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商品名 一般名称 規格容量 メーカー名 剤形 中薬効 小薬効

ｱｲｾﾝﾄﾚｽ錠400mg ﾗﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙｶﾘｳﾑ錠 ﾊﾞﾗ  60錠 ＭＳＤ 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ｱｸﾄｽ錠15 15mg ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ塩酸塩錠 PTP 100錠 武田薬品工業 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢NIG｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠 PTP 100錠 武田薬品工業 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｱｺﾌｧｲﾄﾞ錠100mg ｱｺﾁｱﾐﾄﾞ塩酸塩水和物錠 PTP 100錠 ゼリア新薬工業 内用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ｱｻｺｰﾙ錠400mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸溶錠 PTP 100錠 ゼリア新薬工業 内用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠  100錠 あゆみ製薬 内用薬 サルファ剤 その他のサルファ剤

ｱｼﾞﾙﾊﾞ錠20mg ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠 PTP 100錠 武田薬品工業 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｱｽﾊﾟﾗ-CA錠200 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ水和物錠 PTP  100錠 ニプロＥＳファーマ 内用薬 カルシウム剤 有機酸ｶﾙｼｳﾑ製剤(乳酸･ｸﾞﾘｾﾛﾘﾝ酸･ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ剤除く)

ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑ錠300mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ錠 PTP  100錠 ニプロＥＳファーマ 内用薬 無機質製剤 その他の無機質製剤

ｱｽﾋﾟﾘﾝ｢ﾔﾏｾﾞﾝ｣ ｱｽﾋﾟﾘﾝ ﾊﾞﾗ 25G×1瓶 日興製薬販売 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 サリチル酸系製剤

ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20 20mg ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ バイエル薬品 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ｱｽﾍﾞﾘﾝｼﾛｯﾌﾟ0.5% ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸塩ｼﾛｯﾌﾟ  500ml ニプロＥＳファーマ 内用薬 鎮咳去痰剤 その他の鎮咳去たん剤

ｱｽﾍﾞﾘﾝ散10% ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸塩散  100ｇ ニプロＥＳファーマ 内用薬 鎮咳去痰剤 その他の鎮咳去たん剤

ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ錠1mg ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ塩酸塩錠  100錠 エーザイ 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8mg｢NP｣ ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠 PTP  100錠 ニプロ 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝﾊﾟﾓ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ ファイザー 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠25mg｢ｻﾜｲ｣ ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 不整脈用剤 β－遮断剤

ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠20 20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和物腸溶錠 PTP  100錠 興和 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 アデノシン製剤

ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ顆粒10% ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和物腸溶顆粒  1ｇ 600包 興和 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 アデノシン製剤

ｱﾄﾞｿﾙﾋﾞﾝ原末 天然ｹｲ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ  500ｇ アルフレッサファーマ 内用薬 制酸剤 アルミニウム化合物製剤

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢日医工｣ ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ錠1mg｢DSEP｣ ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ塩酸塩錠  300錠 アルフレッサファーマ 内用薬 精神神経用剤 イミプラミン系製剤

ｱﾌﾞｽﾄﾗﾙ舌下錠100μg ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩舌下錠 SP  40錠 協和キリン 内用薬 合成麻薬 その他の合成麻薬

ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠10mg ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 サンファーマ 内用薬 血圧降下剤 ヒドララジン製剤

ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ125mg｢NK｣ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ PTP  6ｶﾌﾟｾﾙ 日本化薬 内用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤

ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ80mg｢NK｣ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ PTP  6ｶﾌﾟｾﾙ 日本化薬 内用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤

ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩錠 PTP 50錠 バイエル薬品 内用薬 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤

ｱﾏｰｼﾞ錠2.5mg ﾅﾗﾄﾘﾌﾟﾀﾝ塩酸塩錠 PTP 20錠 グラクソ・スミスクライン 内用薬 血管収縮剤 血管収縮剤

ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠100mg｢TE｣ ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠 PTP 100錠 トーアエイヨー 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠50mg｢TE｣ ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠 PTP 100錠 トーアエイヨー 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ｱﾐﾃｨｰｻﾞｶﾌﾟｾﾙ12μg ﾙﾋﾞﾌﾟﾛｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ マイランＥＰＤ 内用薬 下剤･浣腸剤 その他の下剤，浣腸剤

ｱﾐﾉﾚﾊﾞﾝEN配合散 肝不全用成分栄養剤散 分包  1050ｇ 大塚製薬 内用薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ｱﾑﾊﾞﾛ配合錠｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ･ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩配合剤錠 PTP  140錠 サンド 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢明治｣ ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩口腔内崩壊錠 PTP  100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢明治｣ ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩錠 PTP  100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ｱﾒﾅﾘｰﾌ錠200mg ｱﾒﾅﾒﾋﾞﾙ錠 PTP  14錠 マルホ 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医工｣ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物ｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ 日医工 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ペニシリン系抗生物質製剤

ｱﾓｷｼｼﾘﾝ細粒10%｢TCK｣ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物細粒 ﾊﾞﾗ  100ｇ 辰巳化学 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ペニシリン系抗生物質製剤

25mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ錠  100錠 武田薬品工業 内用薬 ビタミンＢ１剤 ビタミンＢ１誘導体製剤

ｱﾙｻﾙﾐﾝ細粒90% ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ水和物細粒 分包  210ｇ 日医工 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA細粒10% ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ細粒  100ｇ ファイザー 内用薬 利尿剤 抗アルドステロン製剤

ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ水和物錠 PTP 500錠 ミノファーゲン製薬 内用薬 血圧降下剤 メチルドパ製剤

ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μg｢ﾌｿｰ｣ ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ PTP  100ｶﾌﾟｾﾙ 扶桑薬品工業 内用薬 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤

ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μg ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ 中外製薬 内用薬 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤

ｱﾙﾛｲﾄﾞG内用液5% ｱﾙｷﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ液  600ml 5本 カイゲンファーマ 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ｱﾚｼﾞｵﾝ錠10 10mg ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠  100錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ散10% ﾌｪﾆﾄｲﾝ散  500ｇ 住友ファーマ 内用薬 抗てんかん剤 ヒダントイン系製剤

ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ錠  100錠 住友ファーマ 内用薬 抗てんかん剤 ヒダントイン系製剤

ｱﾚﾛｯｸ顆粒0.5% ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩顆粒 分包  100ｇ 協和キリン 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg｢ｻﾜｲ｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠 PTP  20錠 沢井製薬 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ塩酸塩錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ塩酸塩錠 PTP 100錠 沢井製薬 内用薬 不整脈用剤 β－遮断剤

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 痛風治療剤 アロプリノ－ル製剤

ｱﾛﾏｼﾝ錠25mg ｴｷｾﾒｽﾀﾝ錠  140錠 ファイザー 内用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩DS小児用1.5%｢ﾀｶﾀ｣ ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ用 ﾊﾞﾗ  100ｇ 高田製薬 内用薬 去たん剤 その他の去たん剤

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩Lｶﾌﾟｾﾙ45mg｢ｻﾜｲ｣ ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ 沢井製薬 内用薬 去たん剤 その他の去たん剤

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ小児用0.3%｢ﾀｶﾀ｣ ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ 500ml 高田製薬 内用薬 去たん剤 その他の去たん剤

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ﾀｶﾀ｣ ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠 PTP  100錠 高田製薬 内用薬 去たん剤 その他の去たん剤

ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ錠 PTP 100錠 ユーシービージャパン 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄOD錠10mg ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 バイエル薬品 内用薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄOD錠15mg ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 バイエル薬品 内用薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ錠 PTP 100錠 アルフレッサファーマ 内用薬 抗結核剤 イソニアジド系製剤

ｲｿﾊﾞｲﾄﾞｼﾛｯﾌﾟ70%分包20mL ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ液 21包 日本新薬 内用薬 利尿剤 その他の利尿剤

ｲｿﾊﾞｲﾄﾞｼﾛｯﾌﾟ70%分包30mL ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ液 21包 日本新薬 内用薬 利尿剤 その他の利尿剤

一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠20mg｢ｻﾜｲ｣ 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢TCK｣ ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠 PTP  100錠 辰巳化学 内用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 50mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ ヤンセンファーマ 内用薬 その他の化学療法剤 その他の化学療法剤

ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ内用液1% ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液  140ml ヤンセンファーマ 内用薬 その他の化学療法剤 その他の化学療法剤

ｲﾉﾗｽ配合経腸用液 経腸成分栄養剤液 187.5mL×28袋 (りんごﾌﾚｰﾊﾞｰ)大塚製薬 内用薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ｲﾌｪｸｻｰSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ﾍﾞﾝﾗﾌｧｷｼﾝ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ ヴィアトリス製薬 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｲﾑﾗﾝ錠50mg ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ錠 PTP 100錠 サンド 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ錠50mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ錠 PTP  100錠 ニプロ 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠3mg ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝ徐放錠 PTP 100錠 ヤンセンファーマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｲﾝｸﾚﾐﾝｼﾛｯﾌﾟ5% 溶性ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄ｼﾛｯﾌﾟ  250ml アルフレッサファーマ 内用薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ塩酸塩錠 PTP 100錠 太陽ファルマ 内用薬 不整脈用剤 β－遮断剤

ｳｲﾝﾀﾐﾝ細粒(10%) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾘﾝ酸塩細粒 ﾊﾞﾗ  500ｇ 共和薬品工業 内用薬 精神神経用剤 クロルプロマジン製剤

ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠5mg ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ臭化物錠 PTP 100錠 鳥居薬品 内用薬 自律神経剤 四級アンモニウム塩製剤

ｳﾑﾌﾞﾗMD 99.36% 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散 ﾊﾞﾗ  12000ｇ 伏見製薬 内用薬 Ｘ線造影剤 バリウム塩製剤

ｳﾗﾘｯﾄ-U配合散 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ･ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物散  1ｇ 90包 日本ケミファ 内用薬 痛風治療剤 その他の痛風治療剤

ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠 PTP  1000錠 沢井製薬 内用薬 利胆剤 胆汁酸製剤

ｴｰｽｺｰﾙ錠2mg ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠  100錠 アルフレッサファーマ 内用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

ｴｸｱ錠50mg ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ錠 PTP 100錠 住友ファーマ 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｴｸｾｸﾞﾗﾝ散20% ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ散  100ｇ 住友ファーマ 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ錠  100錠 住友ファーマ 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ｴｸﾒｯﾄ配合錠HD ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ･ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩配合剤錠 PTP  100錠 住友ファーマ 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｴｽｼﾀﾛﾌﾟﾗﾑ錠10mg｢明治｣ ｴｽｼﾀﾛﾌﾟﾗﾑｼｭｳ酸塩錠 PTP 100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠1mg｢日新｣ ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠 PTP  100錠 日新製薬 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠T20 20mg(ﾃｶﾞﾌｰﾙ相当量) ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ配合剤口腔内崩壊錠 PTP  56錠 大鵬薬品工業 内用薬 代謝拮抗剤 その他の代謝拮抗剤

ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠T25 25mg(ﾃｶﾞﾌｰﾙ相当量) ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ配合剤口腔内崩壊錠 PTP  56錠 大鵬薬品工業 内用薬 代謝拮抗剤 その他の代謝拮抗剤

ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ錠10mg｢DSEP｣ ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物腸溶ｶﾌﾟｾﾙ PTP 100ｶﾌﾟｾﾙ ニプロ 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg｢EMEC｣ ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg｢SW｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ｴﾄﾞﾙﾐｽﾞ錠50mg ｱﾅﾓﾚﾘﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 小野薬品工業 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

ｴﾅﾛｲ錠2mg ｴﾅﾛﾃﾞｭｽﾀｯﾄ錠 PTP  140錠 鳥居薬品 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS900 900mg ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ 分包 84包 持田製薬 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｴﾋﾞｽﾀ錠60mg ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ塩酸塩錠 PTP 100錠 日本イーライリリー 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠DB ｵｵｳﾒｶﾞｻｿｳｴｷｽ･ﾊｺﾔﾅｷﾞｴｷｽ配合剤腸溶錠 PTP 100錠 日本新薬 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠3mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 大塚製薬 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ内用液0.1% ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ液  3ml 28包 大塚製薬 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｴﾌｨｴﾝﾄOD錠20mg ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠 PTP  20錠 第一三共 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｴﾌｨｴﾝﾄ錠3.75mg ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ塩酸塩錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠 ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ塩酸塩錠  100錠 科研製薬 内用薬 抗結核剤 エタンブト－ル製剤

ｴﾌﾋﾟｰOD錠2.5 2.5mg ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠 PTP 100錠 エフピー 内用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ｴﾌﾒﾉｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ PTP  30ｶﾌﾟｾﾙ 富士製薬工業 内用薬 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 プロゲステロン製剤

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ徐放ｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ 科研製薬 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50mg｢NP｣ ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 ニプロ 内用薬 鎮けい剤 その他の鎮けい剤

ｴﾍﾞﾚﾝｿﾞ錠50mg ﾛｷｻﾃﾞｭｽﾀｯﾄ錠 PTP  30錠 アステラス製薬 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

MSｺﾝﾁﾝ錠10mg ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩水和物徐放錠 PTP  100錠 塩野義製薬 内用薬 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤

ｴﾘｷｭｰｽ錠2.5mg ｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝ錠 PTP 100錠 ファイザー 内用薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg ｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝ錠 PTP 100錠 ファイザー 内用薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｽﾃｱﾘﾝ酸塩錠 PTP  100錠 マイランＥＰＤ 内用薬 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの エリスロマイシン製剤

ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75μg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ PTP  100ｶﾌﾟｾﾙ 東和薬品 内用薬 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤

l-ﾒﾝﾄｰﾙ｢ﾎｴｲ｣ l-ﾒﾝﾄｰﾙ  25ｇ ヴィアトリス製薬 内用薬 矯味、矯臭、着色剤 その他の矯味，矯臭，着色剤

ｴﾚﾝﾀｰﾙ配合内用剤 経腸成分栄養剤散 分包 80ｇ 14包 ＥＡファーマ 内用薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ｴﾝｼｭｱ･H(ｺｰﾋｰ) 経腸成分栄養剤液  (ｺｰﾋｰ)250ml 24缶アボットジャパン 内用薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ｴﾝｼｭｱ･H(ﾊﾞﾆﾗ) 経腸成分栄養剤液  (ﾊﾞﾆﾗ)250ml 24缶アボットジャパン 内用薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ｴﾝｼｭｱ･H（抹茶） 経腸成分栄養剤液  (抹茶)250mL24缶アボットジャパン 内用薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙOD錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物口腔内崩壊錠 PTP  70錠 沢井製薬 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ錠50mg ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ水和物錠 PTP 100錠 塩野義製薬 内用薬 アルキル化剤 クロルエチルアミン系製剤

ｴﾝﾚｽﾄ錠100mg ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠 PTP  100錠 ノバルティスファーマ 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠 PTP  100錠 太陽ファルマ 内用薬 糖尿病用剤 スルフォニル尿素系製剤

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS 375mg ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物･ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ錠 PTP 30錠 グラクソ・スミスクライン 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ｵｷｼｺﾝﾁﾝTR錠20mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物徐放錠 PTP  100錠 塩野義製薬 内用薬 あへんアルカロイド系麻薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

ｵｷｼｺﾝﾁﾝTR錠40mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物徐放錠 PTP  100錠 塩野義製薬 内用薬 あへんアルカロイド系麻薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

ｵｷｼｺﾝﾁﾝTR錠5mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物徐放錠 PTP  100錠 塩野義製薬 内用薬 あへんアルカロイド系麻薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

ｵｷﾉｰﾑ散10mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物散 分包 30包 塩野義製薬 内用薬 あへんアルカロイド系麻薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

ｵｷﾉｰﾑ散2.5mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物散 分包 30包 塩野義製薬 内用薬 あへんアルカロイド系麻薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬
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ｵｷﾉｰﾑ散5mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物散 SP 30包 塩野義製薬 内用薬 あへんアルカロイド系麻薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

ｵｾﾞｯｸｽ錠150 150mg ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩水和物錠  100錠 富士フイルム富山化学 内用薬 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤

ｵﾌﾟｿ内服液10mg 5mL ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩水和物液  20包 住友ファーマ 内用薬 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤

ｵﾌﾟｿ内服液5mg 2.5mL ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩水和物液  20包 住友ファーマ 内用薬 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤

ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢明治｣ ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ錠 PTP  100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢明治｣ ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ錠 PTP  100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｵﾙｹﾃﾞｨｱ錠1mg ｴﾎﾞｶﾙｾﾄ錠 PTP  100錠 協和キリン 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｵﾙﾐｴﾝﾄ錠2mg ﾊﾞﾘｼﾁﾆﾌﾞ錠 PTP  30錠 日本イーライリリー 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠20mg｢DSEP｣ ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ ﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｶﾞｽｺﾝ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ錠  100錠 キッセイ薬品工業 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 ジメチコン製剤

ｶﾞｽﾓﾁﾝ散1% ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩水和物散  100ｇ 住友ファーマ 内用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ｶﾞｽﾛﾝN錠4mg ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠  100錠 日本新薬 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠150μg 0.15mg ｸﾛﾆｼﾞﾝ塩酸塩錠  100錠 Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｐａｒｋｌａｎｄ 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｶﾅｸﾞﾙ錠100mg ｶﾅｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ水和物錠 PTP  100錠 田辺三菱製薬 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢明治｣ ｶﾅﾏｲｼﾝ一硫酸塩ｶﾌﾟｾﾙ PTP 100Ｃ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 主としてグラム陰性菌に作用するもの アミノ酸系抗生物質製剤

ｶﾊﾞｻｰﾙ錠0.25mg ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠 PTP 100錠 ファイザー 内用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠400mg ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝﾁﾝ錠 PTP 100錠 富士製薬工業 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠 PTP  100錠 アルフレッサファーマ 内用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100mg｢JG｣ ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠 PTP  100錠 日本ジェネリック 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｶﾘﾒｰﾄ経口液20% 25g ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ液  105包 興和 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ｶﾙｽﾛｯﾄ錠10 10mg ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠  100錠 武田薬品工業 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｶﾙﾀﾝ錠500 500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ錠 PTP 100錠 ヴィアトリス製薬 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ｶﾙﾅｸﾘﾝ錠50 50単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ腸溶錠  100錠 三和化学研究所 内用薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 循環ホルモン剤

ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠30mg｢日医工｣ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 止血剤 カルバゾクロム系製剤

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ細粒50%｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣ ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ細粒 ﾊﾞﾗ  100ｇ 第一三共 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣ ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg｢DSEP｣ ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠2.5mg｢DSEP｣ ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝDS50%｢ﾀｶﾀ｣ L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ用 ﾊﾞﾗ  100ｇ 高田製薬 内用薬 去たん剤 システイン系製剤

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ5%｢ﾀｶﾀ｣ L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ 500ml 高田製薬 内用薬 去たん剤 システイン系製剤

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜｲ｣ L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠 PTP  500錠 沢井製薬 内用薬 去たん剤 システイン系製剤

ｶﾛﾅｰﾙｼﾛｯﾌﾟ2% ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝｼﾛｯﾌﾟ  500ml あゆみ製薬 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤

ｶﾛﾅｰﾙ細粒20% ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ細粒  100ｇ あゆみ製薬 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤

ｶﾛﾅｰﾙ錠200 200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠 PTP  1000錠 あゆみ製薬 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤

ｶﾛﾅｰﾙ錠500 500mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠 PTP  500錠 あゆみ製薬 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤

ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠4mg｢あすか｣ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ ｼﾚｷｾﾁﾙ錠 PTP 100錠 武田薬品工業 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｷﾈﾀﾞｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠  100錠 アルフレッサファーマ 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｷﾌﾟﾚｽ細粒4mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ細粒 分包  28包 杏林製薬 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ錠  100錠 アルフレッサファーマ 内用薬 鎮けい剤 その他の鎮けい剤

ｷｬﾌﾞﾋﾟﾘﾝ配合錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ･ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩配合剤腸溶錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢ｻﾜｲ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ｸﾞｰﾌｨｽ錠5mg ｴﾛﾋﾞｷｼﾊﾞｯﾄ水和物錠 PTP  100錠 持田製薬 内用薬 下剤･浣腸剤 その他の下剤，浣腸剤

ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠100mg｢明治｣ ｸｴﾁｱﾋﾟﾝﾌﾏﾙ酸塩錠 PTP  100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠12.5mg｢明治｣ ｸｴﾁｱﾋﾟﾝﾌﾏﾙ酸塩錠 PTP  100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg｢明治｣ ｸｴﾁｱﾋﾟﾝﾌﾏﾙ酸塩錠 PTP  100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｸｴﾝ酸第一鉄Na錠50mg｢ｻﾜｲ｣ 鉄50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠100mg ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物錠 PTP  100錠 小野薬品工業 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｸﾞﾗｹｰｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ エーザイ 内用薬 ビタミンＫ剤 ビタミンＫ剤

ｸﾗｼｴ八味地黄丸料ｴｷｽ細粒 八味地黄丸ｴｷｽ細粒  2ｇ 42包 クラシエ薬品 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠25mg ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠  100錠 日医工 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10%小児用｢大正｣ ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝｼﾛｯﾌﾟ用 ﾊﾞﾗ  100ｇ 大正製薬 内用薬 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢大正｣ ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠 PTP  100錠 大正製薬 内用薬 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児用｢大正｣ ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠 PTP  100錠 大正製薬 内用薬 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用

ｸﾞﾗﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50 50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ錠  100錠 持田製薬 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ｸﾘｱﾅｰﾙ錠200mg ﾌﾄﾞｽﾃｲﾝ錠  100錠 田辺三菱製薬 内用薬 去たん剤 システイン系製剤

ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝHA錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ錠 PTP  100錠 住友ファーマ 内用薬 糖尿病用剤 スルフォニル尿素系製剤

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠 PTP  100錠 東和薬品 内用薬 糖尿病用剤 スルフォニル尿素系製剤

ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK細粒4mEq/g ｶﾘｳﾑ ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ細粒 分包 120ｇ サンファーマ 内用薬 無機質製剤 その他の無機質製剤

ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ錠10mg ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物錠 PTP  100錠 キッセイ薬品工業 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｸﾞﾙﾍﾞｽ配合錠 ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物･ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ配合剤錠 PTP  100錠 キッセイ薬品工業 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ水和物錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤

ｸﾚﾒｼﾞﾝ細粒分包2g 球形吸着炭細粒  2ｇ 84包 田辺三菱製薬 内用薬 解毒剤 その他の解毒剤

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢SANIK｣ ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ硫酸塩錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｹｱﾗﾑ錠25mg ｲｸﾞﾗﾁﾓﾄﾞ錠 PTP  100錠 エーザイ 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｹｲﾂｰｼﾛｯﾌﾟ0.2% ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｼﾛｯﾌﾟ 50ml エーザイ 内用薬 ビタミンＫ剤 ビタミンＫ剤

ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ徐放ｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ 杏林製薬 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ PTP 100Ｃ 共和薬品工業 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｹﾌﾗｰﾙ細粒小児用100mg ｾﾌｧｸﾛﾙ細粒 ﾊﾞﾗ  100ｇ 共和薬品工業 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ錠 PTP 100錠 ファイザー 内用薬 副腎ホルモン剤 コルチゾン系製剤

ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠  100錠 協和キリン 内用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

ｺﾑﾀﾝ錠100mg ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ錠 PTP 100錠 ノバルティスファーマ 内用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ｺﾗﾗﾝ錠2.5mg ｲﾊﾞﾌﾞﾗｼﾞﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 小野薬品工業 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ｺﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣ ｺﾙﾋﾁﾝ錠 PTP 100錠 高田製薬 内用薬 痛風治療剤 コルヒチン製剤

ｺﾝｽﾀﾝ0.4mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠  100錠 武田薬品工業 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ塩酸塩錠  100錠 田辺三菱製薬 内用薬 精神神経用剤 クロルプロマジン製剤

ｺﾝﾌﾟﾗﾋﾞﾝ配合錠 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ硫酸塩･ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠 PTP 100錠 サノフィ 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｻﾞｲｻﾞﾙｼﾛｯﾌﾟ0.05% ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ 200ml グラクソ・スミスクライン 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ｻﾞｲﾃｨｶﾞ錠250mg ｱﾋﾞﾗﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠 PTP  56錠 ヤンセンファーマ 内用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｻｲﾄﾃｯｸ錠200 200μg ﾐｿﾌﾟﾛｽﾄｰﾙ錠  100錠 ファイザー 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ｻﾑｽｶOD錠15mg ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 大塚製薬 内用薬 利尿剤 その他の利尿剤

ｻﾑｽｶOD錠30mg ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ口腔内崩壊錠 PTP  10錠 大塚製薬 内用薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ｻﾑｽｶOD錠7.5mg ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 大塚製薬 内用薬 利尿剤 その他の利尿剤

ｻﾑｽｶ顆粒1% ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ顆粒 ﾊﾞﾗ  30ｇ 大塚製薬 内用薬 利尿剤 その他の利尿剤

ｻﾑﾁﾚｰﾙ内用懸濁液15% 750mg5mL ｱﾄﾊﾞｺﾝ液  14包 グラクソ・スミスクライン 内用薬 その他の化学療法剤 その他の化学療法剤

ｻﾗｼﾞｪﾝ錠5mg ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ塩酸塩錠 PTP 100錠 キッセイ薬品工業 内用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠500mg｢CH｣ ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠 PTP 100錠 日本ジェネリック 内用薬 サルファ剤 その他のサルファ剤

ｻﾞﾙﾃｨｱ錠5mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ錠 PTP  100錠 日本新薬 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠100mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠 PTP  100錠 日本ケミファ 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ｻﾜｲ｣ 2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ﾒｼﾙ酸ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝ水和物錠 PTP 100錠 アステラス製薬 内用薬 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤

ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ錠0.5mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ錠 PTP 140錠 持田製薬 内用薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ｼｸﾚｽﾄ舌下錠5mg ｱｾﾅﾋﾟﾝﾏﾚｲﾝ酸塩舌下錠 PTP  100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ PTP 100ｶﾌﾟｾﾙ サンド 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ PTP 100ｶﾌﾟｾﾙ サンド 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠  100錠 太陽ファルマ 内用薬 強心剤 ジギタリス製剤

ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物錠  60錠 ファイザー 内用薬 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用

ｼﾅｰﾙ配合錠 ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸･ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ錠  100錠 塩野義製薬 内用薬 混合ビタミン剤 その他の混合ビタミン剤（ﾋﾞﾀﾐﾝＡ･Ｄ混合製剤を除く）

ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠 PTP 100錠 東和薬品 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ PTP 50Ｃ ファイザー 内用薬 その他の化学療法剤 その他の化学療法剤

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠5mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ口腔内崩壊錠  70錠 日本イーライリリー 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠200mg ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩錠  100錠 バイエル薬品 内用薬 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤

ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠  100錠 トーアエイヨー 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ｼﾞﾒﾁｺﾝ内用液2%｢ﾎﾘｲ｣ ｼﾞﾒﾁｺﾝｼﾛｯﾌﾟ 300ml 堀井薬品工業 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 ジメチコン製剤

ｼﾞｬﾃﾞｨｱﾝｽ錠10mg ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ錠 PTP  100錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｼﾞｬﾃﾞｨｱﾝｽ錠25mg ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ錠 PTP  100錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物錠 PTP 100錠 ＭＳＤ 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｼｭｱﾎﾟｽﾄ錠0.5mg ﾚﾊﾟｸﾞﾘﾆﾄﾞ錠 PTP  100錠 住友ファーマ 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩水和物錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ 沢井製薬 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｼﾞﾙﾑﾛ配合錠HD｢武田ﾃﾊﾞ｣ ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ･ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩配合剤錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙOD錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙOD錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｼﾛﾄﾞｼﾝOD錠4mg｢DSEP｣ ｼﾛﾄﾞｼﾝ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ｼﾝｸﾞﾚｱﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑﾁｭｱﾌﾞﾙ錠  100錠 オルガノン 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ｼﾝﾒﾄﾚﾙ細粒10% ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩細粒  100ｇ サンファーマ 内用薬 抗パーキンソン剤 アマンタジン製剤

ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠50mg ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠  100錠 サンファーマ 内用薬 抗パーキンソン剤 アマンタジン製剤

ｽｲﾝﾌﾟﾛｲｸ錠0.2mg ﾅﾙﾃﾞﾒｼﾞﾝﾄｼﾙ酸塩錠 PTP  50錠 塩野義製薬 内用薬 下剤･浣腸剤 その他の下剤，浣腸剤

ｽﾃｰﾌﾞﾗOD錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ口腔内崩壊錠 PTP 100錠 小野薬品工業 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ PTP 140Ｃ 日本イーライリリー 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｽﾄﾛｶｲﾝ錠5mg ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ錠  100錠 エーザイ 内用薬 局所麻酔剤 その他の局所麻酔剤

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢TCK｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠 PTP  100錠 三和化学研究所 内用薬 利尿剤 抗アルドステロン製剤

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠50mg｢YD｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠 PTP  100錠 陽進堂 内用薬 利尿剤 抗アルドステロン製剤

ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠10μg ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠 PTP  100錠 帝人ファーマ 内用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜｲ｣ ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ 沢井製薬 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ 東和薬品 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10mg ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠  100錠 住友ファーマ 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠1 1mg ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ錠  100錠 アルフレッサファーマ 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ｾﾊﾟﾐｯﾄ-R細粒2% ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放性腸溶細粒 2%1g SP 0.5g×30日本ジェネリック 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤
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ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠25mg ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠  100錠 日本新薬 内用薬 鎮暈剤 鎮暈剤 その他又は配合剤

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢SW｣ ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ 日医工 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｾﾗﾗ錠50mg ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ錠 PTP 100錠 ヴィアトリス製薬 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ｾﾙｼﾝ散1% ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ散 ﾊﾞﾗ 100ｇ 武田薬品工業 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ｾﾙｾﾌﾟﾄｶﾌﾟｾﾙ250 250mg ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸 ﾓﾌｪﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ 中外製薬 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠25mg｢明治｣ ｾﾙﾄﾗﾘﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｾﾙﾆﾙﾄﾝ錠 ｾﾙﾆﾁﾝﾎﾟｰﾚﾝｴｷｽ錠  100錠 扶桑薬品工業 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ｾﾞﾙﾔﾝﾂ錠5mg ﾄﾌｧｼﾁﾆﾌﾞｸｴﾝ酸塩錠 PTP  28錠 ファイザー 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｾﾚｷﾉﾝ錠100mg ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠  100錠 田辺三菱製薬 内用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠100mg｢DSEP｣ ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠200mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠 PTP  100錠 ヴィアトリス製薬 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ｾﾚｼﾞｽﾄOD錠5mg ﾀﾙﾁﾚﾘﾝ水和物口腔内崩壊錠 PTP 28錠 田辺三菱製薬 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合ｼﾛｯﾌﾟ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ･d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩ｼﾛｯﾌﾟ  500ml 高田製薬 内用薬 副腎ホルモン剤 その他の副腎ホルモン剤

ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ･d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠  500錠 高田製薬 内用薬 副腎ホルモン剤 その他の副腎ホルモン剤

ｾﾚﾅｰﾙ錠10 10mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠  100錠 アルフレッサファーマ 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ｾﾚﾆｶR顆粒40% ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ徐放顆粒  100ｇ 興和 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ｾﾞﾛｰﾀﾞ錠300 300mg ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ錠  140錠 中外製薬 内用薬 代謝拮抗剤 フルオロウラシル系製剤

ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ｻﾜｲ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠 PTP  1000錠 沢井製薬 内用薬 下剤･浣腸剤 植物性製剤

ｿﾀﾛｰﾙ塩酸塩錠40mg｢TE｣ ｿﾀﾛｰﾙ塩酸塩錠 PTP 140錠 トーアエイヨー 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ｿﾀﾛｰﾙ塩酸塩錠80mg｢TE｣ ｿﾀﾛｰﾙ塩酸塩錠 PTP 140錠 トーアエイヨー 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠7.5mg｢ｻﾜｲ｣ ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠200 200mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠 PTP 100錠 グラクソ・スミスクライン 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠20mg ﾊﾞﾛｷｻﾋﾞﾙ ﾏﾙﾎﾞｷｼﾙ錠 PTP  10錠 塩野義製薬 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg ﾁｱﾗﾐﾄﾞ塩酸塩錠  100錠 ＬＴＬファーマ 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 塩基性消炎鎮痛剤

ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸ酸塩OD錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 東和薬品 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩OD錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩口腔内崩壊錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

ｿﾚﾄﾝ錠80 80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠  100錠 日本ケミファ 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ錠2mg ﾀﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｽﾀｯﾄ錠 PTP  100錠 協和キリン 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾀﾞｲｱｰﾄ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ錠 PTP  100錠 三和化学研究所 内用薬 利尿剤 その他の利尿剤

ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠250mg ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ錠  100錠 三和化学研究所 内用薬 利尿剤 炭酸脱水酵素阻害剤

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ･ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ錠 PTP  100錠 鶴原製薬 内用薬 その他の化学療法剤 その他の化学療法剤

ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾﾙ25 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合剤ｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ 日医工 内用薬 混合ビタミン剤 その他の混合ビタミン剤（ﾋﾞﾀﾐﾝＡ･Ｄ混合製剤を除く）

ﾀｸﾞﾘｯｿ錠40mg ｵｼﾒﾙﾁﾆﾌﾞﾒｼﾙ酸塩錠 PTP  28錠 アストラゼネカ 内用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾀｸﾞﾘｯｿ錠80mg ｵｼﾒﾙﾁﾆﾌﾞﾒｼﾙ酸塩錠 PTP  14錠 アストラゼネカ 内用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ﾀﾅﾄﾘﾙ錠5 5mg ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠  100錠 田辺三菱製薬 内用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

ﾀﾌﾏｯｸE配合ｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ配合剤ｶﾌﾟｾﾙ PTP  600Ｃ 小野薬品工業 内用薬 健胃消化剤 その他の健胃消化剤

ﾀﾌﾏｯｸE配合顆粒 ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ配合剤顆粒  500ｇ 小野薬品工業 内用薬 健胃消化剤 その他の健胃消化剤

ﾀﾍﾟﾝﾀ錠100mg ﾀﾍﾟﾝﾀﾄﾞｰﾙ塩酸塩徐放錠 PTP  40錠 ムンディファーマ 内用薬 合成麻薬 その他の合成麻薬

ﾀﾍﾟﾝﾀ錠25mg ﾀﾍﾟﾝﾀﾄﾞｰﾙ塩酸塩徐放錠 PTP  40錠 ムンディファーマ 内用薬 合成麻薬 その他の合成麻薬

ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75 75mg ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙﾘﾝ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ PTP 100Ｃ 中外製薬 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾀﾐﾌﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ3% ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙﾘﾝ酸塩ｼﾛｯﾌﾟ用  30ｇ 中外製薬 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠0.2mg｢明治｣ ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩徐放性口腔内崩壊錠 PTP  140錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ﾀﾓｷｼﾌｪﾝｸｴﾝ酸塩錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾀﾘｰｼﾞｪ錠2.5mg ﾐﾛｶﾞﾊﾞﾘﾝﾍﾞｼﾙ酸塩錠 PTP 100錠 第一三共 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾀﾘｰｼﾞｪ錠5mg ﾐﾛｶﾞﾊﾞﾘﾝﾍﾞｼﾙ酸塩錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾀﾘｰｼﾞｪ錠10mg ﾐﾛｶﾞﾊﾞﾘﾝﾍﾞｼﾙ酸塩錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

炭酸ﾗﾝﾀﾝOD錠250mg｢ﾌｿｰ｣ 炭酸ﾗﾝﾀﾝ水和物口腔内崩壊錠 PTP  100錠 扶桑薬品工業 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

炭酸ﾘﾁｳﾑ錠100｢ﾖｼﾄﾐ｣ 100mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠 PTP  100錠 田辺三菱製薬 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200｢ﾖｼﾄﾐ｣ 200mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠 PTP  100錠 田辺三菱製薬 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣原末 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ  500ｇ ヴィアトリス製薬 内用薬 制酸剤 無機塩製剤

単ｼﾛｯﾌﾟ(日興製薬) 単ｼﾛｯﾌﾟ  500ml ヴィアトリス製薬 内用薬 矯味、矯臭、着色剤 シロップ製剤

ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物ｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ オーファンパシフィック 内用薬 骨格筋弛緩剤 その他の骨格筋弛緩剤

ﾀﾝﾆﾝ酸ｱﾙﾌﾞﾐﾝ｢VTRS｣原末 ﾀﾝﾆﾝ酸ｱﾙﾌﾞﾐﾝ  500ｇ ヴィアトリス製薬 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 タンニン酸系製剤

ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠50mg ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ酢酸塩錠  100錠 エーザイ 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ﾁｱﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾁｷｼﾞｳﾑ臭化物ｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ マイランＥＰＤ 内用薬 自律神経剤 四級アンモニウム塩製剤

ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

調剤用ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末 ﾚﾁﾉｰﾙ･ｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ配合剤  100ｇ 武田薬品工業 内用薬 混合ビタミン剤 その他の混合ビタミン剤（ﾋﾞﾀﾐﾝＡ･Ｄ混合製剤を除く）

ﾁﾗｰﾁﾞﾝS散0.01% ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物散 ﾊﾞﾗ  100ｇ 武田薬品工業 内用薬 甲状腺･副甲状腺ホルモン剤 甲状腺ホルモン製剤

ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠12.5μg ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 甲状腺･副甲状腺ホルモン剤 甲状腺ホルモン製剤

ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50μg ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠  100錠 武田薬品工業 内用薬 甲状腺･副甲状腺ホルモン剤 甲状腺ホルモン製剤

25mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 25μg ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠 ﾊﾞﾗ 100錠 武田薬品工業 内用薬 甲状腺･副甲状腺ホルモン剤 甲状腺ホルモン製剤

ﾂｲﾐｰｸﾞ錠500mg ｲﾒｸﾞﾘﾐﾝ塩酸塩錠 PTP 100錠 住友ファーマ 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒  №15 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ加味帰脾湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 加味帰脾湯ｴｷｽ顆粒 No.137 2.5ｇ 42包ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒(医療用) 加味逍遙散ｴｷｽ顆粒  №24 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 葛根湯ｴｷｽ顆粒 №1 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒(医療用) 牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒  №107 2.5ｇ 42包ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ桂枝茯苓丸ｴｷｽ顆粒(医療用) 桂枝茯苓丸ｴｷｽ顆粒  №25 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ五苓散ｴｷｽ顆粒(医療用) 五苓散ｴｷｽ顆粒 No.17 分包 2.5ｇ 42包ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 柴苓湯ｴｷｽ顆粒 №114 3ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ十全大補湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 十全大補湯ｴｷｽ顆粒 №48 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ小青竜湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 小青竜湯ｴｷｽ顆粒 №19 3ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ人参養栄湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 人参養栄湯ｴｷｽ顆粒 No.108 分包 126ｇツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 大建中湯ｴｷｽ顆粒 100 2.5ｇ189p ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ猪苓湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 猪苓湯ｴｷｽ顆粒 №40 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ釣藤散ｴｷｽ顆粒(医療用) 釣藤散ｴｷｽ顆粒 №47 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ当帰芍薬散ｴｷｽ顆粒(医療用) 当帰芍薬散ｴｷｽ顆粒 №23 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 麦門冬湯ｴｷｽ顆粒 №29 3ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ半夏厚朴湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 半夏厚朴湯ｴｷｽ顆粒 №16 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒 №14 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 補中益気湯ｴｷｽ顆粒 №41 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒(医療用) 防風通聖散ｴｷｽ顆粒 №62 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒(医療用) 抑肝散ｴｷｽ顆粒 №54 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 六君子湯ｴｷｽ顆粒 No.43　2.5ｇ 42包ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒(医療用) 芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒 №68 2.5ｇ 42包 ツムラ 内用薬 漢方製剤 漢方製剤

ﾂﾙﾊﾞﾀﾞ配合錠 ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ･ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩錠 ﾊﾞﾗ 30錠 ギリアド・サイエンシズ 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾃﾞｴﾋﾞｺﾞ錠2.5mg ﾚﾝﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ錠 PTP  100錠 エーザイ 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾃｵﾄﾞｰﾙ顆粒20% ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放顆粒 ﾊﾞﾗ 100G×1瓶 田辺三菱製薬 内用薬 気管支拡張剤 キサンチン系製剤

ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠 PTP  100錠 エーザイ 内用薬 気管支拡張剤 キサンチン系製剤

ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠  100錠 エーザイ 内用薬 気管支拡張剤 キサンチン系製剤

ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠50mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠  100錠 エーザイ 内用薬 気管支拡張剤 キサンチン系製剤

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝｴﾘｷｼﾙ0.01% ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ液 250ml 日医工 内用薬 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ錠 PTP 500錠 日医工 内用薬 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠4mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠25 25mg ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠 PTP 100錠 ファイザー 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠10mg ﾐｱﾝｾﾘﾝ塩酸塩錠  105錠 第一三共 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg ﾐｱﾝｾﾘﾝ塩酸塩錠  100錠 第一三共 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾃﾈﾘｱ錠20mg ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ臭化水素酸塩水和物錠 PTP 100錠 第一三共 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ﾃﾞﾉﾀｽﾁｭｱﾌﾞﾙ配合錠 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ･ｺﾚｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ･炭酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑﾁｭｱﾌﾞﾙ錠SP  60錠 第一三共 内用薬 カルシウム剤 その他のカルシウム剤

ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ徐放錠  100錠 協和キリン 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ徐放錠  100錠 協和キリン 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾃﾞﾊﾟｹﾝｼﾛｯﾌﾟ5% ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑｼﾛｯﾌﾟ 120ML×1瓶 協和キリン 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾃﾞﾊﾟｹﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠  100錠 協和キリン 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜｲ｣ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ 沢井製薬 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠25 25mg ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠  100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾃﾞﾍﾞﾙｻﾞ錠20mg ﾄﾎｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ水和物錠 PTP  100錠 興和 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ錠100mg｢NK｣ ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ錠 PTP 5錠 日本化薬 内用薬 アルキル化剤 その他のアルキル化剤

ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ錠20mg｢NK｣ ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ錠 PTP 5錠 日本化薬 内用薬 アルキル化剤 その他のアルキル化剤

ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5mgAV｢武田ﾃﾊﾞ｣ ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ PTP 30ｶﾌﾟｾﾙ 武田薬品工業 内用薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg｢日新｣ ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ PTP  100ｶﾌﾟｾﾙ 日新製薬 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾃﾗﾑﾛ配合錠AP｢DSEP｣ ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ･ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩配合剤錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾃﾙﾈﾘﾝ錠1mg ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ塩酸塩錠  100錠 サンファーマ 内用薬 鎮けい剤 その他の鎮けい剤

ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠40mg｢DSEP｣ ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠 PTP  140錠 第一三共 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾄｱﾗｾｯﾄ配合錠｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩･ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ配合剤錠 PTP  100錠 日本ケミファ 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾄｳﾓﾛｺｼﾃﾞﾝﾌﾟﾝ｢ﾖｼﾀﾞ｣ ﾄｳﾓﾛｺｼﾃﾞﾝﾌﾟﾝ ﾊﾞﾗ  500ｇ 吉田製薬 内用薬 賦形剤 デンプン類

ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1mg｢ｻﾜｲ｣ ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2mg｢ｻﾜｲ｣ ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ細粒10% ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ細粒 ﾊﾞﾗ 100ｇ 日医工 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ 東和薬品 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩OD錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠 PTP  14錠 沢井製薬 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩OD錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠 PTP  56錠 沢井製薬 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩OD錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠 PTP  56錠 沢井製薬 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾄﾞﾊﾟｺｰﾙ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ･ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ水和物錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ﾄﾋﾞｴｰｽ錠4mg ﾌｪｿﾃﾛｼﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩徐放錠 PTP  100錠 ファイザー 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ﾄﾋﾟﾅ錠50mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ錠 PTP 100錠 協和キリン 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾄﾞﾌﾟｽOD錠100mg ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ口腔内崩壊錠 PTP 100錠 住友ファーマ 内用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ塩酸塩錠  300錠 アルフレッサファーマ 内用薬 精神神経用剤 イミプラミン系製剤

3 / 12 ページ



2023年4月

ﾄﾗｸﾘｱ錠62.5mg ﾎﾞｾﾝﾀﾝ水和物錠  60錠 ヤンセンファーマ 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾄﾗｾﾐﾄﾞOD錠8mg｢TE｣ ﾄﾗｾﾐﾄﾞ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 トーアエイヨー 内用薬 利尿剤 その他の利尿剤

ﾄﾗｾﾞﾝﾀ錠5mg ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ錠 PTP 100錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢NSKK｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ PTP  100Ｃ 日本新薬 内用薬 止血剤 抗プラスミン製剤

ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩OD錠25mg｢KO｣ ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩口腔内崩壊錠 PTP  100錠 寿製薬 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠7.5mg ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ臭化物錠  500錠 アステラス製薬 内用薬 自律神経剤 四級アンモニウム塩製剤

ﾄﾗﾝｻﾐﾝｼﾛｯﾌﾟ5% ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｼﾛｯﾌﾟ  500ml 第一三共 内用薬 止血剤 抗プラスミン製剤

ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.125mg｢ﾃﾊﾞ｣ ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠 PTP 100錠 武田薬品工業 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾄﾘｸﾛﾘｰﾙｼﾛｯﾌﾟ10% ﾄﾘｸﾛﾎｽﾅﾄﾘｳﾑｼﾛｯﾌﾟ 500ml アルフレッサファーマ 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢日医工｣ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 利尿剤 チアジド系製剤

ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 10mg ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾄﾘﾝﾃﾘｯｸｽ錠10mg ﾎﾞﾙﾁｵｷｾﾁﾝ臭化水素酸塩錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾄﾚｰﾗﾝG液75g 225mL ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ部分加水分解物液  20V 陽進堂 内用薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ﾄﾚﾘｰﾌOD錠25mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 住友ファーマ 内用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢EMEC｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾅｲｷｻﾝ錠100mg ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ錠  100錠 ニプロＥＳファーマ 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾅｳｾﾞﾘﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1% ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ用  120ｇ 協和キリン 内用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾅｾﾞｱOD錠0.1mg ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠 PTP 10錠 ＬＴＬファーマ 内用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤

ﾅﾄﾘｯｸｽ錠1 1mg ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ錠  100錠 住友ファーマ 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾅﾙｻｽ錠2mg ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝ塩酸塩徐放錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 あへんアルカロイド系麻薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

ﾅﾙｻｽ錠6mg ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝ塩酸塩徐放錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 あへんアルカロイド系麻薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ散10%｢ｿﾞﾝﾈ｣ ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ散  500ｇ ゾンネボード製薬 内用薬 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤除く。） ニコチン酸系製剤

ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠 PTP  100錠 東和薬品 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾆﾄﾛｰﾙ錠5mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠  100錠 エーザイ 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ﾆﾄﾛﾍﾟﾝ舌下錠0.3mg ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ舌下錠  100錠 日本化薬 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ﾆﾌﾚｯｸ配合内用剤 ﾅﾄﾘｳﾑ･ｶﾘｳﾑ配合剤散 分包 10袋 ＥＡファーマ 内用薬 他分類されない治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ﾆﾎﾟﾗｼﾞﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠  100錠 アルフレッサファーマ 内用薬 抗ヒスタミン剤 フェノチアジン系製剤

乳糖｢ﾎｴｲ｣ 乳糖水和物  500ｇ ヴィアトリス製薬 内用薬 賦形剤 乳糖類

ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾎｽﾗﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ L-ﾘｼﾝｴﾀﾉｰﾙ付加物ｶﾌﾟｾﾙ PTP  84Ｃ 佐藤製薬 内用薬 その他の化学療法剤 その他の化学療法剤

ﾈｷｼｳﾑ懸濁用顆粒分包10mg ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物顆粒 分包  28包 アストラゼネカ 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ﾈﾙﾎﾞﾝ錠5mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠  100錠 アルフレッサファーマ 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾉｲｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠  100錠 エーザイ 内用薬 強心剤 その他の強心剤

ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ錠4単位 ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液  100錠 日本臓器製薬 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠 ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ･B2･B6･B12配合剤錠  500錠 ＬＴＬファーマ 内用薬 混合ビタミン剤 その他の混合ビタミン剤（ﾋﾞﾀﾐﾝＡ･Ｄ混合製剤を除く）

ﾉｳﾘｱｽﾄ錠20mg ｲｽﾄﾗﾃﾞﾌｨﾘﾝ錠 PTP 30錠 協和キリン 内用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ﾉﾊﾞﾐﾝ錠5mg ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠  100錠 共和薬品工業 内用薬 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤

ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝ錠50mg 酢酸亜鉛水和物錠 PTP  100錠 ノーベルファーマ 内用薬 解毒剤 その他の解毒剤

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠 PTP 500錠 バイエル薬品 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ﾊｲﾄﾞﾚｱｶﾌﾟｾﾙ500mg ﾋﾄﾞﾛｷｼｶﾙﾊﾞﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ PTP 100Ｃ ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 内用薬 代謝拮抗剤 その他の代謝拮抗剤

ﾊﾞｸﾀ配合顆粒 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ･ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ顆粒 SP  100ｇ 塩野義製薬 内用薬 その他の化学療法剤 その他の化学療法剤

ﾊｯｶ油｢日医工｣ ﾊｯｶ油  500ml 日医工 内用薬 矯味、矯臭、着色剤 その他の矯味，矯臭，着色剤

ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10 10mg ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠  100錠 大鵬薬品工業 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ﾊﾞﾅﾝ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑ ﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠  100錠 第一三共 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢SPKK｣ ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩錠 PTP  42錠 サンド 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ顆粒50%｢SPKK｣ ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩顆粒 ﾊﾞﾗ  50ｇ サンド 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾊﾞﾘｷｻ錠450mg ﾊﾞﾙｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩錠 ﾊﾞﾗ  60錠 田辺三菱製薬 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 98.5% 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散 ﾊﾞﾗ  10500ｇ 伏見製薬 内用薬 Ｘ線造影剤 バリウム塩製剤

ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠80mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠 PTP  140錠 サンド 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾊﾟﾙﾓﾃﾞｨｱ錠0.1mg ﾍﾟﾏﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 PTP  100錠 興和 内用薬 高脂血症用剤 クロフィブラ－ト系製剤

ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ錠10mg｢SPKK｣ ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物錠 PTP  100錠 サンド 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ細粒1%｢ｱﾒﾙ｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ細粒 ﾊﾞﾗ  500ｇ 共和薬品工業 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠1.5mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠 PTP  100錠 田辺三菱製薬 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩散0.5g｢明治｣ ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩散 10瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 主としてグラム陽性菌に作用するもの バンコマイシン製剤

ﾊﾟﾝﾄｼﾝ散20% ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ散  100ｇ アルフレッサファーマ 内用薬 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤除く。） パントテン酸系製剤

ﾋﾞ･ｼﾌﾛｰﾙ錠0.5mg ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物錠  100錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 内用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

PL配合顆粒 非ﾋﾟﾘﾝ系感冒剤顆粒 SP  100ｇ 塩野義製薬 内用薬 総合感冒剤 総合感冒剤

ﾋﾞｵｽﾘｰ配合錠 酪酸菌配合剤錠  630錠 鳥居薬品 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 活性生菌製剤

ﾋﾞｵﾁﾝ散0.2%｢ﾎｴｲ｣ ﾋﾞｵﾁﾝ散  500ｇ ヴィアトリス製薬 内用薬 その他のビタミン剤 その他のビタミン剤

ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝR錠 耐性乳酸菌製剤錠 PTP  100錠 大正製薬 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 活性生菌製剤

ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ錠剤 ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌製剤錠 PTP 126錠 大正製薬 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 活性生菌製剤

ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢DSEP｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠2.5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠 PTP  100錠 鶴原製薬 内用薬 下剤･浣腸剤 その他の下剤，浣腸剤

ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%｢日医工｣ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物液 100ml 日医工 内用薬 下剤･浣腸剤 その他の下剤，浣腸剤

ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠0.625mg｢日医工｣ ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 不整脈用剤 β－遮断剤

ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠2.5mg｢日医工｣ ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠 PTP 100錠 日医工 内用薬 不整脈用剤 β－遮断剤

ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠5mg｢日医工｣ ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 不整脈用剤 β－遮断剤

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa･OD錠2mg｢ｻﾜｲ｣ ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合散 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合剤散  100ｇ アルフレッサファーマ 内用薬 混合ビタミン剤 その他の混合ビタミン剤（ﾋﾞﾀﾐﾝＡ･Ｄ混合製剤を除く）

ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠10mg ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物腸溶錠  500錠 太陽ファルマ 内用薬 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤除く。） ビタミンＢ６製剤

ﾋﾞﾋﾞｱﾝﾄ錠20mg ﾊﾞｾﾞﾄﾞｷｼﾌｪﾝ酢酸塩錠 PTP 100錠 ファイザー 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾋﾞﾌﾟﾚｯｿ徐放錠150mg ｸｴﾁｱﾋﾟﾝﾌﾏﾙ酸塩徐放錠 PTP  100錠 共和薬品工業 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾋﾞﾌﾟﾚｯｿ徐放錠50mg ｸｴﾁｱﾋﾟﾝﾌﾏﾙ酸塩徐放錠 PTP  100錠 共和薬品工業 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸塩錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 共和薬品工業 内用薬 抗パーキンソン剤 ビペリデン製剤

ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ錠50mg ﾗｺｻﾐﾄﾞ錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ塩酸塩水和物ｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ ファイザー 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠1.25mg｢TE｣ ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠 PTP 100錠 トーアエイヨー 内用薬 強心剤 その他の強心剤

ﾋﾞﾗﾉｱOD錠20mg ﾋﾞﾗｽﾁﾝ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 大鵬薬品工業 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末 ﾋﾟﾗｼﾞﾅﾐﾄﾞ  100ｇ アルフレッサファーマ 内用薬 抗結核剤 ピラジナミド製剤

ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg｢DSEP｣ ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩水和物ｶﾌﾟｾﾙ PTP  100ｶﾌﾟｾﾙ 第一三共 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(5mg) ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠  100錠 共和薬品工業 内用薬 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤

ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(25mg) ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠  100錠 共和薬品工業 内用薬 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤

ﾋﾟﾚｽﾊﾟ錠200mg ﾋﾟﾙﾌｪﾆﾄﾞﾝ錠 PTP 100錠 塩野義製薬 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾋﾟﾚﾁｱ細粒10% ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝﾒﾁﾚﾝｼﾞｻﾘﾁﾙ酸塩細粒 ﾊﾞﾗ 100ｇ 高田製薬 内用薬 抗ヒスタミン剤 フェノチアジン系製剤

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ細粒2%｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ散 ﾊﾞﾗ  100ｇ 沢井製薬 内用薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤

ﾌｧﾛﾑ錠200mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠  100錠 マルホ 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ100mg/mL ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝBｼﾛｯﾌﾟ  24ml クリニジェン 内用薬 主としてカビに作用するもの アムホテリシンＢ製剤

ﾌｨｺﾝﾊﾟ細粒1% ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙ水和物細粒 ﾊﾞﾗ 100G×1瓶 エーザイ 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾌｨｺﾝﾊﾟ錠2mg ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙ水和物錠 PTP  56錠 エーザイ 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾌｨｺﾝﾊﾟ錠4mg ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙ水和物錠 PTP  56錠 エーザイ 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ錠  50錠 ファイザー 内用薬 主としてカビに作用するもの その他の主としてカビに作用するもの

ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩DS5%｢ﾄｰﾜ｣ ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ用 分包 0.3G×100包東和薬品 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg｢SANIK｣ ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ錠 SP 1000錠 第一三共 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 バルビツ－ル酸系及びチオバルビツ－ル酸系製剤

ﾌｪﾌﾞｷｿｽﾀｯﾄ錠10mg｢DSEP｣ ﾌｪﾌﾞｷｿｽﾀｯﾄ錠 PTP 100錠 第一三共 内用薬 痛風治療剤 その他の痛風治療剤

ﾌｪﾌﾞｷｿｽﾀｯﾄ錠20mg｢DSEP｣ ﾌｪﾌﾞｷｿｽﾀｯﾄ錠 PTP 100錠 第一三共 内用薬 痛風治療剤 その他の痛風治療剤

ﾌｪﾏｰﾗ錠2.5mg ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ錠 PTP 100錠 ノバルティスファーマ 内用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾌｫｼｰｶﾞ錠5mg ﾀﾞﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ水和物錠 PTP  100錠 小野薬品工業 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ﾌｫｼｰｶﾞ錠10mg ﾀﾞﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ水和物錠 PTP 100錠 小野薬品工業 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠 5mg 葉酸錠 PTP 1000錠 富士製薬工業 内用薬 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤除く。） 葉酸製剤

ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠10mg ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物錠 PTP 100錠 サノフィ 内用薬 鎮けい剤 アトロピン系製剤

ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg ﾋﾄﾞﾛｷｼｸﾛﾛｷﾝ硫酸塩錠 PTP  84錠 旭化成ファーマ 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴﾃｷｼﾗｰﾄﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ PTP 112Ｃ 日本ベーリンガーインゲルハイム 内用薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ110mg ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴﾃｷｼﾗｰﾄﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ PTP 112Ｃ 日本ベーリンガーインゲルハイム 内用薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ錠 PTP 100錠 塩野義製薬 内用薬 抗原虫剤 抗原虫剤 その他又は配合剤

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄDS10%｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物ｼﾛｯﾌﾟ用 ﾊﾞﾗ  100ｇ 沢井製薬 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg｢日医工｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物ｶﾌﾟｾﾙ PTP  140Ｃ 日医工 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ﾌﾘﾊﾞｽOD錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ口腔内崩壊錠 PTP 100錠 旭化成ファーマ 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ﾌﾟﾘﾓﾎﾞﾗﾝ錠5mg ﾒﾃﾉﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠 PTP 100錠 バイエル薬品 内用薬 たん白同化ステロイド剤 その他のたん白同化ステロイド剤

ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠 PTP  100錠 共和薬品工業 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠100 100mg ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠  100錠 科研製薬 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾌﾞﾙﾌｪﾝ顆粒20% ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ顆粒 分包 1G×120包 科研製薬 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝOD錠25mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 ヴィアトリス製薬 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝOD錠75mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 ヴィアトリス製薬 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝOD錠150mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 ヴィアトリス製薬 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 50mg ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠 PTP 100錠 旭化成ファーマ 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ散｢ﾀｹﾀﾞ｣1% ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ散  100ｇ 武田薬品工業 内用薬 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠 PTP  100錠 旭化成ファーマ 内用薬 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化成) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠 PTP 500錠 旭化成ファーマ 内用薬 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤

ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ配合錠LD ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ･ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合剤錠 PTP 100錠 オルガノン 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩DS0.01%｢ﾀｶﾀ｣ ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物ｼﾛｯﾌﾟ用 ﾊﾞﾗ  100ｇ 高田製薬 内用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物ｶﾌﾟｾﾙ PTP 100Ｃ アステラス製薬 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物ｶﾌﾟｾﾙ PTP 100Ｃ アステラス製薬 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ錠25 25mg ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠  100錠 武田薬品工業 内用薬 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 合成黄体ホルモン製剤

ﾌﾛｾﾐﾄﾞ細粒4%｢EMEC｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ細粒 ﾊﾞﾗ  100ｇ 日医工 内用薬 利尿剤 その他の利尿剤

ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢NP｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠 PTP  100錠 ニプロ 内用薬 利尿剤 その他の利尿剤

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤
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ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝOD錠10 10mg ﾗﾌﾁｼﾞﾝ口腔内崩壊錠 PTP 100錠 大鵬薬品工業 内用薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤

ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞMS 20,000単位 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ散  20ｇ 10瓶 科研製薬 内用薬 他分類されない治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ錠4mg｢DSPB｣ ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ錠 PTP  100錠 住友ファーマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾌﾟﾛﾉﾝ錠150mg ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ塩酸塩錠  100錠 トーアエイヨー 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁｵｳﾗｼﾙ錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 甲状腺･副甲状腺ホルモン剤 抗甲状腺ホルモン製剤

ﾌﾛﾓｯｸｽ小児用細粒100mg ｾﾌｶﾍﾟﾝ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩水和物細粒  100ｇ 塩野義製薬 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg ｾﾌｶﾍﾟﾝ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩水和物錠 PTP  100錠 塩野義製薬 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ﾌﾛﾘｰﾄﾞｹﾞﾙ経口用2% ﾐｺﾅｿﾞｰﾙｹﾞﾙ  5ｇ 10本 持田製薬 内用薬 その他の化学療法剤 その他の化学療法剤

ﾍﾞｵｰﾊﾞ錠50mg ﾋﾞﾍﾞｸﾞﾛﾝ錠 PTP  100錠 キッセイ薬品工業 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ徐放錠  100錠 キッセイ薬品工業 内用薬 高脂血症用剤 クロフィブラ－ト系製剤

ﾍﾞﾀﾆｽ錠50mg ﾐﾗﾍﾞｸﾞﾛﾝ徐放錠 PTP 100錠 アステラス製薬 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩錠6mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩錠 PTP  100錠 東和薬品 内用薬 鎮暈剤 鎮暈剤 その他又は配合剤

ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ塩酸塩水和物錠  100錠 第一三共 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩OD錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩口腔内崩壊錠 PTP  100錠 ニプロ 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ﾍﾞﾑﾘﾃﾞｨ錠25mg ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｱﾗﾌｪﾅﾐﾄﾞﾌﾏﾙ酸塩錠 ﾊﾞﾗ  30錠 ギリアド・サイエンシズ 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾍﾓｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ PTP 100Ｃ 武田薬品工業 内用薬 痔疾用剤 その他の痔疾用剤

ﾍﾞﾗｻｽLA錠60μg ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ徐放錠 PTP 100錠 科研製薬 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢JG｣ ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠 PTP  100錠 日本ジェネリック 内用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄNa錠20μg｢ﾃﾊﾞ｣ ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩水和物錠 PTP 500錠 日医工 内用薬 抗ヒスタミン剤 その他の抗ヒスタミン剤

ﾍﾞﾘｷｭｰﾎﾞ錠2.5mg ﾍﾞﾙｲｼｸﾞｱﾄ錠 PTP 100錠 バイエル薬品 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾍﾞﾘｷｭｰﾎﾞ錠5mg ﾍﾞﾙｲｼｸﾞｱﾄ錠 PTP  100錠 バイエル薬品 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾍﾞﾙｿﾑﾗ錠15mg ｽﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ錠 PTP  100錠 ＭＳＤ 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾍﾞﾙｿﾑﾗ錠20mg ｽﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ錠 PTP  100錠 ＭＳＤ 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ塩酸塩錠4mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ塩酸塩水和物錠 PTP  100錠 共和薬品工業 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ錠50mg｢NM｣ ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ錠  100錠 武田薬品工業 内用薬 痛風治療剤 その他の痛風治療剤

ﾍﾟﾝﾀｻ錠500mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ徐放錠 PTP 100錠 杏林製薬 内用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾎﾞｰｽﾃﾞﾙ内用液10 10mg250mL 塩化ﾏﾝｶﾞﾝ四水和物液  5袋 協和キリン 内用薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ｻﾜｲ｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ﾎｽﾐｼﾝ錠500 500mg ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ水和物錠 PTP 100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ホスホマイシン製剤

ﾎﾞﾅﾛﾝ経口ｾﾞﾘｰ35mg ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物ｾﾞﾘｰ 20包 帝人ファーマ 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩･ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物･ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝｼｰﾄ PTP  7ｼｰﾄ 武田薬品工業 内用薬 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。） その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）

ﾎﾟﾏﾘｽﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ PTP  7Ｃ ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 内用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸOD錠75mg｢ｻﾜｲ｣ ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ錠2mg d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠  1000錠 高田製薬 内用薬 抗ヒスタミン剤 その他の抗ヒスタミン剤

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%分包25g｢三和｣ ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑｾﾞﾘｰ  60個 三和化学研究所 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾎﾘｿﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠  100錠 丸石製薬 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾎﾟﾘﾌﾙ錠500mg ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ錠  100錠 マイランＥＰＤ 内用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ徐放ｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ ノバルティスファーマ 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ錠  100錠 ノバルティスファーマ 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤

ﾏｰｽﾞﾚﾝS配合顆粒 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物･L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ顆粒  0.5ｇ 1050包 ＥＡファーマ 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ﾏｲｽﾀﾝ細粒1% ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ細粒  100ｇ 住友ファーマ 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾏｳﾞｨﾚｯﾄ配合錠 ｸﾞﾚｶﾌﾟﾚﾋﾞﾙ水和物･ﾋﾟﾌﾞﾚﾝﾀｽﾋﾞﾙ錠 PTP  42錠 アッヴィ 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾏｸﾞｺﾛｰﾙ散68%分包50g ｸｴﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ散  50ｇ 10包 堀井薬品工業 内用薬 Ｘ線造影剤 造影補助剤

ﾏｸｻﾙﾄRPD錠10mg ﾘｻﾞﾄﾘﾌﾟﾀﾝ安息香酸塩口腔内崩壊錠  6錠 エーザイ 内用薬 血管収縮剤 血管収縮剤

ﾏｸﾞﾐｯﾄ細粒83% 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ細粒 ﾊﾞﾗ  500ｇ 日本新薬 内用薬 制酸剤 無機塩製剤

ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠 PTP 1000錠 日本新薬 内用薬 制酸剤 無機塩製剤

ﾏﾄﾞﾊﾟｰ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ･ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞﾄﾞ塩酸塩錠  100錠 太陽ファルマ 内用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ﾐｸﾞｼｽ錠5mg ﾛﾒﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠 PTP 140錠 ファイザー 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙOD錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ﾐﾈﾌﾞﾛOD錠2.5mg ｴｻｷｾﾚﾉﾝ口腔内崩壊錠 PTP 100錠 第一三共 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 主としてｸﾞﾗﾑ陽性･陰性菌､ﾘﾁｯｹｱ､ｸﾗﾐｼﾞｱに作用するもの テトラサイクリン系抗生物質製剤

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 沢井製薬 内用薬 主としてｸﾞﾗﾑ陽性･陰性菌､ﾘﾁｯｹｱ､ｸﾗﾐｼﾞｱに作用するもの テトラサイクリン系抗生物質製剤

ﾐﾉﾏｲｼﾝ顆粒2% 20mg ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩顆粒  100ｇ ファイザー 内用薬 主としてｸﾞﾗﾑ陽性･陰性菌､ﾘﾁｯｹｱ､ｸﾗﾐｼﾞｱに作用するもの テトラサイクリン系抗生物質製剤

ﾐﾔBM細粒 酪酸菌製剤細粒 分包 630ｇ ミヤリサン製薬 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 活性生菌製剤

ﾐﾔBM錠 酪酸菌製剤錠 PTP  400錠 ミヤリサン製薬 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 活性生菌製剤

ﾐﾗﾍﾟｯｸｽLA錠0.375mg ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物徐放錠 PTP 100錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 内用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ﾐﾗﾍﾟｯｸｽLA錠1.5mg ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物徐放錠 PTP 100錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 内用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ錠15mg｢明治｣ ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ錠 PTP  100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg｢NP｣ ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 ニプロ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾐﾝｸﾘｱ内用散布液0.8% 20mL l-ﾒﾝﾄｰﾙ液 10筒 富士製薬工業 内用薬 他分類されない治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ﾒｲｱｸﾄMS小児用細粒10% 100mg ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ細粒  100ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ﾒｲﾗｯｸｽ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ錠  100錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ 太陽ファルマ 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ﾒｼﾞｺﾝ散10% ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩水和物散  100ｇ 塩野義製薬 内用薬 鎮咳剤 デキストロメトルファン製剤

ﾒｽﾁﾉﾝ錠60mg ﾋﾟﾘﾄﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ臭化物錠 PTP 100錠 共和薬品工業 内用薬 自律神経剤 その他の自律神経剤

ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠500μg 0.5mg ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠  1000錠 エーザイ 内用薬 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤除く。） ビタミンＢ１２製剤

ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠0.125mg｢あすか｣ ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 子宮収縮剤 バッカク類製剤

ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠 PTP 100錠 住友ファーマ 内用薬 糖尿病用剤 ビグアニド系製剤

ﾒﾄﾘｼﾞﾝ錠2mg ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ塩酸塩錠  100錠 大正製薬 内用薬 血管収縮剤 血管収縮剤

ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠 PTP 100錠 ファイザー 内用薬 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤

ﾒﾌﾟﾁﾝﾐﾆ錠25μg 0.025mg ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物錠  100錠 大塚製薬 内用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩OD錠5mg｢DSEP｣ ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠 PTP  56錠 第一三共 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩OD錠20mg｢DSEP｣ ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠 PTP  56錠 第一三共 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg ﾁｱﾏｿﾞｰﾙ錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 甲状腺･副甲状腺ホルモン剤 抗甲状腺ホルモン製剤

ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10mg ﾒﾛｷｼｶﾑ錠  100錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢日医工｣ ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩水和物錠 PTP  100錠 日医工 内用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾓﾋﾞｺｰﾙ配合内用剤LD 6.8523g ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ4000･塩化ﾅﾄﾘｳﾑ･炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ･塩化ｶﾘｳﾑ配合剤散分包  100包 ＥＡファーマ 内用薬 下剤･浣腸剤 その他の下剤，浣腸剤

ﾓﾋﾞﾌﾟﾚｯﾌﾟ配合内用剤 ﾅﾄﾘｳﾑ･ｶﾘｳﾑ･ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸配合剤散 分包 5袋 ＥＡファーマ 内用薬 他分類されない治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢KM｣ ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠 PTP  100錠 杏林製薬 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

薬用炭｢日医工｣ 薬用炭 ﾊﾞﾗ 50G×1瓶 日医工 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 その他の止しゃ剤、整腸剤

ﾕｰﾋﾞｯﾄ錠100mg 尿素(13C)錠  10錠 大塚製薬 内用薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ﾕｰﾛｼﾞﾝ1mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ錠 PTP 100錠 武田薬品工業 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾕﾍﾞﾗ錠50mg ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ錠  100錠 エーザイ 内用薬 ビタミンＥ剤 ビタミンＥ剤

ﾕﾘﾉｰﾑ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ錠  100錠 トーアエイヨー 内用薬 痛風治療剤 その他の痛風治療剤

ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ丸50mg｢日医工｣ ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ丸 ﾋｰﾄ 1000丸 日医工 内用薬 無機質製剤 ヨウ素化合物製剤

ﾖｸｲﾆﾝｴｷｽ散｢ｺﾀﾛｰ｣ ﾖｸｲﾆﾝｴｷｽ末 分包 84ｇ 小太郎漢方製薬 内用薬 その他生薬及び漢方処方に基づく医薬品 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

ﾗｸﾞﾉｽNF経口ｾﾞﾘｰ分包12g 54.167% ﾗｸﾂﾛｰｽｾﾞﾘｰ 84包 三和化学研究所 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾗｹﾞﾌﾞﾘｵｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾓﾙﾇﾋﾟﾗﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾊﾞﾗ 40ｶﾌﾟｾﾙ×1瓶ＭＳＤ 内用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾗｺｰﾙNF配合経腸用液 経腸成分栄養剤液  400ml 12袋 大塚製薬 内用薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ﾗｺｰﾙNF配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤半固形剤 5400ｇ 大塚製薬 内用薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ﾗｼﾞﾚｽ錠150mg ｱﾘｽｷﾚﾝﾌﾏﾙ酸塩錠 PTP 100錠 オーファンパシフィック 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾗｽﾋﾞｯｸ錠75mg ﾗｽｸﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩錠 PTP  50錠 杏林製薬 内用薬 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤

ﾗﾂｰﾀﾞ錠20mg ﾙﾗｼﾄﾞﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 住友ファーマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾗｯｸﾋﾞｰR散 耐性乳酸菌製剤散 分包 1200ｇ 興和 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 活性生菌製剤

ﾗｯｸﾋﾞｰ微粒N 1% ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌製剤散 分包 1ｇ 1008包 興和 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 活性生菌製剤

ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.05mg ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠 PTP  100錠 中外製薬 内用薬 強心剤 ジギタリス製剤

ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ塩酸塩錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ塩酸塩錠 PTP  100錠 東和薬品 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠10mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ腸溶錠 PTP  500錠 共創未来ファーマ 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ﾗﾎﾞﾅ錠50mg ﾍﾟﾝﾄﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙｶﾙｼｳﾑ錠 PTP 100錠 田辺三菱製薬 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 バルビツ－ル酸系及びチオバルビツ－ル酸系製剤

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠 PTP 140錠 グラクソ・スミスクライン 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩錠  100錠 サンファーマ 内用薬 その他の化学療法剤 その他の化学療法剤

ﾗﾒﾙﾃｵﾝ錠8mg｢武田ﾃﾊﾞ｣ ﾗﾒﾙﾃｵﾝ錠 PTP 100錠 武田薬品工業 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾘｰｾﾞ錠5mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠  100錠 田辺三菱製薬 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾘｰﾊﾞｸﾄ配合経口ｾﾞﾘｰ 20g ｲｿﾛｲｼﾝ･ﾛｲｼﾝ･ﾊﾞﾘﾝｾﾞﾘｰ  84個 ＥＡファーマ 内用薬 たん白アミノ酸製剤 混合アミノ酸製剤

ﾘｰﾊﾞｸﾄ配合顆粒 4.15g ｲｿﾛｲｼﾝ･ﾛｲｼﾝ･ﾊﾞﾘﾝ顆粒  210包 ＥＡファーマ 内用薬 たん白アミノ酸製剤 混合アミノ酸製剤

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ PTP 30Ｃ ファイザー 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾘｵﾅ錠250mg ｸｴﾝ酸第二鉄水和物錠 PTP  100錠 鳥居薬品 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾘｵﾚｻｰﾙ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ錠  100錠 サンファーマ 内用薬 鎮けい剤 その他の鎮けい剤

ﾘｸｼｱﾅOD錠15mg ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝﾄｼﾙ酸塩水和物口腔内崩壊錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ﾘｸｼｱﾅOD錠30mg ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝﾄｼﾙ酸塩水和物口腔内崩壊錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ﾘｸｼｱﾅOD錠60mg ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝﾄｼﾙ酸塩水和物口腔内崩壊錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ キッセイ薬品工業 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠1mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ口腔内崩壊錠 PTP 100錠 ヤンセンファーマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液1mg/mL 0.1% ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ液  1ml 50本 ヤンセンファーマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾘｽﾐｰ錠1mg ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ塩酸塩水和物錠 PTP  100錠 共和薬品工業 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ｱﾒｼﾞﾆｳﾑﾒﾁﾙ硫酸塩錠  100錠 住友ファーマ 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾘｽﾓﾀﾞﾝR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐放錠  100錠 クリニジェン 内用薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸Na錠75mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠 PTP  2錠 東和薬品 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ塩酸塩錠5mg｢あすか｣ ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ﾘﾊﾟｸﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾊﾟﾝｸﾚﾘﾊﾟｰｾﾞ腸溶ｶﾌﾟｾﾙ PTP 120Ｃ マイランＥＰＤ 内用薬 健胃消化剤 消化酵素製剤

ﾘﾊﾟｸﾚｵﾝ顆粒300mg分包 ﾊﾟﾝｸﾚﾘﾊﾟｰｾﾞ顆粒 分包 120包 マイランＥＰＤ 内用薬 健胃消化剤 消化酵素製剤

ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ錠80mg ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 PTP 100錠 科研製薬 内用薬 高脂血症用剤 クロフィブラ－ト系製剤

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ PTP 100Ｃ サンド 内用薬 主として抗酸菌に作用するもの リファンピシン製剤

ﾘﾌｷｼﾏ錠200mg ﾘﾌｧｷｼﾐﾝ錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。） その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）

ﾘﾌﾇｱ錠45mg ｹﾞｰﾌｧﾋﾟｷｻﾝﾄｸｴﾝ酸塩錠 PTP 100錠 杏林製薬 内用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ﾘﾍﾞﾙｻｽ錠3mg ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ(遺伝子組換え)錠 PTP  100錠 ノボノルディスクファーマ 内用薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ﾘﾍﾞﾙｻｽ錠7mg ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ(遺伝子組換え)錠 PTP  100錠 ノボノルディスクファーマ 内用薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
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ﾘﾍﾞﾙｻｽ錠14mg ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ(遺伝子組換え)錠 PTP  100錠 ノボノルディスクファーマ 内用薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ細粒0.1% ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ細粒  100ｇ 太陽ファルマ 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠0.5mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ錠  100錠 太陽ファルマ 内用薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠  100錠 オルガノン 内用薬 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ錠20mg｢杏林｣ ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ錠 PTP  100錠 杏林製薬 内用薬 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤除く。） ビタミンＢ２製剤

ﾘﾏﾁﾙ錠50mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠 PTP 100錠 あゆみ製薬 内用薬 刺激療法剤 刺激療法剤

ﾘﾏﾁﾙ錠100mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠 PTP 100錠 あゆみ製薬 内用薬 刺激療法剤 刺激療法剤

ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μg｢日医工｣ ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄ ｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠 PTP  210錠 日医工 内用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ﾘﾝｾﾞｽ錠0.25mg ﾘﾅｸﾛﾁﾄﾞ錠 SP 100錠 アステラス製薬 内用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾘﾝﾗｷｻｰ錠250mg ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｴｽﾃﾙ錠  100錠 大正製薬 内用薬 骨格筋弛緩剤 カルバメート系製剤

ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ散1%｢日医工｣ ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩水和物散 ﾊﾞﾗ  500ｇ 日医工 内用薬 鎮咳去痰剤 コデイン系製剤（家庭麻薬）

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠ULD ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ･ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ錠 PTP  63錠 日本新薬 内用薬 混合ホルモン剤 卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製剤

ﾙﾊﾟﾌｨﾝ錠10mg ﾙﾊﾟﾀｼﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩錠 PTP  100錠 田辺三菱製薬 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ﾚｷｻﾙﾃｨOD錠1mg ﾌﾞﾚｸｽﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊錠 PTP  100錠 大塚製薬 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾚｷｿﾀﾝ錠1 1mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ錠 PTP  100錠 サンド 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾚｷｿﾀﾝ錠2 2mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ錠 PTP 100錠 サンド 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾚｷｯﾌﾟCR錠2mg ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩徐放錠 PTP 112錠 グラクソ・スミスクライン 内用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg ｴｽｼﾀﾛﾌﾟﾗﾑｼｭｳ酸塩錠 PTP 100錠 田辺三菱製薬 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾚｸﾞﾃｸﾄ錠333mg ｱｶﾝﾌﾟﾛｻｰﾄｶﾙｼｳﾑ腸溶錠 PTP  100錠 日本新薬 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠10mg ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩錠 ﾊﾞﾗ 500錠 興和 内用薬 抗ヒスタミン剤 ジフェンヒドラミン系製剤

ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠20mg ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ塩酸塩錠  500錠 太陽ファルマ 内用薬 鎮咳去痰剤 その他の鎮咳去たん剤

ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠4mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ錠 PTP  100錠 ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 内用薬 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠 PTP  500錠 大塚製薬 内用薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ水和物ｶﾌﾟｾﾙ PTP  40Ｃ ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 内用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝFF錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ錠 PTP 100錠 東和薬品 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢武田ﾃﾊﾞ｣ ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢DSEP｣ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝとして ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤

ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞ錠12.5mg ｴﾙﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞ ｵﾗﾐﾝ錠 PTP 70錠 ノバルティスファーマ 内用薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾚﾐｯﾁOD錠2.5μg ﾅﾙﾌﾗﾌｨﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠 PTP  140錠 鳥居薬品 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾚﾐﾆｰﾙOD錠4mg ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩口腔内崩壊錠 PTP 56錠 ヤンセンファーマ 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾚﾐﾆｰﾙOD錠8mg ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩口腔内崩壊錠 PTP 56錠 ヤンセンファーマ 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾚﾐﾆｰﾙOD錠12mg ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩口腔内崩壊錠 PTP 56錠 ヤンセンファーマ 内用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾚﾙﾊﾟｯｸｽ錠20mg ｴﾚﾄﾘﾌﾟﾀﾝ臭化水素酸塩錠  10錠 ヴィアトリス製薬 内用薬 血管収縮剤 血管収縮剤

ﾚﾙﾐﾅ錠40mg ﾚﾙｺﾞﾘｸｽ錠 PTP  100錠 武田薬品工業 内用薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ﾛｲｺﾝ錠10mg ｱﾃﾞﾆﾝ錠  100錠 大原薬品工業 内用薬 その他の細胞賦活用薬 アデニン製剤

ﾛｰｺｰﾙ錠20mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠 PTP 100錠 サンファーマ 内用薬 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣ ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠 PTP  1000錠 日医工 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾛｹﾙﾏ懸濁用散分包5g ｼﾞﾙｺﾆｳﾑｼｸﾛｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物散 分包  28包 アストラゼネカ 内用薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ錠50mg｢NP｣ ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ錠 PTP  100錠 ニプロ 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg｢DSEP｣ ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ錠 PTP  100錠 第一三共 内用薬 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

ﾛﾀﾘｯｸｽ内用液 経口弱毒生ﾋﾄﾛﾀｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ 1.5ml グラクソ・スミスクライン 内用薬 その他 その他

ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ錠  100錠 ＬＴＬファーマ 内用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾛﾄﾘｶﾞ粒状ｶﾌﾟｾﾙ2g ｵﾒｶﾞ-3脂肪酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ 分包  56包 武田薬品工業 内用薬 高脂血症用剤 その他の高脂血症用剤

ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠20mg ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ酒石酸塩錠  100錠 サンファーマ 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ  100Ｃ ヤンセンファーマ 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 その他の止しゃ剤、整腸剤

ﾛﾍﾟﾐﾝ細粒0.1% ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩細粒  100ｇ ヤンセンファーマ 内用薬 止しゃ剤･整腸剤 その他の止しゃ剤、整腸剤

ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠 PTP 100錠 沢井製薬 内用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾛﾙｶﾑ錠4mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ錠  100錠 大正製薬 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠0.5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ錠 PTP 100錠 エーザイ 内用薬 血液凝固阻止剤 ジクマロ－ル系製剤

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ錠 PTP 1000錠 エーザイ 内用薬 血液凝固阻止剤 ジクマロ－ル系製剤

ﾜｲﾃﾝｽ錠2mg ｸﾞｱﾅﾍﾞﾝｽﾞ酢酸塩錠  100錠 アルフレッサファーマ 内用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠1.0μg 1μg ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ錠  100錠 帝人ファーマ 内用薬 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤

ﾜﾝﾄﾗﾑ錠100mg ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩徐放錠 PTP  100錠 日本新薬 内用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ｱｲｵﾋﾟｼﾞﾝUD点眼液1% 0.1mL ｱﾌﾟﾗｸﾛﾆｼﾞﾝ塩酸塩液  1個 10本 ノバルティスファーマ 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ｱｲﾌｧｶﾞﾝ点眼液0.1% ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩液  25ml 武田薬品工業 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

亜鉛華軟膏｢ﾎｴｲ｣ 亜鉛華軟膏  500ｇ ヴィアトリス製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ｱｸｱﾁﾑｸﾘｰﾑ1% ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝｸﾘｰﾑ  10ｇ 10本 大塚製薬 外用薬 化膿性疾患用剤 その他の化膿性疾患用剤

ｱｸﾄｼﾝ軟膏3% ﾌﾞｸﾗﾃﾞｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ軟膏  30ｇ マルホ 外用薬 その他の外皮用薬 他に分類されない外皮用薬

ｱｸﾛﾏｲｼﾝ軟膏3% 30mg ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩軟膏 25ｇ サンファーマ 外用薬 化膿性疾患用剤 外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等

ｱｽﾀｯﾄ軟膏1% ﾗﾉｺﾅｿﾞｰﾙ軟膏  10ｇ 10本 マルホ 外用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤

ｱｽﾞﾉｰﾙうがい液4% ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物含嗽剤 10ML×10本 日本新薬 外用薬 含嗽剤 含嗽剤 その他又は配合剤

ｱｽﾞﾉｰﾙ軟膏0.033% ｼﾞﾒﾁﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱｽﾞﾚﾝ軟膏 200ｇ 日本新薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ｱｽﾌﾟｰﾙ液(0.5%) dl-ｲｿﾌﾟﾚﾅﾘﾝ塩酸塩吸入剤 50ml アルフレッサファーマ 外用薬 気管支拡張剤 イソプレナリン系製剤

ｱｿﾞﾙｶﾞ配合懸濁性点眼液 ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ･ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩液  50ml ノバルティスファーマ 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ｱﾃﾞｽﾀﾝ腟錠300mg ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩腟錠  1個 40錠 バイエル薬品 外用薬 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

ｱﾆｭｲﾃｨ100μgｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ吸入剤 1キット グラクソ・スミスクライン 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ｱﾆｭｲﾃｨ200μgｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ吸入剤 1キット グラクソ・スミスクライン 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ｱﾉｰﾛｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用 ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物･ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩吸入剤 1キット グラクソ・スミスクライン 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｱﾌﾀｿﾞﾛﾝ口腔用軟膏0.1% ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ軟膏  3ｇ 10本 あゆみ製薬 外用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ｱﾗｾﾅ-A軟膏3% ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ軟膏  5ｇ 10本 持田製薬 外用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ｱﾗﾐｽﾄ点鼻液27.5μg56噴霧用 3mg6g ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ液  1キット グラクソ・スミスクライン 外用薬 耳鼻科用剤 その他の耳鼻科用剤

ｱﾙｽﾛﾏﾁｯｸ関節手術用灌流液 3L 乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液  3袋 バクスター 外用薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｱﾙﾄ原末 500mg ｱﾙｷﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑﾊﾟｳﾀﾞｰ  1管 10A カイゲンファーマ 外用薬 止血剤 アルギン酸系製剤

ｱﾙﾒﾀ軟膏 0.1% ｱﾙｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏  5ｇ 10本 塩野義製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

ｱﾚｼﾞｵﾝLX点眼液0.1% ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩液 5ML×10瓶 参天製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ｱﾚﾍﾞｰﾙ吸入用溶解液0.125% ﾁﾛｷｻﾎﾟｰﾙ吸入剤  100ml アルフレッサファーマ 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｱﾚﾍﾞｰﾙ吸入用溶解液0.125% ﾁﾛｷｻﾎﾟｰﾙ吸入剤 500ml アルフレッサファーマ 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｱﾛﾝｱﾙﾌｱA｢三共｣ 0.5g ｼｱﾉｱｸﾘﾚｰﾄ液  1管 5A 第一三共 外用薬 他分類されない治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ｱﾝﾃﾍﾞｰﾄﾛｰｼｮﾝ0.05% ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ液  10ｇ 10本 鳥居薬品 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

ｱﾝﾋﾊﾞ坐剤小児用100mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ坐剤  50個 マイランＥＰＤ 外用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤

ｱﾝﾋﾊﾞ坐剤小児用200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ坐剤 50個 マイランＥＰＤ 外用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤

ｱﾝﾍﾟｯｸ坐剤10mg ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩水和物坐剤  50個 住友ファーマ 外用薬 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤

ｲｿｼﾞﾝｼｭｶﾞｰﾊﾟｽﾀ軟膏 精製白糖･ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ軟膏 100ｇ 塩野義製薬 外用薬 その他の外皮用薬 他に分類されない外皮用薬

ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg ﾗﾆﾅﾐﾋﾞﾙｵｸﾀﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物吸入剤  2キット 第一三共 外用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ｲﾑﾉﾌﾞﾗﾀﾞｰ膀注用40mg (溶解液付) 乾燥BCG膀胱内用(日本株)  1瓶 日本化薬 外用薬 その他の生物学的製剤 結核菌含有及び抗アレルギ－的物質製剤

ｲﾝﾀｰﾙ吸入液1% 2mL ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸ﾅﾄﾘｳﾑ吸入剤  1管 60A サノフィ 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｸﾘｰﾑ1%｢日医工｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｸﾘｰﾑ 500ｇ 日医工 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ｳﾙﾃｨﾌﾞﾛ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩･ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物ｶﾌﾟｾﾙ (吸入器なし)PTP28Ｃノバルティスファーマ 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｳﾚﾊﾟｰﾙｸﾘｰﾑ10% 尿素ｸﾘｰﾑ  20ｇ 10本 大塚製薬 外用薬 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む）

ｳﾚﾊﾟｰﾙﾛｰｼｮﾝ10% 尿素液  20ｇ 10本 大塚製薬 外用薬 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む）

ｴｷｻﾞﾙﾍﾞ 混合死菌製剤軟膏  5ｇ 10本 マルホ 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

液状ﾌｪﾉｰﾙ｢日医工｣ 液状ﾌｪﾉｰﾙ  500ml 日医工 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 その他の外皮用殺菌消毒剤

ｴｽｸﾚ坐剤｢250｣ 250mg 抱水ｸﾛﾗｰﾙ坐剤 PTP  30個 久光製薬 外用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 抱水クロラール系製剤

ｴｽｸﾚ坐剤｢500｣ 500mg 抱水ｸﾛﾗｰﾙ坐剤 PTP  30個 久光製薬 外用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 抱水クロラール系製剤

ｴｽﾄﾗｰﾅﾃｰﾌﾟ0.72mg 9cm2 ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ貼付剤  70枚 久光製薬 外用薬 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 エストラジオ－ル製剤

ｴｽﾄﾘｰﾙ腟錠0.5mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ腟錠 SP 100錠 持田製薬 外用薬 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

SPﾄﾛｰﾁ0.25mg｢明治｣ ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ塩化物ﾄﾛｰﾁ  1200錠 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 外用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ｴﾅｼﾞｱ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ高用量 ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩･ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物･ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙPTP  14Ｃ ノバルティスファーマ 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ｴﾈﾏｽﾀｰ注腸散 98.1% 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ注腸剤 ﾊﾞﾗ  8000ｇ 伏見製薬 外用薬 Ｘ線造影剤 バリウム塩製剤

A‐ﾍﾞﾝｼﾞﾝ 500ml 局方／不明 外用薬 その他 その他

MS冷ｼｯﾌﾟ｢ﾀｶﾐﾂ｣ ﾊﾟｯﾌﾟ剤  100ｇ 100枚 三和化学研究所 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

塩化ﾅﾄﾘｳﾑ｢ｵｰﾂｶ｣ 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ  500ｇ 大塚製薬 外用薬 その他の調剤用薬 その他の調剤用薬

塩化ﾒﾁﾙﾛｻﾞﾆﾘﾝ （ｹﾞﾝﾁｱﾅﾊﾞｲｵﾚｯﾄB）　25g  25ｇ 富士フイルム和光純薬 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 石鹸類製剤

ｴﾝｸﾗｯｾ62.5μgｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用 ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物吸入剤 1キット グラクソ・スミスクライン 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｵｲﾗｯｸｽHｸﾘｰﾑ ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ･ｸﾛﾀﾐﾄﾝｸﾘｰﾑ  100ｇ 日新製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ｵｲﾗｯｸｽｸﾘｰﾑ10% ｸﾛﾀﾐﾄﾝｸﾘｰﾑ  10ｇ 10本 日新製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

大塚蒸留水 1L 注射用水 広口　10瓶 大塚製薬 外用薬 溶解剤 精製水類

大塚蒸留水 500mL 注射用水 細口開栓 20瓶 大塚製薬 外用薬 溶解剤 精製水類

大塚生食注 1L 生理食塩液 広口 10瓶 大塚製薬 外用薬 血液代用剤 生理食塩液類

大塚生食注 500mL 生理食塩液 細口開栓 20瓶 大塚製薬 外用薬 血液代用剤 生理食塩液類

ｵｰｷｼｽ9μgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ60吸入 540μg(9μg) ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物吸入剤  1キット Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｵｷｻﾛｰﾙ軟膏25μg/g 0.0025% ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ軟膏  10ｇ 10本 マルホ 外用薬 その他の外皮用薬 外用ビタミン製剤

ｵｷｼﾄﾞｰﾙ｢ﾎｴｲ｣ ｵｷｼﾄﾞｰﾙ  500ml ヴィアトリス製薬 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 過酸化物製剤

ｵﾘﾌﾞ油(日興製薬) ｵﾘﾌﾞ油  500ml ヴィアトリス製薬 外用薬 軟膏基剤 油脂性基剤

ｵﾘﾌﾞ油｢ﾖｼﾀﾞ｣ ｵﾘﾌﾞ油  100ml 吉田製薬 外用薬 軟膏基剤 油脂性基剤

ｵﾙﾃｸｻｰ口腔用軟膏0.1% ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ軟膏 5ｇ 日本ジェネリック 外用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ｵﾙﾍﾞｽｺ200μgｲﾝﾍﾗｰ56吸入用 11.2mg3.3g ｼｸﾚｿﾆﾄﾞ吸入剤  1キット 帝人ファーマ 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ｵﾝﾌﾞﾚｽ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ150μg ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ PTP  28Ｃ ノバルティスファーマ 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｶﾃﾞｯｸｽ外用散0.9% ﾖｳ素散 ﾊﾞﾗ  50ｇ スミス・アンド・ネフュー 外用薬 その他の外皮用薬 他に分類されない外皮用薬

ｶﾃﾞｯｸｽ軟膏0.9% ﾖｳ素軟膏  40ｇ 1本 スミス・アンド・ネフュー 外用薬 その他の外皮用薬 他に分類されない外皮用薬

ｶﾄﾚｯﾌﾟﾃｰﾌﾟ70mg 10cm×14cm ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ貼付剤  70枚 帝國製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

眼･耳科用ﾘﾝﾃﾞﾛﾝA軟膏 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ･ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏  5ｇ 10本 塩野義製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ｷｻﾗﾀﾝ点眼液0.005% ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ液  2.5ml 10本 ヴィアトリス製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ｷｼﾛｶｲﾝｾﾞﾘｰ2% ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩ｾﾞﾘｰ  30ml 5本 サンド 外用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｷｼﾛｶｲﾝﾋﾞｽｶｽ2% ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩液  100ml サンド 外用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ8% ﾘﾄﾞｶｲﾝ噴霧剤  80ｇ サンド 外用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｷｼﾛｶｲﾝ液｢4%｣ ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩液  100ml サンド 外用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｷｼﾛｶｲﾝ点眼液4% ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩液  20ml サンド 外用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｷｭﾊﾞｰﾙ100ｴｱｿﾞｰﾙ 15mg8.7g ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ吸入剤  1瓶 1本 住友ファーマ 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｸﾞﾗﾅﾃｯｸ点眼液0.4% ﾘﾊﾟｽｼﾞﾙ塩酸塩水和物液 50ml 興和 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤
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ｸﾞﾘｾﾘﾝ｢ﾆｯｺｰ｣ ｸﾞﾘｾﾘﾝ  500ml ヴィアトリス製薬 外用薬 下剤･浣腸剤 グリセリン製剤

ｸﾞﾘｾﾘﾝBC液60%｢ｹﾝｴｰ｣ ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物添加ｸﾞﾘｾﾘﾝ液  250ml 健栄製薬 外用薬 その他 その他

ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%｢ｹﾝｴｰ｣ 40mL ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸 20個 健栄製薬 外用薬 下剤･浣腸剤 グリセリン製剤

ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%｢ｹﾝｴｰ｣ 60mL ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸  10個 健栄製薬 外用薬 下剤･浣腸剤 グリセリン製剤

ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%｢ｹﾝｴｰ｣ 120mL ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸  10個 健栄製薬 外用薬 下剤･浣腸剤 グリセリン製剤

0.02%ｸﾞﾙｺｼﾞﾝW水 ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩液  500ml 1本 日医工 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 その他の外皮用殺菌消毒剤

0.05%ｸﾞﾙｺｼﾞﾝR水 ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩液  500ml 1本 日医工 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 その他の外皮用殺菌消毒剤

0.5%ｸﾞﾙｺｼﾞﾝR水 ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩液  500ml 1本 日医工 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 その他の外皮用殺菌消毒剤

ｸﾚﾅﾌｨﾝ爪外用液10% ｴﾌｨﾅｺﾅｿﾞｰﾙ液 35.6ｇ 科研製薬 外用薬 その他の化学療法剤 その他の化学療法剤

ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙﾛｰｼｮﾝ0.05%｢ｲﾜｷ｣ ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ液 100ｇ 岩城製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.05%｢ｲﾜｷ｣ ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏 50ｇ 岩城製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

ｸﾛﾏｲ腟錠100mg ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ腟錠  100錠 アルフレッサファーマ 外用薬 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） 生殖器官用抗生物質製剤

ｹﾞｰﾍﾞﾝｸﾘｰﾑ1% ｽﾙﾌｧｼﾞｱｼﾞﾝ銀ｸﾘｰﾑ  500ｇ 田辺三菱製薬 外用薬 化膿性疾患用剤 外用サルファ製剤

ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20mg｢東光｣ 7cm×10cm ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ貼付剤 350枚 東光薬品工業 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg｢東光｣ 10cm×14cm ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ貼付剤 280枚 東光薬品工業 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1%｢ｲﾜｷ｣ ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏 10G×50本 岩城製薬 外用薬 化膿性疾患用剤 外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等

ｺｶｲﾝ塩酸塩｢ﾀｹﾀﾞ｣原末 ｺｶｲﾝ塩酸塩 ﾊﾞﾗ  5ｇ 武田薬品工業 外用薬 コカアルカロイド系製剤 コカイン系製剤

ｺｿﾌﾟﾄ配合点眼液 ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ塩酸塩･ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩液  5ml 10本 参天製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ｺﾚｸﾁﾑ軟膏0.5% ﾃﾞﾙｺﾞｼﾁﾆﾌﾞ軟膏 10G×10本 鳥居薬品 外用薬 その他の外皮用薬 他に分類されない外皮用薬

ｻｰﾌｧｸﾃﾝ気管注入用120mg 肺ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ吸入剤 1瓶 田辺三菱製薬 外用薬 呼吸促進剤 その他の呼吸促進剤

ｻｲﾌﾟﾚｼﾞﾝ1%点眼液 ｼｸﾛﾍﾟﾝﾄﾗｰﾄ塩酸塩液  10ml 参天製薬 外用薬 眼科用剤 散瞳剤

ｻﾞﾗｶﾑ配合点眼液 ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ･ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩液  25ml ヴィアトリス製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

10%ｻﾘﾁﾙ酸ﾜｾﾘﾝ軟膏東豊 ｻﾘﾁﾙ酸軟膏 500ｇ 吉田製薬 外用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 外用サリチル酸系製剤

ｻﾘﾍﾞｰﾄｴｱｿﾞｰﾙ 50g ﾘﾝ酸二ｶﾘｳﾑ･無機塩類配合剤噴霧剤  6個 帝人ファーマ 外用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ｻﾙﾀﾉｰﾙｲﾝﾍﾗｰ100μg 0.16%13.5mL ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ硫酸塩吸入剤  1瓶 グラクソ・スミスクライン 外用薬 気管支拡張剤 サルブタモール製剤

ｻﾚｯｸｽ軟膏0.05% ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏 50ｇ 岩城製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

ｻﾝｺﾊﾞ点眼液0.02% 5mL ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ液  10瓶 参天製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ｻﾝﾄﾞｰﾙP点眼液 ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ･ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ塩酸塩液 50ml ロートニッテン 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ｻﾝﾋﾟﾛ点眼液1% 5mL ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ塩酸塩液  1瓶 10本 参天製薬 外用薬 眼科用剤 縮瞳剤

ｻﾝﾍﾞﾀｿﾞﾝ眼耳鼻科用液0.1% ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ液 5ML×10本 参天製薬 外用薬 眼科用剤 眼科用コルチゾン製剤

ｼｪﾙｶﾞﾝ0.5眼粘弾剤 0.5mL 精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ･ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ液 1筒 参天製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ｼﾞｸｱｽ点眼液3% 5mL ｼﾞｸｱﾎｿﾙﾅﾄﾘｳﾑ液  10瓶 参天製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄ軟膏0.05%｢ｲﾜｷ｣ ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄ軟膏 500ｇ 岩城製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾃｰﾌﾟ40mg｢EMEC｣ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ貼付剤 140枚 日医工 外用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

硝酸銀｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣原末 硝酸銀  25ｇ ヴィアトリス製薬 外用薬 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） 金属製剤

消毒用ｴﾀﾉｰﾙ液IP 消毒用ｴﾀﾉｰﾙ  500ml 1本 健栄製薬 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 アルコ－ル製剤

人工涙液ﾏｲﾃｨｱ点眼液 5mL ﾎｳ酸･無機塩類配合剤液  1瓶 10本 武田薬品工業 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

親水ﾜｾﾘﾝ｢ﾎｴｲ｣ 親水ﾜｾﾘﾝ  500ｇ ヴィアトリス製薬 外用薬 軟膏基剤 油脂性基剤

ｽｰﾌﾟﾚﾝ吸入麻酔液 ﾃﾞｽﾌﾙﾗﾝ吸入剤  1440ml バクスター 外用薬 全身麻酔剤 その他の全身麻酔剤

ｽｺﾋﾟｿﾞﾙ眼科用液 ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙｾﾙﾛｰｽ･塩化ﾅﾄﾘｳﾑ･塩化ｶﾘｳﾑ･乾燥炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ･ﾘﾝ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ水和物･ﾎｳ酸点眼液 1瓶 1本 武田薬品工業 外用薬 その他 その他

ｽﾋﾟｰﾙ膏M 25cm2 ｻﾘﾁﾙ酸絆創膏  6枚 ニチバン 外用薬 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。） 有機酸製剤

ｽﾋﾟｵﾙﾄﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ60吸入 ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和物･ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩吸入剤 1キット 日本ベーリンガーインゲルハイム 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ2.5μgﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ60吸入 150μg ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和物吸入剤  1キット 日本ベーリンガーインゲルハイム 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ18μg ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和物ｶﾌﾟｾﾙ  28Ｃ 日本ベーリンガーインゲルハイム 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝ吸入麻酔液｢VTRS｣ ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝ吸入剤 250ml ヴィアトリス製薬 外用薬 全身麻酔剤 その他の全身麻酔剤

ｾﾞﾎﾟﾗｽﾃｰﾌﾟ20mg 7cm×10cm ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ貼付剤  7枚 20袋 三笠製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ｾﾙﾀｯﾁﾊﾟｯﾌﾟ70 10cm×14cm ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ貼付剤  300枚 帝國製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ眼軟膏3% ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ軟膏  5ｇ 日東メディック 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ｿﾌﾗﾁｭｰﾙ貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩貼付剤 10枚 テイカ製薬 外用薬 化膿性疾患用剤 外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等

ｿﾌﾗﾁｭｰﾙ貼付剤30cm 32.4mg10cm×30cm ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩貼付剤 10枚 テイカ製薬 外用薬 化膿性疾患用剤 外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等

ﾀﾞｲｱｯﾌﾟ坐剤4 4mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ坐剤 50個 高田製薬 外用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾀﾞｲｱｯﾌﾟ坐剤6 6mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ坐剤 50個 高田製薬 外用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾀﾞｲｱｯﾌﾟ坐剤10 10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ坐剤  50個 高田製薬 外用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾀｺｼｰﾙ組織接着用ｼｰﾄ 4.8cm×4.8cm ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ配合剤 ﾛｰﾙ1枚 ＣＳＬベーリング 外用薬 血液製剤類 その他の血液製剤類

ﾀｺｼｰﾙ組織接着用ｼｰﾄ 4.8cm×4.8cm ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ配合剤 ﾌﾗｯﾄ1枚 ＣＳＬベーリング 外用薬 血液製剤類 その他の血液製剤類

ﾀﾌﾟｺﾑ配合点眼液 ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ･ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩液 25ml 参天製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾀﾌﾟﾛｽ点眼液0.0015% ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ液  2.5ml 10本 参天製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾀﾞﾗｼﾝTｹﾞﾙ1% ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙｹﾞﾙ  10ｇ 10本 佐藤製薬 外用薬 化膿性疾患用剤 外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等

ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ眼軟膏0.3% ｵﾌﾛｷｻｼﾝ軟膏  3.5ｇ 10本 参天製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ耳科用液0.3% 3mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ液  5ml 10本 アルフレッサファーマ 外用薬 耳鼻科用剤 その他の耳鼻科用剤

ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ0.5mg｢久光｣ ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ貼付剤 70枚 久光製薬 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ1mg｢久光｣ ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ貼付剤 70枚 久光製薬 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ2mg｢久光｣ ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ貼付剤 70枚 久光製薬 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ﾃﾞｨﾌｪﾘﾝｹﾞﾙ0.1% ｱﾀﾞﾊﾟﾚﾝｹﾞﾙ  15ｇ 10本 マルホ 外用薬 その他の外皮用薬 他に分類されない外皮用薬

ﾃｰｶｲﾝ原末 ﾊﾟﾗﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉ安息香酸ｼﾞｴﾁﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ塩酸塩末  5ｇ ヴィアトリス製薬 外用薬 局所麻酔剤 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤

ﾃﾞｽﾊﾟｺｰﾜ口腔用ｸﾘｰﾑ ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩･ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ配合剤軟膏  5ｇ 10本 興和 外用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ点鼻ｽﾌﾟﾚｰ2.5μg｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣ ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物液  1瓶 キッセイ薬品工業 外用薬 脳下垂体ホルモン剤 その他の脳下垂体ホルモン剤

ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ0.01%点眼液 ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ塩酸塩液  5ml 10本 参天製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾃﾞｭｵﾄﾗﾊﾞ配合点眼液 ﾄﾗﾎﾞﾌﾟﾛｽﾄ･ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩液  2.5ml 5瓶 ノバルティスファーマ 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾃﾘﾙｼﾞｰ100ｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ･ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物･ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩吸入剤1キット グラクソ・スミスクライン 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ﾃﾘﾙｼﾞｰ200ｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ･ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物･ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩吸入剤1ｷｯﾄ グラクソ・スミスクライン 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ﾃﾚﾐﾝｿﾌﾄ坐薬2mg ﾋﾞｻｺｼﾞﾙ坐剤  50個 ＥＡファーマ 外用薬 下剤･浣腸剤 その他の下剤，浣腸剤

ﾃﾚﾐﾝｿﾌﾄ坐薬10mg ﾋﾞｻｺｼﾞﾙ坐剤  50個 ＥＡファーマ 外用薬 下剤･浣腸剤 その他の下剤，浣腸剤

ﾄﾞﾎﾞﾍﾞｯﾄ軟膏 ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ水和物･ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏150ｇ 協和キリン 外用薬 その他の外皮用薬 他に分類されない外皮用薬

ﾄﾗﾊﾞﾀﾝｽﾞ点眼液0.004% ﾄﾗﾎﾞﾌﾟﾛｽﾄ液  12.5ml ノバルティスファーマ 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾄﾗﾏｿﾞﾘﾝ点鼻液0.118%｢AFP｣ ﾄﾗﾏｿﾞﾘﾝ塩酸塩液  100ml アルフレッサファーマ 外用薬 耳鼻科用剤 耳鼻科用血管収縮剤

ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ点眼液0.4%｢日点｣ ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ液 50ml ロートニッテン 外用薬 眼科用剤 散瞳剤

ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ液ﾓﾁﾀﾞ ｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ5千 5,000単位5mL ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ液  1キット 5本 持田製薬 外用薬 止血剤 臓器性止血製剤

ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ液ﾓﾁﾀﾞ ｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ1万 10,000単位10mL ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ液  1キット 5本 持田製薬 外用薬 止血剤 臓器性止血製剤

ﾅｳｾﾞﾘﾝ坐剤10 10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ坐剤 20個 協和キリン 外用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾅｳｾﾞﾘﾝ坐剤30 30mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ坐剤  20個 協和キリン 外用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾅﾊﾟｹﾞﾙﾝﾛｰｼｮﾝ3% ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ液  50ml 10本 帝國製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ﾆｿﾞﾗｰﾙｸﾘｰﾑ2% ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ  10ｇ 20本 ヤンセンファーマ 外用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤

ﾆｿﾞﾗｰﾙﾛｰｼｮﾝ2% ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙ液  10ｇ 10本 岩城製薬 外用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤

ﾆﾄﾛｰﾙｽﾌﾟﾚｰ1.25mg 163.5mg10g 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ噴霧剤  5瓶 エーザイ 外用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ﾆｭｰﾌﾟﾛﾊﾟｯﾁ4.5mg ﾛﾁｺﾞﾁﾝ貼付剤  70枚 大塚製薬 外用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ﾆｭｰﾌﾟﾛﾊﾟｯﾁ9mg ﾛﾁｺﾞﾁﾝ貼付剤  70枚 大塚製薬 外用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ﾈｵﾒﾄﾞﾛｰﾙEE軟膏 ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩･ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ軟膏  3ｇ 10本 ファイザー 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾈﾘｿﾞﾅｸﾘｰﾑ0.1% ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙｸﾘｰﾑ  5ｇ 10本 ＬＴＬファーマ 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

ﾈﾘｿﾞﾅ軟膏0.1% ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ軟膏  5ｇ 10本 ＬＴＬファーマ 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ点眼液0.25% ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ液  5ml 10本 興和 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾊｲﾎﾟｴﾀﾉｰﾙ液2%｢ﾖｼﾀﾞ｣ ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物･ｴﾀﾉｰﾙ液 500ml 吉田製薬 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 その他の外皮用殺菌消毒剤

白色ﾜｾﾘﾝ｢ｹﾝｴｰ｣ 白色ﾜｾﾘﾝ 25G×10本 健栄製薬 外用薬 軟膏基剤 油脂性基剤

ﾊﾞｸﾄﾛﾊﾞﾝ鼻腔用軟膏2% ﾑﾋﾟﾛｼﾝｶﾙｼｳﾑ水和物軟膏  3ｇ 5本 グラクソ・スミスクライン 外用薬 主としてグラム陽性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

ﾊﾞｿﾚｰﾀｰﾃｰﾌﾟ27mg 14cm2 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ貼付剤 35枚 三和化学研究所 外用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ﾊﾟﾀﾉｰﾙ点眼液0.1% ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩液  5ml 10本 協和キリン 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾊﾟﾙﾐｺｰﾄ100μgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ112吸入 11.2mg ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ吸入剤 1瓶 アストラゼネカ 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ﾊﾟﾙﾐｺｰﾄ200μgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ112吸入 22.4mg ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ吸入剤 1瓶 アストラゼネカ 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ﾊﾟﾙﾐｺｰﾄ吸入液0.5mg 2mL ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ吸入剤 30管 アストラゼネカ 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ﾊﾙﾛﾋﾟﾃｰﾌﾟ8mg ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩貼付剤 28枚 協和キリン 外用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ﾊﾙﾛﾋﾟﾃｰﾌﾟ32mg ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩貼付剤 28枚 協和キリン 外用薬 抗パーキンソン剤 その他の抗パーキンソン剤

ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na点眼液0.1%｢わかもと｣ 5mL 精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ液 5瓶 わかもと製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾋｱﾚｲﾝﾐﾆ点眼液0.3% 0.4mL 精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ液  1個 100本 参天製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾋﾞｰｴｽｴｽﾌﾟﾗｽ500眼灌流0.0184% 0.46%20mL ｵｷｼｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ液 6瓶 日本アルコン 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

PA･ﾖｰﾄﾞ点眼･洗眼液 0.2% ﾎﾟﾘﾋﾞﾆﾙｱﾙｺｰﾙﾖｳ素液  100ml ロートニッテン 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾋｰﾛﾝV眼粘弾剤2.3%ｼﾘﾝｼﾞ0.6mL 精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ液 1筒 エイエムオー・ジャパン 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾋｰﾛﾝ眼粘弾剤1%ｼﾘﾝｼﾞ0.85mL 精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ液  1筒 エイエムオー・ジャパン 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾋﾞｿﾉﾃｰﾌﾟ2mg ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ貼付剤 70枚 トーアエイヨー 外用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾋﾞｿﾉﾃｰﾌﾟ4mg ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ貼付剤  70枚 トーアエイヨー 外用薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ吸入液0.2% ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩吸入剤  45ml サノフィ 外用薬 去たん剤 ブロムヘキシン製剤

ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｿﾌﾄ軟膏0.3% ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質軟膏  25ｇ 10本 マルホ 外用薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞﾛｰｼｮﾝ0.3% ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質液 250ｇ マルホ 外用薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ﾋﾞﾚｰｽﾞﾄﾘｴｱﾛｽﾌｨｱ56吸入 ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ･ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物･ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物吸入剤1ｷｯﾄ アストラゼネカ 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ懸濁性点眼液0.005%｢参天｣ ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ液 10瓶 参天製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾌｨﾌﾞﾗｽﾄｽﾌﾟﾚｰ500 500μg(溶解液付) ﾄﾗﾌｪﾙﾐﾝ(遺伝子組換え)噴霧剤 1瓶 科研製薬 外用薬 その他の外皮用薬 他に分類されない外皮用薬

ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸｽﾁｯｸ軟膏3%｢三笠｣ ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ軟膏 40G×10本 大正製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ﾌｪﾝﾄｽﾃｰﾌﾟ0.5mg ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩貼付剤 7枚 協和キリン 外用薬 合成麻薬 その他の合成麻薬

ﾌｪﾝﾄｽﾃｰﾌﾟ1mg ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩貼付剤  7枚 協和キリン 外用薬 合成麻薬 その他の合成麻薬

ﾌｪﾝﾄｽﾃｰﾌﾟ2mg ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩貼付剤  7枚 協和キリン 外用薬 合成麻薬 その他の合成麻薬

ﾌｪﾝﾄｽﾃｰﾌﾟ4mg ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩貼付剤  7枚 協和キリン 外用薬 合成麻薬 その他の合成麻薬

ﾌｪﾝﾄｽﾃｰﾌﾟ6mg ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩貼付剤  7枚 協和キリン 外用薬 合成麻薬 その他の合成麻薬

ﾌｪﾝﾄｽﾃｰﾌﾟ8mg ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩貼付剤  7枚 協和キリン 外用薬 合成麻薬 その他の合成麻薬

複方ﾖｰﾄﾞ･ｸﾞﾘｾﾘﾝ｢ｺｻﾞｶｲ･M｣ 複方ﾖｰﾄﾞ･ｸﾞﾘｾﾘﾝ 500ML×1瓶 吉田製薬 外用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾌﾞﾃﾞﾎﾙ吸入粉末剤60吸入｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ･ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物吸入剤 1ｷｯﾄ ニプロ 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ﾌﾗｼﾞｰﾙ腟錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ腟錠 PTP  60錠 富士製薬工業 外用薬 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ懸濁性点眼液1%｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ液 5ML×10本 サンド 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾌﾙﾀｲﾄﾞ50μgｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用 8.83mg10.6g ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ吸入剤  1瓶 1本 グラクソ・スミスクライン 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ﾌﾙﾃｨﾌｫｰﾑ125ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ･ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物吸入剤1瓶 杏林製薬 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ﾌﾙﾅｰｾﾞ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ液  6瓶 グラクソ・スミスクライン 外用薬 耳鼻科用剤 その他の耳鼻科用剤

ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ点眼液0.1% ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ液  5ml 10本 参天製薬 外用薬 眼科用剤 眼科用コルチゾン製剤
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ﾌﾟﾚｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝ腟坐剤1mg ｹﾞﾒﾌﾟﾛｽﾄ腟坐剤 5個 小野薬品工業 外用薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ﾌﾟﾛｽﾀﾝﾃﾞｨﾝ軟膏0.003% ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ ｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ軟膏  10ｇ 10本 小野薬品工業 外用薬 その他の外皮用薬 他に分類されない外皮用薬

ﾌﾟﾛﾄﾋﾟｯｸ軟膏0.03%小児用 ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物軟膏  10本 マルホ 外用薬 その他の外皮用薬 他に分類されない外皮用薬

ﾌﾟﾛﾄﾋﾟｯｸ軟膏0.1% ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物軟膏  5ｇ 10本 マルホ 外用薬 その他の外皮用薬 他に分類されない外皮用薬

ﾌﾞﾛﾑﾌｪﾅｸNa点眼液0.1%｢日新｣ ﾌﾞﾛﾑﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ水和物液 50ml 日新製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾍﾞｶﾞﾓｯｸｽ点眼液0.5% ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩液  5ml 10本 ノバルティスファーマ 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾍﾞｽﾄﾛﾝ耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として) ｾﾌﾒﾉｷｼﾑ塩酸塩液  5ml 5本 武田薬品工業 外用薬 耳鼻科用剤 耳鼻科用抗生物質製剤

ﾍﾞｽﾄﾛﾝ耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として) ｾﾌﾒﾉｷｼﾑ塩酸塩液 50ml 武田薬品工業 外用薬 耳鼻科用剤 耳鼻科用抗生物質製剤

ﾍﾞｽﾄﾛﾝ点眼用0.5% 5mg(溶解後の液として) ｾﾌﾒﾉｷｼﾑ塩酸塩液  5ml 5本 武田薬品工業 外用薬 眼科用剤 眼科用抗生物質製剤

ﾍﾞﾉｷｼｰﾙ点眼液0.4% ｵｷｼﾌﾞﾌﾟﾛｶｲﾝ塩酸塩液 50ml 参天製薬 外用薬 眼科用剤 眼科用局所麻酔剤

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用泡状ｽﾌﾟﾚｰ0.3%｢日本臓器｣ ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質噴霧剤 1000ｇ 日本臓器製薬 外用薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ﾍﾓﾎﾟﾘｿﾞﾝ軟膏 大腸菌死菌･ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ軟膏 56ｇ ジェイドルフ製薬 外用薬 痔疾用剤 その他の痔疾用剤

ﾍﾓﾚｯｸｽ軟膏 ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ･ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ配合剤軟膏 140ｇ ジェイドルフ製薬 外用薬 痔疾用剤 その他の痔疾用剤

ﾍﾞﾘﾌﾟﾗｽﾄP ｺﾝﾋﾞｾｯﾄ 組織接着用 1mL2ｷｯﾄ ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ加第XIII因子 1組 ＣＳＬベーリング 外用薬 血液製剤類 その他の血液製剤類

ﾍﾞﾙﾍﾞｿﾞﾛﾝF点眼･点鼻液 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ･ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩液 50ml ロートニッテン 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物消毒液0.025日医工 0.025% ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物液 500ml 日医工 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 石鹸類製剤

ﾍﾟﾝﾀｻ坐剤1g ﾒｻﾗｼﾞﾝ坐剤 SP 50個 杏林製薬 外用薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾍﾟﾝﾚｽﾃｰﾌﾟ18mg 30.5mm×50.0mm ﾘﾄﾞｶｲﾝ貼付剤  50枚 マルホ 外用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ﾎﾞｽﾐﾝ外用液0.1% ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ液  100ml 第一三共 外用薬 副腎ホルモン剤 エピネフリン製剤

ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｶﾞｰｸﾞﾙ7%｢日医工｣ ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ含嗽剤 1500ml 日医工 外用薬 含嗽剤 含嗽剤 その他又は配合剤

ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ消毒液10%｢ｹﾝｴｰ｣ ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ液 250ML×1本 健栄製薬 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 ヨウ素化合物

ﾎﾟﾋﾟﾖﾄﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ7.5% ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ液 500ml 吉田製薬 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 ヨウ素化合物

ﾎﾞﾗｻﾞG軟膏 ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ･ﾘﾄﾞｶｲﾝ軟膏  2.4ｇ 35本 武田薬品工業 外用薬 痔疾用剤 その他の痔疾用剤

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｹﾞﾙ1% ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑｹﾞﾙ  50ｇ 10本 ノバルティスファーマ 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ12.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤  50個 ノバルティスファーマ 外用薬 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤  50個 ノバルティスファーマ 外用薬 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤  50個 ノバルティスファーマ 外用薬 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤

ﾎﾞﾙﾋｰﾙ組織接着用 3mL4瓶 ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ加第XIII因子  1組 日本血液製剤機構 外用薬 血液製剤類 その他の血液製剤類

ﾎﾞﾙﾋｰﾙ組織接着用 5mL4瓶 ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ加第XIII因子  1組 日本血液製剤機構 外用薬 血液製剤類 その他の血液製剤類

ﾐｵｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰ0.3mg 0.65%7.2g ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ噴霧剤  1缶 5本 トーアエイヨー 外用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ﾐｹﾗﾝLA点眼液2% ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩液  25ml 大塚製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾑｺｽﾀ点眼液UD2% 0.35mL ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ液  112本 大塚製薬 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾑｺﾌｨﾘﾝ吸入液20% 17.62%2mL ｱｾﾁﾙｼｽﾃｲﾝ吸入剤  50包 エーザイ 外用薬 去たん剤 システイン系製剤

無水ｴﾀﾉｰﾙ｢ﾆｯｺｰ｣ 無水ｴﾀﾉｰﾙ  500ml ヴィアトリス製薬 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 アルコ－ル製剤

ﾒﾌﾟﾁﾝｴｱｰ10μg吸入100回 0.0143%5mL ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物吸入剤  10キット 大塚製薬 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ﾒﾌﾟﾁﾝ吸入液0.01% ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物吸入剤 30ml 1本 大塚製薬 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ﾒﾌﾟﾁﾝ吸入液ﾕﾆｯﾄ0.3mL 0.01% ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物吸入剤  1個 56本 大塚製薬 外用薬 気管支拡張剤 その他の気管支拡張剤

ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟXR120mg 10cm×14cm ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ貼付剤 70枚 久光製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟXR240mg 20cm×14cm ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ貼付剤 70枚 久光製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ﾔｸﾗｯｸｽD液1% 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ液 1000ｇ 日医工 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 塩素酸塩製剤

ﾕﾍﾞﾗ軟膏 ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ･ﾋﾞﾀﾐﾝA油軟膏  280ｇ エーザイ 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ﾖｳ素｢ｺｻﾞｶｲ･M｣ ﾖｳ素 ﾊﾞﾗ 25ｇ 吉田製薬 外用薬 外皮用殺菌消毒剤 ヨウ素化合物

ﾗｸﾃｨｵﾝﾊﾟｯﾌﾟ70mg 10cm×14cm ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ貼付剤 280枚 三笠製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ﾗﾐｼｰﾙｸﾘｰﾑ1% ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ  10ｇ 10本 サンファーマ 外用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 その他の寄生性皮ふ疾患用剤

ﾘｻﾞﾍﾞﾝ点眼液0.5% 25mg5mL ﾄﾗﾆﾗｽﾄ液  1瓶 10本 キッセイ薬品工業 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾘｽﾞﾓﾝTG点眼液0.5% ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩液  10ml キッセイ薬品工業 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾘﾄﾞﾒｯｸｽｺｰﾜﾛｰｼｮﾝ0.3% ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ液  10ｇ 10本 興和 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ4.5mg｢久光｣ ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ貼付剤 14枚 久光製薬 外用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ9mg｢久光｣ ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ貼付剤 14枚 久光製薬 外用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ18mg｢久光｣ ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ貼付剤 14枚 久光製薬 外用薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ﾘﾚﾝｻﾞ 5mg ｻﾞﾅﾐﾋﾞﾙ水和物吸入剤  20ﾌﾞﾘｽﾀｰ グラクソ・スミスクライン 外用薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ-VG軟膏0.12% ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ･ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏  10ｇ 50本 塩野義製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ-Vﾛｰｼｮﾝ 0.12% ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ液  10ml 10本 塩野義製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ-V軟膏0.12% ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ軟膏  10ｇ 50本 塩野義製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

ﾙｺﾅｯｸ爪外用液5% ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙ液 17.5ｇ サンファーマ 外用薬 その他の化学療法剤 その他の化学療法剤

ﾙﾐｶﾞﾝ点眼液0.03% ﾋﾞﾏﾄﾌﾟﾛｽﾄ液  25ml 武田薬品工業 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾙﾘｺﾝｸﾘｰﾑ1% ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ  10ｇ 10本 サンファーマ 外用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤

ﾙﾘｺﾝ液1% ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙ液  10ml 10本 サンファーマ 外用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤

ﾚｽｷｭﾗ点眼液0.12% ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｳﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝ液  5ml 10本 日東メディック 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜｸﾘｰﾑ1% ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝｸﾘｰﾑ  500ｇ 興和 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 外用抗ヒスタミン製剤

ﾚﾍﾟﾀﾝ坐剤0.2mg ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ塩酸塩坐剤  50個 大塚製薬 外用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液1.5%｢日点｣ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物液 50ml ロートニッテン 外用薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾚﾙﾍﾞｱ100ｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用 ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩･ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ吸入剤1キット グラクソ・スミスクライン 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ﾚﾙﾍﾞｱ200ｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用 ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩･ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ吸入剤1キット グラクソ・スミスクライン 外用薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ100mgｹﾐﾌｧ 10cm×14cm ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物貼付剤 70枚 日本ケミファ 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ50mg｢科研｣ 7cm×10cm ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物貼付剤 70枚 科研製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ﾛｺｱﾃｰﾌﾟ 10cm×14cm ｴｽﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ･ﾊｯｶ油貼付剤 70枚 大正製薬 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の鎮痛，鎮痒，収歛，消炎剤

ﾛｺｲﾄﾞｸﾘｰﾑ0.1% ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙｸﾘｰﾑ  5ｇ 10本 鳥居薬品 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

ﾛｺｲﾄﾞ軟膏0.1% ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ軟膏  5ｇ 10本 鳥居薬品 外用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤

ﾛﾅｾﾝﾃｰﾌﾟ20mg ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ貼付剤 70枚 住友ファーマ 外用薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｱｰﾄｾﾚﾌﾞ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL ﾌﾞﾄﾞｳ糖･無機塩類配合剤ｷｯﾄ 20キット 大塚製薬 注射薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｱｲﾘｰｱ硝子体内注射用ｷｯﾄ40mg/mL 2mg0.05mL ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 参天製薬 注射薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ｱｸﾁｯﾄ輸液 500mL 酢酸維持液 20袋 扶桑薬品工業 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注用200mg 10mL ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液  1瓶 中外製薬 注射薬 その他の生物学的製剤 他に分類されない生物学的製剤

ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注用80mg 4mL ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液  1瓶 中外製薬 注射薬 その他の生物学的製剤 他に分類されない生物学的製剤

ｱｸﾃﾑﾗ皮下注162mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 0.9mL ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  1キット 中外製薬 注射薬 その他の生物学的製剤 他に分類されない生物学的製剤

ｱｸﾄﾋﾌﾞ 乾燥ﾍﾓﾌｨﾙｽb型ﾜｸﾁﾝ 1瓶 サノフィ 注射薬 その他 その他

ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ点滴静注液250mg｢ﾄｰﾜ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ注射液  10ML 5管 東和薬品 注射薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ｱｾﾄｷｰﾌﾟ3G注 500mL 酢酸維持液(ﾌﾞﾄﾞｳ糖加) 20瓶 ニプロ 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ｱｾﾘｵ静注液1000mgﾊﾞｯｸﾞ 1,000mg100mL ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ注射液 20袋 テルモ 注射薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤

ｱﾀﾗｯｸｽ-P注射液(25mg/ml) 2.5%1mL ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ塩酸塩注射液  1管 10A ファイザー 注射薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞBS皮下注40mgﾍﾟﾝ0.8mL｢第一三共｣ ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  0.8ML 1ｷｯﾄ 第一三共 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｱﾃﾞﾉｼﾝ負荷用静注60mgｼﾘﾝｼﾞ｢FRI｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝｷｯﾄ 5筒 ＰＤＲファーマ 注射薬 他分類されない治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ｱﾄﾞﾅ注(静脈用)50mg 0.5%10mL ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物注射液  1管 50A ニプロＥＳファーマ 注射薬 止血剤 カルバゾクロム系製剤

ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ注0.1%ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ 1mL ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝｷｯﾄ  10筒 テルモ 注射薬 副腎ホルモン剤 エピネフリン製剤

ｱﾄﾛﾋﾟﾝ注0.05%ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ 1mL ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩水和物ｷｯﾄ  10筒 テルモ 注射薬 鎮けい剤 アトロピン系製剤

ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩注0.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 0.05%1mL ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩水和物注射液  1管 50A ニプロＥＳファーマ 注射薬 鎮けい剤 アトロピン系製剤

ｱﾅﾍﾟｲﾝ注10mg/mL 1%10mL ﾛﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物注射液  1管 10A サンド 注射薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL 0.2%100mL ﾛﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物注射液  1袋 サンド 注射薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｱﾅﾍﾟｲﾝ注7.5mg/mL 0.75%20mL ﾛﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物注射液  1管 10A サンド 注射薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｱﾈﾒﾄﾛ点滴静注液500mg 100mL ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ注射液 5瓶 ファイザー 注射薬 抗原虫剤 抗原虫剤 その他又は配合剤

ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注用100mg/4mL ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液  1瓶 1V 中外製薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注用400mg/16mL ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液 1瓶 中外製薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ点滴静注用100mg ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型)注射用  1瓶 大鵬薬品工業 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ注射用20mg 注射用ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ塩酸塩 10管 サンファーマ 注射薬 血圧降下剤 ヒドララジン製剤

ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩静注150mg｢TE｣ 3mL ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩注射液 10管 トーアエイヨー 注射薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ｱﾐｶｼﾝ硫酸塩注射液200mg｢ｻﾜｲ｣ ｱﾐｶｼﾝ硫酸塩注射液  10管 沢井製薬 注射薬 主としてグラム陰性菌に作用するもの アミノ酸系抗生物質製剤

ｱﾑﾋﾞｿﾞｰﾑ点滴静注用50mg ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB静注用  1瓶 住友ファーマ 注射薬 主としてカビに作用するもの アムホテリシンＢ製剤

ｱﾘﾅﾐﾝF50注 50mg20mL ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ塩酸塩注射液  1管 50A 武田薬品工業 注射薬 ビタミンＢ１剤 ビタミンＢ１誘導体製剤

ｱﾘﾅﾐﾝ注射液10mg ﾌﾟﾛｽﾙﾁｱﾐﾝ注射液  1管 10A 武田薬品工業 注射薬 ビタミンＢ１剤 ビタミンＢ１誘導体製剤

ｱﾙﾂﾃﾞｨｽﾎﾟ関節注25mg 1%2.5mL 精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ 10筒 科研製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｱﾙﾌﾞﾐﾅｰ5%静注12.5g/250mL 人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ注射液  1瓶 1V ＣＳＬベーリング 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ注5μg｢ｻﾜｲ｣ 1mL ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ注射液  10管 沢井製薬 注射薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ注10μgｼﾘﾝｼﾞ｢ｻﾜｲ｣ 2mL ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙｷｯﾄ  5筒 沢井製薬 注射薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣ｴﾀﾞﾏﾒ 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ注射液 (ﾀﾞｲｽﾞ)1瓶 鳥居薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣ｽｷﾞ花粉 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ注射液 1瓶 鳥居薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣ｿﾊﾞ粉 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ注射液 1瓶 鳥居薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ注射液 1瓶 鳥居薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣ﾌﾞﾀｸｻ花粉 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ注射液 1瓶 鳥居薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣ﾗｯｶｾｲ 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ注射液 1瓶 鳥居薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣牛乳 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ注射液 1瓶 鳥居薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣犬毛 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ注射液 1瓶 鳥居薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣小麦粉 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ注射液 1瓶 鳥居薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣猫毛 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ注射液 1瓶 鳥居薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ｢ﾄﾘｲ｣卵白 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ注射液 1瓶 鳥居薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｱﾝｻｰ皮下注20μg 1mL(D-ｱﾗﾋﾞﾉｰｽ換算量として) 結核菌熱水抽出物注射液  1管 10A ゼリア新薬工業 注射薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｱﾝﾁﾚｸｽ静注10mg 1%1mL ｴﾄﾞﾛﾎﾆｳﾑ塩化物注射液  1管 10A 杏林製薬 注射薬 機能検査用試薬 その他の機能検査用試薬

ｲｰｹﾌﾟﾗ点滴静注500mg 5mL ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ注射液 6瓶 ユーシービージャパン 注射薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ300注100mL｢F｣ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ注射液 5瓶 富士製薬工業 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ300注ｼﾘﾝｼﾞ100mL｢F｣ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙｷｯﾄ 5筒 富士製薬工業 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ300注ｼﾘﾝｼﾞ150mL｢F｣ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙｷｯﾄ 5筒 富士製薬工業 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ300注ｼﾘﾝｼﾞ50mL｢F｣ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙｷｯﾄ 5筒 富士製薬工業 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ300注ｼﾘﾝｼﾞ80mL｢F｣ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙｷｯﾄ  5筒 富士製薬工業 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注100mL｢F｣ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ注射液  5瓶 富士製薬工業 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注20mL｢F｣ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ注射液  5瓶 富士製薬工業 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注ｼﾘﾝｼﾞ100mL｢F｣ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙｷｯﾄ 5筒 富士製薬工業 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注ｼﾘﾝｼﾞ80mL｢F｣ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙｷｯﾄ  80ML 5筒 富士製薬工業 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ 61.24%80mL ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙｷｯﾄ  1筒 5V バイエル薬品 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ 75.52%100mL ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙｷｯﾄ 5筒 バイエル薬品 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ 75.52%50mL ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙｷｯﾄ 5筒 バイエル薬品 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤
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EOB･ﾌﾟﾘﾓﾋﾞｽﾄ注ｼﾘﾝｼﾞ 18.143%10mL ｶﾞﾄﾞｷｾﾄ酸ﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ  5筒 バイエル薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｲｵﾍｷｿｰﾙ300注ｼﾘﾝｼﾞ80mL｢F｣ ｲｵﾍｷｿｰﾙｷｯﾄ 5筒 富士製薬工業 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾍｷｿｰﾙ350注100mL｢F｣ ｲｵﾍｷｿｰﾙ注射液  5瓶 富士製薬工業 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾍｷｿｰﾙ350注20mL｢F｣ ｲｵﾍｷｿｰﾙ注射液  20ML 5瓶 富士製薬工業 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾒﾛﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ100mL 61.24% ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙｷｯﾄ 5筒 エーザイ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾒﾛﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ50mL 61.24% ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙｷｯﾄ 5筒 エーザイ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾒﾛﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ75mL 61.24% ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙｷｯﾄ 5筒 エーザイ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾒﾛﾝ350注100mL 71.44% ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙ注射液  1瓶 5V エーザイ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾒﾛﾝ350注20mL 71.44% ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙ注射液  1瓶 5V エーザイ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ100mL 71.44% ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙｷｯﾄ 5筒 エーザイ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ50mL 71.44% ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙｷｯﾄ 5筒 エーザイ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ75mL 71.44% ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙｷｯﾄ 5筒 エーザイ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

一般診断用精製ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ(PPD)1人用 0.25μg溶解液付 精製ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ  1瓶 10V 日本ビーシージー製造 注射薬 その他の生物学的製剤 精製ツベルクリン

ｲﾉﾊﾞﾝ注0.3%ｼﾘﾝｼﾞ 50mL ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ塩酸塩ｷｯﾄ  5筒 協和キリン 注射薬 強心剤 その他の強心剤

ｲﾍﾞﾆﾃｨ皮下注105mgｼﾘﾝｼﾞ 1.17mL ﾛﾓｿｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 2筒 アステラス製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｲﾓﾊﾞｯｸｽﾎﾟﾘｵ皮下注 不活化ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ 1筒 サノフィ 注射薬 その他 その他

ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液100mg｢SUN｣ 5mL ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩水和物注射液 1瓶 サンファーマ 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液40mg｢SUN｣ 2mL ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩水和物注射液 1瓶 サンファーマ 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ｲﾙﾐｱ皮下注100mgｼﾘﾝｼﾞ 1mL ﾁﾙﾄﾞﾗｷｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  1ML 1筒 サンファーマ 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｲﾝｼﾞｺﾞｶﾙﾐﾝ注20mg｢AFP｣ 0.4%5mL ｲﾝｼﾞｺﾞｶﾙﾐﾝ注射液  1管 10A アルフレッサファーマ 注射薬 機能検査用試薬 腎機能検査用試薬

ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ｢ﾘﾘｰ｣ 300単位 ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 2キット 日本イーライリリー 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛBS注ｿﾛｽﾀｰ HU｢ｻﾉﾌｨ｣ ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  3ML 2ｷｯﾄ サノフィ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ｲﾝﾃﾞﾗﾙ注射液2mg 0.1%2mL ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ塩酸塩注射液  1管 10A 太陽ファルマ 注射薬 不整脈用剤 β－遮断剤

ｲﾝﾄﾗﾘﾎﾟｽ輸液20% 100mL ﾀﾞｲｽﾞ油注射液  1袋 10V 大塚製薬 注射薬 その他の滋養強壮薬 他に分類されない滋養強壮薬

ｳﾛｸﾞﾗﾌｲﾝ注60% 20mL ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸ﾅﾄﾘｳﾑﾒｸﾞﾙﾐﾝ注射液  1管 5A バイエル薬品 注射薬 Ｘ線造影剤 配合製剤

ｳﾛﾅｰｾﾞ静注用6万単位 60,000単位 ｳﾛｷﾅｰｾﾞ注射用  1瓶 10V 持田製薬 注射薬 酵素製剤 ウロキナーゼ製剤

HCGﾓﾁﾀﾞ筋注用5千単位 5,000単位 注射用ﾋﾄ絨毛性性腺刺激ﾎﾙﾓﾝ  1管 10A 持田製薬 注射薬 脳下垂体ホルモン剤 性腺刺激ホルモン製剤

ｴｲﾑｹﾞﾝ 乾燥組織培養不活化A型肝炎ﾜｸﾁﾝ 1瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 その他 その他

ｴｸｻﾞｰﾙ注射用10mg 注射用ﾋﾞﾝﾌﾞﾗｽﾁﾝ硫酸塩 1瓶 日本化薬 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液 1.5L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 4袋 バクスター 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液 2L 腹膜透析液 4袋 バクスター 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液 2L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 4袋 バクスター 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ｴｽﾎﾟｰ注射液750 750国際単位0.5mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)注射液  10管 協和キリン 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｴｽﾎﾟｰ皮下用24000ｼﾘﾝｼﾞ 24,000国際単位0.5mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  1筒 1本 協和キリン 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注25mgﾍﾟﾝ0.5mL｢MA｣ ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  0.5ML 1ｷｯﾄ あゆみ製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注50mgﾍﾟﾝ1.0mL｢MA｣ ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  1ML 1ｷｯﾄ あゆみ製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ点滴静注液30mgﾊﾞｯｸﾞ｢明治｣ 100mL ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝｷｯﾄ  10キット Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ｴﾈﾌﾘｰﾄﾞ輸液 550mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･脂肪･ﾋﾞﾀﾐﾝｷｯﾄ 550mL1ｷｯﾄ×20ｷｯﾄ大塚製薬 注射薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ持続性水懸筋注用400mgｼﾘﾝｼﾞ ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ水和物ｷｯﾄ 1キット 大塚製薬 注射薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用10mg｢NK｣ ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用 5瓶 日本化薬 注射薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤

ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用50mg｢NK｣ ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用 1瓶 日本化薬 注射薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤

ヱﾌｪﾄﾞﾘﾝ｢ﾅｶﾞヰ｣注射液40mg 4%1mL ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ塩酸塩注射液  1管 10A 日医工 注射薬 鎮咳剤 エフェドリン及びマオウ製剤

ｴﾎﾟｼﾞﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ3000 3,000国際単位0.5mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  10筒 中外製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｴﾎﾁｰﾙ注10mg 1%1mL ｴﾁﾚﾌﾘﾝ塩酸塩注射液  1管 50A サノフィ 注射薬 強心剤 その他の強心剤

ｴﾑｶﾞﾙﾃｨ皮下注120mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 1mL ｶﾞﾙｶﾈｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  1ML 1ｷｯﾄ 第一三共 注射薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ｴﾘﾙ点滴静注液30mg 30.8mg2mL ﾌｧｽｼﾞﾙ塩酸塩水和物注射液 10管 旭化成ファーマ 注射薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

LH-RH注0.1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｺﾞﾅﾄﾞﾚﾘﾝ酢酸塩注射液  5管 ニプロＥＳファーマ 注射薬 機能検査用試薬 内分泌機能検査用試薬

ｴﾙｼﾄﾆﾝ注40単位 40ｴﾙｶﾄﾆﾝ単位1mL ｴﾙｶﾄﾆﾝ注射液 10管 旭化成ファーマ 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｴﾙﾈｵﾊﾟNF1号輸液 1000mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝｷｯﾄ 10キット 大塚製薬 注射薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ｴﾙﾈｵﾊﾟNF2号輸液 1000mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝｷｯﾄ 10キット 大塚製薬 注射薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ｴﾙﾈｵﾊﾟNF2号輸液 1500mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝｷｯﾄ 5キット 大塚製薬 注射薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ｴﾚｼﾞｪｸﾄ注ｼﾘﾝｼﾞ 2mL 塩化ﾏﾝｶﾞﾝ･硫酸亜鉛水和物配合剤ｷｯﾄ  10筒 テルモ 注射薬 無機質製剤 その他の無機質製剤

塩化ﾅﾄﾘｳﾑ注10%ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ 20mL 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ注射液ｷｯﾄ  10筒 テルモ 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ｴﾝｾﾊﾞｯｸ皮下注用 乾燥細胞培養日本脳炎ﾜｸﾁﾝ  0.7ML(溶) 1瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 その他 その他

ｴﾝﾀｲﾋﾞｵ点滴静注用300mg ﾍﾞﾄﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)静注用 1瓶 武田薬品工業 注射薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

大塚塩ｶﾙ注2% 20mL 塩化ｶﾙｼｳﾑ水和物注射液  1管 50A 大塚製薬 注射薬 カルシウム剤 ハロゲン化カルシウム製剤

大塚蒸留水 100mL 注射用水  1瓶 10V 大塚製薬 注射薬 溶解剤 精製水類

大塚生食注 250mL 生理食塩液  20袋 大塚製薬 注射薬 血液代用剤 生理食塩液類

大塚糖液10% 500mL ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液  20袋 大塚製薬 注射薬 糖類剤 ブドウ糖製剤

大塚糖液20% 20mL ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液  1管 50A 大塚製薬 注射薬 糖類剤 ブドウ糖製剤

大塚糖液5% 100mL ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液  1瓶 10本 大塚製薬 注射薬 糖類剤 ブドウ糖製剤

大塚糖液5% 20mL ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液  1管 50A 大塚製薬 注射薬 糖類剤 ブドウ糖製剤

大塚糖液5% 250mL ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液  20袋 大塚製薬 注射薬 糖類剤 ブドウ糖製剤

大塚糖液5% 500mL ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液  20袋 大塚製薬 注射薬 糖類剤 ブドウ糖製剤

大塚糖液50% 20mL ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液  1管 50A 大塚製薬 注射薬 糖類剤 ブドウ糖製剤

大塚糖液50% 500mL ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液  20袋 大塚製薬 注射薬 糖類剤 ブドウ糖製剤

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液100mg｢NK｣ 20mL ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 1瓶 日本化薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液50mg｢NK｣ 10mL ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 1瓶 日本化薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｵｷｻﾛｰﾙ注5μg 1mL ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ注射液  10管 中外製薬 注射薬 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤

ｵｷｼｺﾄﾞﾝ注射液10mg｢第一三共｣ ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物注射液  1ML 10管 第一三共 注射薬 あへんアルカロイド系麻薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

ｵｷｼｺﾄﾞﾝ注射液50mg｢第一三共｣ ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物注射液  5ML 5管 第一三共 注射薬 あへんアルカロイド系麻薬 その他のあへんアルカロイド系麻薬

ｵｷｼﾄｼﾝ注射液5単位｢F｣ ｵｷｼﾄｼﾝ注射液 10管 富士製薬工業 注射薬 脳下垂体ホルモン剤 脳下垂体後葉ホルモン製剤

ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩皮下注100μg｢ｻﾝﾄﾞ｣ 1mL ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩注射液 10管 サンド 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ｵｻﾞｸﾞﾚﾙNa点滴静注80mgﾊﾞｯｸﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ 200mL ｵｻﾞｸﾞﾚﾙﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ  10袋 テルモ 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｵｾﾞﾝﾋﾟｯｸ皮下注2mg 1.5mL ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  1.5ML 1ｷｯﾄ ノボノルディスクファーマ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ｵﾉｱｸﾄ点滴静注用50mg ﾗﾝｼﾞｵﾛｰﾙ塩酸塩注射用  1瓶 5V 小野薬品工業 注射薬 不整脈用剤 β－遮断剤

ｵﾋﾞｿｰﾄ注射用0.1g 100mg(溶解液付) 注射用ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ塩化物  1管 20A 第一三共 注射薬 自律神経剤 アセチルコリン系製剤

ｵﾌｻｸﾞﾘｰﾝ静注用25mg (溶解液付) ｲﾝﾄﾞｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ静注用  1瓶 参天製薬 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ点滴静注240mg 24mL ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液 1瓶 小野薬品工業 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｵﾌﾟﾁﾚｲ350注100mL 74.1% ｲｵﾍﾞﾙｿｰﾙ注射液  1瓶 5V ゲルベ・ジャパン 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｵﾌﾟﾁﾚｲ350注20mL 74.1% ｲｵﾍﾞﾙｿｰﾙ注射液  1瓶 5V ゲルベ・ジャパン 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｵﾌﾟﾁﾚｲ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL 74.1% ｲｵﾍﾞﾙｿｰﾙｷｯﾄ 5筒 ゲルベ・ジャパン 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ240注10mL 51.77% ｲｵﾍｷｿｰﾙ注射液 5瓶 ＧＥヘルスケアファーマ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ240注ｼﾘﾝｼﾞ100mL 51.77% ｲｵﾍｷｿｰﾙｷｯﾄ  100ML 5筒 ＧＥヘルスケアファーマ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ100mL 64.71% ｲｵﾍｷｿｰﾙｷｯﾄ  1筒 5V ＧＥヘルスケアファーマ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ125mL 64.71% ｲｵﾍｷｿｰﾙｷｯﾄ  5筒 ＧＥヘルスケアファーマ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ150mL 64.71% ｲｵﾍｷｿｰﾙｷｯﾄ  5筒 ＧＥヘルスケアファーマ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ100mL 75.49% ｲｵﾍｷｿｰﾙｷｯﾄ  5筒 ＧＥヘルスケアファーマ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ｵﾒｶﾞｼﾝ点滴用0.3gﾊﾞｯｸﾞ 300mg生理食塩液100mL付 ﾋﾞｱﾍﾟﾈﾑｷｯﾄ  1キット 10本 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ注射用20mg｢日医工｣ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ注射用  10瓶 日医工 注射薬 消化性潰瘍用剤 その他の消化性潰瘍用剤

ｵﾙﾀﾞﾐﾝ注射用1g 10%10g ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝｵﾚｲﾝ酸塩注射液  1瓶 6V 武田薬品工業 注射薬 止血剤 その他の止血剤

ｵﾚﾝｼｱ点滴静注用250mg ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)注射用  1瓶 ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｵﾚﾝｼｱ皮下注125mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ1mL ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1キット 小野薬品工業 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｵﾝｺﾋﾞﾝ注射用1mg ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ硫酸塩注射用  1瓶 1V 日本化薬 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ｵﾝﾃﾞｷｻ静注用200mg ｱﾝﾃﾞｷｻﾈｯﾄ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)注射用 200MG 1瓶 アストラゼネカ 注射薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｶｰﾐﾊﾟｯｸ生理食塩液L 1.3L 生理食塩液 5袋 テルモ 注射薬 血液代用剤 生理食塩液類

ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼﾘﾝｼﾞ10mL 60.47% ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙｷｯﾄ 5筒 バイエル薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼﾘﾝｼﾞ5mL 60.47% ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙｷｯﾄ 5筒 バイエル薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼﾘﾝｼﾞ7.5mL 60.47% ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙｷｯﾄ 5筒 バイエル薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄﾒｼﾙ酸塩注射用500mg｢ｻﾜｲ｣ ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄﾒｼﾙ酸塩注射用  10瓶 沢井製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｶﾙｾﾄﾞ注射用20mg ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用  1瓶 1V 日本化薬 注射薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤

ｶﾙｾﾄﾞ注射用50mg ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用  1瓶 1V 日本化薬 注射薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤

ｶﾙﾁｺｰﾙ注射液8.5%10mL ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ水和物注射液  1管 50A 日医工 注射薬 カルシウム剤 グルコン酸カルシウム製剤

ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液150mg｢NK｣ 15mL ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注射液  1瓶 日本化薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液450mg｢NK｣ 45mL ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注射液  1瓶 日本化薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液50mg｢NK｣ 5mL ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注射液  1瓶 日本化薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｶﾝｻｲﾀﾞｽ点滴静注用50mg ｶｽﾎﾟﾌｧﾝｷﾞﾝ酢酸塩注射用 10瓶 ＭＳＤ 注射薬 主としてカビに作用するもの その他の主としてカビに作用するもの

ｶﾝｻｲﾀﾞｽ点滴静注用70mg ｶｽﾎﾟﾌｧﾝｷﾞﾝ酢酸塩注射用 1瓶 ＭＳＤ 注射薬 主としてカビに作用するもの その他の主としてカビに作用するもの

乾燥弱毒生おたふくかぜﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣ 乾燥弱毒生おたふくかぜﾜｸﾁﾝ  1瓶 1組 武田薬品工業 注射薬 その他 その他

乾燥弱毒生水痘ﾜｸﾁﾝ｢ﾋﾞｹﾝ｣ 乾燥弱毒生水痘ﾜｸﾁﾝ  1瓶 1V 田辺三菱製薬 注射薬 その他 その他

乾燥弱毒生風しんﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣ 乾燥弱毒生風しんﾜｸﾁﾝ 1瓶 武田薬品工業 注射薬 その他 その他

乾燥弱毒生麻しんﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣ 乾燥弱毒生麻しんﾜｸﾁﾝ  1瓶 1組 武田薬品工業 注射薬 その他 その他

ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注100mg 4mL ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液 1瓶 ＭＳＤ 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1% 10mL ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物注射液  1管 10本 サンド 注射薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1% 5mL ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物注射液  10管 サンド 注射薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ2% 5mL ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物注射液 10管 サンド 注射薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｷｼﾛｶｲﾝ注射液｢0.5%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ1:100,000含有 ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩･ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ注射液  20ml サンド 注射薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｷｼﾛｶｲﾝ注射液｢1%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ(1:100,000)含有 ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩･ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ注射液  20ml サンド 注射薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｷｼﾛｶｲﾝ注射液｢2%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ(1:80,000)含有 ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩･ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ注射液  20ml 1V サンド 注射薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ｷﾄﾞﾐﾝ輸液 200mL 腎不全用ｱﾐﾉ酸製剤注射液  1袋 20V 大塚製薬 注射薬 たん白アミノ酸製剤 混合アミノ酸製剤

ｷｭﾋﾞｼﾝ静注用350mg ﾀﾞﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ注射用  10瓶 ＭＳＤ 注射薬 主としてグラム陽性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

ｷﾛｻｲﾄﾞN注1g ｼﾀﾗﾋﾞﾝ注射液 1瓶 日本新薬 注射薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤

ｷﾛｻｲﾄﾞ注200mg ｼﾀﾗﾋﾞﾝ注射液 10管 日本新薬 注射薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤

ｷﾛｻｲﾄﾞ注20mg ｼﾀﾗﾋﾞﾝ注射液 10管 日本新薬 注射薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤

ｷﾛｻｲﾄﾞ注60mg ｼﾀﾗﾋﾞﾝ注射液 10管 日本新薬 注射薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤

ｷﾝﾀﾞﾘｰ透析剤AF4号 6L(炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ液付) 人工透析液 1瓶 扶桑薬品工業 注射薬 人工腎臓透析用剤 人工腎臓透析用剤

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ静注液1mgｼﾘﾝｼﾞ｢ｻﾜｲ｣ ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ塩酸塩ｷｯﾄ 1ML 5筒 沢井製薬 注射薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤

ｸﾘｱｸﾀｰ静注用80万 80万国際単位 ﾓﾝﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ(遺伝子組換え)注射用  1瓶 エーザイ 注射薬 酵素製剤 その他の酵素製剤

ｸﾞﾘｾﾚﾌﾞ配合点滴静注 200mL 濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ･果糖注射液 30袋 テルモ 注射薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液300mg｢NP｣ ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液  10管 ニプロ 注射薬 主としてグラム陽性菌に作用するもの リンコマイシン系抗生物質製剤
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ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液600mg｢NP｣ ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液  10管 ニプロ 注射薬 主としてグラム陽性菌に作用するもの リンコマイシン系抗生物質製剤

ｸﾞﾙｶｺﾞﾝGﾉﾎﾞ注射用1mg (溶解液付) ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ(遺伝子組換え)注射用  1瓶 ＥＡファーマ 注射薬 機能検査用試薬 その他の機能検査用試薬

ｸﾞﾙﾄﾊﾟ注600万 600万国際単位(溶解液付) ｱﾙﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ(遺伝子組換え)注射用  1瓶 田辺三菱製薬 注射薬 酵素製剤 その他の酵素製剤

ｸﾚｷｻﾝ皮下注ｷｯﾄ2000IU 2千低ﾍﾊﾟ国際単位0.2mL ｴﾉｷｻﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ  10筒 サノフィ 注射薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤

KN4号輸液 500mL 術後回復液  20袋 大塚製薬 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

KCL注20mEqｷｯﾄ｢ﾃﾙﾓ｣ 1ﾓﾙ20mL 塩化ｶﾘｳﾑ注射液ｷｯﾄ  10キット テルモ 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ｹｲｾﾝﾄﾗ静注用1000 1,000国際単位(溶解液付) 乾燥濃縮人ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ複合体注射用 1瓶 ＣＳＬベーリング 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

ｹｲｾﾝﾄﾗ静注用500 500国際単位(溶解液付) 乾燥濃縮人ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ複合体注射用 1瓶 ＣＳＬベーリング 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

ｹｲﾂｰN静注10mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ注射液  50管 エーザイ 注射薬 ビタミンＫ剤 ビタミンＫ剤

ｹｼﾝﾌﾟﾀ皮下注20mgﾍﾟﾝ 0.4mL ｵﾌｧﾂﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  0.4ML 1ｷｯﾄ ノバルティスファーマ 注射薬 その他の中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬

ｹﾀﾗｰﾙ静注用200mg 20mL ｹﾀﾐﾝ塩酸塩注射液  1瓶 1V 第一三共 注射薬 全身麻酔剤 その他の全身麻酔剤

ｹﾀﾗｰﾙ静注用50mg 5mL ｹﾀﾐﾝ塩酸塩注射液 5管 第一三共 注射薬 全身麻酔剤 その他の全身麻酔剤

ｹﾅｺﾙﾄ-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ注射液  1瓶 10V ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 注射薬 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

ｹﾅｺﾙﾄ-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL 10mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ注射液 25ml ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 注射薬 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

ｹﾌﾞｻﾞﾗ皮下注200mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 1.14mL ｻﾘﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1キット 旭化成ファーマ 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注液1g/25mL｢NK｣ ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ塩酸塩注射液 1瓶 日本化薬 注射薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤

ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注液200mg/5mL｢NK｣ ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ塩酸塩注射液 1瓶 日本化薬 注射薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤

献血ｱﾙﾌﾞﾐﾝ25%静注12.5g/50mL｢ﾍﾞﾈｼｽ｣ 人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ注射液 1瓶 日本血液製剤機構 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

献血ｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝIH10%静注10g/100mL ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ注射液 1瓶 日本血液製剤機構 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

献血ｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝIH10%静注5g/50mL ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ注射液 1瓶 日本血液製剤機構 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

献血ｸﾞﾛﾍﾞﾆﾝ-I静注用5000mg 5g100mL(溶解液付) 乾燥ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ注射用 1瓶 武田薬品工業 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

献血ﾉﾝｽﾛﾝ1500注射用 1,500単位(溶解液付) 乾燥濃縮人ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝIII 1瓶 武田薬品工業 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

献血ﾍﾞﾆﾛﾝ-I静注用5000mg 5g100mL(溶解液付) 乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ注射用 1瓶 帝人ファーマ 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

ｹﾞﾝﾀｼﾝ注10 10mg ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩注射液  1管 10A 高田製薬 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの アミノ糖系抗生物質製剤

ｺｱﾃｯｸ注5mg 5mL ｵﾙﾌﾟﾘﾉﾝ塩酸塩水和物注射液  1管 10A エーザイ 注射薬 強心剤 その他の強心剤

抗D人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ筋注用1千倍｢JB｣ 1千倍(溶解液付) 乾燥抗D(Rho)人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ  1瓶 日本血液製剤機構 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

ｺｰﾄﾛｼﾝ注射用0.25mg ﾃﾄﾗｺｻｸﾁﾄﾞ酢酸塩注射用  1管 アルフレッサファーマ 注射薬 脳下垂体ホルモン剤 ＡＣＴＨ製剤

ｺｾﾝﾃｨｸｽ皮下注150mgﾍﾟﾝ 1mL ｾｸｷﾇﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1キット マルホ 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｺﾞﾅｯｸｽ皮下注用80mg (溶解液付) ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩注射用 1瓶 アステラス製薬 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ｺﾞﾅｯｸｽ皮下注用120mg (溶解液付) ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩注射用 2瓶 アステラス製薬 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ｺﾞﾅｯｸｽ皮下注用240mg (溶解液付) ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩注射用 2瓶 アステラス製薬 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ｺﾝﾄﾐﾝ筋注10mg 0.5%2mL ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ塩酸塩注射液  10管 田辺三菱製薬 注射薬 精神神経用剤 クロルプロマジン製剤

ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 組換え沈降2価ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ様粒子ﾜｸﾁﾝ  1本 グラクソ・スミスクライン 注射薬 その他 その他

ｻｲﾗﾑｻﾞ点滴静注液100mg 10mL ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液 1瓶 日本イーライリリー 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｻｲﾗﾑｻﾞ点滴静注液500mg 50mL ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液 1瓶 日本イーライリリー 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｻｲﾚｰｽ静注2mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ注射液 10管 エーザイ 注射薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ｻﾞﾊﾞｸｻ配合点滴静注用 1.5g ｾﾌﾄﾛｻﾞﾝ硫酸塩･ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ注射用 10瓶 ＭＳＤ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ｻﾌﾞﾗｯﾄﾞ血液ろ過用補充液BSG 2020mL 人工透析液ｷｯﾄ  1キット 5袋 扶桑薬品工業 注射薬 人工腎臓透析用剤 人工腎臓透析用剤

ｻﾑﾀｽ点滴静注用8mg ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ注射用  8MG 10瓶 大塚製薬 注射薬 利尿剤 その他の利尿剤

ｻﾝﾘｽﾞﾑ注射液50 50mg5mL ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩水和物注射液  1管 10A 第一三共 注射薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ｼﾞｱｸﾞﾉｸﾞﾘｰﾝ注射用25mg (溶解液付) ｲﾝﾄﾞｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ注射用  1瓶 10V 第一三共 注射薬 機能検査用試薬 肝機能検査用試薬

ｼﾞｰﾗｽﾀ皮下注3.6mg 0.36mL ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 協和キリン 注射薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｼﾞｰﾗｽﾀ皮下注3.6mgﾎﾞﾃﾞｨｰﾎﾟｯﾄﾞ 0.36mL ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 0.36ML 1ｷｯﾄ 協和キリン 注射薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ｼﾞｪｰﾋﾞｯｸV 乾燥細胞培養日本脳炎ﾜｸﾁﾝ 1瓶 田辺三菱製薬 注射薬 その他 その他

ｼﾞｺﾞｼﾝ注0.25mg 0.025%1mL ｼﾞｺﾞｷｼﾝ注射液  1管 10A 太陽ファルマ 注射薬 強心剤 ジギタリス製剤

ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注10mg｢ﾏﾙｺ｣ ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注射液  1瓶 日医工 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注50mg｢ﾏﾙｺ｣ ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注射液  1瓶 日医工 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ筋注用10mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ筋注用 1瓶 日本イーライリリー 注射薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注400mg/200mL｢明治｣ ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ注射液  200ML 10袋 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤

ｼﾍﾞﾉｰﾙ静注70mg 5mL ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩注射液  1管 10A トーアエイヨー 注射薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ｼﾝﾋﾞｯﾄ静注用50mg ﾆﾌｪｶﾗﾝﾄ塩酸塩注射用  1瓶 トーアエイヨー 注射薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注50mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 0.5mL ｺﾞﾘﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1キット 田辺三菱製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg 注射用ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 50管 塩野義製薬 注射薬 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ50mg 注射用ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ  1管 5A 塩野義製薬 注射薬 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤

ｽｷｻﾒﾄﾆｳﾑ注40｢ﾏﾙｲｼ｣ 2%2mL ｽｷｻﾒﾄﾆｳﾑ塩化物水和物注射液 10管 丸石製薬 注射薬 骨格筋弛緩剤 コリン系製剤

ｽｷﾘｰｼﾞ皮下注150mgｼﾘﾝｼﾞ1mL ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  1ML 1筒 アッヴィ 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｽｸﾗｯﾁﾀﾞﾆｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽﾄﾘｲ10万JAU/mL 1mL 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ注射液 1瓶 鳥居薬品 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｽﾃﾗｰﾗ皮下注45mgｼﾘﾝｼﾞ 0.5mL ｳｽﾃｷﾇﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  1筒 田辺三菱製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｽﾃﾗｰﾗ点滴静注130mg 26mL ｳｽﾃｷﾇﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液 1瓶 田辺三菱製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ筋注5mg 0.5%1mL ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ塩酸塩注射液 20管 第一三共 注射薬 血管拡張剤 末梢血管拡張剤

ｽﾍﾞﾆｰﾙﾃﾞｨｽﾎﾟ関節注25mg 1%2.5mL 精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ  10筒 中外製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ･ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ静注用  10瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ｽﾛﾝﾉﾝHI注10mg/2mL ｱﾙｶﾞﾄﾛﾊﾞﾝ水和物注射液  10管 アルフレッサファーマ 注射薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

生食注ｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL 生理食塩液ｷｯﾄ  10筒 大塚製薬 注射薬 血液代用剤 生理食塩液類

生食注ｼﾘﾝｼﾞ｢NP｣ 20mL 生理食塩液ｷｯﾄ 10筒 ニプロ 注射薬 血液代用剤 生理食塩液類

生食注ｼﾘﾝｼﾞ50mL｢ﾆﾌﾟﾛ｣ 生理食塩液ｷｯﾄ 5筒 ニプロ 注射薬 血液代用剤 生理食塩液類

生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣ 50mL 生理食塩液  10瓶 光製薬 注射薬 血液代用剤 生理食塩液類

生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣ 100mL 生理食塩液  10瓶 光製薬 注射薬 血液代用剤 生理食塩液類

生理食塩液PL｢ﾌｿｰ｣ 20mL 生理食塩液  1管 50A 扶桑薬品工業 注射薬 血液代用剤 生理食塩液類

生理食塩液PL｢ﾌｿｰ｣ 2L 生理食塩液 5袋 扶桑薬品工業 注射薬 血液代用剤 生理食塩液類

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用0.5g｢日医工｣ 500mg ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用  10瓶 日医工 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞｵｰﾂｶ 生食100mL付 ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ  1キット 10V 大塚製薬 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩静注用1g｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩水和物注射用  10瓶 サンド 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｾﾌｫﾀｯｸｽ注射用1g ｾﾌｫﾀｷｼﾑﾅﾄﾘｳﾑ注射用  1瓶 10V 日医工 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩点滴1gﾊﾞｯｸﾞNP (生理食塩液100mL付) ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩ｷｯﾄ  10キット ニプロ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ静注用1g｢ｻﾜｲ｣ ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ水和物静注用  10瓶 沢井製薬 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用0.5g｢ｻﾜｲ｣ ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物静注用  500MG 10瓶 沢井製薬 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ点滴用1gﾊﾞｯｸﾞNP 生食100mL付 ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物ｷｯﾄ  10キット ニプロ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1gNP 生食100mL付 ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ  10キット ニプロ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ｾﾙｼﾝ注射液5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ注射液  1管 10A 武田薬品工業 注射薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ｾﾙｼﾝ注射液10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ注射液  1管 10A 武田薬品工業 注射薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ｿｾｺﾞﾝ注射液15mg ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ注射液  1管 50A 丸石製薬 注射薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ｿﾅｿﾞｲﾄﾞ注射用16μL (溶解液付) ﾍﾟﾙﾌﾙﾌﾞﾀﾝ注射用  1瓶 ＧＥヘルスケアファーマ 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽLA10.8mgﾃﾞﾎﾟ (ｺﾞｾﾚﾘﾝとして) ｺﾞｾﾚﾘﾝ酢酸塩ｷｯﾄ  1筒 アストラゼネカ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用100mg (溶解液付) ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ注射用 5瓶 ファイザー 注射薬 副腎ホルモン剤 コルチゾン系製剤

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用40mg (溶解液付) ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ注射用 5瓶 ファイザー 注射薬 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用125mg (溶解液付) ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ注射用 5瓶 ファイザー 注射薬 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用500mg (溶解液付) ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ注射用 5瓶 ファイザー 注射薬 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤

ｿﾙｱｾﾄF輸液 500mL 酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液 20袋 テルモ 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ｿﾙｱｾﾄF輸液 1L 酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液 10袋 テルモ 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ｿﾙﾀﾞｸﾄﾝ静注用100mg ｶﾝﾚﾉ酸ｶﾘｳﾑ注射用  10管 ファイザー 注射薬 利尿剤 抗アルドステロン製剤

ｿﾙﾃﾞﾑ1輸液 200mL 開始液  30袋 テルモ 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ｿﾙﾃﾞﾑ1輸液 500mL 開始液  20袋 テルモ 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ｿﾞﾙﾄﾌｧｲ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ(遺伝子組換え)･ﾘﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ(遺伝子組換え)配合剤ｷｯﾄ2キット ノボノルディスクファーマ 注射薬 糖尿病用剤 その他の糖尿病用剤

ｿﾞﾚｱ皮下注150mgｼﾘﾝｼﾞ 1mL ｵﾏﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 ノバルティスファーマ 注射薬 その他の呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬

ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸点滴静注4mg/100mLﾊﾞｯｸﾞ｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸水和物注射液 10袋 ニプロ 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ注射用500mg ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ注射用  1瓶 1V 三和化学研究所 注射薬 利尿剤 炭酸脱水酵素阻害剤

ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用2.25｢明治｣ 2.25g ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ･ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用 10瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合点滴ﾊﾞｯｸﾞ4.5ﾆﾌﾟﾛ 4.5g生食100mL ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ･ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ 10キット ニプロ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ配合皮下注 ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)･ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)注射液 15ML 1瓶 ヤンセンファーマ 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾀﾞﾙﾃﾊﾟﾘﾝNa静注5千U20mLｼﾘﾝｼﾞﾆﾌﾟﾛ 5千低ﾍﾊﾟIU ﾀﾞﾙﾃﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ 10筒 ニプロ 注射薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ注20μgｼﾘﾝｼﾞ｢KKF｣ 0.5mL ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 10筒 協和キリン 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ注30μgｼﾘﾝｼﾞ｢KKF｣ 0.5mL ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 協和キリン 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ注60μgｼﾘﾝｼﾞ｢KKF｣ 0.5mL ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 協和キリン 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ注120μgｼﾘﾝｼﾞKKF 0.5mL ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 協和キリン 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ注180μgｼﾘﾝｼﾞKKF 0.5mL ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 協和キリン 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ静注用20mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物注射用  1瓶 5V オーファンパシフィック 注射薬 骨格筋弛緩剤 その他の骨格筋弛緩剤

ﾁｴﾅﾑ点滴静注用ｷｯﾄ0.5g 500mg(生食100mL付) ｲﾐﾍﾟﾈﾑ水和物･ｼﾗｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ  10キット ＭＳＤ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

注射用ｴﾗｽﾎﾟｰﾙ100 100mg ｼﾍﾞﾚｽﾀｯﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物注射用  1瓶 10本 丸石製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

注射用ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ500mg ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ水和物注射用  1瓶 塩野義製薬 注射薬 アルキル化剤 クロルエチルアミン系製剤

注射用ﾍﾟﾆｼﾘﾝGｶﾘｳﾑ100万単位 ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ注射用  1瓶 10V Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 主としてグラム陽性菌に作用するもの ペニシリン系抗生物質製剤

注射用水PL｢ﾌｿｰ｣ 20mL 注射用水  1管 50A 扶桑薬品工業 注射薬 溶解剤 精製水類

注射用水ﾊﾞｯｸﾞ｢ﾌｿｰ｣ 1L 注射用水  1瓶 10本 扶桑薬品工業 注射薬 溶解剤 精製水類

沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ｢生研｣ 沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ  0.5ML 1瓶 田辺三菱製薬 注射薬 毒素及びトキソイド類 トキソイド類

ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ点滴静注用200mg｢明治｣ ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ注射用 10瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 主としてグラム陽性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

DTﾋﾞｯｸ 沈降ｼﾞﾌﾃﾘｱ破傷風混合ﾄｷｿｲﾄﾞ  1瓶 田辺三菱製薬 注射薬 その他 その他

1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注-ｷｯﾄ 500mg50mL ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙｷｯﾄ  1筒 サンド 注射薬 全身麻酔剤 その他の全身麻酔剤

低分子ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝL注 500mL 乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液(ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ40加)  20袋 大塚製薬 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液1.65mg 0.5mL ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ注射液  50管 富士製薬工業 注射薬 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg 2mL ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ注射液  50瓶 富士製薬工業 注射薬 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ静注液200μg/50mLｼﾘﾝｼﾞ｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ塩酸塩ｷｯﾄ  50ML 5筒 ニプロ 注射薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

ﾃﾀﾉﾌﾞﾘﾝIH静注250単位 250国際単位 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理抗破傷風人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 1瓶 日本血液製剤機構 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

ﾃﾀﾉﾌﾞﾘﾝIH静注1500単位 1,500国際単位 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理抗破傷風人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ  1瓶 1V 日本血液製剤機構 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

ﾃﾞﾄｷｿｰﾙ静注液2g 10%20mL ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物注射液  10管 日医工 注射薬 解毒剤 チオ硫酸ナトリウム製剤

ﾃﾄﾗﾋﾞｯｸ皮下注ｼﾘﾝｼﾞ 沈降精製百日せきｼﾞﾌﾃﾘｱ破傷風不活化ﾎﾟﾘｵ混合ﾜｸﾁﾝ1筒 田辺三菱製薬 注射薬 その他 その他

ﾃﾞﾉｼﾝ点滴静注用500mg ｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ静注用  1瓶 田辺三菱製薬 注射薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾃﾞｭﾋﾟｸｾﾝﾄ皮下注300mgﾍﾟﾝ ﾃﾞｭﾋﾟﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  2ML 1ｷｯﾄ サノフィ 注射薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ酢酸塩静注用100旭化成 100酢酸ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ単位 ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ酢酸塩注射用 1瓶 旭化成ファーマ 注射薬 機能検査用試薬 内分泌機能検査用試薬

ﾃﾘﾎﾞﾝ皮下注28.2μgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ酢酸塩ｷｯﾄ 4キット 旭化成ファーマ 注射薬 甲状腺･副甲状腺ホルモン剤 その他の甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

ﾃﾙﾓ生食 500mL 生理食塩液  20袋 テルモ 注射薬 血液代用剤 生理食塩液類
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ﾃﾙﾓ生食 1L 生理食塩液  10袋 テルモ 注射薬 血液代用剤 生理食塩液類

ﾄﾞｷｼﾙ注20mg 10mL ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液 1瓶 持田製薬 注射薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注20mg/1mL｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ注射液 1瓶 ニプロ 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注80mg/4mL｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ注射液 1瓶 ニプロ 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ静注25mg 0.25%10mL ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ注射液  1管 10A 大原薬品工業 注射薬 抗パーキンソン剤 レボドパ製剤

ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ持続静注150mgｼﾘﾝｼﾞ｢KKC｣ ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ塩酸塩ｷｯﾄ  50ML 5筒 協和キリン 注射薬 強心剤 その他の強心剤

ﾄﾞﾌﾟﾗﾑ注射液400mg 20mg ﾄﾞｷｻﾌﾟﾗﾑ塩酸塩水和物注射液  20ml 5V キッセイ薬品工業 注射薬 呼吸促進剤 その他の呼吸促進剤

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用60mg｢NK｣ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射用 1瓶 日本化薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用150mg｢NK｣ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射用 1瓶 日本化薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸注250mg/5mL｢日新｣ 5% ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸注射液 50管 日新製薬 注射薬 止血剤 抗プラスミン製剤

ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸注1000mg/10mL｢日新｣ 10% ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸注射液 50管 日新製薬 注射薬 止血剤 抗プラスミン製剤

ﾄﾘｾﾉｯｸｽ注10mg 三酸化二ﾋ素注射液 5管 日本新薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾄﾘｾﾉｯｸｽ点滴静注12mg 6mL 三酸化二ﾋ素注射液 6ML 5瓶 日本新薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾄﾘﾉｼﾝS注射液10mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和物注射液  1管 50A トーアエイヨー 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 アデノシン製剤

ﾄﾙﾘｼﾃｨ皮下注0.75mgｱﾃｵｽ 0.5mL ﾃﾞｭﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 2キット 住友ファーマ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ﾄﾚｱｷｼﾝ点滴静注液100mg/4mL ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ塩酸塩水和物注射液  4ML 1瓶 シンバイオ製薬 注射薬 アルキル化剤 その他のアルキル化剤

ﾄﾚｼｰﾊﾞ注 ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ 300単位 ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  2キット ノボノルディスクファーマ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾄﾚﾑﾌｨｱ皮下注100mgｼﾘﾝｼﾞ 1mL ｸﾞｾﾙｸﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 大鵬薬品工業 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾄﾞﾛﾚﾌﾟﾀﾝ注射液25mg 2.5mg ﾄﾞﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ注射液  10ml 1V アルフレッサファーマ 注射薬 全身麻酔剤 その他の全身麻酔剤

ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩注射用10mg｢AY｣ ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩注射用  10MG 10瓶 陽進堂 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩注射用50mg｢AY｣ ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩注射用  10瓶 陽進堂 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾅﾛｷｿﾝ塩酸塩静注0.2mg｢AFP｣ ﾅﾛｷｿﾝ塩酸塩注射液  1管 10A アルフレッサファーマ 注射薬 呼吸促進剤 その他の呼吸促進剤

ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩注射液2mg｢ｻﾜｲ｣ 2mL ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩注射液  10管 沢井製薬 注射薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩注射液25mg｢ｻﾜｲ｣ 25mL ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩注射液  5管 沢井製薬 注射薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液 1.5L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 4袋 テルモ 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液 2L 腹膜透析液 4袋 テルモ 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ点滴静注用48mg｢日医工｣ ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ注射用  10瓶 日医工 注射薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ﾆﾄﾌﾟﾛ持続静注液6mg 2mL ﾆﾄﾛﾌﾟﾙｼﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ水和物注射液  10管 丸石製薬 注射薬 血圧降下剤 その他の血圧降下剤

ﾆﾄﾛｰﾙ注5mgｼﾘﾝｼﾞ 10mL 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞｷｯﾄ  10筒 エーザイ 注射薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ静注5mg/10mL｢TE｣ ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ注射液 10管 トーアエイヨー 注射薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

乳酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ注5mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ 0.5%1mL 乳酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ注射液 10管 田辺三菱製薬 注射薬 抗パーキンソン剤 ビペリデン製剤

ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNPｼﾘﾝｼﾞ 0.5mL 肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ  0.5ML 1筒 ＭＳＤ 注射薬 ワクチン類 細菌ワクチン類

ﾈｵｼﾈｼﾞﾝｺｰﾜ注1mg 0.1%1mL ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ塩酸塩注射液  10管 興和 注射薬 血管収縮剤 血管収縮剤

ﾈｵﾌｧｰｹﾞﾝ静注20mL ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ･ｸﾞﾘｼﾝ･ｼｽﾃｲﾝ配合剤注射液  50管 大塚製薬 注射薬 肝臓疾患用剤 その他の肝臓疾患用剤

ﾈｵﾌｨﾘﾝ注250mg 2.5%10mL ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ水和物注射液  1管 30A エーザイ 注射薬 強心剤 カフェイン系製剤

ﾉｰﾍﾞﾙﾊﾞｰﾙ静注用250mg ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ静注用 6瓶 ノーベルファーマ 注射薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ30ﾐｯｸｽ注 ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ 300単位 ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  1キット 2本 ノボノルディスクファーマ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ注 ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ 300単位 ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 2キット ノボノルディスクファーマ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾉﾎﾞﾘﾝN注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ 300単位 ｲﾝｽﾘﾝ ﾋﾄ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  2キット ノボノルディスクファーマ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾉﾎﾞﾘﾝR注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ 300単位 ｲﾝｽﾘﾝ ﾋﾄ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  2キット ノボノルディスクファーマ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾉﾙｱﾄﾞﾘﾅﾘﾝ注1mg 0.1%1mL ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ注射液  1管 10A アルフレッサファーマ 注射薬 副腎ホルモン剤 エピネフリン製剤

ﾊｲｶﾘｯｸRF輸液 500mL 高ｶﾛﾘｰ輸液用基本液  10袋 テルモ 注射薬 糖類剤 その他の糖類剤

ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ注 5mL ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ･ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ注射液  1管 10A 太陽ファルマ 注射薬 抗原虫剤 抗原虫剤 その他又は配合剤

ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注射液30mg｢ｻﾜｲ｣ 5mL ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注射液 1瓶 沢井製薬 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注射液100mg｢ｻﾜｲ｣ 16.7mL ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注射液 1瓶 沢井製薬 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注射液150mg｢ｻﾜｲ｣ 25mL ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注射液 1瓶 沢井製薬 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩注40mg｢日医工｣ 4%1mL ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩注射液  1管 10A 日医工 注射薬 鎮けい剤 パパベリン系製剤

ﾊﾞﾋﾞｰｽﾓ硝子体内注射液120mg/mL 6mg0.05mL ﾌｧﾘｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液 0.24ML 1瓶 中外製薬 注射薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ静注2000単位｢JB｣ 2,000単位100mL 人ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ  1瓶 1V 日本血液製剤機構 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

ﾊﾞﾍﾞﾝﾁｵ点滴静注200mg 10mL ｱﾍﾞﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液  10ML 1瓶 メルクバイオファーマ 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾊﾟﾑ静注500mg 2.5%20mL ﾌﾟﾗﾘﾄﾞｷｼﾑﾖｳ化物注射液 5管 住友ファーマ 注射薬 解毒剤 その他の解毒剤

ﾊﾟﾙﾀﾝM注0.2mg 0.02%1mL ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩注射液  10管 持田製薬 注射薬 子宮収縮剤 バッカク類製剤

ﾊﾟﾚﾌﾟﾗｽ輸液 500mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝｷｯﾄ 20キット 陽進堂 注射薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL｢ﾀｲﾎｳ｣ ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ塩酸塩ｷｯﾄ  50ML 5袋 大鵬薬品工業 注射薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤

ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ注5mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ 0.5%1mL ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ注射液 50管 田辺三菱製薬 注射薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾊﾛﾏﾝｽ注50mg 1mL ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙﾃﾞｶﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液 10管 住友ファーマ 注射薬 精神神経用剤 その他の精神神経用剤

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用0.5g｢明治｣ ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩注射用  0.5G 10瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 主としてグラム陽性菌に作用するもの バンコマイシン製剤

ﾊﾟﾝﾄｰﾙ注射液100mg ﾊﾟﾝﾃﾉｰﾙ注射液  1管 50A トーアエイヨー 注射薬 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤除く。） パントテン酸系製剤

ﾊﾝﾌﾟ注射用1000 1,000μg ｶﾙﾍﾟﾘﾁﾄﾞ(遺伝子組換え)注射用  10瓶 第一三共 注射薬 血管拡張剤 その他の血管拡張剤

ﾋﾞｰﾌﾘｰﾄﾞ輸液 500mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝｷｯﾄ  20キット 大塚製薬 注射薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ﾋﾞｰﾑｹﾞﾝ注0.25mL 組換え沈降B型肝炎ﾜｸﾁﾝ(酵母由来)  1瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 ワクチン類 ウイルスワクチン類

ﾋﾞｰﾑｹﾞﾝ注0.5mL 組換え沈降B型肝炎ﾜｸﾁﾝ(酵母由来)  1瓶 1V Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 ワクチン類 ウイルスワクチン類

ﾋﾟｳﾞﾗｯﾂ点滴静注液150mg 6mL ｸﾗｿﾞｾﾝﾀﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射液  6ML 10瓶 イドルシアファーマシューティカルズジャパ 注射薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾋﾞｶﾈｲﾄ輸液 500mL 重炭酸ﾘﾝｹﾞﾙ液  20袋 大塚製薬 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ﾋﾞｸｼﾘﾝ注射用0.5g 500mg ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用  1瓶 10V Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ペニシリン系抗生物質製剤

ﾋﾞｸﾄｰｻﾞ皮下注18mg 3mL ﾘﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  2キット ノボノルディスクファーマ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ﾋｼﾅﾙｸ3号輸液 200mL 維持液  20袋 ニプロ 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ﾋｼﾅﾙｸ3号輸液 500mL 維持液  20袋 ニプロ 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ﾋﾞｼﾞﾊﾟｰｸ270注100mL 54.97% ｲｵｼﾞｷｻﾉｰﾙ注射液 5瓶 ＧＥヘルスケアファーマ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ﾋﾞｼﾞﾊﾟｰｸ270注20mL 54.97% ｲｵｼﾞｷｻﾉｰﾙ注射液  5瓶 ＧＥヘルスケアファーマ 注射薬 Ｘ線造影剤 その他のＸ線造影剤

ﾋﾟｼﾊﾞﾆｰﾙ注射用5KE (溶解液付) 溶連菌抽出物注射用  1瓶 中外製薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 他に分類されない腫瘍用薬

ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ注4mg 0.2%2mL ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩注射液  1管 50A サノフィ 注射薬 去たん剤 ブロムヘキシン製剤

ﾋﾞﾀﾞｰｻﾞ注射用100mg ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ注射用 1瓶 日本新薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾋﾞﾀｼﾞｪｸﾄ注ｷｯﾄ 2筒 高ｶﾛﾘｰ輸液用総合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤ｷｯﾄ  10キット テルモ 注射薬 混合ビタミン剤 その他の混合ビタミン剤（ﾋﾞﾀﾐﾝＡ･Ｄ混合製剤を除く）

ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ静注用 ﾘﾝ酸ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ･B6･B12配合剤静注用  1瓶 50V アルフレッサファーマ 注射薬 混合ビタミン剤 その他の混合ビタミン剤（ﾋﾞﾀﾐﾝＡ･Ｄ混合製剤を除く）

ﾋﾄCRH静注用100μg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ (溶解液付) ｺﾙﾁｺﾚﾘﾝ(ﾋﾄ)注射用  1瓶 ニプロＥＳファーマ 注射薬 機能検査用試薬 内分泌機能検査用試薬

ﾋﾟﾄﾚｼﾝ注射液20 20単位 ﾊﾞｿﾌﾟﾚｼﾝ注射液  1管 10A 第一三共 注射薬 脳下垂体ホルモン剤 脳下垂体後葉ホルモン製剤

ﾋﾟﾉﾙﾋﾞﾝ注射用30mg ﾋﾟﾗﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用 1瓶 日本化薬 注射薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤

ﾋﾍﾞﾙﾅ注25mg 2.5%1mL ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ塩酸塩注射液 50管 田辺三菱製薬 注射薬 抗ヒスタミン剤 フェノチアジン系製剤

ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ点滴静注100mg 10mL ﾗｺｻﾐﾄﾞ注射液 5瓶 第一三共 注射薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾋｭｰﾏﾘﾝ3/7注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ 300単位 ｲﾝｽﾘﾝ ﾋﾄ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  2キット 日本イーライリリー 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾋｭｰﾏﾘﾝR注100単位/mL ｲﾝｽﾘﾝ ﾋﾄ(遺伝子組換え)注射液  10ml 1V 日本イーライリリー 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾋｭｰﾏﾘﾝR注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ 300単位 ｲﾝｽﾘﾝ ﾋﾄ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  2キット 日本イーライリリー 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ50注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ 300単位 ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  2キット 日本イーライリリー 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾋｭﾐﾗ皮下注40mgﾍﾟﾝ0.4mL ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1キット エーザイ 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾋﾙﾅﾐﾝ筋注25mg 2.5%1mL ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ塩酸塩注射液  1管 50A 共和薬品工業 注射薬 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤

ﾋﾞﾝｾﾞﾚｯｸｽ皮下注160mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ﾋﾞﾒｷｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  1ML 1ｷｯﾄ ユーシービージャパン 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

5-FU注250mg ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注射液  1瓶 10A 協和キリン 注射薬 代謝拮抗剤 フルオロウラシル系製剤

5-FU注1000mg 1,000mg ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注射液  5瓶 協和キリン 注射薬 代謝拮抗剤 フルオロウラシル系製剤

ﾌｧｰｽﾄｼﾝ静注用1gﾊﾞｯｸﾞS (生理食塩液100mL付) ｾﾌｫｿﾞﾌﾟﾗﾝ塩酸塩ｷｯﾄ  1キット 10V 武田薬品工業 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注20mg｢日新｣ 20mL ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射液 50管 日新製薬 注射薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤

ﾌｨｼﾞｵｿﾞｰﾙ3号輸液 500mL 維持液  1袋 20本 大塚製薬 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ﾌｨﾆﾊﾞｯｸｽ点滴静注用0.25g 250mg ﾄﾞﾘﾍﾟﾈﾑ水和物注射用  10瓶 塩野義製薬 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ200mg静注用 ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ静注用  1瓶 10V ファイザー 注射薬 主としてカビに作用するもの その他の主としてカビに作用するもの

ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝHT静注用1g｢JB｣ (溶解液付) 乾燥人ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ 1瓶 日本血液製剤機構 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

ﾌｨﾌﾞﾛｶﾞﾐﾝP静注用 240国際単位(溶解液付) ﾋﾄ血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子注射用 1瓶 ＣＳＬベーリング 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑBS注75μgｼﾘﾝｼﾞ｢NK｣ 0.3mL ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 10筒 日本化薬 注射薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ﾌｪｲﾝｼﾞｪｸﾄ静注500mg 10mL ｶﾙﾎﾞｷｼﾏﾙﾄｰｽ第二鉄注射液 1瓶 ゼリア新薬工業 注射薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

ﾌｪｼﾞﾝ静注40mg 2mL 含糖酸化鉄注射液  1管 10A 日医工 注射薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注射液0.1mg｢ﾃﾙﾓ｣ 0.005%2mL ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩注射液  10管 テルモ 注射薬 合成麻薬 その他の合成麻薬

ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ注20mg 2%1mL ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物注射液  1管 50A サノフィ 注射薬 鎮けい剤 アトロピン系製剤

ﾌﾟﾗﾘｱ皮下注60mgｼﾘﾝｼﾞ 1mL ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 第一三共 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾌﾟﾘｽﾞﾊﾞｲﾝﾄﾞ静注液2.5g 50mL ｲﾀﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液 2瓶 日本ベーリンガーインゲルハイム 注射薬 その他の血液・体液用剤 他に分類されない血液・体液用薬

ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝ静注200mg 2mL ｽｶﾞﾏﾃﾞｸｽﾅﾄﾘｳﾑ注射液  10瓶 ＭＳＤ 注射薬 解毒剤 その他の解毒剤

ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注射液10mg 0.5%2mL 塩酸ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ注射液  1管 50A 日医工 注射薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ静注500mg 10%5mL ﾌﾙｵﾚｾｲﾝ注射液  1瓶 12V ノバルティスファーマ 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ﾌﾙｶﾘｯｸ1号輸液 903mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝｷｯﾄ  10キット テルモ 注射薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ﾌﾙｶﾘｯｸ2号輸液 1003mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝｷｯﾄ  10キット テルモ 注射薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ﾌﾙｶﾘｯｸ3号輸液 1103mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝｷｯﾄ  7キット テルモ 注射薬 たん白アミノ酸製剤 その他のたん白アミノ酸製剤

ﾌﾙｸﾄﾗｸﾄ注 200mL 維持液  20袋 大塚製薬 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ注射液0.5mg｢F｣ 5mL ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ注射液  5管 富士製薬工業 注射薬 呼吸促進剤 その他の呼吸促進剤

ﾌﾙﾏﾘﾝｷｯﾄ静注用1g (生理食塩液100mL付) ﾌﾛﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ  10キット 塩野義製薬 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの オキサセフェム系抗生物質製剤

ﾌﾟﾚﾍﾞﾅｰ13水性懸濁注 沈降13価肺炎球菌結合型ﾜｸﾁﾝ(無毒性変異ｼﾞﾌﾃﾘｱ毒素結合体)1筒 ファイザー 注射薬 その他 その他

ﾌﾟﾛｹﾞﾃﾞﾎﾟｰ筋注125mg ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝｶﾌﾟﾛﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液  1管 10A 持田製薬 注射薬 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 プロゲステロン製剤

ﾌﾟﾛｼﾞﾌ静注液200 8%2.5mL ﾎｽﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ注射液  1瓶 10V ファイザー 注射薬 その他の化学療法剤 その他の化学療法剤

ﾌﾟﾛｽﾀﾙﾓﾝ･F注射液1000 1mg1mL ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄ注射液  1管 10A 丸石製薬 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注射液20mg｢日医工｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注射液 50管 日医工 注射薬 利尿剤 その他の利尿剤

ﾌﾟﾛﾀﾉｰﾙL注0.2mg 0.02%1mL l-ｲｿﾌﾟﾚﾅﾘﾝ塩酸塩注射液  1管 10A 興和 注射薬 強心剤 その他の強心剤

ﾌﾟﾛﾀﾐﾝ硫酸塩静注100mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 1% ﾌﾟﾛﾀﾐﾝ硫酸塩注射液 100ml 持田製薬 注射薬 止血剤 その他の止血剤

ﾌﾟﾛﾊﾝｽ静注ｼﾘﾝｼﾞ13mL ｶﾞﾄﾞﾃﾘﾄﾞｰﾙｷｯﾄ 5筒 エーザイ 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ﾌﾟﾛﾊﾝｽ静注ｼﾘﾝｼﾞ17mL ｶﾞﾄﾞﾃﾘﾄﾞｰﾙｷｯﾄ 5筒 エーザイ 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ静注1%20mL｢ﾏﾙｲｼ｣ 200mg ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注射液  5管 丸石製薬 注射薬 全身麻酔剤 その他の全身麻酔剤

ﾍﾞｵﾋﾞｭ硝子体内注射用ｷｯﾄ120mg/mL ﾌﾞﾛﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 ノバルティスファーマ 注射薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ点滴静注100mg 5mL ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液  1瓶 武田薬品工業 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾍﾞｸﾙﾘｰ点滴静注用100mg ﾚﾑﾃﾞｼﾋﾞﾙ注射用  100MG 1瓶 ギリアド・サイエンシズ 注射薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注100mg｢第一三共｣ ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液  4ML 1瓶 第一三共 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注400mg｢第一三共｣ ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液  16ML 1瓶 第一三共 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾍﾊﾟﾌｨﾙﾄﾞ透析用250単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL 5千単位 ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ 50筒 ジェイエムエス 注射薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤

ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ10U/mLｼﾘﾝｼﾞｵｰﾂｶ10mL 100U ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ 10筒　ﾙｱｰﾛｯｸﾀｲﾌ 大゚塚製薬 注射薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤

ﾍﾊﾟﾘﾝNa注5千単位/5mL｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 5,000単位 ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射液  1瓶 5A 持田製薬 注射薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤
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ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千U/0.2mLｼﾘﾝｼﾞﾓﾁﾀﾞ 5千U ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑｷｯﾄ  10筒 持田製薬 注射薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤

ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞ注100mg 5mL ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注射液  1瓶 10V クリニジェン 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ﾍﾌﾞｽﾌﾞﾘﾝ筋注用200単位 1mL(溶解液付) 乾燥抗HBs人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ  1瓶 1V 日本血液製剤機構 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

ﾍﾌﾞｽﾌﾞﾘﾝIH静注1000単位 1,000単位5mL ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理抗HBs人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ  1瓶 日本血液製剤機構 注射薬 血液製剤類 血漿分画製剤

ﾍﾌﾟﾀﾊﾞｯｸｽ-2水性懸濁注ｼﾘﾝｼﾞ0.25mL 組換え沈降B型肝炎ﾜｸﾁﾝ(酵母由来) 1筒 ＭＳＤ 注射薬 ワクチン類 ウイルスワクチン類

ﾍﾌﾟﾀﾊﾞｯｸｽ-2水性懸濁注ｼﾘﾝｼﾞ0.5mL 組換え沈降B型肝炎ﾜｸﾁﾝ(酵母由来) 1筒 ＭＳＤ 注射薬 ワクチン類 ウイルスワクチン類

ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液100mg｢NK｣ ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑﾍﾐﾍﾟﾝﾀ水和物注射液  4ML 1瓶 日本化薬 注射薬 代謝拮抗剤 その他の代謝拮抗剤

ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液800mg｢NK｣ ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑﾍﾐﾍﾟﾝﾀ水和物注射液  32ML 1瓶 日本化薬 注射薬 代謝拮抗剤 その他の代謝拮抗剤

ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液 1.5L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 4袋 ジェイエムエス 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液 1L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 8袋 ジェイエムエス 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液 2L 腹膜透析液 4袋 ジェイエムエス 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液 1.5L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 4袋 ジェイエムエス 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液 2L 腹膜透析液 4袋 ジェイエムエス 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液 2L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 4袋 ジェイエムエス 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ注射用50 50mg ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩注射用  1瓶 10V 田辺三菱製薬 注射薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤

ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ静注用1gﾊﾞｯｸﾞ (生理食塩液100mL付) ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ  10キット 富士フイルム富山化学 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ペニシリン系抗生物質製剤

ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ点滴静注用150mg｢NK｣ ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄﾒｸﾞﾙﾐﾝ注射用  150MG 5瓶 日本化薬 注射薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤

ﾎｽﾄｲﾝ静注750mg 10mL ﾎｽﾌｪﾆﾄｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物注射液  2瓶 ノーベルファーマ 注射薬 抗てんかん剤 ヒダントイン系製剤

ﾎｽﾐｼﾝS静注用2g ﾎｽﾎﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用 10瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ホスホマイシン製剤

ﾎﾞｽﾐﾝ注1mg 0.1%1mL ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ注射液  1管 20A 第一三共 注射薬 副腎ホルモン剤 エピネフリン製剤

ﾎﾞﾄｯｸｽ注用50単位 A型ﾎﾞﾂﾘﾇｽ毒素注射用  1瓶 グラクソ・スミスクライン 注射薬 骨格筋弛緩剤 その他の骨格筋弛緩剤

ﾎﾞﾄｯｸｽ注用100単位 A型ﾎﾞﾂﾘﾇｽ毒素注射用  1瓶 グラクソ・スミスクライン 注射薬 骨格筋弛緩剤 その他の骨格筋弛緩剤

ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg 0.5%1mL ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩注射液  10管 高田製薬 注射薬 抗ヒスタミン剤 その他の抗ヒスタミン剤

ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ注射用3mg｢DSEP｣ ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ注射用  3MG 1瓶 第一三共 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾎﾞﾙﾍﾞﾝ輸液6% 500mL ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ130000注射液  20袋 大塚製薬 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ静注1mgｼﾘﾝｼﾞ 1mL ｲﾊﾞﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物ｷｯﾄ  1筒 大正製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比重 4mL ﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物注射液  10管 サンド 注射薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比重 4mL ﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物注射液  1管 10A サンド 注射薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ﾏｷｭｴｲﾄﾞ眼注用40mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ注射用 1瓶 わかもと製薬 注射薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾏｸﾞｾﾝﾄ注100mL 硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物･ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5瓶 武田薬品工業 注射薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液｢YD｣ 300mL D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ注射液  300ML 15袋 陽進堂 注射薬 その他の循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他又は配合剤

ﾐｰﾙﾋﾞｯｸ 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ﾜｸﾁﾝ  1瓶 田辺三菱製薬 注射薬 その他 その他

ﾐｵﾃｸﾀｰ冠血管注 1瓶1管 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ･塩化ｶﾘｳﾑ配合剤注射液  10組 扶桑薬品工業 注射薬 他分類されない治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝNa点滴静注用50mg｢明治｣ ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用  50MG 10瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 主としてカビに作用するもの その他の主としてカビに作用するもの

ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ注10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ 2mL ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ注射液  10管 サンド 注射薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤

ﾐﾁｰｶﾞ皮下注用60mgｼﾘﾝｼﾞ ﾈﾓﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 0.654ML 1筒 マルホ 注射薬 その他のアレルギー用薬 その他のアレルギ－用薬

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液 1L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 8袋 テルモ 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液 1.5L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 4袋 テルモ 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液 2L 腹膜透析液 4袋 テルモ 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液 2L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 4袋 テルモ 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液 1.5L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 4袋 テルモ 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液 2L 腹膜透析液 4袋 テルモ 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液 2L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 4袋 テルモ 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL400腹膜透析液 2L 腹膜透析液  2L 4袋 テルモ 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL400腹膜透析液 2L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液  2L 4袋 テルモ 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静注用100mg｢日医工｣ ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩静注用  10瓶 日医工 注射薬 主としてｸﾞﾗﾑ陽性･陰性菌､ﾘﾁｯｹｱ､ｸﾗﾐｼﾞｱに作用するもの テトラサイクリン系抗生物質製剤

ﾐﾘﾌﾟﾗ動注用70mg ﾐﾘﾌﾟﾗﾁﾝ水和物注射用 1瓶 住友ファーマ 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾐﾘﾌﾟﾗ用懸濁用液4mL ﾖｰﾄﾞ化ｹｼ油脂肪酸ｴﾁﾙｴｽﾃﾙ注射液 1管 住友ファーマ 注射薬 他分類されない治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ﾐﾙｾﾗ注ｼﾘﾝｼﾞ25μg 0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  1筒 中外製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾐﾙｾﾗ注ｼﾘﾝｼﾞ50μg 0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 中外製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾐﾙｾﾗ注ｼﾘﾝｼﾞ75μg 0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 中外製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾐﾙｾﾗ注ｼﾘﾝｼﾞ100μg 0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  1筒 中外製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾐﾙｾﾗ注ｼﾘﾝｼﾞ150μg 0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 中外製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾐﾙｾﾗ注ｼﾘﾝｼﾞ200μg 0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 中外製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾐﾙｾﾗ注ｼﾘﾝｼﾞ250μg 0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 1筒 中外製薬 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾐﾙﾘﾉﾝ注10mg｢ﾀｶﾀ｣ 10mL ﾐﾙﾘﾉﾝ注射液  5管 高田製薬 注射薬 強心剤 その他の強心剤

ﾒｲﾛﾝ静注7% 20mL 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ注射液  50管 大塚製薬 注射薬 解毒剤 その他の解毒剤

ﾒｲﾛﾝ静注7% 250mL 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ注射液  1袋 10V 大塚製薬 注射薬 解毒剤 その他の解毒剤

ﾒﾀｽﾄﾛﾝ注 塩化ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ(89Sr)注射液  141MBq 日本メジフィジックス 注射薬 放射性医薬品 放射性医薬品

ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ注射液500μg 0.5mg ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ注射液  1管 50V エーザイ 注射薬 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤除く。） ビタミンＢ１２製剤

ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用0.25g｢NP｣ 250mg ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ水和物注射用  10瓶 ニプロ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ1g｢明治｣ 生理食塩液100mL付 ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ水和物ｷｯﾄ 10キット Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ﾓﾘﾍﾊﾟﾐﾝ点滴静注 500mL 肝不全用ｱﾐﾉ酸製剤注射液  20袋 ＥＡファーマ 注射薬 たん白アミノ酸製剤 混合アミノ酸製剤

ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩注射液10mg｢ｼｵﾉｷﾞ｣ 1%1mL ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩水和物注射液  10管 塩野義製薬 注射薬 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤

ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩注射液50mg｢ｼｵﾉｷﾞ｣ 1%5mL ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩水和物注射液  5管 塩野義製薬 注射薬 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤

ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩注射液200mg｢ｼｵﾉｷﾞ｣ 4%5mL ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩水和物注射液 5管 塩野義製薬 注射薬 あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤

ﾕﾆﾀﾙｸ胸膜腔内注入用懸濁剤4g 滅菌調整ﾀﾙｸ注射用  1瓶 ノーベルファーマ 注射薬 その他の腫瘍用薬 他に分類されない腫瘍用薬

ﾗｲｿﾞﾃﾞｸﾞ配合注 ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ 300単位 ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ(遺伝子組換え)･ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組換え)配合剤ｷｯﾄ2キット ノボノルディスクファーマ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾗｸﾃｯｸD輸液 500mL 乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液(ﾌﾞﾄﾞｳ糖加) 20袋 大塚製薬 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ﾗｼｯｸｽ注100mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注射液  1管 10A 日医工 注射薬 利尿剤 その他の利尿剤

ﾗｽﾋﾞｯｸ点滴静注ｷｯﾄ150mg ﾗｽｸﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩ｷｯﾄ  24ML 1ｷｯﾄ 杏林製薬 注射薬 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤

ﾗｽﾘﾃｯｸ点滴静注用7.5mg (溶解液付) ﾗｽﾌﾞﾘｶｰｾﾞ(遺伝子組換え)静注用 1瓶 サノフィ 注射薬 酵素製剤 その他の酵素製剤

ﾗﾆﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞBS硝子体内注射用ｷｯﾄ10mg/mL｢ｾﾝｼﾞｭ｣ ﾗﾆﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  0.165ML 1筒 武田薬品工業 注射薬 眼科用剤 その他の眼科用剤

ﾗﾋﾟｱｸﾀ点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ300mg 60mL ﾍﾟﾗﾐﾋﾞﾙ水和物注射液  1袋 塩野義製薬 注射薬 抗ウイルス剤 抗ウイルス剤

ﾗﾎﾞﾅｰﾙ注射用0.5g 500mg 注射用ﾁｵﾍﾟﾝﾀｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ  1管 10A ニプロＥＳファーマ 注射薬 全身麻酔剤 溶性バルビツｰル酸系及び溶性チオバルビツｰル酸系製剤

ﾗﾝﾀｽXR注ｿﾛｽﾀｰ 450単位 ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ 2キット サノフィ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 1.7mL ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液  1瓶 第一三共 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾘｸﾗｽﾄ点滴静注液5mg 100mL ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸水和物注射液 1瓶 旭化成ファーマ 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾘｺﾓｼﾞｭﾘﾝ点滴静注用12800 12,800単位 ﾄﾛﾝﾎﾞﾓﾃﾞｭﾘﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)注射用  1瓶 旭化成ファーマ 注射薬 血液凝固阻止剤 その他の血液凝固阻止剤

ﾘｽﾓﾀﾞﾝP静注50mg 5mL ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ注射液  1管 10A クリニジェン 注射薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ﾘﾂｷｻﾝ点滴静注100mg 10mL ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液  1瓶 中外製薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾘﾂｷｻﾝ点滴静注500mg 50mL ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液  1瓶 中外製薬 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液  10ML 1瓶 ファイザー 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注500mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)注射液  50ML 1瓶 ファイザー 注射薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤

ﾘﾄﾞｶｲﾝ静注用2%ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ 5mL ﾘﾄﾞｶｲﾝｷｯﾄ  10筒 テルモ 注射薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤

ﾘﾄﾞｶｲﾝ点滴静注液1%｢ﾀｶﾀ｣ 200mL ﾘﾄﾞｶｲﾝ注射液  10袋 高田製薬 注射薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤

ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ塩酸塩点滴静注液50mg｢あすか｣ 1%5mL ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ塩酸塩注射液 10管 武田薬品工業 注射薬 その他泌尿生殖器及び肛門用剤 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ点滴静注液600mg｢明治｣ ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ注射液  300ML 5袋 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 合成抗菌剤 その他の合成抗菌剤

ﾘﾋﾟｵﾄﾞｰﾙ480注10mL ﾖｰﾄﾞ化ｹｼ油脂肪酸ｴﾁﾙｴｽﾃﾙ注射液  5A ゲルベ・ジャパン 注射薬 Ｘ線造影剤 ヨウ素化合物製剤

硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5ﾓﾙ20mL 硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物注射液  10管 大塚製薬 注射薬 鎮けい剤 マグネシウム塩製剤

硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ注射用1g｢明治｣ ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ硫酸塩注射用  1瓶 10V Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 注射薬 主として抗酸菌に作用するもの ストレプトマイシン系抗生物質製剤

ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用ｷｯﾄ1.88mg｢あすか｣ ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩ｷｯﾄ 1筒 武田薬品工業 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用ｷｯﾄ3.75mg｢あすか｣ ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩ｷｯﾄ 1筒 武田薬品工業 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝPRO注射用ｷｯﾄ22.5mg ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩ｷｯﾄ 1筒 武田薬品工業 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注4mg(0.4%) ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ注射液  1管 10A 塩野義製薬 注射薬 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

ﾘﾝ酸Na補正液0.5mmol/mL 0.5ﾓﾙ20mL ﾘﾝ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ水和物･ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ水和物注射液 10管 大塚製薬 注射薬 血液代用剤 その他の血液代用剤

ﾙﾑｼﾞｪﾌﾞ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ 300単位 ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  3ML 2ｷｯﾄ 日本イーライリリー 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾚｷﾞﾁｰﾝ注射液5mg 0.5%1mL ﾌｪﾝﾄﾗﾐﾝﾒｼﾙ酸塩注射液 5瓶 ノバルティスファーマ 注射薬 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ LCa 1.5腹膜透析液 1.5L排液用ﾊﾞｯｸﾞ付 腹膜透析液 5袋 バクスター 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ LCa 1.5腹膜透析液 2.5L 腹膜透析液 4袋 バクスター 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ LCa 1.5腹膜透析液 5L 腹膜透析液 2袋 バクスター 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ LCa 2.5腹膜透析液 1.5L排液用ﾊﾞｯｸﾞ付 腹膜透析液 5袋 バクスター 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ LCa 2.5腹膜透析液 2L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ付) 腹膜透析液 4袋 バクスター 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ LCa 2.5腹膜透析液 2.5L 腹膜透析液  2.5L 4袋 バクスター 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ LCa 2.5腹膜透析液 5L 腹膜透析液 2袋 バクスター 注射薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤

ﾚﾍﾟﾀﾝ注0.2mg ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ塩酸塩注射液  1管 10A 大塚製薬 注射薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾚﾍﾞﾐﾙ注 ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ 300単位 ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞﾃﾐﾙ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ  2キット ノボノルディスクファーマ 注射薬 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） すい臓ホルモン剤

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ500mg/100mL｢DSEP｣ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物ｷｯﾄ 10キット 第一三共 注射薬 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤

ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用25mg｢NK｣ ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ注射用  5瓶 日本化薬 注射薬 解毒剤 その他の解毒剤

ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用100mg｢NK｣ ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ注射用  5瓶 日本化薬 注射薬 解毒剤 その他の解毒剤

ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100 100mg ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)静注用  1瓶 田辺三菱製薬 注射薬 その他の消化器官用薬 他に分類されない消化器官用薬

ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ静注用2mg｢第一三共｣ ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ塩酸塩注射用 2MG 5瓶 第一三共 注射薬 合成麻薬 その他の合成麻薬

ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ静注用5mg｢第一三共｣ ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ塩酸塩注射用 5瓶 第一三共 注射薬 合成麻薬 その他の合成麻薬

ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物静注液50mg/5.0mL｢F｣ 5mL ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物注射液 10瓶 富士製薬工業 注射薬 骨格筋弛緩剤 その他の骨格筋弛緩剤

ﾛｾﾞｳｽ静注液10mg 1mL ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ酒石酸塩注射液  1瓶 日本化薬 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ﾛｾﾞｳｽ静注液40mg 4mL ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ酒石酸塩注射液  1瓶 日本化薬 注射薬 抗腫瘍性植物成分製剤 抗腫瘍性植物成分製剤

ﾛﾋﾟｵﾝ静注50mg 5mL ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ ｱｷｾﾁﾙ注射液  1管 50A 科研製薬 注射薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の解熱鎮痛消炎剤

ﾛﾐﾌﾟﾚｰﾄ皮下注250μg調製用 ﾛﾐﾌﾟﾛｽﾁﾑ(遺伝子組換え)注射用 1瓶 協和キリン 注射薬 他分類されない代謝性医薬品 他に分類されないその他の代謝性医薬品

ﾛﾗﾋﾟﾀ静注2mg 1mL ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ注射液 2瓶 ファイザー 注射薬 抗てんかん剤 その他の抗てんかん剤

ﾜｲｽﾀｰﾙ配合点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ (生理食塩液100mL付) ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ･ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑｷｯﾄ  10キット ニプロ 注射薬 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ﾜｺﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ注0.5mg 0.05%1mL ﾈｵｽﾁｸﾞﾐﾝﾒﾁﾙ硫酸塩注射液 10管 共和薬品工業 注射薬 自律神経剤 ネオスチグミン系製剤

ﾜｿﾗﾝ静注5mg 0.25%2mL ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩注射液  1管 10A エーザイ 注射薬 不整脈用剤 その他の不整脈用剤
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