
新潟市民病院　採用医薬品一覧（2020年7月現在）
採用区分 医薬品名 備考

院外・院内限定 アーガメイト20%ゼリー25g 後発品
院内限定 アーゼラ点滴静注液1000mg
院内限定 アーゼラ点滴静注液100mg
院外 アーチスト錠1.25mg
院外 アーチスト錠10mg
院外 アーチスト錠2.5mg
院外 アーチスト錠20mg
院外・院内 アーテン錠(2mg)
院内 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
院内 アービタックス注射液100mg
院外 アーリーダ錠60mg
院内 動注用アイエーコール100mg
院外・院内 アイオピジンUD点眼液1%
院外・院内限定 アイクルシグ錠15mg
院内限定 アイセントレス錠600mg
院外・院内限定 アイトロール錠10mg
院外 アイトロール錠20mg
院内 アイノフロー吸入用800ppm
院外・院内 アイピーディカプセル100
院外 アイピーディドライシロップ5%
院外・院内限定 アイファガン点眼液0.1%
院外 アイベータ配合点眼液
院外 アイミクス配合錠HD
院外 アイミクス配合錠LD
院内 アイリーア硝子体内注射液40mg/mL
院外・院内 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 後発品
院外・院内限定 亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」
院内 アキネトン注射液5mg
院外 アキネトン細粒1%
院外・院内 アキネトン錠1mg
院外・院内 アクアチムクリーム1%
院外・院内限定 アクアチムローション1%
院外 アクアチム軟膏1%
院内 アクチバシン注2400万
院内 アクチバシン注600万
院外・院内限定 アクテムラ点滴静注用200mg
院内限定 アクテムラ点滴静注用400mg
院内限定 アクテムラ点滴静注用80mg
院外・院内限定 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
院外・院内限定 アクテムラ皮下注162mgシリンジ
院内 アクトヒブ
院外・院内 アクトシン軟膏3%
院外 アクトスOD錠15
院外 アクトス錠15
院外 アクトスOD錠30
院外 アクトス錠30
院外 アクトネル錠17.5mg
院外 アクトネル錠2.5mg
院外 アクトネル錠75mg
院内 アクプラ静注用100mg
院内 アクプラ静注用10mg
院内 アクプラ静注用50mg
院内 アクラシノン注射用20mg
院外・院内限定 アグリリンカプセル0.5mg
院内限定 アクロマイシンVカプセル250mg
院外 アクロマイシン軟膏3%
院内 アコアラン静注用600
院内 アコアラン静注用1800
院外・院内限定 アコファイド錠100mg
院内 アザクタム注射用1g
院外・院内限定 アサコール錠400mg
院外・院内 アザニン錠50mg
院外・院内限定 アザルフィジンEN錠250mg
院外・院内 アザルフィジンEN錠500mg
院内 アシアロシンチ注
院外 アシノン錠150mg
院外 アシノン錠75mg
院外 アジマイシン点眼液1%
院内 亜硝酸アミル「AFP」
院外 アジルバ錠10mg
院外・院内 アジルバ錠20mg
院外 アジルバ錠40mg
院外 アジレクト錠0.5mg
院外 アジレクト錠1mg
院外 アスタットクリーム1%
院外 アスタット外用液1%
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院外 アスタット軟膏1%
院外・院内 アストミン錠10mg
院外 アズノール錠2mg
院外・院内 アズノールST錠口腔用5mg
院外・院内 アズノールうがい液4% 後発品
院外・院内 アズノール軟膏0.033%
院外 アスパラカリウム散50%
院外・院内 アスパラカリウム錠300mg
院外 アスパラ-CA錠200
院外・院内限定 L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 後発品
院外・院内限定 アスパラ配合錠
院外 「純生」アスピリン
院外・院内 アスピリン「ヨシダ」
院外・院内限定 アスペノンカプセル10
院外 アスペノンカプセル20
院外・院内 アスベリン散10%
院外 アスベリンシロップ0.5%
院外 アスベリン錠10
院外 アスベリン錠20
院外 アスベリンドライシロップ2%
院外 アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入
院外 アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入
院内 アセサイド6%消毒液
院外・院内 アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」
院外 アセチルスピラマイシン錠200
院外 アセトアミノフェン「JG」原末
院外・院内 アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」
院内 アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 後発品
院外 アゼプチン錠1mg
院内 アセリオ静注液1000mgバッグ
院内 アゾセミド錠30mg「ＪＧ」 後発品
院内 アゾセミド錠60mg「ＪＧ」 後発品
院外 アゾルガ配合懸濁性点眼液
院外・院内限定 アダプチノール錠5mg
院内 アタラックス-P注射液(25mg/ml)
院外・院内 アタラックス-P注射液(50mg/ml)
院外 アダラートL錠10mg
院外 アダラートL錠20mg
院外・院内 アタラックス-Pカプセル25mg
院外 アタラックス-Pシロップ0.5%
院外 アダラートCR錠10mg
院外 アダラートCR錠20mg
院外 アダラートCR錠40mg
院外 アタラックス-Pドライシロップ2.5%
院外 アディノベイト静注用５００
院外 アディノベイト静注用１０００
院外 アディノベイト静注用２０００
院内 アテノロール錠25mg「NikP」 後発品
院内 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 後発品
院内 アデホス-Lコーワ注20mg
院内 アデホス-Lコーワ注40mg
院外 アデホスコーワ腸溶錠20
院外 アデホスコーワ腸溶錠60
院外・院内 アデホスコーワ顆粒10%
院外 アデムパス錠0.5mg
院外・院内限定 アデムパス錠1.0mg
院外・院内限定 アデムパス錠2.5mg
院外 アテレック錠10
院外 アテレック錠5
院外 アドエア100ディスカス28吸入用
院外 アドエア100ディスカス60吸入用
院外・院内限定 アドエア125エアゾール120吸入用
院外・院内 アドエア250ディスカス28吸入用
院外 アドエア250ディスカス60吸入用
院外・院内 アドエア500ディスカス28吸入用
院外 アドエア500ディスカス60吸入用
院外 アドエア50エアゾール120吸入用
院外・院内限定 アドシルカ錠20mg
院内 アドステロール-I131注射液
院外 アトーゼット配合錠HD
院外 アトーゼット配合錠LD
院内 アドセトリス点滴静注用50mg
院外・院内 アドソルビン原末
院外 アドナ錠10mg
院外 アドナ錠30mg
院外 アドナ注(静脈用)100mg
院外 アドナ注(静脈用)50mg
院内 アトニン-O注5単位
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院外 アドフィードパップ40mg
院外・院内限定 アドベイト静注用キット250
院外・院内限定 アドベイト静注用キット500
院外　院内 アドベイト静注用キット1000
院外　 アドベイト静注用キット1500
院外　院内 アドベイト静注用キット2000
院内限定 アトモキセチン錠10mg「トーワ」 後発品
院内 アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 後発品
院内 アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 後発品
院内 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 後発品
院内 アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 後発品
院内 アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」
院外 アトロベントエロゾル20μg
院外・院内 日点アトロピン点眼液1% 後発品
院内 アナフラニール点滴静注液25mg
院外 アナフラニール錠10mg
院外・院内限定 アナフラニール錠25mg
院内 アナペイン注10mg/mL
院内 アナペイン注2mg/mL
院内 アナペイン注7.5mg/mL
院内 アネキセート注射液0.5mg
院内 アネメトロ点滴静注液500mg
院外 アノーロエリプタ7吸入用
院内 アバスチン点滴静注用100mg/4mL
院内 アバスチン点滴静注用400mg/16mL
院外 アバプロ錠100mg
院外 アバプロ錠200mg
院外 アバプロ錠50mg
院内 アビガン錠200mg
院外 アピドラ注100単位/mL
院外 アピドラ注カート
院外・院内 アピドラ注ソロスター
院外・院内限定 アフィニトール錠5mg
院外・院内 アブストラル舌下錠100μg
院外・院内 アブストラル舌下錠200μg
院外 アブストラル舌下錠400μg
院外 アフタシール25μg
院外 アフタゾロン口腔用軟膏0.1%
院外・院内 アフタッチ口腔用貼付剤25μg
院内 アブラキサン点滴静注用100mg
院外・院内限定 アプレゾリン錠10mg
院内 アプレピタントカプセル125mg「NK」 後発品
院内 アプレピタントカプセル80mg「NK」 後発品
院外・院内 アベロックス錠400mg
院外・院内 アヘン散「第一三共」
院外 アヘンチンキ「第一三共」
院外・院内限定 アポカイン皮下注30mg
院外・院内限定 アボネックス筋注30μgペン
院外・院内限定 アボネックス筋注用シリンジ30μg
院外・院内 アボルブカプセル0.5mg
院外・院内限定 アマージ錠2.5mg
院外 アマリール0.5mg錠
院外 アマリール1mg錠
院外 アマリール3mg錠
院内 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 後発品
院内 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 後発品
院内 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 後発品
院内 アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 後発品
院内 アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 後発品
院内 アミサリン注200mg
院外・院内 アミサリン錠125mg
院外 アミティーザカプセル12μg
院外・院内 アミティーザカプセル24μg
院内 アミニック輸液
院外・院内 アミノレバンEN配合散
院内 アミノレバン点滴静注
院内 アムビゾーム点滴静注用50mg
院外 アムロジンOD錠2.5mg
院外 アムロジン錠2.5mg
院内 アムロジピンOD錠5mg「明治」 後発品
院外 アムロジンOD錠5mg
院外 アムロジン錠5mg
院外 アメナリーフ錠200mg
院外 アメパロモカプセル250mg
院外・院内限定 アモキサンカプセル25mg
院外 アモキサンカプセル50mg
院外 アモバン錠10
院外 アモバン錠7.5
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院内限定 アラグリオ顆粒剤分包1.5g
院内限定 アラセナ-A点滴静注用300mg
院外・院内 アラセナ-A軟膏3%
院内限定 アラベル内用剤1.5g
院外 アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用
院外 アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用
院内限定 アリクストラ皮下注5mg
院内限定 アリクストラ皮下注7.5mg
院外 アリセプトD錠10mg
院外 アリセプト錠10mg
院外・院内限定 アリセプトD錠3mg
院外 アリセプト錠3mg
院外・院内 アリセプトD錠5mg
院外 アリセプト錠5mg
院外 アリセプト内服ゼリー10mg
院外 アリセプト内服ゼリー3mg
院外 アリセプト内服ゼリー5mg
院外・院内 25mgアリナミンF糖衣錠
院内限定 アリナミン注射液10mg
院外・院内限定 アリミデックス錠1mg
院内 アリムタ注射用100mg
院内 アリムタ注射用500mg
院内 アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液10w/w％「ファイザー」 後発品
院内 アルギニン点滴静注30g「AY」
院外・院内限定 アルギU配合顆粒
院外・院内 アルケラン錠2mg
院内限定 アルケラン静注用50mg
院外 アルサルミン細粒90%
院内 アルスロマチック関節手術用灌流液
院外 アルタットカプセル37.5mg
院外 アルタットカプセル75mg
院外・院内 アルダクトンA細粒10%
院外 アルダクトンA錠25mg
院外 アルダクトンA錠50mg
院内 アルツディスポ関節注25mg
院外 アルドメット錠125
院外・院内 アルドメット錠250
院外 アルピニー坐剤100
院外 アルピニー坐剤200
院外 アルピニー坐剤50
院内 献血アルブミン20％静注10ｇ／50ｍＬ「ＪＢ」
院内 献血アルブミン5％静注12.5g/250mL「ＪＢ」
院内 献血アルブミン5％静注5g/100mL「ＪＢ」
院内 アルプロスタジル注10μg「サワイ」
院内 アルプロスタジル注５μg「サワイ」
院内 アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」 後発品
院外 アルファロールカプセル0.25μg
院外 アルファロールカプセル0.5μg
院外 アルファロールカプセル1μg
院外 アルファロール散1μg/g
院外・院内 アルファロール内用液0.5μg/mL
院内 アルベカシン硫酸塩注射液200mg「テバ」
院内 アルベカシン硫酸塩注射液25mg「テバ」
院外 アルメタ軟膏
院外・院内 アルロイドG内用液5%
院外 アレギサールドライシロップ0.5%
院外 アレギサール錠10mg
院外 アレギサール錠5mg
院外 アレギサール点眼液0.1%
院外 アレグラドライシロップ5％
院外・院内限定 アレグラ錠30mg
院外・院内限定 アレグラ錠60mg
院外・院内限定 アレジオンドライシロップ1%
院外 アレジオン錠10
院外 アレジオン錠20
院外 アレジオン点眼液0.05%
院外 アレジオンLX点眼液0.1%
院外・院内 アレビアチン散10%
院外・院内 アレビアチン錠100mg
院外 アレビアチン錠25mg
院内 アレビアチン注250mg
院外 アレベール吸入用溶解液0.125%
院内 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」対照液
院内 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:100
院内 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
院内 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
院内 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
院外 アレロックOD錠2.5
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院外 アレロックOD錠5
院外 アレロック錠2.5
院外 アレロック錠5
院外・院内限定 アレロック顆粒0.5%
院外・院内限定 アレセンサカプセル150mg
院内 アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 後発品
院内 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg
院外・院内 アローゼン顆粒
院外 アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
院外・院内限定 アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」
院外 アロフト錠20mg
院外 アロマシン錠25mg
院内 アロンアルフアA「三共」
院外 アンカロン錠100
院外・院内限定 アンコチル錠500mg
院内 アンサー皮下注20μg
院外 アンジュ28錠
院内 アンチレクス静注10mg
院外・院内 アンテベートクリーム0.05%
院外・院内 アンテベートローション0.05%
院外・院内 アンテベート軟膏0.05%
院外 アンヒバ坐剤小児用100mg
院外 アンヒバ坐剤小児用200mg
院外 アンヒバ坐剤小児用50mg
院内 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」 後発品
院外 アンプラーグ錠100mg
院外・院内 アンペック坐剤10mg
院外・院内 アンペック坐剤20mg
院外 アンペック坐剤30mg
院内限定 ESポリタミン配合顆粒
院内 EOB・プリモビスト注シリンジ（10mL）
院外・院内 イーケプラドライシロップ50%
院外 イーケプラ錠250mg
院外・院内 イーケプラ錠500mg
院内 イーケプラ点滴静注500mg
院外 イーシー・ドパール配合錠
院外 EPLカプセル250mg 後発品
院外 イーフェンバッカル錠100μg
院外 イーフェンバッカル錠200μg
院外 イーフェンバッカル錠400μg
院外 イーフェンバッカル錠50μg
院外 イーフェンバッカル錠600μg
院外 イーフェンバッカル錠800μg
院外 イオウ・カンフルローション「東豊」
院内 イオダインＭ消毒液10％ 後発品
院内 イオパミロン注300（100mL）
院内 イオパミロン注300（20mL）
院内 イオパミロン注300（50mL）
院内 イオパミロン注300シリンジ（100mL）
院内 イオパミロン注300シリンジ（80mL）
院内 イオパミロン注370（20mL）
院内 イオパミロン注370シリンジ（100mL）
院外・院内 イグザレルト錠10mg
院外・院内 イグザレルト錠15mg
院外 イクスタンジ錠40mg
院外・院内限定 イクスタンジ錠80mg
院内 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 後発品
院外・院内 イスコチン錠100mg
院内 イスコチン注100mg
院内限定 イストダックス点滴静注用10mg
院外 イソジンガーグル液7%
院外 イソジンゲル10%
院外 イソジン液10%
院内 イソソルビド内用液70％「ＣＥＯ」 後発品
院内 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 後発品
院外 イソバイドシロップ70%
院内 イソビスト注240
院内限定 イソビスト注300
院内 イソプロパノール「ヨシダ」
院外 イソミタール原末
院内 イダマイシン静注用5mg
院外・院内限定 イデルビオン静注用1000
院外 イデルビオン静注用2000
院外 イドメシンコーワゾル1%
院外 イドメシンコーワパップ70mg
院内 イトラコナゾール錠100mg「日医工」 後発品
院外 イトリゾールカプセル50
院外・院内 イトリゾール内用液1%
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院外 イナビル吸入粉末剤20mg
院外 イニシンク配合錠
院外・院内限定 イノベロン錠100mg
院外・院内限定 イノベロン錠200mg
院外 イノラス配合経腸用液
院外 イノレット30R注
院内限定 イベニティ皮下注105mgシリンジ
院外・院内 イフェクサーSRカプセル37.5mg
院内 イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 後発品
院外 イブランスカプセル25mg
院外 イブランスカプセル125mg
院内 注射用イホマイド1g
院外・院内 イマチニブ錠100mg「明治」 後発品
院外・院内 イマチニブ錠200mg「明治」 後発品
院外 イミグラン錠50
院外・院内限定 イミグランキット皮下注3mg
院外・院内限定 イミグラン点鼻液20
院外・院内 イミグラン注3
院内限定 イミフィンジ点滴静注120mg
院内限定 イミフィンジ点滴静注500mg
院内 イムネース注35
院内 イムノブラダー膀注用40mg
院外・院内限定 イムブルビカカプセル140mg
院外 イムラン錠50mg
院外 イメンドカプセル125mg
院外 イメンドカプセル80mg
院外 イメンドカプセルセット
院内 イモバックスポリオ皮下注
院内 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」 後発品
院内 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」 後発品
院外 イリボー錠2.5μg
院外 イリボー錠5μg
院外・院内限定 イリボーOD錠2.5μg
院外 イリボーOD錠5μg
院外 イルトラ配合錠HD
院外 イルトラ配合錠LD
院外 イルベタン錠100mg
院外 イルベタン錠50mg
院外・院内限定 イレッサ錠250
院外 イロクテイト静注用1000
院外 イロクテイト静注用1500
院外 イロクテイト静注用2000
院外・院内限定 インヴェガ錠3mg
院外・院内 インクレミンシロップ5% 後発品
院内 インジウムDTPA(111In)注
院内 インジゴカルミン注20mg「AFP」
院外 インスリン　グラルギンBS注カート「リリー」
院外 インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 後発品
院外・院内 インスリン　グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 後発品
院外 インタールエアロゾル1mg
院外 インタール吸入液1%
院内 インダシン静注用1mg
院外 インチュニブ錠1mg
院外 インチュニブ錠3mg
院外 インテバンクリーム1%
院外 インテバン外用液1%
院外 インテバン坐剤25
院外・院内 インデラル錠10mg
院内 インデラル注射液2mg
院外 インテナースパップ70mg
院外・院内 イントラリポス輸液20% 後発品
院内 インドメタシンクリーム1%「日医工」 後発品
院内 インドメタシン外用液1%「日医工」 後発品
院外 インフリーSカプセル200mg
院外 インフリーカプセル100mg
院内限定 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 後発品
院外・院内限定 インライタ錠1mg
院外・院内限定 インライタ錠5mg
院内 ヴィーンF輸液
院内限定 献血ヴェノグロブリンIH5%静注10g/200mL
院内限定 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL
院内限定 献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL
院内 献血ヴェノグロブリンIH10％静注0.5g/5mL
院内 献血ヴェノグロブリンIH10％静注2.5g/25mL
院内 献血ヴェノグロブリンIH10％静注5g/50mL
院内 献血ヴェノグロブリンIH10％静注10g/100mL
院内 献血ヴェノグロブリンIH10％静注20g/200mL
院内 ウエルアップハンドローション1%
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院外・院内限定 ヴォトリエント錠200mg
院外 ウテメリン錠5mg
院外 ウプトラビ錠0.2mg
院外 ウプトラビ錠0.4mg
院外・院内 ウブレチド錠5mg
院外 ウラリット-U配合散
院外 ウラリット配合錠
院外 ウリアデック錠20mg
院外 ウリアデック錠40mg
院外 ウリトス錠0.1mg
院外 ウルグートカプセル200mg
院外・院内 ウルソ顆粒5%
院外 ウルソ錠100mg
院外 ウルソ錠50mg
院内 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 後発品
院外・院内 ウルティブロ吸入用カプセル
院内 ウルトラテクネカウ
院外・院内 ウレパールクリーム10%
院外 ウレパールローション10%
院外・院内 ウロカルン錠225mg
院内 ウロミテキサン注100mg
院内 ウロミテキサン注400mg
院内 ウログラフイン注60%
院内 ウロナーゼ冠動注用12万単位
院内 ウロナーゼ静注用6万単位
院内 ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%
院外 AZ点眼液0.02% 後発品
院外・院内 エイゾプト懸濁性点眼液1%
院外・院内 HCGモチダ筋注用5千単位
院外 エイベリス点眼液0.002％
院内 エイムゲン
院外 エースコール錠1mg
院外 エースコール錠2mg
院外 エースコール錠4mg
院外・院内 エカード配合錠HD
院外 エカード配合錠LD
院内 液化亜酸化窒素*(日産)
院外・院内 エキザルベ
院内限定 エキセメスタン錠25mg「マイラン」 後発品
院内 液体酸素
院外・院内 エクア錠50mg
院内 エクザール注射用10mg
院外・院内限定 エクストラニール腹膜透析液1.5L
院内限定 エクストラニール腹膜透析液1.5L（排液用バッグ付）
院外 エクストラニール腹膜透析液　シングルバッグ・機器専用　1.5L　
院内限定 エクストラニール腹膜透析液2L
院内限定 エクストラニール腹膜透析液2L(排液用バッグ付）
院外・院内 エクセグラン散20%
院外・院内 エクセグラン錠100mg
院外 エクセラーゼ配合錠 後発品
院外 エクフィナ錠50mg
院外 エクメット配合錠HD
院外 エクメット配合錠LD
院外 エクラークリーム0.3%
院外 エクラープラスター20μg/cm2
院外 エクリラ400μgジェヌエア30吸入用
院外・院内 エコリシン眼軟膏
院外・院内 エサンブトール錠250mg
院外 S・M配合散
院外 エスクレ坐剤「250」
院外 エスクレ坐剤「500」
院外・院内 エスクレ注腸用キット「500」
院外 SG配合顆粒
院外 エストラーナテープ0.09mg
院外 エストラーナテープ0.18mg
院外 エストラーナテープ0.36mg
院外・院内限定 エストラーナテープ0.72mg
院外・院内限定 エストラサイトカプセル156.7mg
院外・院内限定 エストリール錠1mg*(持田)
院外 エストリール腟錠0.5mg
院外・院内 SPトローチ0.25mg「明治」 後発品
院内 エスポー注射液750
院外・院内 エスワンタイホウ配合OD錠T20 後発品
院外・院内 エスワンタイホウ配合OD錠T25 後発品
院内 消毒用エタノール「ケンエー」
院内 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」 後発品
院内 エチゾラム錠0.5mg「日医工」 後発品
院外 エックスフォージ配合錠
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院外 エディロールカプセル0.5μg
院外・院内 エディロールカプセル0.75μg
院内 エトキシスクレロール1%注射液
院内 エトドラク錠200mg「タイヨー」 後発品
院内 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」
院外・院内 エネーボ配合経腸用液
院外 エバステルOD錠10mg
院外 エバステルOD錠5mg
院外 エバステル錠10mg
院外 エパデールS300
院外 エパデールS600
院外 エパデールS900
院外 エパデールカプセル300
院外 エバミール錠1.0
院外・院内限定 エビスタ錠60mg
院内 エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 後発品
院外・院内 エビプロスタット配合錠DB
院外 エピペン注射液0.15mg
院外・院内限定 エピペン注射液0.3mg
院外・院内 エビリファイOD錠12mg
院外 エビリファイOD錠24mg
院外・院内 エビリファイOD錠3mg
院外 エビリファイOD錠6mg
院外 エビリファイ錠12mg
院外 エビリファイ錠3mg
院外 エビリファイ錠6mg
院内 エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 後発品
院内 エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 後発品
院外 エピレオプチマル散50%
院外・院内 エフィエント錠3.75mg
院外 エフィエント錠5mg
院内 エフィエントOD錠20mg
院内 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg
院外 エプクルーサ配合錠
院外・院内限定 エプジコム配合錠
院内 Ｆバニッシュ歯科用5％
院外・院内 エフピーOD錠2.5
院外・院内 エブランチルカプセル15mg
院外 エブランチルカプセル30mg
院内 エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」 後発品
院内 エポジン注シリンジ1500
院内 エポジン注シリンジ3000
院内限定 エポジン皮下注シリンジ12000
院内 エポジン皮下注シリンジ24000
院外 エホチール錠5mg
院内限定 エホチール注10mg
院内限定 エポプロステノール静注用0.5mg 「Ｆ」 後発品
院内限定 エポプロステノール静注用「F」専用溶解液
院外 エミレース錠10mg
院外・院内 MSコンチン錠10mg
院外・院内 MSコンチン錠30mg
院外 MSコンチン錠60mg
院外 MS温シップ「タイホウ」 後発品
院外・院内 MS温シップ「タカミツ」 後発品
院外 MS冷シップ「タイホウ」 後発品
院外・院内 MS冷シップ「タカミツ」 後発品
院内限定 エムプリシティ点滴静注用300mg
院内限定 エムプリシティ点滴静注用400mg
院内 エムラクリーム
院外 エラスチーム錠1800
院内 注射用エラスポール100
院外・院内 エリキュース錠2.5mg
院外・院内 エリキュース錠5mg
院外 エリザスカプセル外用400μg
院外・院内 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用
院外・院内限定 エリスロシンドライシロップW20%
院外・院内 エリスロシン錠100mg
院外 エリスロシン錠200mg
院内 エリスロシン点滴静注用500mg
院内 エリル点滴静注液30mg
院内 LH-RH注0.1mg「タナベ」
院外 エルカルチンFF錠100mg
院外・院内 エルカルチンFF錠250mg
院外・院内 エルカルチンFF内用液10%
院外 エルカルチンFF内用液10%分包10mL
院内 エルシトニン注20S
院内限定 エルシトニン注40単位
院外・院内 エルネオパNF1号輸液(1000mL)
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院外 エルネオパNF1号輸液(1500mL)
院外・院内 エルネオパNF2号輸液(1000mL)
院外・院内 エルネオパNF2号輸液(1500mL)
院外・院内 エレジェクト注シリンジ 後発品
院外・院内 エレンタールP乳幼児用配合内用剤
院外・院内 エレンタール配合内用剤
院外 エレンタール配合内用剤（ボトルタイプ）
院内 塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)
院外 塩化カリウム
院内 塩化Ca補正液1mEq/mL
院内 塩化タリウム(201Tl)注NMP
院内 塩化タリウム-Tl201注射液
院外・院内 塩化ナトリウム「オーツカ」
院内 塩化Na補正液1mEq/mL
院外 エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用
院外 エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用
院外・院内限定 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」
院外・院内限定 エンシュア・H
院外・院内 エンシュア・リキッド
院内限定 エンタイビオ点滴静注用300mg
院内 エンタカポン錠100mg「JG」 後発品
院外・院内 エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 後発品
院外・院内 エンテロノン-R散
院外・院内 エンドキサン錠50mg
院内 注射用エンドキサン100mg
院内 注射用エンドキサン500mg
院内限定 エンハーツ点滴静注用100mg
院外・院内 エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
院外・院内限定 エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL
院外・院内限定 エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
院外 エンブレル皮下注用25mg
院外 エンペシドクリーム1%
院外 エンペシド腟錠100mg
院外 オイグルコン錠2.5mg
院内 オイパロミン300注100mL 後発品
院内 オイパロミン300注20mL 後発品
院内 オイパロミン300注50mL 後発品
院内 オイパロミン300注シリンジ100mL 後発品
院内 オイパロミン300注シリンジ80mL 後発品
院内 オイパロミン370注20mL 後発品
院内 オイパロミン370注シリンジ100mL 後発品
院外・院内 オイラックスHクリーム
院外・院内 オイラックスクリーム10%
院外 オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入
院外 オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入
院外 オークル錠100mg
院外・院内 オーグメンチン配合錠250RS
院外 オースギ大黄甘草湯エキスＴ錠
院外 オースギ当帰芍薬散料エキスT錠
院内 大塚食塩注10%（20mL管）
院内・院外 大塚蒸留水（20mL管）
院内 大塚生食注（1L瓶）
院内 大塚生食注（20mL管）
院内 大塚生食注（250mL袋）
院内 大塚生食注（500mL袋）
院外・院内 大塚生食注（500mL瓶）
院内 大塚生食注（500ｍL瓶・細口）
院内 大塚糖液10%（500mL袋）
院内 大塚糖液20%（20mL管）
院内 大塚糖液5%（20mL管）
院内 大塚糖液5%（250mL袋）
院内 大塚糖液5%（500mL袋）
院内 大塚糖液5%2ポート100mL 後発品
院内 大塚糖液50%（500mL袋）
院内限定 大塚糖液70%（350mL袋）
院内 オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」 後発品
院内 オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ケミファ」 後発品
院内 オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ケミファ」 後発品
院内 オキサロール注10μg
院内 オキサロール注2.5μg
院外・院内 オキサロールローション25μg/g
院外・院内 オキサロール軟膏25μg/g
院外・院内 オキシコドン徐放錠５ｍｇNX「第一三共」 後発品
院外・院内 オキシコドン徐放錠１０ｍｇNX「第一三共」 後発品
院外・院内 オキシコドン徐放錠２０ｍｇNX「第一三共」 後発品
院外・院内 オキシコドン徐放錠４０ｍｇNX「第一三共」 後発品
院内 オキシドール「ホエイ」
院外 オキナゾールクリーム1%
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院外・院内 オキナゾール腟錠100mg
院外・院内 オキナゾール腟錠600mg
院外・院内 オキノーム散10mg
院外・院内 オキノーム散2.5mg
院外 オキノーム散20mg
院外・院内 オキノーム散5mg
院外・院内 オキファスト注10mg
院外・院内 オキファスト注50mg
院外 オクソラレンローション0.3%
院外 オクソラレン軟膏0.3%
院内 オクトレオスキャン静注用セット
院内 オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 後発品
院内 オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」 後発品
院外 オステラック錠200
院外 オステン錠200mg
院内 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 後発品
院内 オセルタミビルDS3％「サワイ」 後発品
院外・院内限定 オゼックス細粒小児用15%
院外・院内 オゼックス錠150
院外・院内限定 オダイン錠125mg
院内 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」*(鳥居株)
院外 オテズラ錠10mg
院外 オテズラ錠20mg
院内限定 オテズラ錠30mg
院内限定 オニバイド点滴静注43mg
院内 オノアクト点滴静注用50mg
院内 オノアクト点滴静注用150mg
院外 オノンカプセル112.5mg
院外・院内限定 オノンドライシロップ10%
院外 オパルモン錠5μg
院内 オビソート注射用0.1g
院外 オフェブカプセル100mg
院外・院内限定 オフェブカプセル150mg
院内 オフサグリーン静注用25mg
院内 オプジーボ点滴静注240mg
院外・院内限定 オプスミット錠10mg
院外・院内 オプソ内服液10mg
院外・院内 オプソ内服液5mg
院内 オプチレイ350注100mL
院内 オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%
院外・院内限定 オペプリム
院内 オムニパーク300注シリンジ100mL
院内 オムニパーク300注シリンジ150mL
院内 オムニパーク300注シリンジ50mL
院内 オムニパーク300注シリンジ80mL
院内 オムニパーク350注100mL
院内 オムニパーク350注シリンジ70mL
院内 オメガシン点滴用0.3g
院内 オメプラゾール注射用20mg「日医工」 後発品
院外 オメプラール錠10
院外 オメプラール錠20
院外 オメプラール注用20
院外・院内 オラドールトローチ0.5mg
院内限定 オラビ錠口腔用50mg
院外・院内 オリブ油*(日興製薬)
院外・院内 オリブ油「ヨシダ」
院内 オルガラン静注1250単位
院内 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 後発品
院外・院内 オルセノン軟膏0.25%
院内 オルダミン注射用1g
院内限定 オルドレブ点滴静注用150mg
院外・院内限定 オルベスコ200μgインヘラー56吸入用
院外 オルメテックOD錠5mg
院外 オルメテックＯＤ錠10㎎
院外 オルメテックＯＤ錠20㎎
院外 オルメテックＯＤ錠40㎎
院内限定 オレンシア点滴静注用250mg
院外・院内限定 オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL
院内 オロパタジン塩酸塩OD錠５mg「トーワ」 後発品
院外 オングリザ錠2.5mg
院外 オングリザ錠5mg
院内 オンコビン注射用1mg
院内限定 オンパットロ点滴静注2mg/mL
院外・院内 オンブレス吸入用カプセル150μg
院内 カーディオライト注射液第一（370MBq）
院内 カーディオライト注射液第一（600MBq）
院内 カーディオライト注射液第一（740MBq）
院内 カーミパック 生理食塩液L(1.5L)
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院内 カーボスター透析剤・L
院内 カーボスター透析剤・P
院内限定 カイプロリス点滴静注用10㎎
院内限定 カイプロリス点滴静注用40㎎
院外 加工ブシ末「三和生薬」
院内限定 ガザイバ点滴静注1000mg
院内 カシワドール静注
院内 乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」
院外 ガスコンドロップ内用液2%
院外 ガスコン散10%
院外・院内 ガスコン錠40mg
院外 ガスコン錠80mg
院外 ガスターD錠10mg
院外 ガスターD錠20mg
院外 ガスター散10%
院外 ガスター散2%
院外 ガスター錠10mg
院外 ガスター錠20mg
院外・院内 ガスター注射液10mg
院外・院内 ガスター注射液20mg
院外 ガストローム顆粒66.7%
院外・院内 ガストログラフイン経口・注腸用
院外 ガスモチン散1%
院外 ガスモチン錠2.5mg
院外 ガスモチン錠5mg
院外・院内限定 ガスロンN錠2mg
院外 ガスロンN錠4mg
院外 カソデックス錠80mg
院外・院内 カソデックスOD錠80mg
院外 カタプレス錠75μg
院内限定 カタプレス錠150μg
院外 カタリン点眼用0.005%
院外・院内 ガチフロ点眼液0.3%
院外 カチリ「ホエイ」
院外・院内 カチリ「ヨシダ」
院外・院内限定 カデックス軟膏0.9%
院外・院内限定 カデックス軟膏分包153mg
院外 カデュエット配合錠1番
院外 カデュエット配合錠2番
院外 カデュエット配合錠3番
院外 カデュエット配合錠4番
院内 カドサイラ点滴静注用100mg
院内 カドサイラ点滴静注用160mg
院内 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL
院内 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL
院内 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL
院外 カトレップパップ70mg
院外・院内限定 カナグル錠100mg
院外 カナリア配合錠
院外・院内限定 ガナトン錠50mg
院外・院内 カナマイシンカプセル250mg「明治」
院外 カバサール錠0.25mg
院外・院内 カバサール錠1.0mg
院外・院内 ガバペン錠200mg
院外 ガバペン錠400mg
院内 カピステン筋注50mg
院外 カプトリル錠12.5mg
院外・院内限定 カプトリル錠25mg
院内 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 後発品
院内 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」 後発品
院内 カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 後発品
院外・院内 ガランターゼ散50%
院外・院内 カリーユニ点眼液0.005% 後発品
院内 カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 後発品
院外 カリメートドライシロップ92.59%
院外・院内 カリメート散
院外・院内 カルグート錠5
院外 カルスロット錠10
院外 カルスロット錠20
院外 カルスロット錠5
院内 カルセド注射用20mg
院内 カルセド注射用50mg
院外・院内 カルタンOD錠500mg
院外 カルタン錠500
院外・院内 カルチコール注射液8.5%5mL
院外 カルデナリン錠0.5mg
院外 カルデナリン錠1mg
院外 カルデナリン錠2mg
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院外 カルデナリン錠4mg
院内 カルディオダイン注
院外 カルナクリン錠25
院外 カルナクリン錠50
院内 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 後発品
院内 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」 後発品
院内 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」 後発品
院外 カルブロック錠16mg
院外 カルブロック錠8mg
院内 カルベジロール錠10㎎「トーワ」 後発品
院内 カルベジロール錠2.5㎎「トーワ」 後発品
院内 カルボシステインドライシロップ50％「テバ」 後発品
院内 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 後発品
院内 カルボカインアンプル注0.5%
院内 カルボカインアンプル注1%
院内 カルボカインアンプル注2%
院内 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 後発品
院内 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 後発品
院内 カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 後発品
院内限定 カレトラ配合内用液
院内限定 カレトラ配合錠
院外 カロナールシロップ2% 後発品
院外 カロナール細粒20% 後発品
院外・院内 カロナール細粒50% 後発品
院外・院内 カロナール錠200 後発品
院外・院内限定 カロナール錠300 後発品
院外 カロナール錠500 後発品
院内限定 カンサイダス点滴静注用50mg
院内限定 カンサイダス点滴静注用70mg
院外 カンデサルタン錠4mg「あすか」 後発品
院外 カンデサルタン錠8mg「あすか」 後発品
院内 カンデサルタンOD錠４mg「EE」 後発品
院内 カンデサルタンOD錠８mg「EE」 後発品
院内 キイトルーダ点滴静注100mg
院外 キサラタン点眼液0.005%
院内 歯科用キシロカインカートリッジ
院外・院内 キシロカインビスカス2%
院内 キシロカイン注シリンジ0.5% 後発品
院内 キシロカイン注シリンジ1% 後発品
院内 キシロカイン注ポリアンプ2%
院内 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有
院内 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有
院内 キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有
院内 キシロカイン点眼液4%
院内 静注用キシロカイン2%
院外・院内 キシロカインゼリー2%
院外・院内 キシロカインポンプスプレー8% 後発品
院外・院内 キシロカイン液「4%」
院外 キックリンカプセル250mg
院外・院内限定 キネダック錠50mg
院外 キプレスチュアブル錠5mg
院外 キプレス細粒4mg
院外 キプレス錠10mg
院内限定 ギャバロン髄注0.005%
院内限定 ギャバロン髄注0.05%
院内限定 ギャバロン髄注0.2%
院外 キャベジンUコーワ錠25mg
院外・院内限定 キュバール100エアゾール
院外 キュバール50エアゾール
院内限定 キュビシン静注用350mg
院内 組織培養不活化狂犬病ワクチン
院外 キョーリンAP2配合顆粒
院内 キョーフィリン静注250mg
院内 キロサイド注200mg
院内 キロサイド注20mg
院内 キロサイド注40mg
院内限定 キンダリー透析剤AF3号
院外・院内 キンダベート軟膏0.05%
院内 クアトロバック皮下注シリンジ
院内 クエチアピン細粒50%「テバ」 後発品
院内 クエチアピン錠100mg「DSEP」 後発品
院内 クエチアピン錠25mg「DSEP」 後発品
院内 クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 後発品
院内 クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP
院内 クエン酸ガリウム-Ga67注射液
院内 クエンメット配合錠 後発品
院外・院内限定 グーフィス錠5mg
院外 グラクティブ錠100mg
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院外 グラクティブ錠25mg
院外 グラクティブ錠50mg
院外・院内 グラケーカプセル15mg
院外 クラシエ黄連解毒湯エキス錠
院外 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒
院外 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠
院外 クラシエ五苓散料エキス錠
院外 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠
院外 クラシエ柴苓湯エキス細粒
院外 クラシエ桃核承気湯エキス錠
院外・院内 クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒
院外 グラジナ錠50mg
院外 クラシエ人参養栄湯エキス細粒
院外 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠
院外 クラシエ半夏瀉心湯エキス錠
院内限定 クラシエ白虎加人参湯エキス細粒
院外 クラシエ防風通聖散エキス錠
院外・院内 クラシエ補中益気湯エキス細粒
院外 クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒
院内限定 グラナテック点眼液0.4%
院内 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」 後発品
院外・院内限定 クラバモックス小児用配合ドライシロップ
院外 クラビット細粒10%
院外 クラビット錠250mg
院外 クラビット錠500mg
院外 クラビット点眼液0.5%
院外 クラビット点眼液1.5%
院内 クラフォラン注射用0.5g
院内 クラフォラン注射用1g
院外・院内 グラマリール錠25mg
院外 グラマリール錠50mg
院外・院内 クラリシッド・ドライシロップ10%小児用
院外 クラリシッド錠200mg
院外 クラリスドライシロップ10%小児用
院内 クラリスロマイシン錠200㎎「サワイ」 後発品
院内 クラリスロマイシン錠50㎎小児用「サワイ」 後発品
院外 クラリス錠200
院外 クラリス錠50小児用
院外 クラリチンドライシロップ1%
院外 クラリチンレディタブ錠10mg
院外・院内限定 クラリチン錠10mg
院外・院内 グランダキシン錠50
院外 クリアミン配合錠A1.0
院内 クリアクター静注用80万
院内 クリアボーン注
院外 グリセリン浣腸「オヲタ」120 後発品
院外 グリセリン浣腸「オヲタ」60 後発品
院外 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 後発品
院外 グリセリン浣腸液50%「東豊」
院外 グリコラン錠250mg
院内 グリセオール注
院外 グリセリン「NikP」
院外・院内 グリセリン「ヨシダ」
院外・院内 グリセリンBC液「ヨシダ」
院外・院内 グリチロン配合錠
院外 クリノリル錠100
院外・院内限定 グリベック錠100mg
院外 グリミクロンHA錠20mg
院外 グリミクロン錠40mg
院内 グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 後発品
院内 グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 後発品
院内 クリンダマイシン注射液300mg「タイヨー」 後発品
院内 クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」 後発品
院外・院内 グルカゴン注射用1単位「イトウ」 後発品
院外 グルコバイOD錠100mg
院外 グルコバイOD錠50mg
院外 グルコバイ錠100mg
院外 グルコバイ錠50mg
院外・院内 グルコンサンK細粒4mEq/g
院外・院内 グルコンサンＫ錠５ｍＥｑ
院外 グルファストOD錠10mg
院外 グルファストOD錠5mg
院外・院内 グルファスト錠10mg
院外 グルファスト錠5mg
院外・院内限定 グルベス配合錠
院外 グルベス配合OD錠
院外 グレースビット錠50mg
院内 クレキサン皮下注キット2000IU
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院外 クレストールOD錠2.5mg
院外 クレストールOD錠5mg
院外 クレストール錠2.5mg
院外 クレストール錠5mg
院外 クレナフィン爪外用液10%
院外 クレメジン細粒分包2g
院外・院内 クレメジン速崩錠500mg
院外 グロウジェクト皮下注6mg
院外 グロウジェクト皮下注12mg
院外・院内限定 グロウジェクトBC注射用8mg
院外 グラセプターカプセル1mg
院外 クロスエイトMC静注用1000単位
院外・院内限定 クロスエイトMC静注用500単位
院内 クロピドグレル錠25㎎「トーワ」 後発品
院内 クロピドグレル錠75㎎「トーワ」 後発品
院内 グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」
院内 献血グロベニン-I静注用2500mg
院内 献血グロベニン-I静注用5000mg
院内 献血グロベニン-I静注用500mg
院外・院内 クロマイ腟錠100mg
院外 クロミッド錠50mg
院内 クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 後発品
院外 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 後発品
院内 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」
院外・院内限定 ケアラム錠25mg
院外 ケアロードLA錠60μg
院内 KN3号輸液
院内 KN4号輸液
院内 KNMG3号輸液
院外・院内限定 ケイキサレートドライシロップ76%
院外 ケイキサレート散
院外・院内 K.C.L.エリキシル(10W/V%)
院外・院内 KCL注20mEqキット「テルモ」 後発品
院内 KCL補正液1mEq/mL
院内 ケイセントラ静注用500
院内 ケイセントラ静注用1000
院外・院内 ケイツーシロップ0.2%
院外・院内 ケイツーN静注10mg
院内限定 ケーサプライ錠600mg 後発品
院外・院内 ゲーベンクリーム1%
院外・院内 ケーワン錠5mg
院外・院内 ケタスカプセル10mg
院外 ケタス点眼液0.01％
院内 ケタラール静注用200mg
院外・院内 ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 後発品
院外 ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 後発品
院外・院内 ケトプロフェン坐剤75mg「JG」 後発品
院内 ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
院外・院内限定 ケブザラ皮下注200mgシリンジ
院外 ケフラールカプセル250mg
院外 ケフラール細粒小児用100mg
院外・院内 ケフレックスカプセル250mg
院外・院内 ケフレックスシロップ用細粒200
院内 ゲムシタビン点滴静注用１g「ヤクルト」 後発品
院内 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 後発品
院外・院内 ケラチナミンコーワクリーム20%
院外 ケルロング錠5mg
院外・院内 ケンエーG浣腸液50%（120mL） 後発品
院外・院内 ケンエーG浣腸液50%（30mL） 後発品
院外・院内 ケンエーG浣腸液50%（60mL） 後発品
院外 ゲンタシンクリーム0.1％
院外 ゲンタシン軟膏0.1％
院内 ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 後発品
院内 ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」 後発品
院外・院内 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」 後発品
院内限定 ゲンボイヤ配合錠
院内 コアテック注5mg
院内 コアヒビター注射用100mg 後発品
院内 コアヒビター注射用10mg 後発品
院内 コアヒビター注射用150mg 後発品
院内 コアヒビター注射用50mg 後発品
院内 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
院内限定 コートロシンZ筋注0.5mg
院内 コートロシン注射用0.25mg
院外・院内 コートリル錠10mg
院外 コートン錠25mg
院外・院内 コールタイジン点鼻液
院外・院内 コカイン塩酸塩「タケダ」原末
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院外・院内 コスパノンカプセル40mg
院外 コスパノン錠40mg
院内限定 コスメゲン静注用0.5mg
院外・院内限定 コセンティクス皮下注150mgペン
院外 コソプトミニ配合点眼液
院外・院内 コソプト配合点眼液
院外 コタロー桔梗石膏エキス細粒
院外 コタロー香蘇散エキス細粒
院外 コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒
院外 コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒
院外 コタロー小建中湯エキス細粒
院外 コタロー腸癰湯エキス細粒
院外 コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒
院外 コタロー八味丸料エキス細粒
院外 コタロー平胃散エキス細粒
院外 コタロー麻子仁丸料エキス細粒
院外 コディオ配合錠EX
院外 コディオ配合錠MD
院外 コデインリン酸塩散1%「タケダ」
院外 コデインリン酸塩散10%「第一三共」
院外・院内 コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」
院外 コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」
院外 ゴナールエフ皮下注ペン450
院外 ゴナールエフ皮下注ペン900
院内 ゴナックス皮下注用120mg（専用溶解液添付製品）
院内 ゴナックス皮下注用80mg（専用溶解液添付製品）
院外 コナン錠10mg
院外 コニール錠2
院外 コニール錠4
院外 コニール錠8
院外 コバールトリイ静注用1000
院外 コバールトリイ静注用2000
院外・院内限定 コパキソン皮下注20mgシリンジ
院外 コバシル錠2mg
院外 コバシル錠4mg
院外 コムクロシャンプー0.05％
院外 コムタン錠100mg
院外 コメリアンコーワ錠100
院外・院内 コメリアンコーワ錠50
院外 コララン錠2.5mg
院外 コララン錠5mg
院外 コララン錠7.5mg
院外 コランチル配合顆粒
院外 コリオパンカプセル5mg
院外・院内 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
院外 コレキサミン錠200mg
院外 コレバインミニ83%
院外・院内限定 コレバイン錠500mg
院外 コロネル細粒83.3%
院外 コロネル錠500mg
院内 コロンフォート内用懸濁液25％
院外 コンサータ錠18mg
院外 コンサータ錠27mg
院外 コンサータ錠36mg
院外 コンスタン0.4mg錠
院外 5mgコントール錠
院外・院内 コントミン糖衣錠12.5mg
院外 コントミン糖衣錠25mg
院内 コントミン筋注25mg
院外 コンバントリン錠100mg
院内 コンファクトF注射用500
院外 コンプラビン配合錠
院外 コンベッククリーム5%
院外・院内 コンベック軟膏5%
院外・院内限定 ザーコリカプセル200mg
院外・院内限定 ザーコリカプセル250mg
院外・院内 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（ニューニット15.2cm×22.9cm） 後発品
院外・院内 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（綿型5.1cm×2.5cm） 後発品
院外 ザーネ軟膏0.5%
院内 サーファクテン気管注入用120mg
院外 サアミオン錠5mg
院外・院内 ザイザルシロップ0.05%
院外 ザイザル錠5mg
院外・院内限定 ザイティガ錠250mg
院外 サイトテック錠100
院外・院内 サイトテック錠200
院外・院内 サイプレジン1%点眼液
院外 ザイボックス錠600mg

15/46



院内 注射用サイメリン50mg
院内 サイモグロブリン点滴静注用25mg
院内限定 ザイヤフレックス注射用
院内 サイラムザ点滴静注液100mg
院内 サイラムザ点滴静注液500mg
院外・院内限定 サイレース錠1mg
院内 サイレース静注2mg
院外 サイレース錠2mg
院外 ザイロリック錠100
院外 ザイロリック錠50
院外・院内 サインバルタカプセル20mg
院外 サインバルタカプセル30mg
院外 ザガーロカプセル0.1mg
院外 ザガーロカプセル0.5mg
院内 サクシゾン注射用100mg 後発品
院外 ザクラス配合錠HD
院外 ザクラス配合錠LD
院外 ザジテンカプセル1mg
院外 ザジテンドライシロップ0.1%
院外 ザジテン点眼液0.05%
院外 ザジテン点鼻液0.05%
院内限定 ザノサー点滴静注用1g
院内限定 ザバクサ配合点滴静注用
院内限定 サビーン点滴静注用500mg
院外 ザファテック錠100mg
院外 ザファテック錠50mg
院内 サブラッド血液ろ過用補充液BSG
院内 サホライド液歯科用38%
院外 サムスカ顆粒1％
院外・院内 サムスカOD錠15mg
院外・院内 サムスカOD錠7.5mg
院外・院内限定 サムチレール内用懸濁液15%
院外 ザラカム配合点眼液
院外・院内限定 サラジェン錠5mg
院外・院内限定 サラゾピリン錠500mg
院外・院内限定 サラゾピリン坐剤500mg
院外 サリグレンカプセル30mg
院外 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 後発品
院外 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 後発品
院外・院内限定 サリベートエアゾール
院内 サリンヘス輸液6% 後発品
院外・院内 ザルコニン0.025%綿球20
院内 ザルコニン液0.05(500mL/V)
院外 サルタノールインヘラー100μg
院外・院内限定 ザルティア錠2.5mg
院外 ザルティア錠5mg
院内限定 ザルトラップ点滴静注100mg
院内限定 ザルトラップ点滴静注200mg
院内 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 後発品
院内 サレドカプセル100
院内 サレドカプセル50
院外・院内 サワシリンカプセル250
院外 サワシリン細粒10%
院外 サワシリン錠250
院外 酸化マグネシウム「NP」原末
院外 酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨシダ」 後発品
院外 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 後発品
院外 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 後発品
院外 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」 後発品
院外 サンコバ点眼液0.02%
院内 酸素
院外 ザンタック錠150
院外 ザンタック錠75
院内限定 サンディミュン点滴静注用250mg
院外 サンディミュン内用液10%
院内限定 サンドスタチンLAR筋注用キット10mg
院内限定 サンドスタチンLAR筋注用キット20mg
院内限定 サンドスタチンLAR筋注用キット30mg
院外 サンドスタチン皮下注用100μg
院外・院内限定 サンドスタチン皮下注用50μg
院外 サンピロ点眼液0.5%
院外 サンピロ点眼液1%
院外・院内 サンピロ点眼液2%
院外・院内 サンピロ点眼液3%
院外・院内限定 サンリズムカプセル25mg
院外・院内 サンリズムカプセル50mg
院内 サンリズム注射液50
院外 三和葛根加朮附湯エキス細粒
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院外 三和芍薬甘草附子湯エキス細粒
院内 ジアグノグリーン注射用25mg
院外・院内限定 ジアゾキシドカプセル25mg「OP」
院外 シアナマイド内用液1%「タナベ」
院内 シアノキット注射用5gセット
院外 シアリス錠10mg
院外 シアリス錠20mg
院外・院内限定 ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 後発品
院内限定 注射用GHRP科研100
院外 シーブリ吸入用カプセル50μg
院内 ジーラスタ皮下注3.6mg
院外 ツムラ紫雲膏
院外 ジェイゾロフトOD錠25㎎
院外 ジェイゾロフト錠25mg
院外 ジェイゾロフト錠50mg
院内 ジェービックV
院外・院内 ジェニナック錠200mg
院外 ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 後発品
院外 ジェノトロピンTC注用12mg
院外 ジェノトロピンゴークイック注用12mg
院外 ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg
院内限定 ジェブタナ点滴静注60mg
院外 ジェミーナ配合錠
院内限定 シオゾール注25mg
院外・院内限定 ジオトリフ錠20mg
院外・院内限定 ジオトリフ錠30mg
院外・院内限定 ジオトリフ錠40mg
院外 ジクアス点眼液3%
院外 シグマート錠5mg
院外・院内限定 シクレスト舌下錠5mg
院内 ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 後発品
院外 ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 後発品
院外 ジゴキシンKY錠0.25
院外・院内 ジゴシン散0.1%
院外 ジゴシン錠0.125mg
院外 ジゴシン錠0.25mg
院内 ジゴシン注0.25mg
院内 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 後発品
院内 シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 後発品
院外 ジスロマックカプセル小児用100mg
院外・院内限定 ジスロマック錠600mg
院内 ジスロマック点滴静注用500mg
院外 ジスロマック細粒小児用10%
院外・院内 ジスロマック錠250mg
院内 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
院内・院外 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
院内 歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ
院内限定 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 後発品
院内 シタラビン点滴静注液1g「テバ」 後発品
院内 シタラビン点滴静注液400mg「テバ」 後発品
院外・院内 シナール配合錠
院外 シナール配合顆粒
院内 シナジス筋注液100mg
院内 シナジス筋注液50mg
院外 ジピリダモール散12.5%「JG」 後発品
院内 ジピリダモール静注液10mg「日医工」 後発品
院内 ジブカルソー注 後発品
院外 ジフルカンカプセル100mg
院外・院内 ジプレキサザイディス錠10mg
院外・院内 ジプレキサザイディス錠2.5mg
院外・院内 ジプレキサザイディス錠5mg
院外 ジプレキサ錠10mg
院外 ジプレキサ錠2.5mg
院外 ジプレキサ錠5mg
院内 ジプレキサ筋注用10mg
院外・院内限定 シプロキサン錠100mg
院外 シプロキサン錠200mg
院内 シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」
院外 ジベトンS腸溶錠50mg 後発品
院外 シベノール錠100mg
院外 シベノール錠50mg
院外 シベクトロ錠200mg
院外 シベクトロ点滴静注用200mg
院内 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 後発品
院外・院内限定 シムジア皮下注200mg オートクリックス
院外・院内限定 シムジア皮下注200mgシリンジ
院外 シムビコートタービュヘイラー30吸入
院外・院内 シムビコートタービュヘイラー60吸入
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院外・院内限定 ジャカビ錠5mg
院外・院内限定 ジャディアンス錠10mg
院外 ジャディアンス錠25mg
院外・院内限定 ジャドニュ顆粒分包90mg
院外・院内限定 ジャドニュ顆粒分包360mg
院外・院内 ジャヌビア錠100mg
院外 ジャヌビア錠25mg
院外・院内 ジャヌビア錠50mg
院外 シュアポスト錠0.25mg
院外 シュアポスト錠0.5mg
院外・院内限定 臭化カリウム
院外・院内 重カマ「ヨシダ」
院外 重質酸化マグネシウム「ホエイ」
院外 重曹「ホエイ」
院外・院内 重曹錠500mg「マイラン」 後発品
院外 ジュリナ錠0.5mg
院内 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 後発品
院内 ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」 後発品
院内 ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 後発品
院外・院内 ジルテックドライシロップ1.25%
院外 ジルテック錠10
院外 ジルテック錠5
院内限定 シルニジピン錠5mg「タイヨー」 後発品
院外・院内限定 ジレニアカプセル0.5mg
院内 シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 後発品
院内 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 後発品
院外 シングレアOD錠10mg
院外 シングレアチュアブル錠5mg
院外 シングレア細粒4mg
院外 シングレア錠10mg
院外 シングレア錠5mg
院外・院内 親水クリーム「ホエイ」
院内 シンビット静注用50mg
院外 シンフェーズT28錠
院外・院内限定 シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
院外 シンメトレル細粒10%
院外 シンメトレル錠100mg
院外 シンメトレル錠50mg
院外 シンレスタール錠250mg
院外・院内限定 膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg
院内 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」*(岡株)
院外 スイニー錠100mg
院外・院内 スインプロイク錠0.2mg
院外 スーグラ錠25mg
院外・院内限定 スーグラ錠50mg
院外 スージャヌ配合錠
院外・院内限定 スーテントカプセル12.5mg
院内 スープレン吸入麻酔液
院内 スキャンドネストカートリッジ3%
院内限定 スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL
院内 スコピゾル眼科用液
院外 スターシス錠30mg
院外 スターシス錠90mg
院外 スタデルム軟膏5%
院外・院内限定 スタラシドカプセル50
院内限定 スタリビルド配合錠
院外 スタレボ配合錠L100
院外 スタレボ配合錠L50
院外 スチックゼノールA
院外 スチバーガ錠40mg
院外 ステーブラ錠0.1mg
院内限定 ステラーラ点滴静注130mg
院内限定 ステラーラ皮下注45mgシリンジ
院外・院内 ステリクロンW液0.02 後発品
院外・院内 ステリクロンW液0.05 後発品
院外・院内限定 ステロネマ注腸1.5mg 後発品
院外 ステロネマ注腸3mg 後発品
院外 ストミンA配合錠
院外 ストラテラカプセル10mg
院外 ストラテラカプセル25mg
院外 ストラテラカプセル5mg
院外 ストラテラ内用液0.4%
院外・院内 ストロカイン錠5mg
院外 ストロメクトール錠3mg
院外・院内 スピール膏M
院外・院内限定 スピオルトレスピマット28吸入
院外・院内 スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入
院外・院内限定 スピリーバ吸入用カプセル18μg
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院内 スピロノラクトン錠25mg「テバ」 後発品
院外・院内 スピロペント錠10μg
院外・院内 ズファジラン錠10mg
院内 ズファジラン筋注5mg
院外・院内限定 スプリセル錠20mg
院外・院内限定 スプリセル錠50mg
院内 スプレキュアMP皮下注用1.8
院外 スプレキュア点鼻液0.15%
院外・院内 スペリア錠200
院外・院内 スポンゼル
院内限定 スマトリプタン錠50mg「日医工」 後発品
院外 スミスリンローション5%
院外・院内 スミフェロン注DS300万IU
院外・院内 スミフェロン注DS600万IU
院外 スミルスチック3% 後発品
院外 スミルテープ35mg 後発品
院内 スルバシリン静注用0.75g 後発品
院内 スルバシリン静注用1.5g 後発品
院外・院内 スルピリド錠50mg「サワイ」 後発品
院内 スルピリン注射液250mg「日医工」 後発品
院内 スルペラゾン静注用0.5g
院内 スルペラゾン静注用1g
院内 生食注シリンジ「NP」（10mL）
院内 生食注キット「フソー」 後発品
院外 セイブルOD錠50mg
院外 セイブルOD錠75mg
院外 セイブル錠25mg
院外・院内限定 セイブル錠50mg
院外 セイブル錠75mg
院内・院外 生理食塩液「ヒカリ」(100mL/V)
院外・院内 生理食塩液「ヒカリ」(50mL/V)
院内限定 ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット
院内限定 ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット
院外 セクターローション3%
院外 ゼスタッククリーム 後発品
院外 セスデンカプセル30mg
院外 ゼストリル錠10
院外 ゼスラン錠3mg
院外 セタプリル錠25mg
院外・院内 ゼチーア錠10mg
院外・院内 セディール錠10mg
院外 セディール錠5mg
院外 セパゾン錠1
院外 セパミット-Rカプセル10
院外 セパミット-Rカプセル20
院外・院内 セパミット-R細粒2%
院外 ゼビアックスローション２％
院内 セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」 後発品
院内 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 後発品
院内 セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」 後発品
院外・院内 セファドール錠25mg
院内 セファピコール静注用0.5g 後発品
院内 セファピコール静注用1g 後発品
院外・院内限定 セファランチン錠1mg
院外 セファランチン末1%
院外 ゼフィックス錠100
院内 セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 後発品
院内 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 後発品
院内 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 後発品
院内 セフジニルカプセル100mg「ファイザー」 後発品
院外 セフゾンカプセル100mg
院外 セフゾン細粒小児用10%
院内 セフタジジム静注用1g「サワイ」 後発品
院内 セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」 後発品
院内 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 後発品
院外 ゼフナートクリーム2%
院内 セフメタゾールNa静注用1g「NP」 後発品
院外 ゼペリン点眼液0.1%
院内 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 後発品
院外 ゼポラステープ40mg
院外 ゼポラスパップ40mg
院外 セラスターテープ70 後発品
院外・院内限定 セララ錠25mg
院外 セララ錠50mg
院外・院内 セルシン散1%
院外 10mgセルシン錠
院外・院内 2mgセルシン錠
院外・院内 5mgセルシン錠
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院外・院内限定 セルセプトカプセル250
院外 セルタッチテープ70
院外 セルタッチパップ70
院内 セルトラリンOD錠25mg「トーワ」 後発品
院外 セルニルトン錠
院内 ゼルフィルム
院内 ゼルフォーム
院外 セルベックスカプセル50mg
院外・院内 セルベックス細粒10%
院外・院内限定 ゼルヤンツ錠5mg
院外・院内 セレキノン錠100mg
院外 セレクトール錠100mg
院外・院内 セレコックス錠100mg
院外・院内 セレコックス錠200mg
院外 セレジストOD錠5mg
院外・院内限定 セレジスト錠5mg
院外・院内 セレスタミン配合錠
院外 セレナール錠10
院外 セレナール錠5
院外 セレニカR錠200mg
院外・院内 セレニカR顆粒40%
院外 セレネース細粒1%
院外 セレネース錠0.75mg
院外 セレネース錠1.5mg
院外 セレネース錠3mg
院外・院内 セレネース注5mg
院外・院内限定 セレベント25ロタディスク
院外・院内限定 セレベント50ディスカス
院外 セレベント50ロタディスク
院外・院内 ゼローダ錠300
院外 セロクエル100mg錠
院外 セロクエル25mg錠
院外 セロクラール錠10mg
院外 セロクラール錠20mg
院外 セロケンL錠120mg
院外 セロケン錠20mg
院外 ゼンタコートカプセル3mg 
院内 センノシド錠12mg「ファイザー」 後発品
院外 ゾーミッグRM錠2.5mg
院外 ゾーミッグ錠2.5mg
院外・院内限定 ゾスパタ錠40mg
院外 ソセゴン錠25mg
院内 ソセゴン注射液15mg
院内 ソセゴン注射液30mg
院外・院内 ソタコール錠40mg
院内限定 ソナゾイド注射用16μL
院外 ソニアス配合錠HD
院外 ソニアス配合錠LD
院外 ソバルディ錠400㎎
院外 ゾビラックス錠200
院外 ゾビラックス顆粒40%
院外・院内 ゾビラックス眼軟膏3%
院外・院内 ソフラチュール貼付剤10cm
院外 ゾフルーザ錠10mg
院外 ゾフルーザ錠20mg
院外・院内限定 ソマゾン注射用10mg
院内 ゾラデックス3.6mgデポ
院内 ゾラデックスLA10.8mgデポ
院外 ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル 後発品
院外 ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル 後発品
院外・院内 ソラナックス0.4mg錠
院外・院内 ソランタール錠100mg
院外 ソリクア配合注ソロスター
院外・院内 ソリタ-T配合顆粒3号
院内 ソリタ-T2号輸液
院内限定 ソリリス点滴静注300mg
院内 ソル・コーテフ静注用500mg
院内 ソルダクトン静注用200mg
院内 ソルデム1輸液 後発品
院外 ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
院内 ソルデム3A輸液（200・500mL） 後発品
院外・院内 D-ソルビトール経口液75%「コーワ」
院外・院内 ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 後発品
院外・院内 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 後発品
院内限定 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「JG」 後発品
院内 注射用ソル・メルコート125 後発品
院内 注射用ソル・メルコート40 後発品
院内 注射用ソル・メルコート500 後発品
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院内 ソルラクトS輸液 後発品
院内 ソルラクト輸液 後発品
院内限定 ゾレア皮下注150mgシリンジ
院外 ソレトン錠80
院内 ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「NK」 後発品
院外 ダイアート錠30mg
院外 ダイアート錠60mg
院外・院内 ダイアモックス錠250mg
院外 ダイアモックス末
院外・院内 ダイアコートクリーム0.05%
院外・院内 ダイアコート軟膏0.05%
院外・院内 ダイアップ坐剤10
院外・院内 ダイアップ坐剤4
院外 ダイアップ坐剤6
院外・院内限定 ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液5L
院外・院内限定 ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液1.5L（排液用バッグ付）
院外・院内限定 ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液1L（排液用バッグ付）
院外・院内限定 ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液2.5L
院外・院内限定 ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液2L（排液用バッグ付）
院外・院内限定 ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液1.5L（排液用バッグ付）
院外・院内限定 ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液2.5L
院外・院内限定 ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液2.5L（排液用バッグ付）
院外・院内限定 ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液2L（排液用バッグ付）
院外・院内限定 ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液2L
院外・院内限定 ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液2L（排液用バッグ付）
院外・院内限定 ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液2L
院内 ダイアモックス注射用500mg
院内限定 タイガシル点滴静注用50mg
院外 タイケルブ錠250mg
院外 ダイドロネル錠200
院内 ダウノマイシン静注用20mg
院外・院内限定 タウリン散98%「大正」
院外 ダオニール錠1.25mg
院外 ダオニール錠2.5mg
院外・院内 タカベンス錠25mg 後発品
院外 タガメット錠200mg
院外・院内 タガメット注射液200mg
院内 ダカルバジン注用100
院外・院内 ダクチル錠50mg
院内限定 タグリッソ錠40mg
院外・院内 タグリッソ錠80mg
院外・院内 タケキャブ錠10mg
院外・院内 タケキャブ錠20mg
院外 タケプロンOD錠15
院外 タケプロンOD錠30
院外 タケプロンカプセル15
院外 タケプロンカプセル30
院内 タケプロン静注用30mg
院外 タケルダ配合錠
院内 タコシール組織接着用シート（4.8cm×4.8cm）
院内 タコシール組織接着用シート（9.5cm×4.8cm）
院外・院内限定 タシグナカプセル150mg
院外 タシグナカプセル200mg
院内 タゾピペ配合静注用2.25「明治」 後発品
院内 タゾピペ配合静注用4.5「明治」 後発品
院外 タチオン散20%
院外 タチオン錠100mg
院内 タチオン注射用100mg
院外 タチオン点眼用2%
院内 ダットスキャン静注
院外 タナトリル錠10
院外 タナトリル錠2.5
院外 タナトリル錠5
院外・院内限定 タナドーパ顆粒75%
院外 ダフクリア錠200mg
院外 タプコム配合点眼液
院外 タフマックE配合カプセル
院外 タフマックE配合顆粒
院外 タプロスミニ点眼液0.0015%
院外 タプロス点眼液0.0015%
院外 タベジール錠1mg
院外・院内 タペンタ錠100mg
院外・院内 タペンタ錠25mg
院外・院内 タペンタ錠50mg
院外 タミフルカプセル75
院外 タミフルドライシロップ3%
院内限定 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 後発品
院内 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 後発品
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院内 タモキシフェン錠20mg「明治」 後発品
院内限定 ダラザレックス点滴静注100mg
院内限定 ダラザレックス点滴静注400mg
院外・院内 ダラシンカプセル150mg
院外・院内 ダラシンTゲル1%
院外 タリオンOD錠10mg
院外・院内限定 タリオン錠10mg
院外 タリオン錠5mg
院外・院内限定 タリージェ錠2.5mg
院外・院内限定 タリージェ錠5mg
院外 タリージェ錠10mg
院外 タリージェ錠15mg
院外・院内 タリビッド眼軟膏0.3%
院外・院内 タリビッド耳科用液0.3%
院外 タリビッド点眼液0.3%
院外 タルセバ錠100mg
院外 タルセバ錠150mg
院外 タルセバ錠25mg
院内 ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」 後発品
院内 ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」 後発品
院内 ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」 後発品
院内 ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 後発品
院内 ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」 後発品
院内 ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」 後発品
院外 炭カル錠500mg「旭化成」 後発品
院内 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 後発品
院外 炭酸水素ナトリウム
院外 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」
院外・院内 単シロップ*(東洋製化)
院外・院内 ダントリウムカプセル25mg
院内 ダントリウム静注用20mg
院外・院内 タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末
院外・院内限定 タンボコール錠50mg
院外 チアトンカプセル10mg
院外 チアトンカプセル5mg
院外・院内 チウラジール錠50mg
院内 チエペネム点滴静注用０．５ｇ
院外・院内限定 チオデロンカプセル5mg
院外 チオラ錠100
院外・院内限定 チガソンカプセル10
院外 チガソンカプセル25
院内 チザニジン錠1mg「テバ」 後発品
院内 チトゾール注用0.3g
院外 チバセン錠5mg
院外 チモプトールXE点眼液0.25%
院外 チモプトールXE点眼液0.5%
院外 チモプトール点眼液0.25%
院外・院内 チモプトール点眼液0.5%
院内 注射用水
院内 注射用水PL「フソー」
院外 チョコラA錠1万単位
院外 チョコラA末1万単位/g
院外 チラーヂンS錠100μg
院外 チラーヂンS錠12.5μg
院外・院内 チラーヂンS錠25μg
院外・院内 チラーヂンS錠50μg
院外 チラーヂンS錠75μg
院外・院内 チラーヂンS散0.01%
院外・院内 25mcgチロナミン錠
院外・院内 ツインラインNF配合経腸用液
院内 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用
院外・院内限定 ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)
院内限定 ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)
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院外・院内限定 ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ紫雲膏
院外・院内限定 ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
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院外・院内 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)
院外・院内 ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)
院外 ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)
院外・院内限定 ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)
院内 DTビック（ 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド ）
院内 TRH注0.5mg「タナベ」
院外 ティアバランス点眼液0.1％
院外・院内限定 ディアコミットドライシロップ分包250mg
院外 ティーエスワン配合OD錠T20
院外 ティーエスワン配合OD錠T25
院外 ティーエスワン配合カプセルT20
院外 ティーエスワン配合カプセルT25
院外 ティーエスワン配合顆粒T20
院外 ティーエスワン配合顆粒T25
院外 ディオバン錠160mg
院外 ディオバン錠20mg
院外 ディオバン錠40mg
院外 ディオバン錠80mg
院内 テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」 後発品
院内 テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」 後発品
院内 ディスオーパ消毒液0.55%
院内 ディスコビスク1.0眼粘弾剤
院外 ディナゲスト錠1mg
院外 ディビゲル1mg
院内 1%ディプリバン注-キット
院外 ディフェリンゲル0.1%
院外 ディレグラ配合錠
院外 テオドール錠100mg
院外限定 テオドール錠200mg
院外 テオドール錠50mg
院外 テオドール顆粒20%
院内 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20％「日医工」 後発品
院内 テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 後発品
院外 デカドロンエリキシル0.01%
院外・院内 デカドロン錠0.5mg
院外・院内 デカドロン錠4mg
院外・院内 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 後発品
院外・院内 デキサート注射液1.65ｍｇ 後発品
院外・院内 デキサート注射液3.3ｍｇ 後発品
院外・院内 デキサート注射液6.6ｍｇ 後発品
院内 低分子デキストランL注
院内 テクネMAAキット
院内 テクネMAG3注射液（200MBｑ）
院内 テクネMAG3注射液（300MBｑ）
院内 テクネMAG3注射液（400MBｑ）
院内 テクネMDP注射液（370MBｑ）
院内 テクネMDP注射液（555MBｑ）
院内 テクネMDP注射液（740MBｑ）
院内 テクネMDP注射液（925MBｑ）
院内 テクネシンチ注-10M
院内 テクネシンチ注-20M
院内 テクネDMSAキット
院内 テクネピロリン酸キット
院内 テクネフチン酸キット
院外・院内限定 テクフィデラカプセル120mg
院外 テクフィデラカプセル240mg
院外・院内 テグレトール細粒50%
院外 テグレトール錠100mg
院外・院内 テグレトール錠200mg
院外 デザレックス錠5mg
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院内限定 デシコビ配合錠HT
院外 テシプール錠1mg
院外 デジレル錠25
院外 デジレル錠50
院内 テスチノンデポー筋注用250mg
院内 デスフェラール注射用500mg
院内限定 デスモプレシン注4協和
院外・院内限定 デスモプレシン・スプレー10協和
院外・院内 デスモプレシン・スプレー2.5協和
院外・院内限定 デスモプレシン点鼻液0.01%協和
院内限定 テセントリク点滴静注1200mg
院内限定 テセントリク点滴静注840mg
院内 テタガムP筋注シリンジ250
院内 テタノブリンIH静注1500単位
院外 デタントールR錠3mg
院外 デタントールR錠6mg
院外 デタントール0.01%点眼液
院内限定 テトカイン注用20mg「杏林」
院内 デトキソール静注液2g
院外・院内 テトラミド錠10mg
院外 テトラミド錠30mg
院外 デトルシトールカプセル4mg
院外・院内限定 テネリア錠20mg
院外 テネリア錠40mg
院外 テノーミン錠25
院外 テノーミン錠50
院内 デノシン点滴静注用500mg
院外 テノゼット錠300mg
院外・院内 デノタスチュアブル配合錠
院外・院内 デパケンR錠100mg
院外・院内 デパケンR錠200mg
院外・院内 デパケンシロップ5%
院外 デパケン細粒40%
院外 デパケン錠100mg
院外 デパケン錠200mg
院外 デパス細粒1%
院外 デパス錠0.25mg
院外 デパス錠0.5mg
院外 デパス錠1mg
院外・院内限定 テビケイ錠50mg
院外 デプロメール錠25
院外 デプロメール錠50
院外 デプロメール錠75
院外 デベルザ錠20mg
院内 デポ・メドロール水懸注20mg
院外・院内 テモダールカプセル100mg
院外・院内 テモダールカプセル20mg
院内限定 テモダール点滴静注用100mg
院外 デュアック配合ゲル
院外 デュオトラバ配合点眼液
院外・院内限定 デュピクセント皮下注300mgシリンジ
院外・院内限定 デュファストン錠5mg
院外 デュロテップMTパッチ12.6mg
院外 デュロテップMTパッチ16.8mg
院外・院内 デュロテップMTパッチ2.1mg
院外・院内 デュロテップMTパッチ4.2mg
院外 デュロテップMTパッチ8.4mg
院外・院内 テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)
院内 テラルビシン注射用10mg
院内 テラルビシン注射用20mg
院内 テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」
院内 テリボン皮下注用56.5μg
院外・院内 テリルジー100エリプタ30吸入用
院外 テルギンGドライシロップ0.1% 後発品
院外 テルネリン錠1mg
院内限定 テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 後発品
院外 デルモベートクリーム0.05%
院外 デルモベートスカルプローション0.05%
院外 デルモベート軟膏0.05%
院内 テルモ血液バッグCPDA（200mL用）
院内 テルモ血液バッグCPDA（400mL用）
院内 テルモ生食
院外 テレミンソフト坐薬10mg
院外 テレミンソフト坐薬2mg
院外・院内 トアラセット配合錠「ファイザー」 後発品
院外 〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒
院外 〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒
院内限定 トーリセル点滴静注液25mg
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院内 ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 後発品
院内 ドキシル注20mg
院内 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」
院内 ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 後発品
院内 ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」 後発品
院外 ドグマチールカプセル50mg
院外 ドグマチール細粒10%
院外 ドグマチール錠100mg
院外 ドグマチール錠50mg
院外 トスフロ点眼液0.3%
院内 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／1ｍＬ「ヤクルト」 後発品
院内 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／4ｍＬ「ヤクルト」 後発品
院内 ドパコール配合錠L100 後発品
院外 ドパストン散98.5%
院内 ドパストン静注25mg
院内 ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」 後発品
院内 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」 後発品
院外 トビエース錠4mg
院外 トビエース錠8mg
院外 トピナ細粒10%
院外・院内 トピナ錠50mg
院外 トプシムクリーム0.05%
院外・院内 ドプスOD錠100mg
院外 ドプスOD錠200mg
院内 ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 後発品
院外 トフラニール錠10mg
院外・院内限定 トフラニール錠25mg
院内 トブラシン注60mg
院外 トブラシン点眼液0.3%
院外・院内限定 ドボネックス軟膏50μg/g
院外 ドボベットゲル
院外・院内限定 ドボベット軟膏
院外 トミロン錠100
院外 ドラール錠15
院外 トライコア錠53.3mg
院外 トライコア錠80mg
院外・院内限定 トラクリア錠62.5mg
院内 トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 後発品
院内 トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 後発品
院外・院内 トラゼンタ錠5mg
院外 トラディアンス配合錠AP
院外 トラディアンス配合錠BP
院内 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 後発品
院内 トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 後発品
院内 トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 後発品
院外 トラバタンズ点眼液0.004%
院外・院内 トラベルミン配合錠
院外・院内 トラマールOD錠25mg
院外 トラマールOD錠50mg
院外 トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」
院外 ドラマミン錠50mg
院外 トラムセット配合錠
院外 トランコロン錠7.5mg
院外 トランサミンカプセル250mg
院外・院内 トランサミン散50%
院外 トランサミン錠250mg
院外 トランサミン注１０％
院外 トランサミン注５％
院外・院内 トランデート錠50mg
院内限定 トリーメク配合錠
院外・院内 トリクロリールシロップ10%
院内限定 トリセノックス注10mg
院外・院内限定 トリテレン・カプセル50mg
院外・院内 トリプタノール錠10
院外・院内限定 トリプタノール錠25
院外・院内限定 トルツ皮下注80mgオートインジェクター
院外・院内限定 トルツ皮下注80mgシリンジ
院外 トルソプト点眼液1%
院外 ドルナー錠20μg
院内 ドルミカム注射液10mg
院内・院外 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
院内 トレアキシン点滴静注用100mg
院内 トレアキシン点滴静注用25mg
院外・院内 トレーランG液75g
院内・院外 トレシーバ注フレックスタッチ
院外 トレシーバ注ペンフィル
院外 トレドミン錠15mg
院外・院内 トレドミン錠25mg
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院外・院内 ドレニゾンテープ4μg/cm2
院内限定 トレムフィア皮下注100mgシリンジ
院外・院内限定 トレリーフOD錠25mg
院内 トロビシン筋注用2g
院外 トロペロン錠0.5mg
院内 ドロレプタン注射液25mg
院外・院内 トロンビン液モチダソフトボトル1万
院外・院内 ナイキサン錠100mg
院内 ナイクリン注射液50mg
院外 ナイスピー点鼻液５０μｇ
院外・院内 ナウゼリンOD錠10
院外 ナウゼリンOD錠5
院外 ナウゼリンドライシロップ1%
院外 ナウゼリン錠10
院外 ナウゼリン錠5
院外・院内 ナウゼリン坐剤10
院外・院内 ナウゼリン坐剤30
院外・院内 ナウゼリン坐剤60
院外 ナサニール点鼻液0.2%
院外・院内 ナゼアOD錠0.1mg
院外・院内 ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用
院外 ナトリックス錠1
院外 ナトリックス錠2
院外 ナパゲルンローション3%
院外 ナパゲルン軟膏3%
院内 ナベルビン注10
院内 ナベルビン注40
院内 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」
院内 ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「FY」 後発品
院内 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」 後発品
院外・院内限定 ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」
院内 ニコランジル錠5mg「トーワ」 後発品
院内 ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 後発品
院内 ニコリン注射液250mg
院内 二酸化炭素
院内限定 ニセルゴリン錠５mg「サワイ」 後発品
院外・院内 ニゾラールクリーム2%
院外・院内 ニゾラールローション2%
院内限定 ニドラン注射用25mg
院内 ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 後発品
院外 ニトロールRカプセル20mg
院外 ニトロール錠5mg
院外・院内 ニトロペン舌下錠0.3mg 後発品
院内 ニトロール持続静注25mgシリンジ
院内 ニトロール注5mg
院外・院内 ニトロダームTTS25mg
院外 ニバジール錠2mg
院外 ニバジール錠4mg
院外・院内 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 後発品
院内 ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 後発品
院外 ニフラン錠75mg
院外・院内 ニフラン点眼液0.1%
院内 ニフレック配合内用剤
院外 ニューロタン錠100mg
院外 ニューロタン錠25mg
院外・院内限定 ニューロタン錠50mg
院外 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」
院内 乳酸カルシウム「ケンエー」 後発品
院外・院内 乳糖「ホエイ」
院外 ニュープロパッチ18mg
院外・院内限定 ニュープロパッチ13.5mg
院外・院内限定 ニュープロパッチ2.25mg
院外・院内限定 ニュープロパッチ4.5mg
院外・院内限定 ニュープロパッチ9mg
院内 ニューモバックスNP
院内 ニューロライト注射液 第一（400MBq）
院内 ニューロライト注射液 第一（600MBq）
院内限定 ニンラーロカプセル2.3mg
院内限定 ニンラーロカプセル3mg
院内限定 ヌーカラ皮下注100mgペン
院外 ネイリンカプセル100mg
院内 ネオアミユー輸液
院外・院内 ネオーラル10mgカプセル
院外・院内 ネオーラル25mgカプセル
院外・院内限定 ネオーラル50mgカプセル
院外・院内限定 ネオーラル内用液10%
院外 ネオキシテープ73.5mg
院外・院内 ネオシネジンコーワ5%点眼液
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院内 ネオシネジンコーワ注1mg
院外・院内 ネオ消アル「ヨシダ」
院外・院内 ネオステリングリーンうがい液0.2%
院外 ネオドパストン配合錠L100
院内 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL
院内 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL
院外 強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL
院外・院内 ネオメドロールEE軟膏
院外 ネキシウムカプセル10mg
院外・院内 ネキシウムカプセル20mg
院外・院内 ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
院外・院内限定 ネクサバール錠200mg
院外 ネシーナ錠12.5mg
院外 ネシーナ錠25mg
院外 ネシーナ錠6.25mg
院内 ネスプ注射液120μgプラシリンジ
院内 ネスプ注射液180μgプラシリンジ
院内 ネスプ注射液60μgプラシリンジ
院外 ネリゾナクリーム0.1%
院外 ネリゾナソリューション0.1%
院外 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%
院外 ネリゾナ軟膏0.1%
院外・院内 ネリプロクト坐剤
院外 ネリプロクト軟膏
院外 ネルボン散1%
院外 ネルボン錠10mg
院外・院内 ネルボン錠5mg
院外 ノイエルカプセル200mg
院外・院内 ノイキノン錠10mg
院内 ノイトロジン注100μg
院外・院内 ノイロトロピン錠4単位
院内 ノイロトロピン注射液3.6単位
院外・院内限定 ノウリアスト錠20mg
院内限定 ノービア錠100mg
院内 ノーベルバール静注用250mg
院外 ノックビン原末
院内 ノバスタンHI注10mg/2mL
院外・院内 ノバミン錠5mg
院内 ノバントロン注20mg
院外 ノフロ点眼液0.3%
院外・院内 ノベルジン錠25mg
院外 ノベルジン錠50mg
院内 ノボセブンHI静注用5mgシリンジ
院外・院内 ノボセブンHI静注用1mgシリンジ
院外・院内限定 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
院外 ノボラピッド30ミックス注ペンフィル
院外・院内限定 ノボラピッド50ミックス注フレックスペン
院外 ノボラピッド70ミックス注フレックスペン
院外・院内限定 ノボラピッド注100単位/mL
院外 ノボラピッド注イノレット
院外・院内 ノボラピッド注フレックスタッチ
院外 ノボラピッド注フレックスペン
院外 ノボラピッド注ペンフィル
院外 ノボリン30R注フレックスペン
院外 ノボリンN注フレックスペン
院外・院内 ノボリンR注フレックスペン
院外・院内限定 ノリトレン錠10mg
院外・院内限定 ノリトレン錠25mg
院内 ノルアドリナリン注1mg
院外 ノルスパンテープ10mg
院外・院内限定 ノルスパンテープ20mg
院外・院内限定 ノルスパンテープ5mg
院外 ノルディトロピン フレックスプロ注10mg
院外・院内限定 ノルディトロピン フレックスプロ注15mg
院外 ノルディトロピン フレックスプロ注5mg
院外 ノルバスクOD錠10mg
院外 ノルバスクOD錠2.5mg
院外 ノルバスクOD錠5mg
院外 ノルバスク錠10mg
院外 ノルバスク錠2.5mg
院外 ノルバスク錠5mg
院外 ノルバデックス錠10mg
院外 ノルバデックス錠20mg
院外 ノルモナール錠15mg
院内 献血ノンスロン1500注射用
院内 献血ノンスロン500注射用
院内 パージェタ点滴静注420mg/14mL
院内 パーヒューザミン注
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院外・院内 ハーフジゴキシンKY錠0.125
院外 ハーボニー配合錠
院外・院内 パーロデル錠2.5mg
院外 バイアグラ錠25mg
院外 バイアグラ錠50mg
院外・院内 バイアスピリン錠100mg 後発品
院外 バイエッタ皮下注10μgペン300
院外 バイエッタ皮下注5μgペン300
院内 ハイカムチン注射用1.1mg
院内限定 ハイカリックRF輸液
院外 ハイカリック液?１号
院外 ハイカリック液?２号
院外 バイカロン錠25mg
院外 ハイコバールカプセル500μg
院外 ハイシー顆粒25%
院外・院内限定 バイシリンG顆粒40万単位
院外 ハイゼット錠50mg
院外・院内限定 ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
院外・院内限定 ハイゼントラ20％皮下注４g/20mL
院外・院内限定 ハイドレアカプセル500mg
院外 ハイパジールコーワ点眼液0.25%
院外 ハイペン錠100mg
院外 ハイペン錠200mg
院外・院内 ハイボン錠20mg
院外 バイロテンシン錠10mg
院外 バイロテンシン錠5mg
院外・院内 パキシルCR錠12.5mg
院外 パキシルCR錠25mg
院外 パキシル錠10mg
院外 パキシル錠20mg
院外 パキシル錠5mg
院外 バクシダール錠100mg
院外 小児用バクシダール錠50mg
院外 白色ワセリン*(マイラン)
院外・院内 白色ワセリン「ケンエー」
院外・院内 バクタ配合錠
院外・院内 バクタ配合顆粒
院外 バクトラミン配合顆粒
院内限定 バクトラミン注
院外・院内 バクトロバン鼻腔用軟膏2%
院内 パクリタキセル注射液150mg「サワイ」 後発品
院内 パクリタキセル注射液30mg「サワイ」 後発品
院外 パスタロンクリーム10%
院外 パスタロンクリーム20%
院外 パスタロンソフト軟膏10%
院外 パスタロンソフト軟膏20%
院外 パスタロンローション10%
院外・院内限定 パタノール点眼液0.1%
院外・院内 含嗽用ハチアズレ顆粒
院外・院内 バップフォー錠10
院外 バップフォー錠20
院外・院内 パナルジン細粒10%
院外・院内 パナルジン錠100mg
院外 バナン錠100mg
院外 パニマイシン点眼液0.3%
院内 パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」
院外 パピロックミニ点眼液0.1%
院外 バファリン配合錠A330
院外・院内 バファリン配合錠A81 後発品
院内 ハプトグロビン静注2000単位「JB」
院内限定 パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」 後発品
院内限定 パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」 後発品
院内 パム静注500mg
院内 ハラヴェン静注1mg
院外 バラクルード錠0.5mg
院外・院内 バラシクロビル錠500mg「明治」 後発品
院外・院内 バラシクロビル顆粒50％「明治」 後発品
院外 パラプロスト配合カプセル
院外・院内限定 パラミヂンカプセル300mg
院内 バリエネマHD75% 後発品
院外 パリエット錠10mg
院外 パリエット錠20mg
院外・院内限定 バリキサ錠450mg
院外・院内限定 バリキサドライシロップ5000mg
院外・院内 バリコンミール
院外・院内 バリブライトP
院内 バル筋注100mg「AFP」
院内限定 バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 後発品
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院外 ハルシオン0.125mg錠
院外・院内限定 ハルシオン0.25mg錠
院外 パルデス軟膏0.05％
院外 バルトレックス錠500
院外 バルトレックス顆粒50%
院外 ハルナールD錠0.1mg
院外 ハルナールD錠0.2mg
院内 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 後発品
院外 パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入
院外 パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入
院外・院内 パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入
院外 パルミコート吸入液0.25mg
院外・院内 パルミコート吸入液0.5mg
院外 パルモディア錠0.1mg
院外・院内限定 ハルロピテープ8mg
院外 ハルロピテープ16mg
院外・院内限定 ハルロピテープ24mg
院外・院内限定 ハルロピテープ32mg
院外 ハルロピテープ40mg
院外・院内 バレイショデンプン「ケンエー」
院外 バレリン錠100mg 後発品
院外 バレリン錠200mg 後発品
院内 バロス消泡内用液2% 後発品
院外・院内 バロス発泡顆粒-S 後発品
院内限定 パロキセチン錠10mg「明治」 後発品
院内限定 ハロペリドール錠1mg「アメル」 後発品
院内 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ「ＭＥＥＫ」 後発品
院外・院内限定 バンコマイシン眼軟膏1%
院内 バンコマイシン塩酸塩散0.5ｇ 「ＭＥＥＫ」 後発品
院外・院内 パントシン散20%
院内 パントシン注10%
院外・院内 調剤用パンビタン末
院内 ハンプ注射用1000
院内 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」 後発品
院外 ヒアレインミニ点眼液0.1%
院外 ヒアレインミニ点眼液0.3%
院外 ヒアレイン点眼液0.1%
院外 ヒアレイン点眼液0.3%
院内 PA・ヨード点眼・洗眼液
院外・院内 PL配合顆粒
院外 ピーエイ配合錠 後発品
院内 ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%
院内 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)
院外 ビーソフテンクリーム0.3% 後発品
院外 ビーソフテンローション0.3% 後発品
院内 ビーフリード輸液
院外 ビーマス配合錠
院内 ビームゲン注0.25mL
院内 ビームゲン注0.5mL
院内 ヒーロンV眼粘弾剤2.3％シリンジ0.6mL
院内 ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」 後発品
院内 ピオグリタゾンOD錠30mg「ファイザー」 後発品
院外 ビオスリー配合散
院外 ビオスリー配合錠
院外 ビオチン・ドライシロップ0.1％「ホエイ」 後発品
院外 ビオチン散0.2%「フソー」
院外 ビオチン散0.2%「ホエイ」
院外 ビオフェルミンR散 後発品
院外 ビオフェルミンR錠 後発品
院外 ビオフェルミン錠剤 後発品
院外 ビオフェルミン配合散
院内 ビカーボン輸液
院内 光糖液5%
院外 ビクシリンカプセル250mg
院内 ビクシリン注射用0.25g
院内 ビクシリン注射用1g
院内限定 ビクタルビ配合錠
院外・院内限定 ビクトーザ皮下注18mg
院外・院内 ビクロックス錠200 後発品
院内 ビクロックス点滴静注125mg 後発品
院内 ビクロックス点滴静注250mg 後発品
院内 ビケンHA（インフルエンザHAワクチン）
院内 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 後発品
院内 ビジクリア配合錠
院内 ピシバニール注射用1KE
院内 ピシバニール注射用5KE
院外・院内 ビ・シフロール錠0.125mg
院外・院内 ビ・シフロール錠0.5mg
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院外・院内 ビスラーゼ注射液20mg
院外 ヒスロンH錠200mg
院外 ヒスロン錠5
院外 ビソノテープ2mg
院外・院内 ビソノテープ4mg
院外 ビソノテープ8mg
院内 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 後発品
院外・院内 ビソルボン細粒2%
院外・院内 ビソルボン錠4mg
院内 ビソルボン注4mg
院外 ビソルボン吸入液0.2%
院内 ビダーザ注射用100mg
院外・院内 ビタシミン注射液100mg
院外・院内 ビタシミン注射液500mg
院外・院内 ビタジェクト注キット 後発品
院外 ビタノイリンカプセル50
院内 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 後発品
院内 ピタバスタチンCa・OD錠２mg「トーワ」 後発品
院外・院内 ビタメジン配合カプセルB25
院外 ビタメジン配合カプセルB50
院外 ビタメジン配合散
院外・院内 ビタメジン静注用
院外 ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」
院外 ヒダントールF配合錠
院外・院内限定 ヒダントール錠25mg
院外・院内 ピドキサール錠10mg
院外 ピドキサール錠20mg
院外・院内限定 ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 後発品
院内 ヒトCRH静注用100μg「タナベ」
院内 ピトレシン注射液20
院外 ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 後発品
院外 ピバレフリン点眼液0.1%
院外 ビビアント錠20mg
院外・院内限定 ビブラマイシン錠100mg
院内限定 ビプレッソ徐放錠150mg
院内 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 後発品
院外 ヒポカ15mgカプセル
院外・院内限定 ピマリシン点眼液5%「センジュ」
院外・院内 ビムパット錠100mg
院外・院内 ビムパット錠50mg
院内 ビムパット点滴静注200㎎
院外・院内 ビムパットドライシロップ10%
院外・院内 ピモベンダン錠2.5mg「TE」 後発品
院外 ヒューマトロープ注射用12mg
院外・院内限定 ヒューマトロープ注射用6mg
院外 ヒューマリン3/7注カート
院外 ヒューマリンN注100単位/mL
院外 ヒューマリンN注カート
院外 ヒューマリンN注ミリオペン
院外・院内 ヒューマリンR注100単位/mL
院外 ヒューマリンR注カート
院外 ヒューマログミックス25注カート
院外 ヒューマログミックス25注ミリオペン
院外 ヒューマログミックス50注カート
院外 ヒューマログミックス50注ミリオペン
院外・院内限定 ヒューマログ注100単位/mL
院外 ヒューマログ注カート
院外 ヒューマログ注ミリオペン
院外・院内 ヒューマログ注ミリオペンHD
院外・院内 ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
院外・院内限定 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
院外 ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
院外 ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
院外・院内 ビラノア錠20mg
院外・院内限定 ピラマイド原末
院内限定 ピリヴィジェン10%点滴静注10g/100mL
院内限定 ピリヴィジェン10%点滴静注20g/200mL
院内 ビリスコピン点滴静注50
院内 ヒルトニン0.5mg注射液
院外 ヒルドイドクリーム0.3%
院外 ヒルドイドソフト軟膏0.3%
院外 ヒルドイドフォーム0.3％
院外・院内 ヒルドイドローション0.3%
院外 ビルトリシド錠600mg
院外・院内限定 ヒルナミン錠(25mg)
院外・院内 ヒルナミン錠(5mg)
院外・院内限定 ピレスパ錠200mg
院外 ビレーズトリエアロスフィア56吸入
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院外・院内限定 ピレチア錠(25mg)
院外・院内限定 ビンダケルカプセル20mg
院内限定 ファイバ静注用1000
院外 5-FU軟膏5%協和
院外 ファスティック錠30
院外 ファスティック錠90
院内限定 ファセンラ皮下注30mgシリンジ
院内限定 ファムシクロビル錠250mg「日医工」 後発品
院外 ファムビル錠250mg
院内 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 後発品
院内 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 後発品
院内 ファモチジン細粒2%「サワイ」 後発品
院外・院内限定 ファリーダックカプセル10mg
院外・院内限定 ファリーダックカプセル15mg
院外 ファロムドライシロップ小児用10%
院外 ファロム錠150mg
院外 ファロム錠200mg
院外・院内 ファンギゾンシロップ100mg/mL
院内 ファンガード点滴用75mg
院内 フィアスプ注フレックスタッチ
院外 フィアスプ注100単位/mL
院外・院内限定 フィコンパ錠２ｍｇ
院外 フィコンパ錠４ｍｇ
院内 フィジオ140輸液
院内 フィジオ35輸液
院内 フィニバックス点滴静注用0.5g
院内 ブイフェンド200mg静注用
院外・院内限定 ブイフェンド錠200mg
院外・院内限定 ブイフェンド錠50mg
院内限定 フィブリノゲンHT静注用1g「JB」
院外 フィブラストスプレー250
院外・院内 フィブラストスプレー500
院内 フィブロガミンP静注用
院内限定 フィラジル皮下注30mgシリンジ
院内 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」 後発品
院内 フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」 後発品
院内 フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」 後発品
院内 注射用フィルデシン3mg
院内 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」*(TO-336株)
院内 プールシンチ注
院外 フェアストン錠40
院外 フェアストン錠60
院内 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 後発品
院内 フェジン静注40mg
院内 フェソロデックス筋注250mg
院外・院内 フェノバールエリキシル0.4%
院外・院内 フェノバール散10%
院外 フェノバール錠30mg
院内 フェノバール注射液100mg
院外・院内 フェブリク錠10mg
院外 フェブリク錠20mg
院外 フェブリク錠40mg
院外 フェマーラ錠2.5mg
院外・院内限定 フェルムカプセル100mg
院外 フェルデン軟膏0.5%
院内 フェルビナクパップ70mg「NP」 後発品
院外・院内 フェロ・グラデュメット錠105mg
院外・院内 フェロベリン配合錠
院外 フェロミア錠50mg
院外 フェロミア顆粒8.3%
院外・院内 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 後発品
院外・院内 フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 後発品
院外・院内 フェンタニル3日用テープ2.1mg／4.2mg／8.4mg／12.6mg／16.8mg「HMT」
院外 フェントステープ0.5mg
院外 フェントステープ1mg
院外 フェントステープ2mg
院外 フェントステープ4mg
院外 フェントステープ6mg
院外 フェントステープ8mg
院外 フオイパン錠100mg
院外 フォサマック錠35mg
院外・院内限定 フォサマック錠5
院外・院内限定 フォシーガ錠10mg
院外 フォシーガ錠5mg
院外・院内限定 フォスブロック錠250mg
院外・院内 フォリアミン錠
院外・院内 フォルテオ皮下注キット600μg
院外・院内限定 ブシ末(調剤用)「ツムラ」
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院外・院内限定 フシジンレオ軟膏2%
院外 フスコデ配合錠
院外・院内 ブスコパン錠10mg
院外・院内 ブスコパン注20mg
院内限定 ブスルフェクス点滴静注用60mg
院外・院内 ブドウ糖「日医工」
院内 ブドウ糖注5%PL「フソー」
院内 ブドウ糖注50%PL「フソー」
院内 ブライアン点滴静注1g
院内 フラグミン静注5000単位/5mL
院外・院内限定 プラケニル錠200mg
院外・院内 プラザキサカプセル110mg
院外・院内 プラザキサカプセル75mg
院外・院内 フラジール内服錠250mg
院外・院内 フラジール腟錠250mg
院外・院内 ブラダロン錠200mg
院外・院内 プラノバール配合錠
院内 プラバスタチンNa錠10mg「MED」 後発品
院外 フラビタン錠10mg
院外 フラビタンシロップ0.3%
院外・院内限定 フラビタン眼軟膏0.1%
院外 プラビックス錠25mg
院外 プラビックス錠75mg
院外・院内 フラベリック錠20mg
院内 プラリア皮下注60mgシリンジ
院外・院内限定 プラルエント皮下注75mgペン
院外・院内限定 プラルエント皮下注150mgペン
院外 フランドル錠20mg
院外・院内 プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」 後発品
院外・院内 フランドルテープ40mg
院外 フリウェル配合錠LD「あすか」 後発品
院外 フリウェル配合錠ULD「あすか」 後発品
院内限定 プリジスタナイーブ錠800mg
院内 プリズバインド静注液2.5g
院内 ブリディオン静注200mg
院外 フリバスOD錠50mg
院外 フリバスOD錠75mg
院外 フリバス錠25mg
院外・院内限定 フリバス錠50mg
院外 フリバス錠75mg
院外・院内 プリビナ液0.05%
院外 プリビナ点眼液0.5mg/mL
院外・院内 プリマキン錠15mg「サノフィ」
院外・院内限定 プリミドン細粒99.5%「日医工」
院外 プリミドン錠250mg「日医工」
院外・院内 プリモボラン錠5mg
院外 プリンペラン細粒2%
院外・院内限定 プリンペラン錠5
院外・院内 プリンペラン注射液10mg
院外 フルイトラン錠1mg
院外・院内 フルイトラン錠2mg
院内 フルービックHA
院内 フルオレサイト静注500mg 後発品
院内 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 後発品
院内 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 後発品
院内 フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」 後発品
院内 フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」 後発品
院外・院内限定 フルカリック1号輸液
院外・院内限定 フルカリック2号輸液
院外・院内限定 フルカリック3号輸液
院内 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 後発品
院外 フルコートF軟膏
院外 プルゼニド錠12mg
院外 フルタイド100μgエアゾール60吸入用
院外・院内 フルタイド100ディスカス
院外 フルタイド100ロタディスク
院外・院内 フルタイド200ディスカス
院外 フルタイド200ロタディスク
院外・院内 フルタイド50μgエアゾール120吸入用
院外 フルタイド50ディスカス
院外 フルダラ錠10mg
院内限定 フルダラ静注用50mg
院外 フルツロンカプセル200
院外・院内 フルティフォーム125エアゾール120吸入用
院外 フルティフォーム125エアゾール56吸入用
院外 フルティフォーム50エアゾール56吸入用
院外 フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用
院外 フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用
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院外 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用
院外・院内限定 ブルフェン錠100
院外 ブルフェン錠200
院外 ブルフェン顆粒20%
院内 フルボキサミンマレイン酸塩錠25㎎「NP」 後発品
院内 フルボキサミンマレイン酸塩錠50㎎「NP」 後発品
院内 フルマリン静注用0.5g
院内 フルマリン静注用1g
院外 フルメタクリーム
院外 フルメタローション
院外 フルメタ軟膏
院外 フルメトロン点眼液0.02%
院外 フルメトロン点眼液0.1%
院内 プレアミン-P注射液
院内 ブレオ注射用15mg
院内 ブレオ注射用5mg
院内 プレグランディン腟坐剤1mg
院内 フレスミンS注射液1000μg
院内 プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」
院外 プレタールOD錠100mg
院外 プレタールOD錠50mg
院外 プレタール散20%
院外 ブレディニン錠25
院外・院内限定 ブレディニン錠50
院外 プレドニゾロン散「タケダ」1%
院外・院内 プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
院外 プレドニゾロン錠5mg(旭化成)
院外・院内 プレドニン錠5mg
院内 水溶性プレドニン10mg
院内 水溶性プレドニン20mg
院外 プレドニン眼軟膏
院外 プレドネマ注腸20mg 後発品
院内限定 プレバイミス錠240mg
院内 プレベナー13水性懸濁注
院外 プレマリン錠0.625mg
院外 プレミネント配合錠LD
院内 プロイメンド点滴静注用150mg
院内 フローレス眼検査用試験紙0.7mg 後発品
院内限定 静注用フローラン0.5mg
院外・院内限定 プログラフカプセル0.5mg
院外・院内限定 プログラフカプセル1mg
院外・院内限定 プログラフ顆粒0.2mg
院内限定 プログラフ注射液2mg
院内限定 プログラフ注射液5mg
院外 プロクトセディル坐薬
院内 プロゲデポー筋注125mg
院内 プロゲホルモン筋注用10mg 後発品
院外 プロサイリン錠20
院内 プロジフ静注液100
院内 プロジフ静注液200
院外 フロジン外用液5% 後発品
院外 プロスタールL錠50mg
院外・院内 プロスタール錠25
院内 プロスタルモン・F注射液1000
院内 プロスタンディン注射用20μg
院内 プロスタンディン点滴静注用500μg
院外・院内 プロスタンディン軟膏0.003%
院内 フロセミド細粒4％「EMEC」 後発品
院内 フロセミド錠20㎎「テバ」 後発品
院内 フロセミド注20㎎「テバ」 後発品
院外・院内限定 プロセキソール錠0.5mg
院外・院内限定 プロタノールS錠15mg
院内 プロタノールL注0.2mg
院内 プロタノールL注1mg
院内 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
院内 ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 後発品
院外 プロテカジン錠10
院外 プロテカジン錠5
院外・院内 プロトピック軟膏0.03%小児用
院外・院内 プロトピック軟膏0.1%
院外・院内 ブロナック点眼液0.1%
院外・院内 プロナーゼMS
院内 ブロナンセリン錠4mg「DSEP」 後発品
院外・院内限定 プロノン錠150mg
院内 プロハンス静注5mL
院内 プロハンス静注シリンジ17mL
院外 プロパジール錠50mg
院内限定 プロピタン錠50mg
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院外 ブロプレス錠12
院外 ブロプレス錠2
院外 ブロプレス錠4
院外 ブロプレス錠8
院外 プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 後発品
院外 フロベン錠40
院外・院内 フロベン顆粒8%
院外 プロベラ錠2.5mg
院外 プロペシア錠0.2mg
院外 プロペシア錠1mg
院外 プロペト
院内 プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 後発品
院外 プロマックD錠75
院外 プロマック顆粒15%
院外・院内 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 後発品
院内限定 ブロムペリドール錠３mg「サワイ」 後発品
院外 フロモックス小児用細粒100mg
院外 フロモックス錠100mg
院外 フロモックス錠75mg
院外・院内 フロリードゲル経口用2%
院外・院内 フロリネフ錠0.1mg
院外・院内 フロリードDクリーム1%
院外 プロレナール錠5μg
院外 ベイスンOD錠0.2
院外 ベイスンOD錠0.3
院外 ベイスン錠0.2
院外 ベイスン錠0.3
院外・院内限定 ベオーバ錠50mg
院内限定 ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL
院外 ベガモックス点眼液0.5%
院外・院内 5%ヘキザック液 後発品
院内 ヘキザックAL液1％
院内 ヘキザックAL1%OR綿棒16
院外・院内 ペキロンクリーム0.5%
院内 ベクルリー点滴静注液100mg
院内 ベクルリー点滴静注用100mg
院内 ベクティビックス点滴静注100mg
院内 ベクティビックス点滴静注400mg
院内 ベザトールSR錠200mg
院外・院内限定 ベサノイドカプセル10mg
院内 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 後発品
院外 ベシケアOD錠2.5mg
院外・院内 ベシケアOD錠5mg
院外・院内限定 ベシケア錠2.5mg
院外 ベシケア錠5mg
院外 ベージニオ錠50mg
院外 ベージニオ錠100mg
院外 ベージニオ錠150mg
院外・院内 ベスタチンカプセル30mg
院内限定 ベストロン耳鼻科用1%
院外・院内限定 ベストロン点眼用0.5%
院外・院内限定 ベセルナクリーム5%
院外・院内限定 ベタナミン錠10mg 後発品
院外 ベタニス錠25mg
院外・院内 ベタニス錠50mg
院内 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」 後発品
院外・院内限定 ベタフェロン皮下注用960万国際単位
院内 ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」
院内 ペチロルファン注射液
院外 ベトネベートクリーム0.12%
院外 ベトプティック点眼液0.5%
院外 ベナパスタ軟膏4%
院内 ベナンバックス注用300mg
院内 ベニジピン塩酸塩錠４mg「サワイ」 後発品
院内 注射用ペニシリンGカリウム100万単位
院内限定 献血ベニロン-I静注用2500mg
院内限定 献血ベニロン-I静注用5000mg
院内限定 献血ベニロン-I静注用500mg
院外・院内限定 ベネット錠17.5mg
院外 ベネット錠2.5mg
院外 ベネット錠75mg
院外 ベネトリン吸入液0.5%
院外・院内 ベネフィクス静注用2000
院内 ベノキシール点眼液0.4%
院内 ヘパティメージ注
院内限定 ヘパリンCa皮下注１万単位/0.4mL「サワイ」
院外・院内 ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」
院内 ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 後発品
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院内 ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」 後発品
院外・院内限定 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」 後発品
院外・院内 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「テバ」 後発品
院外 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 後発品
院外・院内 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 後発品
院外・院内 ヘパンED配合内用剤
院外・院内限定 ベピオゲル2.5%
院外・院内 ベプシドカプセル25mg
院内 ベプシド注100mg
院内 ヘブスブリンIH静注1000単位
院内 ヘブスブリン筋注用200単位
院外 ヘプセラ錠10
院内 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL
院内 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL
院外 ベプリコール錠100mg
院外・院内 ベプリコール錠50mg
院外・院内限定 ヘマンジオルシロップ小児用0.375％
院外・院内限定 ヘムライブラ皮下注60mg
院外・院内限定 ヘムライブラ皮下注90mg
院外・院内限定 ヘムライブラ皮下注105mg
院外・院内限定 ヘムライブラ皮下注150mg
院外・院内限定 ベムリディ錠25mg
院外 ヘモクロンカプセル200mg
院外 ベラチンドライシロップ小児用0.1%
院内 ペラニンデポー筋注5mg
院内 ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 後発品
院内 ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 後発品
院外 ペリアクチンシロップ0.04%
院外 ペリアクチン散1%
院外 ペリアクチン錠4mg
院内 ペリオドン
院内 ペリオフィール歯科用軟膏2% 後発品
院外 ペリシット錠250mg
院外・院内 ベリチーム配合顆粒
院内 ベリナートP静注用500
院内 ベルケイド注射用3mg
院内 ベルコムローション
院外 ペルサンチン錠100mg
院外・院内 ペルサンチン錠25mg
院外 ペルジピンLAカプセル20mg
院外 ペルジピンLAカプセル40mg
院外・院内 ペルジピン散10%
院外 ペルジピン錠10mg
院外・院内 ペルジピン錠20mg
院外 ベルソムラ錠10mg
院外・院内 ベルソムラ錠15mg
院外・院内 ベルソムラ錠20mg
院内 ヘルニコア椎間板注用1.25単位
院外 ヘルベッサーRカプセル100mg
院外 ヘルベッサーRカプセル200mg
院外 ヘルベッサー錠30
院外 ペルマックス錠250μg
院外 ペルマックス錠50μg
院外 ベロテックエロゾル100
院外 ベンザリン細粒1%
院外 ベンザリン錠10
院外 ベンザリン錠2
院外 ベンザリン錠5
院外・院内 ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「ファイザー」
院内 ベンズブロマロン錠25mg「テバ」 後発品
院内 ベンゾダイン注
院外・院内限定 ペンタサ錠250mg
院外 ペンタサ錠500mg
院外・院内限定 ペンタサ顆粒94%
院外・院内限定 ペンタサ坐剤1g
院外・院内 ペンタサ注腸1g
院外・院内限定 ベンテイビス吸入液10μg
院外・院内限定 ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
院外・院内 ペンレステープ18mg
院外 ボアラクリーム0.12%
院外・院内 ボアラ軟膏0.12%
院内 ボースデル内用液10
院外 ホーリン錠1mg
院外・院内 ホーリンV腟用錠1mg
院外 ホクナリンドライシロップ0.1%小児用
院外・院内 ホクナリンテープ0.5mg
院外・院内 ホクナリンテープ1mg
院外 ホクナリンテープ2mg
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院内 ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 後発品
院外・院内限定 ボシュリフ錠100mg
院内限定 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL
院外・院内 強力ポステリザン(軟膏)
院内 ホストイン静注750mg
院外・院内 ホスミシンドライシロップ400
院外 ホスミシン錠250
院外 ホスミシン錠500
院内 ホスミシンS静注用0.5g
院内 ホスミシンS静注用2g
院内 ボスミン注1mg
院外・院内 ボスミン外用液0.1%
院外・院内 ホスリボン配合顆粒
院外・院内限定 ホスレノールOD錠250mg
院外 ホスレノールチュアブル錠250mg
院内 ポタコールR輸液
院外・院内 ボチシート20% 後発品
院内限定 ポテリジオ点滴静注20mg
院内 ボトックス注用100単位
院内 ボトックス注用50単位
院外 ボナロン経口ゼリー35mg
院外 ボナロン錠35mg
院外 ボナロン錠5mg
院外 ボノサップパック400
院外 ボノサップパック800
院外 ボノピオンパック
院内 ポビドンヨードガーグル液7％「明治」 後発品
院内 ポビドンヨードゲル10％「マイラン」(90g) 後発品
院内 ポビドンヨードゲル10％「明治」(4g) 後発品
院内 ポビドンヨードスクラブ液7.5％「明治」 後発品
院内限定 ポプスカイン0.5％注50mg/10mL
院外・院内 ポピヨドン10%綿棒12
院内 ポマリストカプセル1㎎
院内 ポマリストカプセル2㎎
院内 ポマリストカプセル3㎎
院内 ポマリストカプセル4㎎
院内 ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」
院外・院内限定 ポラキス錠1
院外 ポラキス錠2
院外 ボラザG坐剤
院外 ボラザG軟膏
院内 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 後発品
院外 ポララミンシロップ0.04%
院外 ポララミン散1%
院外・院内 ポララミン錠2mg
院内 ポララミン注5mg
院内限定 ボリコナゾール錠200mg「DSEP」 後発品
院内限定 ボリコナゾール錠50mg「DSEP」 後発品
院外 ホリゾン錠2mg
院内 ホリゾン注射液10mg
院外 ポリフル細粒83.3%
院外・院内限定 ポリフル錠500mg
院外 硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」
院外・院内 ボルタレンサポ12.5mg
院外・院内 ボルタレンサポ25mg
院外・院内 ボルタレンサポ50mg
院外 ボルタレンSRカプセル37.5mg
院外 ボルタレン錠25mg
院外 ボルタレンゲル1%
院外 ボルタレンテープ15mg
院外 ボルタレンテープ30mg
院外 ポルトラック原末
院内 ボルヒール組織接着用（1mL）
院内 ボルヒール組織接着用（3mL）
院内 ボルヒール組織接着用（5mL）
院内 ボルベン輸液6%
院内 歯科用ホルムクレゾール「村上」
院外 ボンアルファクリーム2μg/g
院外 ボンアルファハイローション20μg/g
院外 ボンアルファハイ軟膏20μg/g
院外 ボンアルファローション2μg/g
院外・院内 ボンアルファ軟膏2μg/g
院外・院内限定 ボンゾール錠100mg
院外 ボンゾール錠200mg
院外・院内 ポンタールカプセル250mg
院外・院内 ポンタールシロップ3.25%
院外 ボンビバ錠100㎎
院内 ボンビバ静注1mgシリンジ
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院内 マーカイン注0.5%
院内 マーカイン注脊麻用0.5%高比重
院内 マーカイン注脊麻用0.5%等比重
院外・院内 マーズレンS配合顆粒
院外 マーズレン配合錠0.375ES
院外 マーズレン配合錠0.5ES
院外 マーズレン配合錠1.0ES
院外 マーデュオックス軟膏
院外 マーベロン21
院外 マーロックス懸濁用配合顆粒 後発品
院内限定 マイオザイム点滴静注用50mg
院内 マイオビュー注シリンジ（296MBｑ）
院内 マイオビュー注シリンジ（592MBｑ）
院内 マイオビュー注シリンジ（740MBｑ）
院外 マイコスポールクリーム1%
院外 マイザークリーム0.05%
院外・院内 マイザー軟膏0.05%
院外・院内 マイスタン細粒1%
院外・院内限定 マイスタン錠10mg
院外 マイスタン錠5mg
院外 マイスリー錠10mg
院外 マイスリー錠5mg
院外・院内 マイテラーゼ錠10mg
院外・院内 人工涙液マイティア点眼液
院内 マイトマイシン注用10mg
院内 マイトマイシン注用2mg
院内限定 マイロターグ点滴静注用5mg
院外 マヴィレット配合錠
院内 マキュエイド眼注用40mg
院内 マグコロールP
院外 マクサルトRPD錠10mg
院外 マクサルト錠10mg
院内 マグセント注100mL
院外 マグミット錠250mg 後発品
院外・院内 マグミット錠330mg 後発品
院外・院内 マグミット錠500mg 後発品
院内 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」*(シュワルツFF-8株)
院内 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
院内 マスキンスクラブ4%
院外・院内 マドパー配合錠
院内限定 マブキャンパス点滴静注30mg
院外 マブリン散1%
院内 乾燥まむし抗毒素「KMB」
院外 マラロン配合錠
院外 マリゼブ錠12.5mg 
院外 マリゼブ錠25mg
院内 マルトス輸液10%
院内 20%マンニットール注射液「YD」（300mL）
院内 ミオMIBG-I123注射液
院外 ミオカーム内服液33.3%
院外・院内 ミオコールスプレー0.3mg
院内限定 ミオテクター冠血管注
院外 ミオナール錠50mg
院外 ミオナール顆粒10%
院外 ミカムロ配合錠AP
院外 ミカムロ配合錠BP
院外 ミカルディス錠20mg
院外 ミカルディス錠40mg
院外 ミカルディス錠80mg
院外・院内限定 ミグシス錠5mg
院外 ミケランLAカプセル15mg
院内限定 小児用ミケラン細粒0.2％
院外 ミケラン錠5㎎
院外 ミケランLA点眼液2%
院外 ミケラン点眼液2%
院外 ミケルナ配合点眼液
院外 ミコブティンカプセル150mg
院外 ミコンビ配合錠AP
院外 ミコンビ配合錠BP
院内 ミダフレッサ静注0.1％
院外・院内限定 ミッドペリック135腹膜透析液1.5Ｌ（排液用バッグ付）
院外・院内限定 ミッドペリック135腹膜透析液2Ｌ
院外・院内限定 ミッドペリック250腹膜透析液2Ｌ
院外・院内 ミドリンM点眼液0.4%
院外・院内 ミドリンP点眼液
院外 ミネブロ錠1.25mg
院外・院内 ミネブロ錠2.5mg
院外 ミネブロ錠5mg
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院外・院内 ミニプレス錠0.5mg
院外 ミニプレス錠1mg
院外 ミニリンメルトOD錠120μg
院外 ミニリンメルトOD錠240μg
院外・院内限定 ミニリンメルトOD錠60μg
院外 ミノアレ散66.7%
院内 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 後発品
院内 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 後発品
院外 ミノマイシンカプセル100mg
院外 ミノマイシンカプセル50mg
院外 ミノマイシン錠50mg
院外 ミノマイシン顆粒2%
院外・院内 ミヤBM細粒
院外・院内 ミヤBM錠
院内 ミラクリッド注射液10万単位
院内 ミラクリッド注射液5万単位
院外・院内限定 ミラペックスLA錠0.375mg
院外・院内限定 ミラペックスLA錠1.5mg
院外 ミリステープ5mg
院外 ミリダシン錠90mg
院内 ミリプラ動注用70mg
院内 ミリプラ用懸濁用液4mL
院内 ミルセラ注シリンジ100μg
院内 ミルセラ注シリンジ150μg
院内 ミルセラ注シリンジ200μg
院内 ミルセラ注シリンジ250μg
院内 ミルセラ注シリンジ25μg
院内 ミルセラ注シリンジ50μg
院内 ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 後発品
院外 ミルタックスパップ30mg
院外 ミルラクト細粒50%
院内限定 ミルリーラ注射液10mg
院内 ミレーナ52mg
院内 ミンクリア内用散布液0.8%
院外・院内 ムコサールドライシロップ1.5% 後発品
院外 ムコスタ錠100mg
院外 ムコスタ点眼液UD2%
院外 ムコソルバンDS3%
院外 ムコソルバンL錠４５ｍｇ
院外 ムコソルバン錠１５ｍｇ
院外 小児用ムコソルバンDS1.5%
院外 小児用ムコソルバンシロップ0.3％
院外 ムコゾーム点眼液0.5% 後発品
院外 ムコダインDS50%
院外 ムコダインシロップ5%
院外 ムコダイン錠250mg
院外 ムコダイン錠500mg
院内 無水エタノール注「ファイザー」
院外・院内限定 ムルプレタ錠3mg
院外・院内限定 ムンデシンカプセル100mg
院外・院内 メイアクトMS小児用細粒10%
院外・院内 メイアクトMS錠100mg
院外 メイラックス細粒1%
院外・院内 メイラックス錠1mg
院外 メイラックス錠2mg
院内 メイロン静注8.4%（20・250mL）
院外 メインテート錠0.625mg
院外 メインテート錠2.5mg
院外 メインテート錠5mg
院外・院内 メキシチールカプセル100mg
院外・院内 メキシチールカプセル50mg
院内 メキシチール点滴静注125mg
院外 メサデルムクリーム0.1%
院外 メサデルムローション0.1%
院外 メサデルム軟膏0.1%
院外・院内 メサペイン錠10mg
院外・院内 メサペイン錠5mg
院外・院内 メサラジン錠500㎎「サワイ」
院外 メジコン散10%
院外・院内 メジコン錠15mg
院外・院内限定 メスチノン錠60mg
院外・院内 メソトレキセート錠2.5mg
院内 メソトレキセート点滴静注液1000mg
院内 メソトレキセート点滴静注液200mg
院内 注射用メソトレキセート50mg
院内 注射用メソトレキセート5mg
院外 メタクト配合錠HD
院外 メタクト配合錠LD
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院内 メタボリン注射液50mg
院外・院内限定 メタルカプターゼカプセル100mg
院外・院内限定 メチコバール細粒0.1% 後発品
院外 メチコバール錠250μg 後発品
院外・院内 メチコバール錠500μg 後発品
院内 メチコバール注射液500μg
院外・院内 メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」
院内 メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 後発品
院内 メチレンブルー静注50mg「第一三共」
院外 メトアナ配合錠LD
院外 メトアナ配合錠HD
院外・院内 メトグルコ錠250mg
院外 メトグルコ錠500mg
院内 メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」 後発品
院外 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」
院外 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 後発品
院外・院内 メトリジン錠2mg
院外・院内 メドロール錠4mg
院内限定 メナクトラ筋注
院外 メニレット70%ゼリー30g
院外 メネシット配合錠100
院外 メノエイドコンビパッチ
院外 メバロチン錠10
院外 メバロチン錠5
院外・院内限定 メファキン「ヒサミツ」錠275
院外 メプチンシロップ5μg/mL
院外 メプチンドライシロップ0.005%
院外 メプチンミニ錠25μg
院外・院内 メプチン錠50μg
院外・院内 メプチン顆粒0.01%
院外・院内 メプチンエアー10μg吸入100回
院外 メプチンキッドエアー5μg吸入100回
院外・院内 メプチン吸入液0.01%
院外 メプチン吸入液ユニット0.3mL
院外 メプチン吸入液ユニット0.5mL
院外・院内 メマリーOD錠20mg
院外・院内 メマリーOD錠5mg
院外 メマリー錠10mg
院外 メマリー錠20mg
院外 メマリー錠5mg
院外 メリスロン錠12mg
院外 メリスロン錠6mg
院外・院内 メルカゾール錠5mg
院内 メルカゾール注10mg
院外 メレックス錠0.5mg
院外 メレックス錠1mg
院内 メロペネム点滴静注用1g「明治」 後発品
院内 メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 後発品
院外 メンタックスクリーム1%
院外 メンタックス外用液1%
院外 メンドンカプセル7.5mg
院外・院内限定 モーバー錠100mg
院外 モービック錠10mg
院外 モービック錠5mg
院外 モーラステープ20mg
院外 モーラステープL40mg
院外 モーラスパップ30mg
院外 モーラスパップ60mg
院外 モーラスパップXR120mg
院外 モーラスパップXR240mg
院内 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」 後発品
院内限定 モゾビル皮下注24mg
院外・院内限定 モディオダール錠100mg
院外 モニラック・シロップ65%
院外・院内限定 モビコール配合内用剤
院内 モビプレップ配合内用剤
院外・院内 モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
院外・院内 モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」
院外 モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」
院外・院内 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」
院外 モルペス細粒2% 後発品
院内 モンテルカストOD錠10mg「EE」 後発品
院内 モンテルカスト細粒4mg「日医工」 後発品
院内 モンテルカストチュアブル錠５mg「EE」 後発品
院外 ヤーズ配合錠
院外 ヤーズフレックス配合錠
院内 ヤーボイ点滴静注液50mg
院外 ヤクバンテープ20mg
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院外 ヤクバンテープ40mg
院外 ヤクバンテープ60mg
院外・院内 薬用炭「日医工」
院外 ユーエフティE配合顆粒T100
院外・院内 ユーエフティE配合顆粒T150
院外 ユーエフティE配合顆粒T200
院外・院内限定 ユーエフティ配合カプセルT100
院外 ユーゼル錠25mg
院外・院内 ユーパスタコーワ軟膏
院外・院内 ユービット錠100mg
院外・院内 ユーロジン1mg錠
院外 ユーロジン2mg錠
院外 ユナシン錠375mg
院外 ユニシア配合錠HD
院外 ユニシア配合錠LD
院内限定 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
院外 ユニフィルLA錠100mg
院外・院内 ユニフィルLA錠200mg
院外 ユニフィルLA錠400mg
院外・院内 ユベラNカプセル100mg
院外 ユベラNソフトカプセル200mg
院外・院内 ユベラ錠50mg
院外 ユベラ軟膏
院外 ユリーフ錠2mg
院外 ユリーフ錠4mg
院外 ユリノーム錠25mg
院外 ユリノーム錠50mg
院内限定 ユルトミリス点滴静注300mg
院外・院内 ヨウ化カリウム「日医工」
院外・院内 ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
院外 ヨウレチン散0.02%
院外・院内限定 ヨウレチン錠「100」
院内 ヨーグリ
院外 ヨーデルS糖衣錠-80 後発品
院内 ヨードカプセル-123
院外 ヨクイニンエキス散「コタロー」
院外 ヨクイニンエキス錠「コタロー」
院内限定 ヨンデリス点滴静注用0.25mg
院内限定 ヨンデリス点滴静注用1mg
院外・院内 ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
院外 ラキソベロン錠2.5mg
院外 ラキソベロン内用液0.75%
院外 ラクツロース・シロップ60%「コーワ」
院外 ラクティオンパップ70mg
院外・院内 ラグノスNF経口ゼリー分包12g
院外 ラクリミン点眼液0.05%
院外・院内 ラコールNF配合経腸用液
院外・院内限定 ラコールNF配合経腸用半固形剤
院外・院内 ラジカット点滴静注バッグ30㎎
院外 ラシックス錠10mg
院外 ラシックス錠20mg
院外 ラシックス錠40mg
院内 ラシックス注100mg
院外・院内限定 ラジレス錠150mg
院内限定 ラスリテック点滴静注用1.5mg
院内限定 ラスリテック点滴静注用7.5mg
院内 ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」 後発品
院外 ラックビーR散 後発品
院外・院内 ラックビー微粒N
院外 ラニラピッド錠0.05mg
院外 ラニラピッド錠0.1mg
院内 ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg
院内 ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg
院内限定 ラビピュール筋注用
院外・院内限定 ラボナ錠50mg
院内 ラボナール注射用0.5g
院外 ラミクタール錠100mg
院外・院内限定 ラミクタール錠25mg
院外 ラミクタール錠小児用2mg
院外・院内限定 ラミクタール錠小児用5mg
院外・院内限定 ラミシール錠125mg
院外・院内 ラミシールクリーム1%
院外・院内 ラミシール外用液1%
院内 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 後発品
院外・院内 ランタスXR注ソロスター
院外 ランタス注カート
院外 ランタス注ソロスター
院外 ランドセン錠0.5mg
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院内 ランマーク皮下注120mg
院外・院内 リアメット配合錠
院外・院内 リアルダ錠1200mg
院外・院内限定 リーゼ錠5mg
院外・院内限定 リーバクト配合経口ゼリー
院外・院内 リーバクト配合顆粒
院外 リーマス錠100
院外 リーマス錠200
院外・院内 リウマトレックスカプセル2mg
院外・院内 リオナ錠250mg
院外 リオベル配合錠HD
院外 リオベル配合錠LD
院外 リオレサール錠10mg
院外・院内限定 リオレサール錠5mg
院外 リカルボン錠1mg
院外・院内限定 リカルボン錠50mg
院外 リキスミア皮下注300μg
院外 リクシアナ錠15mg
院外 リクシアナ錠30mg
院外 リクシアナ錠60mg
院外 リクシアナOD錠15mg
院外・院内 リクシアナOD錠30mg
院外 リクシアナOD錠60mg
院内限定 リクラスト点滴静注液5mg
院内 リコモジュリン点滴静注用12800
院内限定 リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」 後発品
院外・院内 リザベンカプセル100mg
院外・院内 リザベン細粒10%
院外・院内 リザベン点眼液0.5%
院外 リスパダールOD錠0.5mg
院外 リスパダールOD錠1mg
院外 リスパダール細粒1%
院外 リスパダール錠1mg
院外 リスパダール錠2mg
院外 リスパダール錠3mg
院外 リスパダール内用液1mg/mL
院内限定 リスパダール コンスタ筋注用50mg
院外・院内 リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 後発品
院外・院内 リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」 後発品
院外・院内 リスペリドン内用液分包1mg「日医工」 後発品
院外・院内 リスミー錠1mg
院外 リスミー錠2mg
院外・院内 リズミック錠10mg
院外 リスモダンR錠150mg
院外・院内 リスモダンカプセル100mg
院外 リスモダンカプセル50mg
院内 リスモダンP静注50mg
院外 リズモンTG点眼液0.5%
院内限定 リゾビスト注
院外・院内 リタリン錠10mg
院内限定 リツキサン点滴静注100mg
院内限定 リツキサン点滴静注500mg
院内 リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 後発品
院内 リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 後発品
院内 リドカイン点滴静注液1％「タカタ」 後発品
院内 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 後発品
院内 リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 後発品
院内 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」 後発品
院外 リドメックスコーワローション0.3%
院内限定 リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 後発品
院内限定 リネゾリド錠600mg「明治」 後発品
院外 リパクレオンカプセル150mg
院外・院内限定 リパクレオン顆粒300mg分包
院外・院内限定 リバスタッチパッチ13.5mg
院外・院内限定 リバスタッチパッチ18mg
院外・院内限定 リバスタッチパッチ4.5mg
院外 リバスタッチパッチ9mg
院内限定 リハビックス-K1号輸液
院内限定 リハビックス-K2号輸液
院外 リバロOD錠1mg
院外 リバロOD錠2mg
院外 リバロ錠1mg
院外 リバロ錠2mg
院内 リピオドール480注10mL
院外 リピディル錠53.3mg
院外 リピディル錠80mg
院外 リピトール錠10mg
院外 リピトール錠5mg
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院外・院内 リファジンカプセル150mg
院外・院内限定 リフキシマ錠200mg
院外 リフレックス錠15mg
院外 リボスチン点眼液0.025%
院外・院内 リボトリール細粒0.1%
院外 リボトリール細粒0.5%
院外・院内 リボトリール錠0.5mg
院外 リボトリール錠1mg
院外 リポバス錠10
院外 リポバス錠20
院外 リポバス錠5
院外・院内 リマチル錠100mg
院外 リマチル錠50mg
院内 リマプロストアルファデクス錠５μg「サワイ」 後発品
院外 リムパーザ錠100mg
院外 リムパーザ錠150mg
院内限定 リメタゾン静注2.5mg
院外 硫酸マグネシウム水和物
院内 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」
院外・院内限定 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」
院内 硫酸Mg補正液1mEq/mL
院内 リュープリンPRO注射用キット22.5mg
院内 リュープリンSR注射用キット11.25㎎
院内 リュープリン注射用1.88㎎
院内 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 後発品
院内 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 後発品
院外 リリカカプセル150mg
院外 リリカカプセル25mg
院外 リリカカプセル75mg
院外・院内 リリカOD錠25mg
院外・院内 リリカOD錠75mg
院外 リリカOD錠150mg
院内 リルゾール錠50mg「AA」 後発品
院外・院内 リレンザ
院内 リンゲル液「オーツカ」
院外 リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」
院内 リン酸Na補正液0.5mmol/mL
院外・院内限定 リンゼス錠0.25mg
院外・院内 リンデロン錠0.5mg
院外・院内 リンデロン注2mg(0.4%)
院外・院内 リンデロン-DPゾル
院外 リンデロン-DP軟膏
院外・院内 リンデロン-VGクリーム0.12%
院外 リンデロン-VGローション
院外・院内 リンデロン-VG軟膏0.12%
院外 リンデロン-Vクリーム0.12%
院外・院内 リンデロン-Vローション
院外 リンデロン-V軟膏0.12%
院外・院内限定 リンデロン坐剤0.5mg
院外 リンデロン坐剤1.0mg
院外・院内 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
院外 眼・耳科用リンデロンA軟膏
院外 リンラキサー錠250mg
院外・院内 ルーラン錠4mg
院外 ルーラン錠8mg
院外 ル・エストロジェル0.06%
院外 ルコナック爪外用液5％
院外・院内限定 ルジオミール錠10mg
院外 ルジオミール錠25mg
院外 ルセフィ錠2.5mg
院外 ルセフィ錠5mg
院内 ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL
院外・院内限定 ルナベル配合錠LD
院外 ルナベル配合錠ULD
院外・院内 ルネスタ錠1mg
院外 ルネスタ錠2mg
院外・院内限定 ルパフィン錠10mg
院外・院内限定 ルプラック錠4mg
院外 ルプラック錠8mg
院外 ルボックス錠25
院外 ルボックス錠50
院外 ルミガン点眼液0.03%
院外 ルリッド錠150
院外 ルリコンクリーム1%
院外 ルリコン液1%
院外 レイアタッツカプセル150mg
院内限定 レイアタッツカプセル200mg
院外・院内限定 レキソタン錠1
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院外 レキソタン錠2
院外 レキソタン錠5
院内 レギチーン注射液5mg
院外 レキップCR錠2mg
院外 レキップCR錠8mg
院外 レキップ錠0.25mg
院外 レキップ錠1mg
院外 レキップ錠2mg
院外・院内 レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液　UVツインバッグ1,500mL 1.5Lバッグ(排液用バッグ付)
院外・院内 レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液　UVツインバッグ2,000mL 2.0Lバッグ(排液用バッグ付)
院外・院内 レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液　シングルバッグ・機器専用2,500mL 2.5Lバッグ　
院外・院内 レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液　シングルバッグ・機器専用2,500ｍＬ
院外・院内限定 レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液  UVツインバッグ 1.5Lバッグ
院外・院内 レクサプロ錠10mg
院外・院内限定 レクタブル2mg注腸フォーム14回
院外・院内 レクチゾール錠25mg
院外・院内限定 レグナイト錠300mg
院外・院内限定 レグパラ錠12.5㎎
院外・院内 レグパラ錠25mg
院外 レグパラ錠75mg
院外・院内限定 レザルタス配合錠HD
院外 レザルタス配合錠LD
院外・院内 新レシカルボン坐剤
院外 レスキュラ点眼液0.12%
院外 レスタス錠2mg
院外・院内 レスタミンコーワクリーム1%
院外・院内 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏
院内 レスピア静注・経口液60mg
院外 レスミット錠2
院外 レスミット錠5
院外・院内 レスリン錠25
院外 レスリン錠50
院外・院内 レダマイシンカプセル150mg
院内限定 レトロゾール錠2.5mg「サンド」 後発品
院外・院内 レナデックス錠4mg
院外 レニベース錠10
院外 レニベース錠2.5
院外 レニベース錠5
院外・院内限定 レパーサ皮下注140㎎ペン
院外・院内限定 レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー
院外・院内限定 レバチオ錠20mg
院外 レバチオODフィルム20mg
院外 レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg
院内 レバミピド錠100mg「オーツカ」 後発品
院外 レビトラ錠10mg
院外 レビトラ錠20mg
院内 レブラミドカプセル5mg
院外・院内 レペタン注0.2mg
院外・院内 レペタン坐剤0.2mg
院外 レペタン坐剤0.4mg
院外 レベトールカプセル200mg
院外 レベミル注イノレット
院内・院外 レベミル注フレックスペン
院外 レベミル注ペンフィル
院内限定 レボビスト注射用
院内 レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」 後発品
院内 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 後発品
院内 レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」 後発品
院内 レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 後発品
院内 レボホリナート点滴静注用25mg「NK」 後発品
院外・院内限定 レボレード錠12.5mg
院外・院内限定 レボレード錠25mg
院内 レミケード点滴静注用100
院外・院内 レミッチOD錠2.5μg
院外・院内限定 レミニールOD錠12mg
院外・院内限定 レミニールOD錠4mg
院外 レミニールOD錠8mg
院内 レミフェンタニル静注用2㎎「第一三共」 後発品
院内 レミフェンタニル静注用5㎎「第一三共」 後発品
院内限定 レラキシン注用200mg
院外 レリフェン錠400mg
院外・院内限定 レルパックス錠20mg
院外・院内限定 レルミナ錠40mg
院外 レルベア100エリプタ14吸入用
院外 レルベア100エリプタ30吸入用
院外 レルベア200エリプタ14吸入用
院外・院内限定 レルベア200エリプタ30吸入用
院外 レンドルミンD錠0.25mg
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院外 レンドルミン錠0.25mg
院外 レンビマカプセル4mg
院外・院内 ロイケリン散10%
院外・院内限定 ロイコボリン錠5mg
院外 ロイコン錠10mg
院内 ロイコボリン注3mg
院内限定 ロイスタチン注8mg
院内 ロイナーゼ注用5000
院外 ローガン錠10mg
院外 ローコール錠10mg
院外 ローコール錠20mg
院外 ロートエキス散<ハチ>
院内 ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL
院内 ロカイン注2%
院外 ロカルトロールカプセル0.25
院外 ロカルトロールカプセル0.5
院内限定 ロカルトロール注0.5
院外 ロキソニン細粒10%
院外 ロキソニン錠60mg
院内 ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 後発品
院外 ロキソニンゲル1%
院外 ロキソニンテープ100mg
院外 ロキソニンテープ50mg
院外 ロキソニンパップ100mg
院内 ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」 後発品
院内 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 後発品
院外・院内 ロコアテープ
院外・院内 ロコイドクリーム0.1%
院外・院内 ロコイド軟膏0.1%
院外 ロコルナール錠100mg
院外・院内 ロコルナール錠50mg
院外 ロスーゼット配合錠 HD
院外 ロスーゼット配合錠 LD
院内限定 ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 後発品
院外・院内 ロゼックスゲル0.75%
院外・院内 ロゼレム錠8mg
院内 ロタリックス内用液
院外・院内限定 ロドピン錠25mg
院外 ロトリガ粒状カプセル2g
院外 ロナセン錠4mg
院内限定 ロナセンテープ20mg
院外・院内 ロピオン静注50mg
院内 ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 後発品
院内 ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 後発品
院外 ロプレソールSR錠120mg
院外 ロプレソール錠40mg
院内限定 ローブレナ錠100㎎
院外 ロペミンカプセル1mg
院外・院内 ロペミン細粒0.1%
院外・院内 ロペミン小児用細粒0.05%
院内 ロペラミド塩酸塩カプセル１mg「サワイ」 後発品
院内限定 ロミプレート皮下注250μg調製用
院内 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 後発品
院外 ロラメット錠1.0
院外 ロルカム錠4mg
院内 ロルファン注射液1mg
院外 ロレルコ錠250mg
院外 ロンゲス錠10mg
院外・院内限定 ロンサーフ配合錠T15
院外・院内限定 ロンサーフ配合錠T20
院外・院内 ワーファリン錠0.5mg
院外・院内 ワーファリン錠1mg
院外 ワーファリン錠5mg
院外・院内限定 ワイテンス錠2mg
院外 ワイパックス錠0.5
院外 ワイパックス錠1.0
院外 ワゴスチグミン散(0.5%)
院外・院内 ワコビタール坐剤15
院外・院内 ワコビタール坐剤30
院外・院内 ワコビタール坐剤50
院外 ワソラン錠40mg
院内 ワソラン静注5mg
院外・院内 ワルファリンK細粒0.2%「YD」 後発品
院外 ワンアルファ錠0.25μg
院外 ワンアルファ錠0.5μg
院外・院内 ワンアルファ錠1.0μg
院外・院内限定 ワンデュロパッチ0.84mg
院外・院内限定 ワンデュロパッチ1.7mg
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院外・院内限定 ワンデュロパッチ3.4mg
院外・院内限定 ワンデュロパッチ5mg
院外・院内限定 ワンデュロパッチ6.7mg
院外・院内限定 ワントラム錠100mg
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