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薬剤名 採用区分
0.025W/V%ヂアミトール水 正規
25mcgチロナミン錠 25μg1錠 正規
25mgアリナミンF糖衣錠 25mg1錠 正規
5mgコントール錠 5mg1錠 正規
5mgセルシン錠 5mg1錠 正規
ESポリタミン配合顆粒 2g包 正規
K.C.L.エリキシル 0.1g/mL(1.34mEq/mL) 正規
L-ケフレックス顆粒 500mg/g 正規
MSコンチン錠10mg 正規
MSコンチン錠30mg 正規
PL配合顆粒 正規
アーチスト錠10mg 正規
アーテン散1% 正規
アーテン錠(2mg)2mg1錠 正規
アイクルシグ錠15mg 正規
アイセントレス錠400mg 正規
アイピーディカプセル100mg 正規
アイミクス配合錠HD 正規
アカルディカプセル1.25mg 正規
アキネトン細粒1% 正規
アキネトン錠1mg 正規
アクトス錠15 15mg1錠 正規
アクトネル錠2.5mg 正規
アグリリンカプセル0.5mg 正規
アコファイド錠100mg 正規
アサコール錠400mg 正規
アザルフィジンEN錠500mg 正規
アシテアダニ舌下錠100単位(IR) 正規
アシテアダニ舌下錠300単位(IR) 院外
アジルバ錠20mg 正規
アジレクト錠0.5mg 正規
アスパラカリウム散50% 正規
アスパラカリウム錠300mg 正規
アスペノンカプセル10mg 正規
アスベリンシロップ0.5%10mL 正規
アスベリン散10% 正規
アスベリン錠10mg 正規
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 正規
アセチルスピラマイシン錠100mg 正規
アゼプチン錠1mg 正規
アゾセミド錠60mg「JG」 正規
アダプチノール錠5mg 正規
アダラートCR錠20mg 正規
アダラートCR錠40mg 正規
アダラートL錠10mg 正規
アタラックス－Pカプセル25mg 正規
アタラックス－P散10% 正規
アタラックス錠10mg 正規
アテディオ配合錠 正規
アデホスコーワ腸溶錠20mg 正規
アデホスコーワ顆粒10% 正規
アデムパス錠1.0mg 正規
アドシルカ錠20mg 正規
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アドソルビン原末10g 正規
アドナ錠10mg 正規
アドナ錠30mg 正規
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 正規
アナフラニール錠10mg 正規
アフィニトール錠5ｍｇ 正規
アブストラル舌下錠100μg 正規
アブストラル舌下錠200μg 正規
アベロックス錠400㎎ 正規
アヘンチンキ「第一三共」10%1mL 正規
アボルブカプセル0.5mg 正規
アマージ錠2.5mg 試用
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 正規
アミティーザカプセル12μg 試用
アミティーザカプセル24μg 正規
アミノバクト配合顆粒 正規
アミノレバンEN配合散 正規
アムノレイク錠2mg 正規
アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」 正規
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 正規
アメナリーフ錠200mg 正規
アモキサンカプセル25mg 正規
アモキシシリンカプセル250mg「NP」 正規
アラグリオ顆粒剤分包1.5g 正規
アラバ錠10mg 正規
アラベル内用剤1.5g 正規
アリセプトD錠 10mg 正規
アリセプトD錠3mg 正規
アリセプトD錠5mg 正規
アリミデックス錠1mg 正規
アルギU配合顆粒1g 正規
アルケラン錠2mg 正規
アルダクトンA細粒10% 正規
アルドメット錠250 250mg1錠 正規
アルファロール内用液0.5μg/mL0.5μg1mL 正規
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 正規
アルロイドG内用液5% 正規
アレジオンドライシロップ1% 正規
アレジオン錠20 20mg1錠 正規
アレセンサカプセル150mg 正規
アレビアチン散10% 正規
アレビアチン錠100mg 正規
アレロック顆粒0.5%　0.5g包 正規
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 正規
アロプリノール錠100mg「日医工」 正規
アロマシン錠25mg 正規
アンコチル錠500mg 正規
アンプラーグ錠100mg 正規
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 正規
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 正規
イーケプラドライシロップ50% 正規
イーケプラ錠500mg 正規
イーシー・ドパール配合錠 正規
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イグザレルト錠10mg 正規
イグザレルト錠15mg 正規
イクスタンジ錠40mg 正規
イクスタンジ錠80mg 正規
イスコチン錠100mg 正規
イソソルビド内用液70%「CEO」500mL瓶 正規
イソバイドシロップ70%分包30mL 正規
イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」 正規
イトリゾールカプセル50mg1カプセル 正規
イトリゾール内用液1%1mL 正規
イノベロン錠100mg 正規
イフェクサーSRカプセル37.5mg 正規
イブランスカプセル125mg 正規
イブランスカプセル25mg 正規
イムセラカプセル0.5mg 正規
イムブルビカカプセル140mg 正規
イムラン錠50mg1錠 正規
イメンドカプセル125mg 正規
イメンドカプセル80mg 正規
イリボーOD錠2.5μg 正規
イルベサルタン錠100mg「DSPB」 正規
イレッサ錠250 250mg1錠 正規
インヴェガ錠3mg 正規
インクレミンシロップ5% 正規
インタール細粒10%10%1g 正規
インチュニブ錠1mg 正規
インチュニブ錠3mg 正規
インデラル錠10mg 正規
インテレンス錠100ｍｇ 正規
インフリーカプセル100mg 正規
インプロメン錠3mg 正規
インライタ錠1mg 正規
インライタ錠5mg 正規
ヴォトリエント錠200mg 正規
ウテメリン錠5mg 正規
ウプトラビ錠0.2mg 正規
ウブレチド錠5mg 正規
ウラリット配合錠 正規
ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 正規
ウルソ顆粒5% 正規
ウロカルン錠225mg 正規
エースコール錠2mg 正規
エクア錠50mg 正規
エクセグラン散20% 正規
エクセグラン錠100mg 正規
エクメット配合錠HD 院外
エサンブトール錠250mg 正規
エジュラント錠25mg 正規
エスカゾール錠200mg 正規
エストラサイトカプセル156.7mg 正規
エストリール錠1mg*(持田)1mg1錠 正規
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 正規
エチゾラム錠1mg「EMEC」 正規
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エディロールカプセル0.75μg 正規
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 正規
エネーボ配合経腸用液 250mL 正規
エバステルOD錠10mg 正規
エパデールS900　900mg/包 正規
エバミール錠1.0 1mg1錠 正規
エパルレスタット錠50mg「NP」 正規
エビスタ錠60mg 正規
エビプロスタット配合錠DB 正規
エビリファイ錠1mg 正規
エビリファイ錠6mg 正規
エピレオプチマル散50% 正規
エフィエントOD錠20mg 正規
エフィエント錠3.75mg 正規
エプジコム配合錠 正規
エフピーOD錠2.5 正規
エブランチルカプセル15mg 正規
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 正規
エミレース細粒2% 正規
エリキュース錠2.5mg 正規
エリキュース錠5mg 正規
エリスロシンW顆粒20%200mg1g 正規
エルカルチンFF錠250mg 正規
エルカルチンFF内用液10% 10mL瓶 正規
エレルサ錠50mg 院外
エレンタールP乳幼児用配合内用剤 正規
エレンタール配合内用剤 正規
エンシュア・Ｈ 250mL 正規
エンドキサン錠50mg 正規
オーグメンチン配合錠250RS 正規
オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 正規
オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 正規
オキノーム散10mg 正規
オキノーム散2.5mg 正規
オキノーム散5mg　1g/包 正規
オスポロット錠50mg 院外
オゼックス細粒小児用15% 正規
オゼックス錠150 150mg1錠 正規
オダイン錠125mg 正規
オテズラ錠10mg 正規
オテズラ錠20mg 正規
オテズラ錠30mg 正規
オドリック錠1mg 正規
オノンカプセル112.5mg 正規
オノンドライシロップ10% 正規
オフェブカプセル100mg 正規
オフェブカプセル150mg 正規
オプスミット錠10mg 正規
オプソ内服液10mg 正規
オプソ内服液5mg 正規
オペプリム500mg1カプセル 正規
オメプラゾール錠「トーワ」10mg 正規
オラペネム小児用細粒10% 正規
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オルケディア錠1mg 試用
オルミエント錠2mg 正規
オルミエント錠4mg 正規
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 正規
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 正規
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 正規
オングリザ錠5mg 正規
カイトリル錠1mg 正規
ガスコン散10% 正規
ガスコン錠40mg 正規
ガストローム顆粒66.7% 正規
ガストログラフイン経口・注腸用1mL 正規
ガスロンN錠2mg 正規
カタプレス錠75μg 正規
カデュエット配合錠4番 院外
カナグル錠100mg 正規
カナマイシンカプセル250mg「明治」 正規
カナマイシンシロップ5%「明治」 正規
カナリア配合錠 院外
カバサール錠0.25mg 正規
カバサール錠1.0mg 正規
ガバペン錠200mg 正規
ガバペン錠400mg 正規
カフェイン水和物「ヨシダ」1g 正規
カプトリル錠12.5mg 正規
カプレルサ錠100mg 試用
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 正規
ガランターゼ散50% 正規
カリメート経口液20%　25g 正規
カルタン錠500 500mg1錠 正規
カルデナリンOD錠2mg 正規
カルナクリン錠50 50単位1錠 正規
カルフィーナ錠0.25μg 正規
カルフィーナ錠0.5μg 正規
カルフィーナ錠1μg 正規
カルブロック錠16mg 正規
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 正規
カルボシステインDS50%「トーワ」 正規
カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 正規
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 正規
カロナール細粒50% 正規
カロナール錠200 200mg1錠 正規
カンデサルタン錠8mg「あすか」 正規
キックリン顆粒86.2% 院外
キプレスチュアブル錠5mg 正規
キョウニン水10mL 正規
グーフィス錠5mg 正規
クエストラン粉末44.4% 正規
クエチアピン錠100mg「明治」 正規
クエチアピン錠25mg「明治」 正規
クエン酸第一鉄Na錠50㎎「サワイ」 正規
グラクティブ錠25mg 正規
グラケーカプセル15mg 正規
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クラシエ加味帰脾湯エキス細粒2.5g包 院外
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒2.0g包 院外
クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒2.5g包 院外
グラジナ錠50mg 院外
グラセプターカプセル0.5mg 正規
グラセプターカプセル1mg 正規
クラバモックス小児用配合ドライシロップ 正規
グラマリール錠25mg 正規
グラマリール錠50mg 正規
クラリシッド・ドライシロップ10%小児用100mg1g 正規
クラリスロマイシン錠200「MEEK」 正規
グランダキシン錠50 50mg1錠 正規
クランポール末1g 正規
クリアナール錠200mg 正規
グリチロン配合錠 正規
グリベック錠100mg 正規
グリメピリド錠1mg「タナベ」 正規
グルコバイ錠100mg 正規
グルファストOD錠10mg 正規
グレースビット錠50mg 正規
クレメジン速崩錠500mg 正規
クロザリル錠100mg 正規
クロザリル錠25mg 正規
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 正規
クロピドグレル錠25mg「SANIK」 正規
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 正規
クロミッド錠50mg 正規
ケアラム錠25mg 試用
ケイキサレートドライシロップ76%　3.27g包 正規
ケイツーシロップ0.2%1mL 正規
ケーサプライ錠600mg 正規
ケーワン錠5mg 正規
ケタスカプセル10mg 正規
ケフラールカプセル250mg 正規
ケフラール細粒小児用100mg 正規
ゲンボイヤ配合錠 正規
コートリル錠10mg 正規
コスパノン錠40mg 正規
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 正規
コバシル錠4mg 正規
コムタン錠100mg 正規
コメリアンコーワ錠50 50mg1錠 正規
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 正規
コレバイン錠500mg 正規
コンサータ錠18mg 正規
コンサータ錠27mg 正規
コントミン糖衣錠12.5mg 正規
コントミン糖衣錠25mg 正規
コンバントリン錠100mg1錠 正規
コンプラビン配合錠 正規
ザーコリカプセル200mg 正規
ザーコリカプセル250mg 正規
サーティカン錠0.75mg 正規
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サアミオン錠5mg 正規
ザイアジェン錠 300mg 正規
ザイザルシロップ0.05% 正規
ザイザル錠5mg 正規
ザイティガ錠250mg 正規
サイトテック錠200 正規
ザイボックス錠600mg 正規
サインバルタカプセル20ｍｇ 正規
サノレックス錠0.5mg 正規
ザファテック錠100mg 院外
サブリル散分包500mg 正規
サムスカ錠15mg 正規
サムスカ錠7.5mg 正規
サムチレール内用懸濁液15% 5mL包 正規
サラジェン顆粒0.5% 1g包 正規
サラゾピリン錠500mg 正規
サリグレンカプセル30mg 正規
ザルティア錠2.5mg 正規
サレドカプセル100mg 正規
サレドカプセル50 正規
ザロンチンシロップ5% 正規
ザンタック錠150 150mg1錠 正規
サンリズムカプセル50mg 正規
ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 正規
シアリス錠　20mg 院外
ジェイゾロフト錠25mg 正規
ジェニナック錠　200mg 正規
ジオトリフ錠20mg 正規
ジオトリフ錠30mg 正規
ジオトリフ錠40mg 正規
ジカディアカプセル150mg 正規
シクレスト舌下錠5mg 正規
ジゴシン散0.1% 正規
ジスロマックSR成人用ドライシロップ 2g/瓶 正規
ジスロマック細粒小児用10%　100mg/g 正規
ジスロマック錠600mg 正規
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU 正規
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU 正規
シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLパック1mL 正規
シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLボトル10mL 正規
シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル10mL 正規
シナール配合錠 正規
ジピリダモール散12.5%「JG」 正規
ジピリダモール錠25mg「日医工」 正規
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「JG」 正規
ジプレキサザイディス錠5mg 正規
ジプレキサ錠2.5mg 正規
シベクトロ錠200mg 試用
シベノール錠50mg 正規
ジャカビ錠5mg 正規
ジャディアンス錠10mg 正規
ジャドニュ顆粒分包360mg 正規
ジャドニュ顆粒分包90mg 正規
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ジャヌビア錠50mg 正規
シュアポスト錠0.5mg 正規
ジュリナ錠0.5mg 正規
ジルテックドライシロップ1.25% 正規
シルニジピン錠10mg「サワイ」 正規
シルニジピン錠5mg「サワイ」 正規
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 正規
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 正規
シロドシンOD錠4mg「DSEP」 正規
シングレア細粒4mg 4mg/包 正規
シンメトレル細粒10% 正規
シンメトレル錠50mg 正規
スインプロイク錠0.2mg 正規
スーグラ錠50mg 正規
スーテントカプセル12.5mg 正規
スクラルファート顆粒90%「トーワ」 正規
スタラシドカプセル100 100mg1カプセル 正規
スタレボ配合錠L100 正規
スチバーガ錠40mg 正規
ステーブラOD錠0.1mg 正規
ストックリン錠600mg 正規
ストラテラカプセル10mg 正規
ストラテラカプセル25mg 正規
ストラテラカプセル40mg 正規
ストラテラカプセル5mg 正規
ストラテラ内用液0.4% 正規
ストロメクトール錠3mg 正規
スピロノラクトン錠25mg「NP」 正規
スピロペント錠10μg 正規
スプリセル錠20mg 正規
スプリセル錠50mg 正規
スマトリプタン錠50mg「アスペン」 正規
スルピリド錠50mg「サワイ」 正規
ゼチーア錠10mg 正規
セパゾン錠1 1mg1錠 正規
セファランチン錠1mg 正規
セファランチン末1% 正規
ゼフィックス錠100 100mg1錠 正規
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mgサワイ」 正規
セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 正規
セフジニルカプセル100mg｢日医工｣ 正規
セフゾン細粒小児用10%100mg/g 正規
セララ錠 50mg 正規
セルシンシロップ0.1% 正規
セルシン散1% 正規
セルセプトカプセル250 250mg1カプセル 正規
セルセプト懸濁用散31.8% 院外
セルニルトン錠1錠 正規
ゼルボラフ錠240mg 院外
ゼルヤンツ錠5mg 正規
セレキノン錠100mg 正規
セレコックス錠　100mg 正規
セレジストOD錠5mg 正規
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セレスタミン配合錠 正規
セレニカR顆粒40% 正規
セレネース細粒1% 正規
セレネース錠0.75mg 正規
セレネース錠1mg 正規
ゼローダ錠300 300mg1錠 正規
セロクラール錠20mg 正規
ゼンタコートカプセル3mg 正規
センノシド錠12mg「トーワ」 正規
ゾーミッグRM錠2.5mg 正規
ゾスパタ錠40mg 試用
ソセゴン錠25mg 正規
ソタコール錠80mg 正規
ゾテピン錠25mg「アメル」 正規
ソバルディ錠400mg 院外
ゾビラックス錠200 200mg1錠 正規
ゾフルーザ錠10mg 試用
ゾフルーザ錠20mg 試用
ソランタール錠100mg 正規
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」 正規
ダイアモックス錠250mg 正規
タイケルブ錠250mg 正規
ダイフェン配合錠 正規
タウリン散98%「大正」 正規
ダオニール錠2.5mg 正規
タガメット錠200mg 正規
タグリッソ錠40mg 正規
タケキャブ錠10mg 正規
タケキャブ錠20mg 正規
タシグナカプセル150mg 正規
タシグナカプセル200mg 正規
タナドーパ顆粒75% 正規
タナトリル錠5 5mg1錠 正規
タフィンラーカプセル50mg 正規
タフィンラーカプセル75mg 正規
ダフクリア錠200mg 試用
タフマックE配合カプセル 正規
タミフルカプセル75 75mg1カプセル 正規
タミフルドライシロップ3% 正規
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 正規
ダラシンカプセル150mg 正規
タリオン錠10mg 正規
タルグレチンカプセル75mg 正規
タルセバ錠150mg 正規
タルセバ錠25mg 正規
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」 正規
ダントリウムカプセル25mg 正規
タンニン酸アルブミン「ニッコー」1g 正規
タンボコール錠50mg 正規
チウラジール錠50mg 正規
チオラ錠100 100mg 正規
チガソンカプセル10 10mg1カプセル 正規
チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 正規
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チザニジン錠1mg「トーワ」 正規
チャンピックス錠0.5mg 正規
チャンピックス錠1mg 正規
チョコラA末1万単位/g10,000単位1g 正規
チラーヂンS錠50μg 正規
ツインラインNF配合経腸用液 正規
つくしA・M配合散 正規
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒3.0ｇ包 院外
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ柴苓湯エキス顆粒3.0g包 正規
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒2.5g包 正規
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ女神散エキス顆粒　2.5g包 院外
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒2.5g 正規
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 正規
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g包 正規
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ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)1g 正規
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒 2.5g包 正規
ツムラ茵蔯五苓散エキス顆粒2.5g包 正規
ツルバダ配合錠 正規
ティーエスワン配合OD錠T20 正規
ティーエスワン配合OD錠Ｔ25 正規
ディナゲスト錠1mg 正規
ディレグラ配合錠 正規
テオドールドライシロップ20% 正規
テオドール錠100mg 正規
デカドロン錠0.5mg 正規
デカドロン錠4mg 正規
テクフィデラカプセル120mg 正規
テクフィデラカプセル240mg 正規
テグレトール細粒50% 正規
テグレトール錠100mg 正規
テグレトール錠200mg 正規
デザレックス錠5mg 正規
デシコビ配合錠HT 院外
テトラミド錠10mg 正規
テネリア錠20mg 正規
テノーミン錠25 25mg1錠 正規
テノゼット錠300mg 正規
デノタスチュアブル配合錠 正規
デパケンシロップ5% 正規
テビケイ錠50mg 正規
テプレノン細粒10%「サワイ」 正規
デプロメール錠25 25mg1錠 正規
デプロメール錠50 50mg1錠 正規
デベルザ錠20mg 正規
テモダールカプセル100mg 正規
テモダールカプセル20mg 正規
デュオドーパ配合経腸用液 正規
デュファストン錠5mg 正規
テルミサルタン錠40mg「DSEP」 正規
トアラセット配合錠「ファイザー」 正規
トウモロコシデンプン「ヨシダ」 正規
ドパコール配合錠L100 正規
ドパストンカプセル250mg 正規
トビエース錠4mg 正規
トピナ細粒10% 正規
トピナ錠50mg 正規
トピロリック錠40mg 正規
ドプスOD錠100mg 正規
トフラニール錠10mg 正規
トフラニール錠25mg 正規
トミロン錠100 100mg1錠 正規
ドメナン錠200mg 院外
ドラール錠15 15mg1錠 正規
トラクリア錠62.5mg 正規
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 正規
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トラベルミン配合錠 正規
トラマールOD錠25mg 正規
トランサミン錠250mg 正規
トランデート錠50mg 正規
トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」0.125mg1錠 正規
トリアゾラム錠0.25mg「TCK」 正規
トリーメク配合錠 正規
トリクロリールシロップ10% 正規
トリプタノール錠10 10mg1錠 正規
トリプタノール錠25 25mg1錠 正規
トレーランG液75g  225mL1瓶 正規
トレドミン錠25mg 25mg1錠 正規
トレリーフOD錠50mg 正規
トロキシピド錠100mg「オーハラ」 正規
トロンビン液モチダソフトボトル1万 10,000単位10mL1キット 正規
ナイキサン錠100mg 正規
ナウゼリンOD錠10mg 正規
ナウゼリンドライシロップ1% 正規
ナゼアOD錠0.1mg 正規
ナトリックス錠1 1mg1錠 正規
ナボールSRカプセル37.5 37.5mg1カプセル 正規
ナルサス錠2mg 正規
ナルサス錠6mg 正規
ナルラピド錠1mg 正規
ナルラピド錠2mg 正規
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 正規
ニコランジル錠5mg「サワイ」 正規
ニトロール錠5mg 正規
ニトロペン舌下錠0.3mg 正規
ニバジール錠2mg 正規
ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 正規
ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 正規
ニポラジン錠3mg 正規
ニューレプチル錠5mg 正規
ニンラーロカプセル2.3mg 正規
ニンラーロカプセル3mg 正規
ニンラーロカプセル4mg 正規
ネイリンカプセル100mg 試用
ネオーラル10mgカプセル 正規
ネオーラル25mgカプセル 正規
ネオーラル50mgカプセル 正規
ネオーラル内用液10% 正規
ネキシウムカプセル10mg 正規
ネキシウムカプセル20mg 正規
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg 正規
ネクサバール錠　200mg 正規
ネシーナ錠25mg 正規
ネシーナ錠6.25mg 正規
ネルボン錠5mg 正規
ノイキノン錠10mg 正規
ノイロトロピン錠4単位 正規
ノイロビタン配合錠 正規
ノウリアスト錠20mg 正規
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ノバミン錠5mg 正規
ノベルジン錠50mg 正規
ノルバデックス錠20mg 正規
ノルレボ錠1.5mg 正規
ハーフジゴキシンKY0.125mg 正規
ハーボニー配合錠 正規
パーロデル錠2.5mg 正規
バイアグラ錠50mg 院外
バイアスピリン錠100mg 正規
ハイシー顆粒25% 正規
ハイドレアカプセル500mg 正規
ハイボン錠20mg 正規
バイミカード錠5mg 正規
パキシルCR錠12.5mg 正規
バクタ配合顆粒 正規
バップフォー錠10 10mg1錠 正規
パナルジン錠100mg 正規
バラクルード錠0.5mg 正規
バラシクロビル錠500mg「アスペン」 正規
バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 正規
パラミヂンカプセル300mg 正規
パリエット錠5mg 院外
バリキサドライシロップ5000mg 試用
バリキサ錠450mg 正規
バリコンミール99%10g 正規
ハリゾンシロップ100mg/mL 正規
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 正規
パルタンM錠0.125mg 正規
バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」 正規
バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 正規
パルモディア錠0.1mg 試用
バロス消泡内用液2% 正規
バロス発泡顆粒－S1g 正規
パンクレアチン「ヨシダ」1g 正規
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 正規
パントシン錠200 200mg1錠 正規
ビ・シフロール錠0.125mg 正規
ピアーレシロップ65% 正規
ピーゼットシー糖衣錠2mg2mg1錠 正規
ピートル顆粒分包250mg 正規
ビオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」 正規
ビオフェルミンR散 正規
ビオフェルミンR錠1錠 正規
ビオフェルミン錠剤 正規
ビオプテン細粒2.5% 0.4g/包 正規
ビオプテン顆粒10%　1g包 正規
ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 正規
ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 正規
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 正規
ビジンプロ錠15mg 試用
ビジンプロ錠45mg 試用
ヒスロン錠5 5mg1錠 正規
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 正規
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ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 正規
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 正規
ビソルボン錠4mg 正規
ピタバスタチンCa錠2mg「明治」 正規
ビタメジン配合カプセルB25 正規
ヒダントールF配合錠 正規
ヒダントール錠25mg 正規
ピドキサール錠10mg 正規
ビビアント錠20mg 正規
ヒベルナ糖衣錠5mg 正規
ビムパットドライシロップ10% 正規
ビムパット錠50mg 正規
ピメノールカプセル50mg 正規
ビラノア錠20mg 正規
ピラマイド原末1g 正規
ビルトリシド錠600mg 正規
ヒルナミン錠(5mg) 正規
ピレスパ錠200mg 正規
ピレチア錠(25mg) 正規
ビンダケルカプセル20mg 正規
ファムビル錠 250mg 正規
ファモチジンD錠20mg「サワイ」 正規
ファモチジン細粒2%「サワイ」 正規
ファリーダックカプセル10mg 正規
ファリーダックカプセル15mg 正規
ファロムドライシロップ小児用10%　100mg/g 正規
ファロム錠200mg 正規
フィコンパ錠2mg 正規
ブイフェンド錠200mg 正規
ブイフェンド錠50mg 正規
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 正規
フェノバールエリキシル0.4% 正規
フェノバール散10% 正規
フェノバール錠30mg 正規
フェブリク錠10mg 正規
フェブリク錠40mg 正規
フェマーラ錠2.5mg 正規
フェロ・グラデュメット錠105mg 正規
フォシーガ錠5mg 正規
フォリアミン錠5mg1錠 正規
フスコデ配合錠 院外
ブスコパン錠10mg 正規
フスタゾール糖衣錠10mg 正規
プラケニル錠200mg 正規
プラザキサカプセル110mg 正規
プラザキサカプセル75mg 正規
フラジール内服錠250mg 正規
ブラダロン錠200mg 正規
プラノバール配合錠 正規
プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」 正規
プリジスタナイーブ錠800㎎ 正規
フリバスOD錠75mg 正規
プリモボラン錠5mg 正規
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プリンペラン錠5　5mg1錠 正規
フルイトラン錠2mg 正規
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 正規
フルダラ錠10mg 正規
フルニトラゼパム錠2mg「JG」 正規
フルバスタチン錠30mg「サワイ」 正規
ブルフェン錠100 100mg1錠 正規
プレジコビックス配合錠 試用
プレタールOD錠100mg 正規
プレタールOD錠50mg 正規
ブレディニン錠50 50mg1錠 正規
プレドニゾロン散「タケダ」1% 正規
プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 正規
プレドニン錠5mg 正規
プレバイミス錠240mg 正規
プレマリン錠0.625mg 正規
プレミネント配合錠LD 正規
プログラフカプセル0.5mg 正規
プログラフカプセル1mg 正規
プログラフ顆粒0.2mg 正規
プロゲストン錠200 正規
プロスタール錠25 25mg1錠 正規
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 正規
フロセミド細粒4%「EMEC」 正規
フロセミド錠20mg「JG」 正規
フロセミド錠40mg 正規
プロタノールS錠15mg 正規
ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 正規
プロナーゼMS20,000単位 正規
プロノン錠150mg 正規
プロブコール錠250mg「YD」 正規
プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 正規
プロペシア錠 1mg 院外
プロベラ錠2.5mg 正規
フロベン錠40 40mg1錠 正規
フロモックス小児用細粒100mg/g 正規
フロリードゲル経口用2% 正規
フロリネフ錠0.1mg 正規
ベージニオ錠150mg 試用
ベージニオ錠50mg 試用
ベオーバ錠50mg 試用
ペオン錠80 80mg1錠 正規
ベサコリン散5% 正規
ベサノイドカプセル10mg 正規
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 正規
ベシケアOD錠5mg 正規
ベスタチンカプセル30mg 正規
ベタナミン錠25mg 院外
ベタニス錠25mg 正規
ベタニス錠50mg 院外
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」 正規
ベナ錠10mg 正規
ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」 正規
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ベネット錠　17.5mg 正規
ベプシドカプセル50mg　 50mg1カプセル 正規
ヘプセラ錠1010mg1錠 正規
ベプリコール錠50mg 正規
ヘマンジオルシロップ小児用0.375% 正規
ベムリディ錠25mg 正規
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 正規
ペリアクチンシロップ0.04% 正規
ペリアクチン散1% 正規
ペリシット錠250mg 正規
ベリチーム配合顆粒 正規
ペルサンチン－Lカプセル150mg 正規
ペルジピンLAカプセル40mg 正規
ベルソムラ錠15mg 正規
ベルソムラ錠20mg 正規
ヘルベッサーRカプセル100mg 正規
ヘルベッサー錠30 30mg1錠 正規
ペルマックス錠250μg 正規
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 正規
ペンタサ顆粒94% 1000mg(力価)包 正規
ペンタサ顆粒94% 2000mg(力価)包 正規
ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」 正規
ボシュリフ錠100mg 正規
ホスミシンドライシロップ200 200mg1g 正規
ホスミシン錠500 500mg1錠 正規
ホスリボン配合顆粒100mg 0.48g包 正規
ホスレノールOD錠250mg 正規
ボナロン経口ゼリー35mg 正規
ポマリストカプセル1mg 正規
ポマリストカプセル2mg 正規
ポマリストカプセル3㎎ 正規
ポマリストカプセル4mg 正規
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 正規
ポララミン錠2mg 正規
ボリコナゾール錠200mg「DSEP」 正規
ボリコナゾール錠50mg「DSEP」 正規
ホリゾン錠2mg 正規
ポリフル細粒83.3% 正規
ボルタレン錠25mg 正規
ポルトラック原末　1g 正規
ボンゾール錠100mg 正規
ポンタールカプセル250mg 正規
ポンタールシロップ3.25% 正規
ボンビバ錠100mg 院外
マーズレンS配合顆粒 正規
マイスタン細粒1% 正規
マイスタン錠10㎎ 正規
マイテラーゼ錠10mg 正規
マヴィレット配合錠 正規
マグコロールP1g 正規
マクサルトRPD錠10mg 正規
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」 正規
マリゼブ錠12.5mg 正規
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マリゼブ錠25mg 正規
ミｵコールスプレー0.3mg 正規
ミグシス錠5mg 正規
ミグリトール錠50mg「トーワ」 正規
ミコブティンカプセル150mg 正規
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU 正規
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU 正規
ミニリンメルトOD錠120μg 正規
ミニリンメルトOD錠60μg 正規
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 正規
ミノマイシン顆粒2% 正規
ミヤBM細粒 正規
ミラペックスLA錠0.375mg 正規
ミラペックスLA錠1.5mg 正規
ミルタザピン錠15mg「ファイザー」 正規
ミンクリア内用散布液0.8% 正規
ムコサールドライシロップ1.5% 正規
ムルプレタ錠3mg 正規
ムンデシンカプセル100mg 正規
メイアクトMS小児用細粒10%　100mg/g 正規
メインテート錠0.625mg 正規
メキシチールカプセル100mg 正規
メキシチールカプセル50mg 正規
メキニスト錠0.5mg 正規
メキニスト錠2mg 正規
メサラジン錠500mg「AKP」 正規
メジコン錠15mg 正規
メスチノン錠60mg 正規
メソトレキセート錠2.5mg 正規
メタルカプターゼカプセル100mg 正規
メチコバール錠500μg0.5mg1錠 正規
メトグルコ錠250mg 正規
メトピロンカプセル250mg 正規
メトリジンD錠2mg 正規
メドロール錠4mg 正規
メファキン「ヒサミツ」錠275 正規
メプチンシロップ5μg/mL 正規
メプチンドライシロップ0.005% 正規
メプチン錠50μg0.05mg1錠 正規
メマリー錠20mg 正規
メマリー錠5mg 正規
メルカゾール錠5mg 正規
モービック錠10mg 正規
モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」 正規
モディオダール錠100mg 正規
モビプレップ配合内用剤 正規
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 正規
モルペス細粒2% 10mg/0.5g包 正規
モルペス細粒6% 30mg/0.5g包 正規
モンテルカスト錠10mg「KM」 正規
ヤーズフレックス配合錠 試用
ヤーズ配合錠 院外
ユーエフティE配合顆粒T150 正規
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ユーエフティ配合カプセルT100 正規
ユーゼル錠25mg 正規
ユービット錠100mg 正規
ユーロジン1mg錠 正規
ユニフィルLA錠200mg 正規
ユベラNソフトカプセル200mg 正規
ユベラ錠50mg 正規
ユリノーム錠25mg 正規
ヨウ化カリウム「日医工」1g 正規
ヨクイニンエキス錠「コタロー」1錠 正規
ラコールNF配合経腸用液　400mL 正規
ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g 正規
ラジレス錠150mg 正規
ラックビー微粒N 正規
ラパリムス錠1mg 正規
ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 正規
ラボナ錠50mg 正規
ラミクタール錠　25mg 正規
ラミクタール錠100mg 正規
ラミクタール錠小児用　2mg 正規
ラミクタール錠小児用　5mg 正規
ラミシール錠125mg 正規
ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 正規
リアルダ錠1200mg 正規
リーバクト配合経口ゼリー 正規
リーマス錠100 100mg1錠 正規
リウマトレックスカプセル2mg 正規
リオナ錠250mg 正規
リオレサール錠10mg 正規
リカルボン錠50mg 正規
リクシアナOD錠30mg 正規
リクシアナOD錠60mg 正規
リザベンカプセル100mg 正規
リスパダール細粒1% 正規
リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 正規
リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」 正規
リスミー錠2mg 正規
リズミック錠10mg 正規
リスモダンR錠150mg 正規
リスモダンカプセル100mg 正規
リタリン錠10mg 正規
リバオール錠20mg 正規
リパクレオンカプセル150mg 正規
リピディル錠80mg 正規
リファジンカプセル150mg 正規
リフキシマ錠200mg 正規
リボトリール細粒0.1% 正規
リボトリール錠0.5mg 正規
リボトリール錠1mg 正規
リマチル錠100mg 正規
リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 正規
リムパーザ錠100mg 正規
リムパーザ錠150mg 正規
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リリカOD錠25mg 正規
リリカOD錠75mg 正規
リルゾール錠50mg「AA」 正規
リンゼス錠0.25mg 正規
リンデロンシロップ0.01% 正規
リンデロン錠0.5mg 正規
リンラキサー錠125mg 正規
リン酸コデイン散1%「メタル」1%1g 正規
ルセフィ錠2.5mg 正規
ルナベル配合錠LD 正規
ルナベル配合錠ULD 正規
ルネスタ錠1mg 正規
ルパフィン錠10mg 正規
ルプラック錠4mg 正規
ルリッド錠150 150mg1錠 正規
レキサルティ錠1mg 正規
レキサルティ錠2mg 正規
レキソタン錠2 2mg1錠 正規
レキップCR錠2mg 正規
レクサプロ錠10mg 正規
レクチゾール錠25mg 正規
レグテクト錠333mg 院外
レグパラ錠25mg 正規
レザルタス配合錠HD 正規
レスタミンコーワ錠10mg 正規
レナジェル錠250mg 正規
レナデックス錠4ｍｇ 正規
レバチオ錠 20mg 正規
レバミピド錠100mg「オーツカ」 正規
レビトラ錠10mg 院外
レビトラ錠20mg 院外
レブラミドカプセル5ｍｇ 正規
レベトールカプセル200mg 正規
レボトミン錠25mg 正規
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 正規
レボレード錠12.5mg 正規
レミッチOD錠2.5μg 正規
レミニールOD錠4mg 正規
レミニールOD錠8mg 正規
レンビマカプセル10mg 正規
レンビマカプセル4mg 正規
ロイケリン散10% 正規
ロイコボリン錠5mg5mg1錠 正規
ロイコン錠10mg 正規
ローブレナ錠100mg 試用
ローブレナ錠25mg 試用
ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 正規
ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 正規
ロサルタンK錠50mg「ファイザー」 正規
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 正規
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 正規
ロゼレム錠8mg 正規
ロドピン細粒10% 正規
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ロトリガ粒状カプセル2g 正規
ロナセン錠　4mg 正規
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」 正規
ロペミン小児用細粒0.05% 正規
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 正規
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 正規
ロラゼパム錠1mg「サワイ」 正規
ロルカム錠4mg 正規
ロンサーフ配合錠T15 正規
ロンサーフ配合錠T20 正規
ワーファリン錠1mg 正規
ワーファリン錠5mg 正規
ワイドシリン細粒200 200mg1g 正規
ワソラン錠40mg 正規
ワルファリンＫ錠0.5mg「NP」 正規
ワントラム錠100mg 正規
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 正規
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」50mg1カプセル 正規
加香ヒマシ油 正規
希塩酸10mL 正規
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 正規
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 正規
臭化カリウム 正規
重カマ「ヨシダ」10g 正規
単シロップ*(シオエ)10mL 正規
炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」 正規
炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」10g 正規
調剤用パンビタン末1g 正規
沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」10g 正規
乳酸カルシウム シオエ10g 正規
乳糖水和物「ヨシダ」10g 正規
薬用炭｢日医工｣ 正規
硫酸アトロピン原末「ホエイ」1g 正規
硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」100万単位1錠 正規
膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg　5%10mL1管 正規
1%ディプリバン注キット　50ｍL 正規
1%ディプリバン注キット20ｍL 正規
1%プロポフォール注「マルイシ」1g/100mLV 正規
10%デヒドロコール酸注「ニッシン」 10mLA 試用
20%マンニットール注射液「YD」20%300mL1瓶 正規
EOB・プリモビスト注シリンジ　10mL 正規
EOB・プリモビスト注シリンジ　5mL 正規
HCGモチダ筋注用3千単位 正規
HMG筋注用150単位「F」　150単位1管(溶解液付) 正規
HMG注射用150IU「フェリング」 正規
HMG注射用75IU「フェリング」 正規
KCL注20mEqキット「テルモ」1モル20mL1キット 正規
LH－RH注0.1mg「タナベ」0.1mg1管 正規
M.V.I.-12キット 正規
PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」 正規
TRH注0.5mg「タナベ」0.5mg1管 正規
YDソリタ-T1号輸液200mL 正規
YDソリタ-T1号輸液500mL 正規
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YDソリタ-T3号G輸液200ｍL 正規
YDソリタ-T3号G輸液500ｍL 正規
YDソリタ-T3号輸液200ｍL 正規
アーゼラ点滴静注液1000mg 正規
アーゼラ点滴静注液100mg 正規
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液500mL 正規
アービタックス注射液 100mg 正規
アイリーア硝子体内注射液40mg/mL 正規
アキネトン注射液5mg0.5%1mL1管 正規
アクテムラ点滴静注用　200mg 正規
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 正規
アクプラ静注用50mg 正規
アクラシノン注射用20mg 正規
アコアラン静注用600単位 正規
アシクロビル点滴静注液250mg/10mL「日医工」 正規
アセトキープ３G注500mL 正規
アセリオ静注液1000mgバッグ 正規
アタラックス－P注射液(25mg/ml)2.5%1mL1管 正規
アデノスキャン注60mg20mL1瓶 正規
アデホス-Lコーワ注20mg 正規
アデラビン9号注2mL 正規
アドセトリス点滴静注液50mg 正規
アドナ注(静脈用)100mg0.5%20mL1管 正規
アドナ注(静脈用)50mg0.5%10mL1管 正規
アトニン－O注5単位 正規
アドベイト静注用1000 正規
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」0.1%1mL1筒 正規
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 0.5mg/1mL 正規
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 正規
アナフラニール点滴静注液25mg 正規
アナペイン注7.5mg/mL0.75%20mL1管 正規
アネメトロ点滴静注液500mg 正規
アバスチン点滴静注用100mg/4mL 正規
アバスチン点滴静注用400mg/16mL 正規
アピドラ注100単位/mL 10mLV 試用
アピドラ注ソロスター 300単位/3mL 正規
アブラキサン点滴静注用100mg 正規
アプレゾリン注射用 20mg 正規
アポカイン皮下注30mg 正規
アボネックス筋注30μgペン 正規
アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」 正規
アミサリン注100mg 10%1mL1管 正規
アミノレバン点滴静注　500mL1袋 正規
アミパレン輸液　200mL1袋 正規
アムビゾーム点滴静注用50mg 正規
アラセナ－A点滴静注用300mg300mg1瓶 正規
アリクストラ皮下注2.5mg/0.5mL 正規
アリナミンF100注 正規
アリナミン注射液10mg 正規
アリムタ注射用100ｍｇ 正規
アリムタ注射用500mg 正規
アルギニン点滴静注30g「AY」　10%300mL 正規
アルケラン静注用50mg50mg1瓶(溶解液付) 正規
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アルスロマチック関節手術用灌流液 3L 正規
アルチバ静注用2mg 正規
アルツディスポ関節注25mg1%2.5mL1筒 正規
アルプロスタジル注10μg「サワイ」 正規
アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」 正規
アレビアチン注250mg5%5mL1管 正規
アレルゲンエキス対照液「トリヰ」1.8mL1瓶 正規
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」対照液1mL1瓶 正規
アレルゲンハウスダストエキス「トリヰ」2mL1瓶 正規
アレルゲン治療エキス「トリイ」2mL1瓶 正規
アレルゲン治療エキス「トリイ」希釈液50%1.8mL1瓶 正規
アレルゲン治療エキス「トリイ」希釈液50%9mL1瓶 正規
アロキシ静注0.75mg 正規
アンカロン注150ｍｇ 正規
アンサー皮下注20μg　1mL1管(D－アラビノース換算量として) 正規
アンチレクス静注10mg　1%1mL1管 正規
アンペック注50mg1%5mL1管 正規
イーケプラ点滴静注500mg 正規
イオパミロン注300シリンジ61.24%100mL1筒 正規
イオパミロン注300シリンジ61.24%80mL1筒 正規
イオパミロン注370 75.52%20mL1瓶 正規
イオパミロン注370 75.52%50mL1瓶 正規
イオパミロン注370シリンジ75.52%100mL1筒 正規
イオプロミド300注100mL「FRI」 正規
イオプロミド300注20ｍL「FRI」 正規
イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」 正規
イオプロミド300注シリンジ80mL「FRI」 正規
イオプロミド370注100mL「FRI」 正規
イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」 正規
イオメロン300注100mL 61.24% 正規
イオメロン300注50mL 61.24% 正規
イオメロン350注100mL 71.44% 正規
イオメロン350注50mL 71.44% 正規
イオメロン350注シリンジ100ｍL71.44% 正規
イオメロン350注シリンジ135mL 正規
イオメロン400注100mL 81.65% 正規
イストダックス点滴静注用10mg 正規
イソビスト注240 51.26%10mL1瓶 正規
イダマイシン静注用5mg 正規
イヌリード注4g40mL1瓶（溶解液付） 正規
イノレット30R注300単位1キット 正規
イベニティ皮下注105mgシリンジ 試用
イミフィンジ点滴静注120mg 正規
イミフィンジ点滴静注500mg 正規
イラリス皮下注射液150mg 正規
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 正規
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 正規
イロクテイト静注用1000単位 正規
イロクテイト静注用2000単位 正規
インジゴカルミン注20mg「第一三共」　0.4%5mL1管 正規
インダシン静注用1mg 正規
インデラル注射液2mg0.1%2mL1管 正規
イントラリポス輸液10%　250mL1袋 正規
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イントラリポス輸液20%　100mL1袋 正規
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 正規
インフルエンザHAワクチン「S北研」0.5mL1瓶 正規
ヴィーンD輸液500mL1瓶 正規
ウテメリン注50mg1%5mL1管 正規
ウログラフイン注60%100mL1瓶 正規
ウログラフイン注60%20mL1管 正規
ウロミテキサン注400mg4mL1管 正規
エクザール注射用10mg 正規
エクストラニール腹膜透析液 1.5L1袋(排液用バッグ付) 正規
エクストラニール腹膜透析液 2L1袋(排液用バッグ付) 正規
エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ・機器専用2000mL 正規
エスポー注射液750 750国際単位0.5mL1管 正規
エスポー皮下用24000シリンジ24,000国際単位0.5mL1筒 正規
エスラックス静注50mg/5mL 正規
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「ケミファ」 正規
エトキシスクレロール1%注射液1%30mL1瓶 正規
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 正規
エナルモンデポー筋注125mg 正規
エピペン注射液0.15mg 正規
エピペン注射液0.3ｍｇ 正規
エビリファイ持続性水懸筋注用300mg 正規
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ 正規
エビリファイ錠3mg 正規
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 正規
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 正規
エポジン注シリンジ1500 1,500国際単位0.5mL1筒 正規
エポジン注シリンジ6000 6,000国際単位0.5mL1筒 正規
エホチール注10ｍｇ　1mLA 正規
エムプリシティ点滴静注用300mg 正規
エムプリシティ点滴静注用400mg 正規
エラプレース点滴静注液6mg 正規
エリスロシン点滴静注用500mg 正規
エリル点滴静注液30mg 30.8mg2mL1管 正規
エルカルチンFF静注1000mg 正規
エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」　0.02%1mL1管 正規
エルシトニン注20S 20エルカトニン単位1mL1管 正規
エルシトニン注40単位40エルカトニン単位1mL1管 正規
エルネオパNF1号輸液 1000mL 正規
エルネオパNF1号輸液 1500mL 正規
エルネオパNF2号輸液 1000mL 正規
エルネオパNF2号輸液 1500mL 正規
エンタイビオ点滴静注用300mg 試用
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL 正規
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL 正規
オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」 正規
オキサリプラチン点滴静注50mg「トーワ」 正規
オキサロール注5μg1mL1管 正規
オキファスト注10mg 正規
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 正規
オザグレルナトリウム点滴静注液80mg「JD」4mL 正規
オノアクト点滴静注用50mg 50mg1瓶 正規
オビソート注射用100mg1管(溶解液付) 正規
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オフサグリーン静注用25mg(溶解液付) 正規
オプジーボ点滴静注20mg 正規
オプジーボ点滴静注240mg 正規
オプチレイ240 50.9%150mL1瓶 正規
オプチレイ320注50mL 67.8% 正規
オプチレイ320注シリンジ100mL 67.8% 正規
オプチレイ350注100mL 74.1% 正規
オプチレイ350注20mL 74.1% 正規
オムニパーク240注10mL（脳槽・脊髄用） 正規
オムニパーク240注シリンジ100mL 正規
オムニパーク300注シリンジ100mL 64.71%100mL1筒 正規
オムニパーク350注100mL 75.49% 正規
オムニパーク350注50mL 正規
オムニパーク350注シリンジ100mL 正規
オメプラゾール注射用20mg「日医工」 正規
オルガラン静注1250単位　1mL 正規
オルダミン注射用1g 10%10g1瓶 正規
オルドレブ点滴静注用150mg 正規
オレンシア点滴静注用250mg 試用
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL 正規
オンコビン注射用1mg 正規
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL 正規
カイトリル注3mg 正規
カイプロリス点滴静注用10mg 正規
カイプロリス点滴静注用40mg 正規
ガザイバ点滴静注1000mg 試用
ガスター注射液20mg 正規
カタボンHi注600mg0.3%200mL1袋 正規
カドサイラ点滴静注用100mg 正規
ガドビスト1.0mol/Lシリンジ10mL 正規
ガドビスト1.0mol/Lシリンジ5mL 正規
ガドビスト1.0mol/Lシリンジ7.5mL 正規
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 正規
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」 正規
カルセド注射用20mg 正規
カルセド注射用50mg 正規
カルチコール注射液8.5%5mL 正規
カルボプラチン注射液150mg｢日医工｣ 正規
カルボプラチン注射液450mg｢日医工｣ 正規
カルボプラチン注射液50mg｢日医工｣ 正規
カンサイダス点滴静注用50mg 正規
カンサイダス点滴静注用70mg 正規
キイトルーダ点滴静注100mg 正規
キイトルーダ点滴静注20mg 試用
キシロカイン注ポリアンプ0.5%　10mL1管 正規
キシロカイン注ポリアンプ1%　10mL1管 正規
キシロカイン注ポリアンプ2%　10mL1管 正規
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有0.5%10mLバイアル 正規
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有1%10mLバイアル 正規
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有2%10mLバイアル 正規
キドミン輸液 200mL 正規
ギャバロン髄注0.005%1mL1管 正規
ギャバロン髄注0.05%20mL1管 正規
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ギャバロン髄注0.2%5mL1管 正規
キュビシン静注用350mg 正規
キロサイド注100mg 正規
キロサイド注20mg 正規
キロサイド注40mg 正規
キンダリー透析剤3E　2袋1組 正規
キンダリー透析剤AF1号　9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) 正規
キンダリー透析剤AF3号　6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) 正規
グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テバ」 正規
クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL 正規
クラフォラン注射用0.5g 正規
クリアクター静注用80万 正規
グリセオール注300mL1袋 正規
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL 正規
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 正規
グルカゴンGノボ注射用1mg 正規
グルトパ注600万 600万国際単位1瓶(溶解液付) 正規
クレキサン皮下注用キット　2000IU 正規
グロウジェクトBC注射用8mg 正規
グロウジェクト皮下注6mg 正規
クロロマイセチンサクシネート静注用1g 正規
ケイセントラ静注用1000 正規
ケイツーN静注10mg 正規
ケタラール筋注用500mg10mL1瓶 正規
ケタラール静注用200mg20mL1瓶 正規
ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL40mg1瓶 正規
ケブザラ皮下注150mgシリンジ 正規
ケブザラ皮下注200mgシリンジ 正規
ゲムシタビン点滴静注200mg「ヤクルト」 正規
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 正規
ゲンタシン注40 40mg1管 正規
コアテック注5mg5mL1管 正規
コアベータ静注用12.5mg 正規
コージネイトFSバイオセット注1000 正規
コージネイトFSバイオセット注500 500国際単位1キット(溶解液付) 正規
コートロシンZ筋注0.5mg 正規
コートロシン注射用0.25mg 正規
コスメゲン静注用0.5mg 正規
コセンティクス皮下注150mgペン 正規
ゴナールエフ皮下注ペン450 正規
ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品) 正規
ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品) 正規
ゴナトロピン注用5000単位 正規
コパキソン皮下注20mgシリンジ 正規
コントミン筋注25mg0.5%5mL1管 正規
コンファクトF注射用1000 正規
コンファクトF注射用500 正規
サイビスクディスポ関節注2mL 正規
ザイボックス注射液600mg300mL 正規
サイモグロブリン点滴静注用　25mg 正規
サイラムザ点滴静注液100mg 正規
サイラムザ点滴静注液500mg 正規
サイレース静注2mg 正規
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ザノサー点滴静注用1g 正規
サビーン点滴静注用500mg 正規
サブパック血液ろ過用補充液－Bi　2020mL1キット 正規
サリンヘス輸液6% 500mL 正規
ザルトラップ点滴静注100mg 正規
サンディミュン点滴静注用250mg 正規
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg 正規
サンラビン点滴静注用150mg 正規
サンリズム注射液50 50mg5mL1管 正規
ジアグノグリーン注射用25mg　(溶解液付) 正規
ジーラスタ皮下注3.6mg 正規
ジェノトロピンTC注用12mg 正規
ジェノトロピンTC注用5.3mg 正規
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg 正規
ジェブタナ点滴静注60mg 正規
シェルガン0.5眼粘弾剤 試用
ジギラノゲン注0.4mg 正規
シグニフォーLAR筋注用キット10mg 正規
シグニフォーLAR筋注用キット20mg 正規
シグマート注12mg 正規
ジゴシン注0.25mg 正規
シスプラチン注10mg「日医工」 正規
シスプラチン注50mg「日医工」 正規
ジスロマック点滴静注用500mg 正規
シタラビン点滴静注液1g「テバ」 正規
シナジス筋注液50mg 正規
ジフォルタ注射液20mg 正規
ジプレキサ筋注用10mg 正規
シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL「明治」 正規
シベクトロ点滴静注用200mg 試用
シベレスタットNa点滴静注用100mg「ファイザー」 正規
シムジア皮下注200mgシリンジ 正規
シムレクト静注用20mg　20mg1瓶(溶解液付) 正規
シンビット静注用50mg 正規
シンポニー皮下注50mgシリンジ 正規
スープレン吸入麻酔液　240ｍL 正規
スキサメトニウム注40「AS」 40mg2%2mL 正規
スキャンドネストカートリッジ3% 正規
ステラーラ点滴静注130mg 正規
ステラーラ皮下注45mgシリンジ 正規
スパニジン点滴静注用100mg 正規
スピンラザ髄注12mg 正規
スベニールディスポ関節注25mg1%2.5mL1筒 正規
スルバシリン静注用1.5g 正規
セトロタイド注射用3mg 正規
セファゾリンNa注射用1g「タイヨー」 正規
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 正規
セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「NP」 正規
セフタジジム静注用1g「マイラン」 正規
セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」 正規
セフメタゾールNa静注用1g「NP」 正規
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ 正規
ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ 正規
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ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ 正規
セルシン注射液5mg 正規
セレネース注5mg0.5%1mL1管 正規
ゾシン静注用　4.5ｇ 正規
ソセゴン注射液15mg 正規
ソナゾイド注射用16μL 正規
ソマチュリン皮下注90mg 正規
ゾラデックス3.6mgデポ3.6mg1筒(ゴセレリンとして) 正規
ゾラデックスLA10.8mgデポ10.8mg1筒(ゴセレリンとして) 正規
ソリタ－T2号輸液　500mL1瓶 正規
ソリタ－T4号輸液　500mL1瓶 正規
ソリューゲンF注 500mL 正規
ソリリス点滴静注300mg 正規
ソル・コーテフ静注用250mg  250mg1瓶(溶解液付) 正規
ソル・コーテフ注射用100mg　(溶解液付) 正規
ソルダクトン静注用100mg 正規
ソルデム3A輸液 500mL 正規
ソルラクト輸液　500mL1袋 正規
ゾレア皮下注用150mg 正規
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 正規
ダイアモックス注射用500mg 正規
タイガシル点滴静注用50mg 試用
ダウノマイシン静注用20mg 正規
タガメット注射液200mg10%2mL1管 正規
ダカルバジン注用100 100mg1瓶 正規
タキソテール点滴静注用20mg　0.5mL1瓶(溶解液付) 正規
タキソテール点滴静注用80mg　2mL1瓶(溶解液付) 正規
タケプロン静注用30mg 正規
タゾピペ配合静注用4.5「明治」 正規
タチオン注射用200mg 正規
ダラザレックス点滴静注100mg 正規
ダラザレックス点滴静注400mg 正規
ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 正規
ダントリウム静注用20mg 正規
タンボコール静注50mg　5mL1管 正規
チエナム点滴静注用0.5g 正規
テイコプラニン点滴静注用200mg｢日医工｣ 正規
デキサート注射液1.65mg/0.5mL 正規
デキサート注射液6.6mg/2mL 正規
テスパミン注射液(注射用蒸留水付)5mg1管(溶解液付) 正規
デスフェラール注射用500mg 正規
デスモプレシン注4協和 正規
テセントリク点滴静注1200mg 正規
テタガムP筋注シリンジ250 正規
テタノブリンIH静注1,500単位 正規
テタノブリンIH静注250単位 正規
デトキソール静注液2g10%20mLV 正規
デノシン点滴静注用500mg 正規
デフィブラーゼ点滴静注液10単位 正規
テモダール点滴静注用100mg 正規
デュピクセント皮下注300mgシリンジ 正規
テラルビシン注射用10mg 正規
テラルビシン注射用20mg 正規
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テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」100酢酸テリパラチド単位1瓶 正規
テリボン皮下注用56.5μg（溶解液添付製品） 正規
テルモ生食1L1袋 正規
トーリセル点滴静注液25ｍｇ 正規
ドキシル注20mg 正規
ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 正規
ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 正規
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 正規
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 正規
ドパストン静注25mg　0.25%10mL1管 正規
ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」 正規
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 正規
トブラシン注90mg 正規
トブラシン注小児用10mg 正規
ドプラム注射液400mg 正規
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 試用
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 試用
トランサミン注10%10mL1管 正規
トランサミン注5%5mL1管 正規
トリセノックス注10mg 正規
トルツ皮下注80mgオートインジェクター 正規
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 正規
トレアキシン点滴静注用100mg 正規
トレシーバ注フレックスタッチ 300単位/キット 正規
トレムフィア皮下注100mgシリンジ 正規
ドロレプタン注射液25mg 正規
ナルベイン注2mg 正規
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 正規
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 正規
ニコペリック腹膜透析液2000mL 正規
ニコランジル点滴静注用48mg「F」 正規
ニトプロ持続静注液30mg 30mg10mL1管 正規
ニドラン注射用50mg 正規
ニトロール注5mgシリンジ　10mL 正規
ニューモバックスNP0.5mL1瓶 正規
ヌーカラ皮下注用100mg 正規
ネオシネジンコーワ注 5mg/1mL 正規
ネオビタカイン注シリンジ5mL 正規
ネオフィリン注250mg 2.5%10mL1管 正規
ネオラミン・スリービー液(静注用)10mL1管 正規
ネスプ注射液120μgプラシリンジ 0.5mL 正規
ネスプ注射液20μgプラシリンジ 0.5mL 正規
ネスプ注射液30μgプラシリンジ 0.5mL 正規
ネスプ注射液60μgプラシリンジ 0.5mL 正規
ノイアート静注用1500単位 1,500単位1瓶(溶解液付) 正規
ノイトロジン注100μg100μg1瓶(溶解液付) 正規
ノイトロジン注250μg250μg1瓶(溶解液付) 正規
ノイロトロピン注射液3.6単位3mL1管 正規
ノーベルバール静注用　250mg 正規
ノバスタンHI注10mg/2mL 正規
ノバントロン注10mg5mL 正規
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ 正規
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 正規
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ノボラピッド70ミックス注フレックスペン 正規
ノボラピッド注フレックスタッチ 正規
ノボラピッド注ペンフィル　300単位/3mL 正規
ノボリン40R注フレックスペン300単位1キット 正規
ノボリンN注フレックスペン300単位1キット 正規
ノボリンR注100単位/mL 100単位1mLバイアル 正規
ノボリンR注フレックスペン300単位1キット 正規
ノルアドリナリン1mg　0.1%1mL1管 正規
ノルディトロピン　フレックスプロ注10mg 正規
パーサビブ静注透析用5mg 正規
パージェタ点滴静注420mg/14mL 正規
ハーセプチン注射用150 正規
ハーセプチン注射用60 60mg1瓶(溶解液付) 正規
ハイカムチン注射用1.1mg 正規
ハイカリックRF輸液500mL 試用
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL 正規
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL 正規
バクトラミン注5mL1管 正規
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 正規
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 正規
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 正規
ハプトグロビン注－ヨシトミ2,000単位100mL1瓶 正規
パム静注500mg2.5%20mL1管 正規
パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%*(第一製薬)10%20mL1管 正規
ハラヴェン静注1mg 正規
パルタンM注0.2mg　0.02%1mL1管 正規
ハルトマン液pH:8「NP」500mL1袋 正規
バル筋注100mg「第一三共」　10%1mL1管 正規
パレプラス輸液500mL 正規
ハロマンス注50mg1mL1管 正規
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 正規
パントール注射液250mg 正規
パントール注射液500mg 正規
ハンプ注射用1000 1,000μg1瓶 正規
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%　0.46%20mL1瓶(希釈液付) 正規
ピーエヌツイン－1号輸液1キット 正規
ピーエヌツイン－2号輸液1キット 正規
ピーエヌツイン－3号輸液1キット 正規
ビーフリード輸液　500mL1キット 正規
ビームゲン0.5mL1瓶 正規
ビーリンサイト点滴静注用35μg 試用
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL 正規
ビカーボン輸液　500mL1袋 正規
ビクシリン注射用0.25g　 正規
ビクシリン注射用1g 正規
ビクトーザ皮下注18mg 正規
ビジパーク270注20mL 正規
ピシバニール注射用1KE1KE1瓶(溶解液付) 正規
ピシバニール注射用5KE5KE1瓶(溶解液付) 正規
ビスダイン静注用15mg 正規
ビダーザ注射用100mg 正規
ビタシミン注射液500mg 正規
ビタメジン静注用1瓶 正規
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ピトレシン注射液20　20単位1管 正規
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」 正規
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」 正規
ビムパット点滴静注200mg 正規
ヒューマトロープ注射用12mg 正規
ヒューマログミックス25注ミリオペン 正規
ヒューマログミックス50注ミリオペン 正規
ヒューマログ注100単位/mL　100単位1mLバイアル 正規
ヒューマログ注ミリオペン300単位 正規
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL 正規
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL 正規
ヒルトニン0.5mg注射液0.5mg1管 正規
ファーストシン静注用1g 正規
ファイバ静注用1000単位 正規
ファセンラ皮下注30mgシリンジ 正規
ファブラザイム点滴静注用35mg 正規
ファブラザイム点滴静注用5mg 正規
ファンガード点滴用50mg 正規
ファンギゾン注射用50mg 正規
フィジオ140輸液　500mL袋 正規
フィジオ35輸液 500mL1袋 正規
フィニバックス点滴静注用0.5ｇ 正規
ブイフェンド200mg静注用 正規
フィブロガミンP静注用 正常人血漿4mL中含有量の60倍1瓶(溶解液付) 正規
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」0.7mL 正規
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」 正規
フェジン静注40mg2mL1管 正規
フェソロデックス筋注250mg 正規
フェノバール注射液100mg10%1mL1管 正規
フエロン注射用300万 正規
フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」 正規
フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」　0.5mg/10mL 正規
フォリアミン注射液15mg1管 正規
フォリルモンP注150150単位1管(溶解液付) 正規
フォルテオ皮下注キット600μg 正規
ブスコパン注20mg 正規
ブスルフェクス点滴静注用 60mg 正規
フラグミン静注5000単位/5mL 5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶 正規
プラリア皮下注60mgシリンジ 正規
プラルエント皮下注150mgペン 試用
プラルエント皮下注75mgペン 試用
プリズバインド静注液2.5g 正規
ブリディオン静注200mg 正規
プリンペラン注射液10mg0.5%2mL1管 正規
フルオレサイト静注500mg10%5mL1瓶 正規
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 正規
フルオロウラシル注250mg「トーワ」 正規
フルダラ静注用50mg 正規
フルマゼニル注射液0.5mg「F」 正規
フルマリン静注用1g 正規
プレアミン－P注射液200mL1袋 正規
ブレオ注射用15mg 正規
プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「マルイシ」 正規
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プレバイミス点滴静注240mg 正規
プレベナー13水性懸濁注 正規
プロイメンド点滴静注用150mg 正規
プログラフ注射液5mg1mL 正規
プロゲデポー筋注125mg 正規
プロジフ静注液100 8%1.25mL1瓶 正規
プロジフ静注液400 8%5mL1瓶 正規
プロスタルモン・F注射液1000 正規
プロスタンディン注射用20μg 正規
プロスタンディン点滴静注用500μg 正規
プロタノールL注0.2mg 正規
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 正規
プロハンス静注シリンジ13mL 正規
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 正規
ヘキサブリックス320注50mL  53.33%50mL1瓶 正規
ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用100μg1瓶(溶解液付) 正規
ベクティビックス点滴静注100mg 正規
ベスポンサ点滴静注用1mg 試用
ベタフェロン皮下注用960万国際単位 正規
ペチロルファン注射液1mL1管 正規
ベナンバックス注用300mg 正規
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」　1,000単位10mL1筒 正規
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL（ルアーロック） 正規
ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」 正規
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 正規
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 10mL 正規
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」 正規
ヘブスブリンIH静注1000単位　5mL1瓶 正規
ヘブスブリン筋注用200単位　1mL1瓶(溶解液付) 正規
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL 正規
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL 正規
ベルケイド注射用3mg 正規
ペルジピン注射液2mg2mL1管 正規
ヘルニコア椎間板注用1.25単位 試用
ヘルベッサー注射用50 50mg1管 正規
ベンリスタ点滴静注用120mg 正規
ベンリスタ点滴静注用400mg 正規
ホストイン静注750mg 正規
ホスミシンS静注用1g 正規
ボスミン注1mg　0.1%1mL1管 正規
ポタコールR輸液　500mL1袋 正規
ボトックス注用50単位 正規
ボナロン点滴静注バッグ900μg 正規
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL 正規
ポララミン注5mg0.5%1mL1管 正規
ホリゾン注射液10mg 正規
ポリドカスクレロール1%注2mL 正規
ボルベン輸液6%　500mL 正規
ボンビバ静注1mgシリンジ 正規
マーカイン注0.25% 正規
マーカイン注0.5% 正規
マーカイン注脊麻用0.5%高比重0.5%4mL1管 正規
マーカイン注脊麻用0.5%等比重0.5%4mL1管 正規
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マイトマイシン注用2mg 正規
マイロターグ点滴静注用5mg 正規
マキュエイド眼注用40mg 正規
マグセント注100mL 正規
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL 37.695% 10mL 正規
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 正規
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL 正規
マルタミン注射用 正規
マルトス輸液10% 500mL袋 正規
ミダゾラム注射液10mg「テバ」 正規
ミダフレッサ静注0.1% 正規
ミッドペリック135腹膜透析液2000mL 正規
ミッドペリック250腹膜透析液2000mL 正規
ミネラミック注2mL 正規
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「F」 正規
ミラクリッド注射液5万単位 50,000単位1mL1管 正規
ミリスロール注25mg/50mL 正規
ミリスロール注5mg/10mL 正規
ミリプラ動注用70mg 正規
ミリプラ用懸濁用液4ｍL 正規
ミルセラ注シリンジ100μg 正規
ミルセラ注シリンジ150μg 正規
ミルセラ注シリンジ200μg 正規
ミルセラ注シリンジ25μg 正規
ミルセラ注シリンジ50μg 正規
ミルリーラ注射液10mg10mL1管 正規
メイロン静注7%　250mL1袋 正規
メイロン静注8.4% 8.4%20mL1管 正規
メソトレキセート点滴静注液1000mg 正規
メソトレキセート点滴静注液200mg　8mL1瓶 正規
メチコバール注射液500μg0.5mg1管 正規
メチレンブルー静注50mg「第一三共」 正規
メドウェイ注 25%50mL 試用
メナクトラ筋注 正規
メロペネム点滴静注用0.5ｇ「ファイザー」 正規
モゾビル皮下注24mg 正規
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 正規
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」 正規
ヤーボイ点滴静注液50mg 正規
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 正規
ヨンデリス点滴静注0.25mg 正規
ヨンデリス点滴静注用1mg 正規
ライゾデグ配合注フレックスタッチ 正規
ラジカット点滴静注バッグ30ｍｇ 正規
ラシックス注100mg 正規
ラシックス注20mg 正規
ラスリテック点滴静注用1.5mg 正規
ラスリテック点滴静注用7.5mg 正規
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg 正規
ラボナール注射用0.3g300mg1管 正規
ラボナール注射用0.5g500mg1管 正規
ランタスXR注ソロスター 正規
ランマーク皮下注120mg 正規
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リキスミア皮下注300μg 院外
リクラスト点滴静注液5mg 正規
リコモジュリン点滴静注用　12800U 正規
リスパダールコンスタ筋注用25mg 正規
リスパダールコンスタ筋注用37.5mg 正規
リスパダールコンスタ筋注用50mg 正規
リスモダンP静注50mg5mL1管 正規
リゾビスト注44.6mg1.6mL1瓶 正規
リツキサン点滴静注 100mg10mL1瓶 正規
リツキサン点滴静注 500mg50mL1瓶 正規
リツキシマブBS点滴静注「KHK」 正規
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 正規
リピオドール480注10mL 正規
リプル注5μg 5μg1mL1管 正規
リプレガル点滴静注用3.5mg 正規
リュープリンPRO注射用キット22.5mg 正規
リュープリンSR注射用キット11.25mg 11.25mg1筒 正規
リュープリン注射用1.88mg(懸濁用液付) 正規
リュープリン注射用3.75mg(懸濁用液付) 正規
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 正規
リンデロン注20mg(0.4%)20mg1管 正規
リンデロン注2mg(0.4%)2mg1管 正規
リンデロン注4mg(0.4%)4mg1管 正規
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 正規
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL 正規
ルミセフ皮下注210mgシリンジ 正規
レギチーン注射液10mg1%1mL1管 正規
レギチーン注射液5mg 正規
レギュニールHCa1.5腹膜透析液1500mLＵＶツインバッグ 正規
レギュニールHCa1.5腹膜透析液2000mL UVツインバッグ 正規
レギュニールHCa1.5腹膜透析液2500mLシングルバッグ 正規
レギュニールHCa1.5腹膜透析液5000mLシングルバッグ 正規
レギュニールHCa2.5腹膜透析液1500mL UVツインバッグ 正規
レギュニールHCa2.5腹膜透析液2000mL UVツインバッグ 正規
レギュニールHCa2.5腹膜透析液2500mLシングルバッグ 正規
レギュニールHCa2.5腹膜透析液5000mLシングルバッグ 正規
レスピア静注・経口液60mg 正規
レパーサ皮下注140mgペン 正規
レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー 正規
レペタン注0.2mg 正規
レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」 正規
レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」 正規
レミケード点滴静注用100 100mg1瓶 正規
ロイコボリン注3mg0.3%1mL1管 正規
ロイスタチン注8mg8mL 正規
ロイナーゼ注用5000 5,000K単位1瓶 正規
ロカイン注1%　2mL 正規
ロゼウス静注液40mg 正規
ロピオン静注50mg 正規
ロミプレート皮下注250μg調製用 正規
ロルファン注射液1mg0.1%1mL1管 正規
ワイスタール配合静注用1g 正規
ワゴスチグミン注 2mg 正規
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ワソラン静注5mg0.25%2mL1管 正規
ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg4%1mL1管 正規
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液 正規
塩化Ca補正液1mEq/mL 0.5モル20mL1管 正規
乾燥ガスえそ抗毒素″化血研″各5,000単位入1瓶(溶解液付) 正規
乾燥ボツリヌス抗毒素″化血研″E型10,000単位1瓶(溶解液付) 正規
乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「化血研」(A.B.E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解 正規
乾燥まむし抗毒素″化血研″各6,000単位入1瓶(溶解液付) 正規
冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL 正規
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL1管 正規
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」 正規
献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」 正規
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 正規
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL 正規
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL 正規
献血グロベニン－I静注用2500mg　50mL1瓶(溶解液付) 正規
献血ノンスロン1500注射用 正規
献血ベニロン－I静注用2500mg　50mL1瓶(溶解液付) 正規
光糖液50% 20mL 正規
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ベネシス」 正規
歯科用キシロカインカートリッジ1.8mL1管 正規
歯科用シタネスト－オクタプレシンカートリッジ1.8mL1管 正規
治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」 正規
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」100,000JAU/ｍL 正規
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」10000JAU/mL 正規
診断用アレルゲンエキス「トリヰ」2mL1瓶 正規
診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」1mL1瓶 正規
診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」 正規
水溶性プレドニン10mg1管 正規
水溶性プレドニン50mg1管 正規
生食注シリンジ「NP」 5mL 正規
生食注シリンジ「オーツカ」20mL 正規
生理食塩液PL「フソー」2L 正規
静注用キシロカイン2%5mL1管 正規
静注用フローラン0.5mg1瓶(溶解液付) 正規
静注用マグネゾール20mL1管 正規
組織培養不活化狂犬病ワクチン1瓶(溶解液付) 正規
大塚蒸留水1L1瓶 正規
大塚蒸留水500mL1瓶 正規
大塚食塩注10%20mL1管 正規
大塚生食500mL1袋 正規
大塚生食注100mL1瓶 正規
大塚生食注1L1瓶 正規
大塚生食注20mL1管 正規
大塚生食注250mL1瓶 正規
大塚生食注500mL1瓶 正規
大塚生食注50mL1瓶 正規
大塚糖液10%500mL1袋 正規
大塚糖液20%20mL1管 正規
大塚糖液5%100mL1瓶 正規
大塚糖液5%20mL1管 正規
大塚糖液5%250mL1瓶 正規
大塚糖液5%500mL1瓶 正規
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大塚糖液50%200mL1袋 正規
大塚糖液50%500mL1袋 正規
注射用GHRP科研100 正規
注射用GRF住友100 100μg1瓶(溶解液付) 正規
注射用イホマイド1g1瓶 正規
注射用エンドキサン100mg1瓶 正規
注射用エンドキサン500mg1瓶 正規
注射用サイメリン50mg1瓶 正規
注射用ソル・メルコート125 正規
注射用ソル・メルコート40 正規
注射用ソル・メルコート500 正規
注射用フィルデシン3mg1瓶 正規
注射用フサン10 10mg1瓶 正規
注射用フサン50 50mg1瓶 正規
注射用ペニシリンGカリウム100万単位1瓶 正規
注射用メソトレキセート50mg1瓶 正規
注射用メソトレキセート5mg1瓶 正規
注射用水PL「フソー」100mL1瓶 正規
注射用水PL「フソー」20mL1管 正規
沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」0.5mL1筒 正規
低分子デキストランL注　500mL 正規
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL6g250mL1瓶 正規
動注用アイエーコール100mg 正規
動注用アイエーコール50㎎ 正規
標準化アレルゲン治療エキス「トリイ」スギ花粉2mL1瓶 正規
無水エタノール注「マイラン」 5mL 正規
輸血用チトラミン「フソー」 5mL 試用
硫酸Mg補正液1mEq/mL　0.5モル20mL1管 正規
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」1g1瓶 正規
0.5％ヘキザック水W 500mL 正規
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊10%10g 正規
5－FU軟膏5%協和　5%1g 正規
AZ点眼液0.02% 5mL1瓶 正規
MS温シップ「タイホウ」10g 正規
MS冷シップ「タイホウ」　20g×5枚/包 正規
PA・ヨード点眼・洗眼液　20ｍL瓶 正規
アイオピジンUD点眼液1% 正規
アイノフロー吸入用800ppm 正規
アイファガン点眼液0.1% 5mL 正規
アクアチムクリーム1% 正規
アクアチムローション1% 正規
アクトシン軟膏3% 正規
アクロマイシン軟膏3%　30mg1g 正規
アスタット軟膏1% 正規
アズノールうがい液4% 正規
アズノール軟膏0.033%0.033%10g 正規
アスプール液(0.5%)0.5%1mL 正規
アゾルガ配合懸濁性点眼液 正規
アドエア100ディスカス60吸入用 試用
アドエア125エアゾール120吸入用 正規
アドエア50エアゾール120吸入用 正規
アドフィードパップ40mg　10cm×14cm1枚 院外
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 正規
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アネトカインゼリー2% 正規
アノーロエリプタ30吸入用 正規
アフタッチ口腔用貼付剤25μg 正規
アラセナ－A軟膏3% 正規
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 正規
アルメタ軟膏0.1%1g 正規
アレサガテープ4mg 試用
アレジオン点眼液0.05% 正規
アレベール0.125%1mL 正規
アロンアルフアA「三共」0.5g1管 正規
アンダーム軟膏5% 正規
アンテベートローション0.05% 正規
アンテベート軟膏0.05% 正規
アンヒバ坐剤小児用100mg 正規
アンヒバ坐剤小児用200mg 正規
アンペック坐剤10mg 正規
イソジンガーグル液7% 正規
イソジンシュガーパスタ軟膏 正規
イナビル吸入粉末剤20mg 正規
イミグラン点鼻液20 正規
イムノブラダー膀注用80mg 正規
インタール吸入液1%　2mL1管 正規
インテバンクリーム1% 正規
インテバン外用液1% 正規
ウルティブロ吸入用カプセル 正規
ウレパールクリーム10% 正規
ウロマチックS泌尿器科灌流液3%　3L1袋 正規
エイゾプト懸濁性点眼液1% 正規
エイベリス点眼液0.002% 2.5mL瓶 正規
エキザルベ1g 正規
エスクレ坐剤「250」250mg1個 正規
エスクレ坐剤「500」500mg1個 正規
エストラーナテープ0.72mg 正規
エストリール膣錠0.5mg 正規
エタノール*(丸石)10mL 正規
エタノール「ヒシヤマ」10mL 正規
エネマスター注腸散98.1%10g 正規
エムラクリーム 正規
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 正規
エンペシド腟錠100mg 正規
オイラックスHクリーム1g 正規
オイラックスクリーム10% 正規
オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入 院外
オキサロールローション25μg/g 正規
オキサロール軟膏25μg/g0.0025%1g 正規
オキシドール10mL 正規
オキナゾール腟錠600mg 正規
オクソラレンローション0.3%1mL 正規
オクソラレンローション1%1mL 正規
オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% 正規
オラドールトローチ0.5mg0.5mg1錠 正規
オリブ油*(吉田製薬)10mL 正規
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 正規
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オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 正規
オンブレス吸入用カプセル150μg 正規
カタリン点眼用0.005%　(溶解後の液として) 正規
ガチフロ点眼液0.3% 正規
カデックス軟膏0.9% 正規
カトレップパップ70mg 10cm×14cm1枚 正規
カリーユニ点眼液5mL 正規
キサラタン点眼液0.005% 正規
キシロカインポンプスプレー8%1g 正規
キシロカイン液「4%」4%1mL 正規
キュバール100エアゾール15mg8.7g1瓶 正規
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg 正規
キンダベート軟膏0.05% 正規
グラナテック点眼液0.4% 5mL瓶 正規
グリセリン「ヨシダ」10mL 正規
グリセリン浣腸「オヲタ」120 50%120mL1個 正規
グリセリン浣腸「オヲタ」60 50%60mL1個 正規
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 50%30mL1個 正規
クレナフィン爪外用液10% 正規
クロマイ－P軟膏1g 正規
クロマイ腟錠100mg 正規
ゲーベンクリーム1% 正規
ケトコナゾールクリーム2%「JG」　10ｇチューブ 正規
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 正規
ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 正規
ケラチナミンコーワクリーム20% 正規
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 正規
コールタイジン点鼻液 正規
コカイン塩酸塩「タケダ」原末 正規
コソプト配合点眼液 正規
コムクロシャンプー0.05% 125mL瓶 試用
コンベック軟膏5% 正規
ザーネ軟膏0.5%5,000単位1g 正規
サーファクテン気管注入用120mg 正規
サイプレジン1%点眼液1%1mL 正規
ザジテン点眼液0.05%　3.45mg5mL1瓶 正規
ザジテン点鼻液0.05%　6.048mg8mL 正規
サトウザルベ軟膏10%10g 正規
ザラカム配合点眼液 2.5mL 正規
サリベートエアゾール　50g 正規
サルタノールインヘラー100μg 正規
サンコバ点眼液0.02%5mL1瓶 正規
サンテマイシン点眼液0.3%3mg1mL 正規
サンドールMY点眼液4% 正規
サンドールP点眼液 5mL瓶 正規
サンピロ点眼液2%　5mL 正規
シーブリ吸入用カプセル50μg 正規
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 正規
ジクアス点眼液3%　5mL 正規
ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 正規
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 正規
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 正規
シムビコートタービュヘイラー60吸入 正規
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スチブロン軟膏0.05% 正規
ステリクロンW液0.02 0.02%10mL 正規
ステリクロンW液0.05 0.05%10mL 正規
スピール膏M25cm2 1枚 正規
スピオルトレスピマット60吸入 正規
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 正規
スプレキュア点鼻液0.15%15.75mg10mL1瓶 正規
スポンゼル5cm×2.5cm1枚 正規
スミスリンローション5%　30ｇ瓶 正規
ゼフナートクリーム2% 正規
ゼフナート外用液2%10mL 正規
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 正規
ゼルフォーム2cm×6cm×0.7cm1枚 正規
ゾビラックス眼軟膏3% 正規
ソフラチュール貼付剤10cm　(10.8mg)10cm×10cm1枚 正規
ダイアップ坐剤4 4mg1個 正規
ダイアップ坐剤6 6mg1個 正規
タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm（ハーフサイズ） 正規
タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm（レギュラーサイズ） 正規
タプコム配合点眼液 2.5mL瓶 正規
タプロス点眼液0.0015%  37.5μg/2.5ｍL 正規
タリビッド眼軟膏0.3% 正規
タリビッド耳科用液0.3%　3mg1mL 正規
チモプトールXE点眼液0.5% 正規
ディビゲル1mg 院外
ディフェリンゲル0.1% 正規
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 正規
デスモプレシンスプレー10協和　5mL瓶 正規
デスモプレシンスプレー2.5協和 125μg/5mL 正規
デスモプレシン点鼻液0.01%協和　250μg1瓶 正規
デタントール0.01%点眼液0.01%1mL 正規
デュアック配合ゲル 10gチューブ 院外
デュオトラバ配合点眼液 2.5mL 正規
デルモゾールGクリーム 5gチューブ 正規
デルモゾールG軟膏 5gチューブ 正規
デルモベートクリーム0.05% 正規
デルモベートスカルプローション0.05% 正規
デルモベート軟膏0.05% 正規
トービイ吸入液300mg 正規
トプシムクリーム0.05% 正規
トプシムローション0.05% 正規
ドボネックス軟膏50μg/g　0.005%1g 正規
ドボベットゲル15gチューブ 院外
ドボベット軟膏 15g 正規
トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL瓶 正規
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 正規
トルソプト点眼液1% 正規
ドレニゾンテープ4μg/cm2 (0.3mg)7.5cm×10cm 正規
ナウゼリン坐剤10 10mg1個 正規
ナウゼリン坐剤30 30mg1個 正規
ナウゼリン坐剤60 60mg1個 正規
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 正規
ニコチネルTTS10(17.5mg) 正規
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ニコチネルTTS20(35mg) 正規
ニコチネルTTS30(52.5mg) 30cm2 1枚 正規
ニゾラールローション2% 正規
ニトロダームTTS25mg　10cm2 1枚 正規
ニフラン点眼液0.1% 正規
ニュープロパッチ13.5mg 正規
ニュープロパッチ18mg 正規
ニュープロパッチ2.25mg 正規
ニュープロパッチ4.5mg 正規
ニュープロパッチ9mg 正規
ネオキシテープ73.5mg 正規
ネオシネジンコーワ5%点眼液5%1mL 正規
ネオステリングリーンうがい液0.2% 正規
ネバナック懸濁性点眼液0.1% 2.5mL 正規
ネリゾナソリューション0.1% 正規
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 正規
ネリプロクト坐剤1個 正規
ノルスパンテープ10mg 正規
ノルスパンテープ5mg 正規
ハイパジールコーワ点眼液0.25%0.25%1mL 正規
バクトロバン鼻腔用軟膏2% 正規
パタノール点眼液0.1%5mL 正規
パッチテストパネル(S) 正規
パニマイシン点眼液0.3%　3mg1mL 正規
パピロックミニ点眼液0.1%0.1%0.4mL1個 正規
バラマイシン軟膏(BTRC250単位FRM2mg)1g 正規
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入22.4mg1瓶(200μg) 正規
パルミコート吸入液0.25mg2mL 正規
バンコマイシン眼軟膏1% 正規
パンデル軟膏0.1% 正規
ヒアレインミニ点眼液0.3%0.4mL1個 正規
ヒアレイン点眼液0.1%5mL 正規
ヒアレイン点眼液0.3% 5mL 正規
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184％(バッグ製剤) 試用
ビソノテープ4mg 正規
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 正規
ピマリシン点眼液5%「センジュ」50mg1mL 正規
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 正規
ヒルドイドローション0.3%　50g 正規
フィブラストスプレー500 500μg1瓶(溶解液付) 正規
フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉10g 正規
フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 正規
フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 正規
フェントステープ1mg 正規
フェントステープ4mg 正規
フシジンレオ軟膏2%　20mg1g 正規
フラジール膣錠250mg 正規
フラビタン眼軟膏0.1% 正規
フラビタン点眼液0.05%0.05%5mL1瓶 正規
フルコートクリーム0.025% 正規
フルコート軟膏0.025% 正規
フルタイド100ディスカス100μg60ブリスター1個 正規
フルタイド200ディスカス200μg60ブリスター1個 正規
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フルタイド50μgエアゾール120吸入用　9.72mg10.6g1瓶 正規
フルティフォーム125エアゾール120吸入用 正規
フルメタクリーム0.1%1g 正規
フルメトロン点眼液0.02% 正規
フルメトロン点眼液0.1% 正規
フルルビプロフェンテープ40mg「ユートク」 正規
プレグランディン腟坐剤1mg 正規
プレドニン眼軟膏0.25%1g 正規
プレドネマ注腸20mg 正規
フローレス眼検査用試験紙0.7mg 正規
フロジン外用液5% 正規
プロスタンディン軟膏0.003% 正規
プロトピック軟膏0.03%小児用 正規
プロトピック軟膏0.1% 正規
ブロナック点眼液0.1% 正規
プロペト10g 正規
プロボコリン吸入粉末溶解用100mg 正規
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 正規
ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ) 正規
ベガモックス点眼液 0.5%5mL 正規
ベストロン耳鼻科用1%　10mg1mL(溶解後の液として) 正規
ベストロン点眼用0.5%　5mg1mL(溶解後の液として) 正規
ベセルナクリーム 正規
ベネトリン吸入液0.5% 正規
ベノキシール点眼液0.4% 正規
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー「PP」100g 正規
ベピオゲル2.5% 15gチューブ 正規
ベリプラストP コンビセット組織接着用　5mL2キット1組 正規
ベリプラストPコンビセット組織接着用0.5mL 正規
ベリプラストPコンビセット組織接着用1mL 正規
ベリプラストPコンビセット組織接着用3ｍL 正規
ペンタサ坐剤1g 正規
ペンタサ注腸1g 正規
ペンレステープ18mg　30.5mm×50.0mm1枚 正規
ホクナリンテープ1mg 正規
ホクナリンテープ2mg 正規
ホスミシンS耳科用3%　30mg1mL(溶解後の液として) 正規
ボスミン外用液0.1% 正規
ポビドンヨードゲル10%「明治」 正規
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 500mL 正規
ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」 正規
ポピヨドン液10%250mL 正規
ボルタレンサポ12.5mg 正規
ボルヒール組織接着用0.5mL4瓶1組 正規
ボルヒール組織接着用1mL4瓶1組 正規
ボルヒール組織接着用3mL4瓶1組 正規
ボルヒール組織接着用5mL4瓶1組 正規
マーデュオックス軟膏 10gチューブ 正規
マイコスポールクリーム1% 正規
マクロゴール400010g 正規
マクロゴール軟膏*(吉田製薬)10g 正規
マスキンW・エタノール液(0.5w/v%)0.5%10mL 正規
ミケランLA点眼液 2% 正規
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ミケルナ配合点眼液 2.5mL 院外
ミレーナ 正規
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL 正規
ムコフィリン吸入液20%　17.62%2mL1包 正規
メノエイドコンビパッチ 正規
メプチンエアー10μg吸入100回 正規
メプチンキッドエアー5μg吸入100回 正規
メプチン吸入液ユニット0.3mL 正規
モーラスパップ60mg　14cm×20cm 院外
モーラスパップXR120mg 正規
モーラスパップXR240mg 院外
ヨウ素「ヨシダ」1g 正規
ラクリミン点眼液0.05% 5mL瓶 院外
ラパリムスゲル0.2% 10gチューブ 試用
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 正規
リドメックスコーワローション0.3% 正規
リバスタッチパッチ13.5mg 正規
リバスタッチパッチ18mg 正規
リバスタッチパッチ4.5mg 正規
リバスタッチパッチ9mg 正規
リレンザ5mg 正規
リンデロン－V軟膏0.12%5gチューブ 正規
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 正規
リンデロン点眼液0.01%5mL瓶 正規
ルコナック爪外用液5% 3.5g瓶 院外
ルティナス膣錠100mg 正規
ルミガン点眼液0.03% 2.5mL瓶 正規
ルリコンクリーム1%　10gチューブ 正規
ルリコン液1% 正規
レクタブル2mg注腸フォーム14回 正規
レスキュラ点眼液0.12% 正規
レスタミンコーワクリーム1% 正規
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 正規
レルベア100エリプタ30吸入用 正規
レルベア200エリプタ30吸入用 正規
ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 正規
ロコアテープ 7枚包 正規
ロコイドクリーム0.1% 正規
ロコイド軟膏0.1% 正規
ロゼックスゲル0.75% 50gチューブ 正規
亜鉛華デンプン「マルイシ」 正規
亜鉛華デンプン10g 正規
亜鉛華軟膏「ホエイ」10g 正規
亜硝酸アミル「第一三共」0.25mL1管 正規
塩化ナトリウム10g 正規
眼・耳科用リンデロンA軟膏1g 正規
希ヨードチンキ*(丸石)10mL 正規
強力ポステリザン(軟膏)1g 正規
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏1g 正規
消毒用エタノール*(丸石)500mL瓶 正規
消毒用エタノール*(健栄)100mL瓶 正規
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 正規
硝酸銀「ホエイ」1g 正規
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薬剤名 採用区分
新レシカルボン坐剤1個 正規
親水ワセリン「ホエイ」10g 正規
親水軟膏*(日興製薬)10g 正規
人工涙液マイティア点眼液5mL1瓶 正規
精製ラノリン*(吉田製薬)10g 正規
日点アトロピン点眼液1%1%5mL1瓶 正規
白色ワセリン「ヨシダ」 正規
複方ヨード・グリセリン「丸石」　10mL 正規
無水エタノール「ヒシヤマ」10mL 正規
流動パラフィン「ヨシダ」10mL 正規
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL 正規
ペリオクリン歯科用軟膏10mg0.5g1シリンジ 正規
ボースデル内用液 10mg/250mL 正規


