg エチニルエストラジオール 武田
フロセミド細粒4％「EMEC」 フロセミド 日医工
フロセミド錠10mg「NP」 フロセミド ニプロ
フロセミド錠20mg「武田テバ」 フロセミド 武田
フロセミド錠40mg「武田テバ」 フロセミド 武田
フロセミド注20mg「トーワ」 フロセミド 東和薬品
プロタノールL注0.2mg ｌ－イソプレナリン塩酸塩 興和
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 プロタミン硫酸塩 持田
ブロチゾラム錠0.25mg「JG」 ブロチゾラム 日本ジェネリック
プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」 プロチレリン酒石酸塩水和物 沢井
プロテカジン錠10 ラフチジン 大鵬
プロトピック軟膏0.03％小児用 タクロリムス水和物 マルホ
プロトピック軟膏0.1％ タクロリムス水和物 マルホ
プロノン錠100mg プロパフェノン塩酸塩 アステラス
プロノン錠150mg プロパフェノン塩酸塩 アステラス
プロパジール錠50mg プロピルチオウラシル 武田
プロハンス静注シリンジ17mL ガドテリドール エーザイ
プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」 プロピベリン塩酸塩 杏林
プロピレングリコール プロピレングリコール 丸石
プロペシア錠1mg フィナステリド ＭＳＤ
プロペト 白色ワセリン 丸石
プロベラ錠2.5mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ファイザー
フロベン顆粒8％ フルルビプロフェン 科研
1％プロポフォール注「マルイシ」(100mL) プロポフォール 丸石
1％プロポフォール注「マルイシ」(50mL) プロポフォール 丸石
ブロムフェナクNa点眼液0.1％「日新」 ブロムフェナクナトリウム水和物 日新製薬
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販売名 一般名 販売会社等
フロモックス錠75mg セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 塩野義
フロリードゲル経口用2％ ミコナゾール 持田
フロリード腟坐剤100mg ミコナゾール硝酸塩 持田
フロリードDクリーム1％ ミコナゾール硝酸塩 持田
フロリネフ錠0.1mg フルドロコルチゾン酢酸エステル アスペンJ
ヘキザックAL1％綿棒12 クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬
ベギンクリーム20％ 尿素 第一三共
ベクティビックス点滴静注100mg パニツムマブ（遺伝子組換え） 武田
ベクロニウム静注用10mg「F」 ベクロニウム臭化物 丸石
ベサコリン散5％ ベタネコール塩化物 エーザイ
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 ベザフィブラート 沢井
ベシケア錠5mg コハク酸ソリフェナシン アステラス
ベストロン点眼用0.5％ セフメノキシム塩酸塩 武田
ベセルナクリーム5％ イミキモド 持田
ベタニス錠50mg ミラベグロン アステラス
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 ベタヒスチンメシル酸塩 東和薬品
ベタフェロン皮下注用960万国際単位 インターフェロンベータ-1b（遺伝子組換え） バイエル
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 ペチジン塩酸塩 武田
ベナンバックス注用300mg ペンタミジンイセチオン酸塩 サノフィ
ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」 ベニジピン塩酸塩 日医工
ベニジピン塩酸塩錠8mg「日医工」 ベニジピン塩酸塩 日医工
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 ベンジルペニシリンカリウム Meiji Seika ファルマ

献血ベニロン-I静注用2500mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 帝人Ｐ
献血ベニロン-I静注用5000mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 帝人Ｐ
献血ベニロン-I静注用500mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 帝人Ｐ
ベネトリン錠2mg サルブタモール硫酸塩 グラクソ・スミスクライン

ベノキシール点眼液0.4％ オキシブプロカイン塩酸塩 参天
ヘパアクト配合顆粒 L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-バリン 日本ケミファ
ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL ヘパリンナトリウム ジェイ・エム・エス
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL ヘパリンナトリウム テルモ
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL ヘパリンナトリウム テルモ
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 ヘパリンナトリウム 持田
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」 ヘパリンナトリウム ニプロ
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」 ヘパリンカルシウム 持田
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「日医工」 ヘパリン類似物質 日医工
ヘパンED配合内用剤 L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-リシン塩酸塩＼L‐メチオニン＼L‐フェニルアラニン＼L‐トレオニン＼L‐トリプトファン＼L-バリン＼L-ヒスチジン＼L‐アルギニン＼Ｌ－アルギニン塩酸塩＼L-アラニン＼グリシン＼L‐プロリン＼L‐セリン＼デキストリン＼クエン酸ナトリウム水和物＼塩化カリウム＼グリセロリン酸カルシウム＼硫酸マグネシウム水和物＼グルコン酸第一鉄二水和物＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸マンガン五水和物＼硫酸銅＼ヨウ化カリウム＼チアミン塩化物塩酸塩＼リボフラビンリン酸エステルナトリウム＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼パントテン酸カルシウム＼ニコチン酸アミド＼葉酸＼ビオチン＼重酒石酸コリン＼アスコルビン酸＼トコフェロール酢酸エステル＼レチノール酢酸エステル＼エルゴカルシフェロール＼フィトナジオン＼ダイズ油 EAファーマ
ベピオゲル2.5％ 過酸化ベンゾイル マルホ
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ＭＳＤ
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ＭＳＤ
ベプリコール錠50mg ベプリジル塩酸塩水和物 第一三共
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」 ベポタスチンベシル酸塩 日医工
ヘモナーゼ配合錠 ブロメライン＼トコフェロール酢酸エステル ジェイドルフ
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 ベラパミル塩酸塩 武田
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 ベラプロストナトリウム 沢井
ペリアクチン散1％ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 日医工
ベルソムラ錠15mg スボレキサント ＭＳＤ
ベルソムラ錠20mg スボレキサント ＭＳＤ
ペルタゾン錠25 ペンタゾシン塩酸塩 日本化薬
ヘルベッサー錠30 ジルチアゼム塩酸塩 田辺三菱
ベンザリン錠2 ニトラゼパム 共和薬工
ベンザリン錠5 ニトラゼパム 共和薬工
ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 ベンズブロマロン 日医工
ペンタサ顆粒94％ メサラジン 杏林
ペンタサ坐剤1g メサラジン 杏林
ペンタサ注腸1g メサラジン 杏林
ペンレステープ18mg リドカイン マルホ
クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 防已黄耆湯エキス クラシエ薬品
クラシエ防風通聖散料エキス細粒 防風通聖散エキス クラシエ薬品
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販売名 一般名 販売会社等
ボースデル内用液10 塩化マンガン四水和物 協和キリン
ホーリンV腟用錠1mg エストリオール 武田
ホクナリン錠1mg ツロブテロール塩酸塩 マイランEPD
ホクナリンドライシロップ0.1％小児用 ツロブテロール塩酸塩 マイランEPD
ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 ボグリボース 東和薬品
ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 ボグリボース 東和薬品
強力ポステリザン(軟膏) 大腸菌死菌浮遊液＼ヒドロコルチゾン マルホ
ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」 ホスホマイシンナトリウム 日医工
ホスミシンS耳科用3％ ホスホマイシンナトリウム Meiji Seika ファルマ

ホスミシン錠500 ホスホマイシンカルシウム水和物 Meiji Seika ファルマ

ホスミシンドライシロップ400 ホスホマイシンカルシウム水和物 Meiji Seika ファルマ

ボスミン外用液0.1％ アドレナリン（エピネフリン） 第一三共
ボスミン注1mg アドレナリン（エピネフリン） 第一三共
ホスレノールOD錠250mg 炭酸ランタン水和物 バイエル
ホスレノール顆粒分包250mg 炭酸ランタン水和物 バイエル
ボチシート20％ 亜鉛華軟膏 日医工
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 補中益気湯エキス ツムラ
ボトックス注用100単位 Ａ型ボツリヌス毒素 グラクソ・スミスクライン

ボトックス注用50単位 Ａ型ボツリヌス毒素 グラクソ・スミスクライン

ボナロン経口ゼリー35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 帝人Ｐ
ボナロン点滴静注バッグ900μg アレンドロン酸ナトリウム水和物 帝人Ｐ
ポビドンヨード消毒液10％「ケンエー」 ポビドンヨード 健栄
ポプスカイン0.5％注シリンジ50mg/10mL レボブピバカイン塩酸塩 丸石
ポラプレジンク顆粒15％「タイヨー」 ポラプレジンク 武田
ポララミン錠2mg ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田
ポララミンシロップ0.04％ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田
ポララミン注5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田
ホリゾン注射液10mg ジアゼパム 丸石
ポリドカスクレロール0.5％注2mL ポリドカノール ゼリア
ポリドカスクレロール1％注2mL ポリドカノール ゼリア
ポリドカスクレロール3％注2mL ポリドカノール ゼリア
ボルタレンSRカプセル37.5mg ジクロフェナクナトリウム ノバルティスＰ
ボルヒール組織接着用(3mL) 人フィブリノゲン＼人血液凝固第XIII因子＼アプロチニン＼トロンビン＼塩化カルシウム水和物 帝人Ｐ
ボルベン輸液6％(シングルポート) ヒドロキシエチルデンプン130000 大塚製薬
ポンタールカプセル250mg メフェナム酸 第一三共
マーカイン注脊麻用0.5％高比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 アスペンJ
マーカイン注脊麻用0.5％等比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 アスペンJ
マイコスポールクリーム1％ ビホナゾール バイエル
マイザークリーム0.05％ ジフルプレドナート 田辺三菱
マイザー軟膏0.05％ ジフルプレドナート 田辺三菱
マイスタン錠10mg クロバザム アルフレッサＰ
マイスタン錠5mg クロバザム アルフレッサＰ
マイテラーゼ錠10mg アンベノニウム塩化物 アルフレッサＰ
マイトマイシン注用2mg マイトマイシンＣ 協和キリン
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 麻黄湯エキス ツムラ
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) 麻黄附子細辛湯エキス ツムラ
マキュエイド眼注用40mg トリアムシノロンアセトニド わかもと
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) 麻杏甘石湯エキス ツムラ
マグコロールP クエン酸マグネシウム 堀井薬工
マクサルトRPD錠10mg リザトリプタン安息香酸塩 エーザイ
マクロゴール軟膏 マクロゴール 日興製薬
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 麻子仁丸エキス ツムラ
マスキンR・エタノール液(0.5W/V％) クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石
マスキンスクラブ4％ クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石
マンニットールS注射液 Ｄ-ソルビトール＼Ｄ-マンニトール 陽進堂
ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン アステラス
ミオコール点滴静注25mg ニトログリセリン アステラス
ミオコール点滴静注50mg ニトログリセリン アステラス



横浜旭中央総合病院採用薬一覧 2019.4現在

販売名 一般名 販売会社等
ミオピン点眼液 ネオスチグミンメチル硫酸塩＼塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼炭酸水素ナトリウム＼Ｌ-アスパラギン酸カリウム 参天
ミグシス錠5mg ロメリジン塩酸塩 ファイザー
ミケラン点眼液2％ カルテオロール塩酸塩 大塚製薬
ミダゾラム注射液10mg「テバ」 ミダゾラム 武田
ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 ミドドリン塩酸塩 東和薬品
ミドリンM点眼液0.4％ トロピカミド 参天
ミドリンP点眼液 トロピカミド＼フェニレフリン塩酸塩 参天
ミニリンメルトOD錠120μg デスモプレシン酢酸塩水和物 協和キリン
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩 日医工
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩 日医工
ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 ミノドロン酸水和物 ニプロ
ミノマイシン顆粒2％ ミノサイクリン塩酸塩 ファイザー
ミヤBM細粒 酪酸菌 ミヤリサン
ミヤBM錠 酪酸菌 ミヤリサン
ミラクリッド注射液5万単位 ウリナスタチン 持田
ミリプラ動注用70mg ミリプラチン水和物 大日本住友
ミリプラ用懸濁用液4mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル 大日本住友
ミルタザピン錠15mg「日新」 ミルタザピン 日新製薬
ミルラクト細粒50％ β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウム） 高田
ミルリーラ注射液10mg ミルリノン アステラス
ミレーナ52mg レボノルゲストレル バイエル
ムコサールドライシロップ1.5％ アンブロキソール塩酸塩 サノフィ
ムコスタ点眼液UD2％ レバミピド 大塚製薬
ムコダインシロップ5％ カルボシステイン 杏林
ムコフィリン吸入液20％ アセチルシステイン エーザイ
無水エタノール注「ファイザー」 無水エタノール ファイザー
無水エタノール「ヤクハン」 無水エタノール 日医工
メイアクトMS錠100mg セフジトレンピボキシル Meiji Seika ファルマ

メイアクトMS小児用細粒10％ セフジトレンピボキシル Meiji Seika ファルマ

メイロン静注7％(20mL管) 炭酸水素ナトリウム 大塚製薬
メイロン静注7％(250mL袋) 炭酸水素ナトリウム 大塚製薬
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 メキシレチン塩酸塩 日医工
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 メキシレチン塩酸塩 日医工
メコバラミン錠500「トーワ」 メコバラミン 東和薬品
メサデルムクリーム0.1％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 大鵬
メサデルム軟膏0.1％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 大鵬
メサデルムローション0.1％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 大鵬
メスチノン錠60mg ピリドスチグミン臭化物 共和薬工
メチコバール注射液500μg メコバラミン エーザイ
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 武田
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 武田
滅菌精製水「ケンエー」 滅菌精製水（容器入り） 健栄
メトグルコ錠250mg メトホルミン塩酸塩 大日本住友
メトグルコ錠500mg メトホルミン塩酸塩 大日本住友
メトクロプラミド錠5mg「テバ」 メトクロプラミド 武田
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」 メトプロロール酒石酸塩 東和薬品
メドロール錠2mg メチルプレドニゾロン ファイザー
メドロール錠4mg メチルプレドニゾロン ファイザー
メニレット70％ゼリー30g イソソルビド 日医工
メプチンエアー10μg吸入100回 プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬
メプチン吸入液ユニット0.3mL プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬
メプチン吸入液ユニット0.5mL プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬
メプチンシロップ5μg/mL プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬
メマリー錠20mg メマンチン塩酸塩 第一三共
メマリー錠5mg メマンチン塩酸塩 第一三共
メルカゾール錠5mg チアマゾール 武田
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 メロペネム水和物 Meiji Seika ファルマ

メンタックス外用液1％ ブテナフィン塩酸塩 科研
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販売名 一般名 販売会社等
メンタックスクリーム1％ ブテナフィン塩酸塩 科研
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 モサプリドクエン酸塩水和物 日医工
モニラック原末 ラクツロース 中外製薬
モビプレップ配合内用剤 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼無水硫酸ナトリウム＼マクロゴール4000＼アスコルビン酸＼L-アスコルビン酸ナトリウム EAファーマ
モリヘパミン点滴静注(500mL) L‐イソロイシン＼L-ロイシン＼L-バリン＼L-リシン酢酸塩＼L‐メチオニン＼L‐フェニルアラニン＼L‐トレオニン＼L‐トリプトファン＼L‐アラニン＼L‐アルギニン＼L‐アスパラギン酸＼L-ヒスチジン＼L‐プロリン＼L‐セリン＼L‐チロシン＼グリシン EAファーマ
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」 モルヒネ塩酸塩水和物 武田
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タケダ」 モルヒネ塩酸塩水和物 武田
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」 モルヒネ塩酸塩水和物 武田
モンテルカスト細粒4mg「日医工」 モンテルカストナトリウム 日医工
モンテルカスト錠10mg「KM」 モンテルカストナトリウム 杏林
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 モンテルカストナトリウム 日医工
ヤーズフレックス配合錠 ドロスピレノン＼エチニルエストラジオール　ベータデクス バイエル
ヤクバンテープ20mg フルルビプロフェン 大正製薬
薬用炭「日医工」 薬用炭 日医工
ユーエフティE配合顆粒T200 テガフール＼ウラシル 大鵬
ユーエフティE配合顆粒T100 テガフール＼ウラシル 大鵬
ユーエフティ配合カプセルT100 テガフール＼ウラシル 大鵬
ユーゼル錠25mg ホリナートカルシウム 大鵬
ユービット錠100mg 尿素（１３Ｃ） 大塚製薬
ユーロジン1mg錠 エスタゾラム 武田
ユニコン錠200 テオフィリン 日医工
ユビデカレノンカプセル10mg「杏林」 ユビデカレノン 杏林
ユベラ錠50mg トコフェロール酢酸エステル エーザイ
ユベラ軟膏 トコフェロール＼ビタミンA油 エーザイ
ユリーフ錠4mg シロドシン 第一三共
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 ヨウ化カリウム 日医工
タマガワヨードホルムガーゼ ヨードホルム 玉川衛材
ヨクイニンエキス錠「コタロー」 ヨクイニンエキス 小太郎漢方
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 抑肝散エキス ツムラ
ラクテックD輸液(500mL袋) ブドウ糖加乳酸リンゲル液 大塚製薬
ラクリミン点眼液0.05％ オキシブプロカイン塩酸塩 参天
ラコールNF配合経腸用半固形剤 乳カゼイン＼分離大豆蛋白質＼トリカプリリン＼ダイズ油＼シソ油＼パーム油＼マルトデキストリン＼精製白糖＼クエン酸ナトリウム水和物＼炭酸カリウム＼塩化マグネシウム＼塩化カルシウム水和物＼クエン酸三カリウム＼クエン酸カルシウム＼リン酸二水素カリウム＼塩化カリウム＼硫酸亜鉛水和物＼グルコン酸第一鉄＼硫酸マンガン＼硫酸銅＼ビタミンA油＼コレカルシフェロール＼トコフェロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼チアミン塩化物塩酸塩＼リボフラビンリン酸エステルナトリウム＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼アスコルビン酸ナトリウム＼ニコチン酸アミド＼パントテン酸カルシウム＼葉酸＼ビオチン 大塚製薬
ラステットSカプセル25mg エトポシド 日本化薬
ラステット注100mg/5mL エトポシド 日本化薬
ラタノプロスト点眼液0.005％「TS」 ラタノプロスト テイカ
ラックビー微粒N ビフィズス菌 興和
ラニラピッド錠0.1mg メチルジゴキシン 中外製薬
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg ペラミビル水和物 塩野義
ラボナール注射用0.5g チオペンタールナトリウム ニプロES P
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 ランソプラゾール 東和薬品
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 ランソプラゾール 東和薬品
ランマーク皮下注120mg デノスマブ(遺伝子組換え) 第一三共
リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート ファイザー
リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物 鳥居
リオレサール錠5mg バクロフェン 田辺三菱
リクシアナOD錠30mg エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共
リクラスト点滴静注液5mg ゾレドロン酸水和物 旭化成Ｐ
リコモジュリン点滴静注用12800 トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え） 旭化成Ｐ
リザベン点眼液0.5％ トラニラスト キッセイ
リスペリドン錠1mg「アメル」 リスペリドン 共和薬工
リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 リスペリドン 共和薬工
リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 リスペリドン 共和薬工
リスミー錠2mg リルマザホン塩酸塩水和物 共和薬工
リズモンTG点眼液0.5％ チモロールマレイン酸塩 キッセイ
リゾビスト注 フェルカルボトラン 富士フイルム富山化学

リタリン錠10mg メチルフェニデート塩酸塩 ノバルティスＰ
リツキサン点滴静注100mg リツキシマブ（遺伝子組換え） 中外製薬
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販売名 一般名 販売会社等
リツキサン点滴静注500mg リツキシマブ（遺伝子組換え） 中外製薬
クラシエ六君子湯エキス細粒 六君子湯エキス クラシエ薬品
リドカイン静注用2％シリンジ「テルモ」(5mL) リドカイン テルモ
リドカインテープ18mg「YP」 リドカイン メディキット
リノロサール眼科耳鼻科用液0.1％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム わかもと
リパクレオンカプセル150mg パンクレリパーゼ マイランEPD
リパクレオン顆粒300mg分包 パンクレリパーゼ マイランEPD
リバロ錠1mg ピタバスタチンカルシウム 興和
リバロ錠2mg ピタバスタチンカルシウム 興和
リピオドール480注10mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル ゲルベ・ジャパン
リピディル錠80mg フェノフィブラート 科研
リファンピシンカプセル150mg「サンド」 リファンピシン サンド
リプレガル点滴静注用3.5mg アガルシダーゼ　アルファ（遺伝子組換え） 大日本住友
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 レボカバスチン塩酸塩 日本新薬
リボトリール錠0.5mg クロナゼパム 太陽P
リボトリール錠1mg クロナゼパム 太陽P
リボフラビン注射液10mg「日医工」 リボフラビンリン酸エステルナトリウム 日医工
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 リマプロストアルファデクス 日医工
リメタゾン静注2.5mg デキサメタゾンパルミチン酸エステル 田辺三菱
リュウアト1％眼軟膏 アトロピン硫酸塩水和物 参天
硫酸Mg補正液1mEq/mL 硫酸マグネシウム水和物 大塚製薬
流動パラフィン「ヨシダ」 流動パラフィン 吉田製薬
リュープリンSR注射用キット11.25mg リュープロレリン酢酸塩 武田
リュープリン注射用1.88mg リュープロレリン酢酸塩 武田
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」 リュープロレリン酢酸塩 ニプロ
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 リュープロレリン酢酸塩 ニプロ
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) 苓桂朮甘湯エキス ツムラ
リリカOD錠25mg プレガバリン ファイザー
リリカOD錠75mg プレガバリン ファイザー
リルゾール錠50mg「タナベ」 リルゾール ニプロES P
リレンザ ザナミビル水和物 グラクソ・スミスクライン

リン酸Na補正液0.5mmol/mL リン酸水素ナトリウム水和物＼リン酸二水素ナトリウム水和物 大塚製薬
リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」 コデインリン酸塩水和物 ファイザー
リンゼス錠0.25mg リナクロチド アステラス
点眼・点鼻用リンデロンA液 フラジオマイシン硫酸塩＼ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 塩野義
リンデロン坐剤0.5mg ベタメタゾン 塩野義
リンデロン錠0.5mg ベタメタゾン 塩野義
リンデロンシロップ0.01％ ベタメタゾン 塩野義
リンデロン注2mg(0.4％) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 塩野義
リンデロン注4mg(0.4％) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 塩野義
リンデロン-Vクリーム0.12％ ベタメタゾン吉草酸エステル 塩野義
リンデロン-VGクリーム0.12％ ベタメタゾン吉草酸エステル＼ゲンタマイシン硫酸塩 塩野義
リンデロン-VG軟膏0.12％ ベタメタゾン吉草酸エステル＼ゲンタマイシン硫酸塩 塩野義
リンデロン-VGローション ベタメタゾン吉草酸エステル＼ゲンタマイシン硫酸塩 塩野義
リンデロン-V軟膏0.12％ ベタメタゾン吉草酸エステル 塩野義
リンラキサー錠125mg クロルフェネシンカルバミン酸エステル 大正製薬
ルジオミール錠10mg マプロチリン塩酸塩 田辺三菱
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL ラニビズマブ（遺伝子組換え） ノバルティスＰ
ルテスデポー注 ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル＼エストラジオール安息香酸エステル 持田
ルナベル配合錠LD ノルエチステロン＼エチニルエストラジオール 富士製工
ルナベル配合錠ULD ノルエチステロン＼エチニルエストラジオール 富士製工
ルネスタ錠1mg エスゾピクロン エーザイ
ルリッド錠150 ロキシスロマイシン サノフィ
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付)) ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム バクスター
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付)) ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム バクスター
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付)) ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム バクスター
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 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 興和
レスタミンコーワクリーム1％ ジフェンヒドラミン 興和
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レスタミンコーワ錠10mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 興和
レトロゾール錠2.5mg 「日医工」 レトロゾール 日医工
レバチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩 ファイザー
レバミピド錠100mg「杏林」 レバミピド 杏林
レビトラ錠10mg バルデナフィル塩酸塩水和物 バイエル
レペタン坐剤0.2mg ブプレノルフィン塩酸塩 大塚製薬
レペタン注0.2mg ブプレノルフィン塩酸塩 大塚製薬
レベトールカプセル200mg リバビリン ＭＳＤ
レベミル注フレックスペン インスリン デテミル（遺伝子組換え） ノボノルディスク
レボチロキシンNa錠25μg「サンド」 レボチロキシンナトリウム水和物 サンド
レボチロキシンNa錠50μg「サンド」 レボチロキシンナトリウム水和物 サンド
レボフロキサシン錠250mg「杏林」 レボフロキサシン水和物 杏林
レボフロキサシン錠500mg「杏林」 レボフロキサシン水和物 杏林
レボフロキサシン点眼液0.5％「日新」 レボフロキサシン水和物 日新製薬
レボフロキサシン点眼液1.5％「日新」 レボフロキサシン水和物 日新製薬
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ニプロ」 レボフロキサシン水和物 ニプロ
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム ヤクルト
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム ヤクルト
レミカットカプセル2mg エメダスチンフマル酸塩 興和
レミッチOD錠2.5μg ナルフラフィン塩酸塩 鳥居
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 レミフェンタニル塩酸塩 第一三共
レルベア200エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル＼ビランテロールトリフェニル酢酸塩 グラクソ・スミスクライン

ロイコボリン注3mg ホリナートカルシウム ファイザー
ロカルトロール注0.5 カルシトリオール 協和キリン
ロカルトロール注1 カルシトリオール 協和キリン
ロキソプロフェンNaゲル1％「NP」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロ
ロキソプロフェンNaテープ100mg「杏林」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 杏林
ロキソプロフェンNaテープ50mg「杏林」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 杏林
ロキソプロフェンNaパップ100mg「杏林」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 杏林
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 日医工
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 ロクロニウム臭化物 丸石
ロコアテープ エスフルルビプロフェン＼ハッカ油 帝人Ｐ
ロコイドクリーム0.1％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居
ロコイド軟膏0.1％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居
ロサルヒド配合錠LD「日医工」 ロサルタンカリウム＼ヒドロクロロチアジド 日医工
ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」 ロスバスタチンカルシウム 日医工
ロゼウス静注液10mg ビノレルビン酒石酸塩 日本化薬
ロゼウス静注液40mg ビノレルビン酒石酸塩 日本化薬
ロゼックスゲル0.75％ メトロニダゾール マルホ
ロゼレム錠8mg ラメルテオン 武田
ロタリックス内用液 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン グラクソ・スミスクライン

ロピオン静注50mg フルルビプロフェンアキセチル 科研
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 ロピニロール塩酸塩 東和薬品
ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 ロピニロール塩酸塩 東和薬品
ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」 ロフラゼプ酸エチル 沢井
ロプレソールSR錠120mg メトプロロール酒石酸塩 田辺三菱
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 ロペラミド塩酸塩 武田
ロラタジンOD錠10mg「日医工」 ロラタジン 日医工
ロンサーフ配合錠T15 トリフルリジン＼チピラシル塩酸塩 大鵬
ロンサーフ配合錠T20 トリフルリジン＼チピラシル塩酸塩 大鵬
ワーファリン錠0.5mg ワルファリンカリウム エーザイ
ワーファリン錠1mg ワルファリンカリウム エーザイ
ワーファリン錠5mg ワルファリンカリウム エーザイ
ワイスタール配合静注用1g スルバクタムナトリウム＼セフォペラゾンナトリウム ニプロ
ワイパックス錠0.5 ロラゼパム ファイザー
ワソラン静注5mg ベラパミル塩酸塩 エーザイ
ワプロン口腔用貼付剤25μg トリアムシノロンアセトニド 武田
ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩 日本新薬
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ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg エフェドリン塩酸塩 日医工


