内用薬
製品名
デノタスチュアブル配合錠
ソルビトール液（Ｄ－）75％
メタルカプターゼカプセル100mg
ロトリガ粒状カプセル
ＦＫ配合散 1.3g／P
アスパラカリウム散50％
アスパラカリウム錠 300㎎
アスパラ―ＣＡ錠 200㎎
ハイチオール錠80mg
ＰＬ配合顆粒
ＳＧ配合顆粒
インライタ錠1ｍｇ
インライタ錠5ｍｇ
モーバー錠 100㎎
アレセンサカプセル150ｍｇ
アレセンサカプセル40ｍｇ
アコファイド錠100ｍｇ
イムラン錠50㎎
アザルフィジンEN錠500mg
ゾビラックス錠 200mg
ゾビラックス顆粒40％
ジスロマックcap 小児用 100㎎
ジスロマックSR成人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ2g
ジスロマック細粒小児用 10% 100㎎
アジルバ錠20ｍｇ
アジルバ錠40ｍｇ
ザクラス配合錠ＨＤ（20ｍｇ/5ｍｇ）
ザクラス配合錠ＬＤ（20ｍｇ/2.5ｍｇ）
シナール配合錠
シナール配合顆粒（２００㎎／Ｐ／ｇ）
アスピリン
バイアスピリン錠100mg
タケルダ配合錠
バファリン配合錠A330 330mg
バファリン配合錠A81
マーズレンＳ配合顆粒１包0. 5ｇ
ダイアモックス錠 250㎎
アセチルシステイン内用液17.6％
アセトアミノフェン （ナパ）
カロナール細粒 20％
カロナール錠200mg
カロナール錠500mg
アゼプチン錠1ｍｇ
カルブロック錠 16mg
カルブロック錠 8mg
ダイアート錠60ｍｇ
ロイコン錠10㎎
アデホスコーワ顆粒10％
テノーミン錠25mg
ヘプセラ錠10mg
サムチレール内用懸濁液15％
ストラテラカプセル10mg

2019.4
一般名

Ｃａ・VD3・Ｍｇ配合剤
Ｄ－ソルビトール
Ｄ－ペニシラミン
ＥＰＡ・ＤＨＡ
ＦＫ配合散 1.3g／P
Ｌ－アスパラギン酸カリウム
Ｌ－アスパラギン酸カリウム
Ｌ－アスパラギン酸カルシウム
Ｌ－システイン
ＰＬハイゴウカリュウ
ＳＧ配合顆粒
アキシチニブ
アキシチニブ
アクタリット
アクレチニブ塩酸塩
アクレチニブ塩酸塩
アコチアミド塩酸塩
アザチオプリン
アザルフィジンEN錠500mg
アシクロビル
アシクロビル
アジスロマイシン水和物
アジスロマイシン水和物
アジスロマイシン水和物
アジルサルタン
アジルサルタン
ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム配合剤
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム配合剤
アスピリン
アスピリン
アスピリン/ランソプラゾール
アスピリン・ダイアルミネート
アスピリン・ダイアルミネート
アズレンスルホン酸ナトリウム
アセタゾラミド
アセチルシステイン
アセトアミノフェン
アセトアミノフェン
アセトアミノフェン
アセトアミノフェン
アゼラスチン塩酸塩錠
アゼルニジピン
アゼルニジピン
アゾセミド
アデニン
アデノシン三リン酸二ナトリウム
アテノロール
アデホビルピボキシル
アトバコン
アトモキセチン塩酸塩
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内用薬
製品名
ストラテラカプセル25mg
ストラテラカプセル5mg
ストラテラ内用液0.4％
リピトール錠 5mg
リピトール錠10㎎
スイニー錠100ｍｇ
アグリリンカプセル0.5ｍｇ
アリミデックス錠1mg
エリキュース錠2.5ｍｇ
エリキュース錠5ｍｇ
ザイティガ錠250ｍｇ
ジオトリフ錠30ｍｇ
ジオトリフ錠40ｍｇ
イメンドカプセル125㎎
イメンドカプセル80㎎
（麻）アヘンチンキ10％1ml
アボビスカプセル50ｍｇ
アンカロン錠 100ｍｇ
ネオフィリン原末
アミノレバンＥＮ配合散（50ｇ／Ｐ）
アミユー顆粒 2.5ｇ
ファンギゾンシロップ100mg/ｍL
アムロジンOD錠 2.5mg
アムロジンOD錠 5mg
カデュエット配合錠4番 5mg/10mg
アモキサンカプセル25ｍｇ
パセトシンカプセル 250㎎
パセトシン細粒10% 100㎎
オーグメンチン配合錠250RS
セタプリル錠25ｍｇ
ラジレス錠150mg
エビリファイ散1％
アルロイドＧ内用液5% 200ｍL
アルファロールカプセル 0.25μｇ
アルファロールカプセル 0.5μｇ
アルファロールカプセル 1μｇ
アルファロール散1μｇ/ｇ （0.5μg/包）
アルファロール内用液0.5μｇ
コンスタン 0.4㎎錠
フォサマック錠35mg
ボナロン経口ゼリー35ｍｇ
ボナロン錠35mg
ネシーナ錠12.5mg
ネシーナ錠25mg
ネシーナ錠6.25mg
ザイロリック錠 100㎎
ビクシリンカプセル250㎎
ビクシリンドライシロップ100mg
フルカムカプセル27㎎
ニンラーロカプセル 2.3mg
ニンラーロカプセル 3mg
ニンラーロカプセル 4mg
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一般名

アトモキセチン塩酸塩
アトモキセチン塩酸塩
アトモキセチン塩酸塩
アトルバスタチン
アトルバスタチンカルシウム
アナグリプチン
アナグレリド塩酸塩水和物
アナストロゾール
アピキサバン
アピキサバン
アビラテロン酢酸エステル
アファチニブﾏﾚｲﾝ酸塩
アファチニブﾏﾚｲﾝ酸塩
アプレピタント
アプレピタント
アヘン末
アボビスカプセル50
アミオダロン塩酸塩
アミノフィリン
アミノレバンＥＮ
アミユー顆粒
アムホテリシンＢ
アムロジピン
アムロジピン
アムロジピン アトルバスタチン
アモキサピン
アモキシシリン
アモキシシリン
アモキシシリン・クラブラン酸カリウム
アラセプリル
アリスキレンフマル酸塩
アリピプラゾール
アルギン酸ナトリウム
アルファカルシドール
アルファカルシドール
アルファカルシドール
アルファカルシドール
アルファカルシドール
アルプラゾラム
アレンドロ酸ナトリウム
アレンドロ酸ナトリウム
アレンドロ酸ナトリウム
アログリプチン安息香酸塩
アログリプチン安息香酸塩
アログリプチン安息香酸塩
アロプリノール
アンピシリン
アンピシリン
アンピロキシカム
イキサゾミブクエン酸エステル
イキサゾミブクエン酸エステル
イキサゾミブクエン酸エステル
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内用薬
製品名
ケアラム錠25mg
エパデールＳ 600ｍｇ
エパデールＳ 900ｍｇ
イソバイド
イソバイド30ｍｌ/包
メニレット70%ゼリー20ｇ
メニレット70%ゼリー30ｇ
イスコチン錠 100㎎
イトリゾールカプセル50ｍｇ
イトリゾール内服液1%
スーグラ錠50ｍｇ
ストロメクトール錠3mg
ウリトスOD錠0.1ｍｇ
ステーブラＯＤ錠 0.1㎎
タナトリル錠5mg
ガスロンN・OD錠2㎎
ガスロンN・OD錠4㎎
イルベタン錠 100㎎
アイミクス配合錠ＨＤ
ウロカルン錠 225㎎
エブランチルカプセル15ｍｇ
ウルソ錠100ｍｇ
ウルソ錠50㎎
ガストローム顆粒（ 1.5ｇ／Ｐ）
アロマシン錠25mg
レクサプロ錠10ｍｇ
ルネスタ錠1ｍｇ
ユーロジン 2㎎錠
エストラサイトカプセル156.7ｍｇ
ゼチーア錠10mg
ネキシウムカプセル20mg
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
デパス錠 0.5㎎
リクシアナＯＤ錠30mg
リクシアナＯＤ錠60mg
リクシアナ錠15mg
エピレオプチマル散50％１ｇ
ザロンチンシロップ 5%1ml
オステラック錠 200ｍｇ
ベプシドカプセル25mg
エネーボ配合経腸用液（1.2Kcal/ml）
エバステルＯＤ錠10mg
キネダック錠50㎎
アレジオンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1%
アレジオンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1% 0.5g/P 1歳以上
アレジオンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1% 1g/P 3歳以上
アレジオン錠20㎎
エビプロスタット配合錠ＤＢ
セララ錠１００ｍｇ
セララ錠２５mg
セララ錠５０ｍｇ
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一般名

イグラチモド
イコサペント酸エチル
イコサペント酸エチル
イソソルビド
イソソルビド
イソソルビド
イソソルビド
イソニアジド
イトラコナゾール
イトラコナゾール
イプラグリフロジン
イベルメクチン
イミダフェナシン
イミダフェナシン
イミダプリル塩酸塩
イルソグラジンマレイン酸塩
イルソグラジンマレイン酸塩
イルベサルタン
ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ100mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ10mg
ウラジロガシエキス
ウラピジル
ウルソデスオキシコール酸
ウルソデスオキシコール酸
エカベトナトリウム
エキセメスタン
ｴｽｼﾀﾛﾌﾟﾗﾑｼｭｳ酸塩錠
エスゾピクロン
エスタゾラム
エストラムスチンリン酸エステル
エゼチニブ
ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物
ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物
ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物
エチゾラム
エドキサバントシル酸塩水和物
エドキサバントシル酸塩水和物
エドキサバントシル酸塩水和物
エトスクシミド
エトスクシミド
エトドラク
エトポシド
エネーボ
エバスチン
エパルレスタット
エピナスチン塩酸塩
エピナスチン塩酸塩
エピナスチン塩酸塩
エピナスチン塩酸塩
エビプロスタット配合錠ＤＢ
エプレレノン
エプレレノン
エプレレノン
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内用薬
製品名
ミオナール錠50mg
アフィニトール錠5ｍｇ
エラスチーム錠1800単位
エリスロシンドライシロップ10％
エリスロシン錠200㎎
レボレード錠12.5mg
レボレード錠25mg
タルセバ錠１５０ｍｇ
タルセバ錠１００ｍｇ
エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 ｇ／Ｐ
エレンタール配合内用剤 80ｇ／Ｐ
グーフィス錠5mg
イクスタンジ錠40ｍｇ
イクスタンジ錠80mg
エンシュア・H250ｍL/375Kcaｌ
エンシュア・リキッド250ｍL/250Kcaｌ
コムタン錠100mg
バラクルード錠 0.5mg
ジャディアンス錠10ｍｇ
ジャディアンス錠25ｍｇ
トラディアンス配合錠AP
（麻）オキノーム散20mg/P
（麻）オキノーム散0.5% 5mg/P
（麻）オキノーム散0.5％2.5mg/P
（麻）オキノーム散10mg/P
ストロカイン錠5㎎
タグリッソ錠40ｍｇ
タグリッソ錠80ｍｇ
タミフルカプセル75mg
タミフルドライシロップ３％
オメプラール錠10ｍｇ
オメプラール錠20ｍｇ
ジプレキサザイディス錠5ｍｇ
レザルタス配合錠HD
オルメテックＯＤ錠20mg
オルメテックＯＤ錠40mg
エディロールカプセル0.5μg
エディロールカプセル0.75μg
カナグル錠100ｍｇ
ガバペン錠400mg
カフェイン
カプセル
カプトリル錠12.5mg
ゼローダ錠300mg
カバサール錠 1mg
カバサール錠0.25mg
レミニールＯＤ錠12mg
レミニールＯＤ錠4mg
レミニールＯＤ錠8mg
臭化カリウム
カルナクリン錠25単位
ロカルトロールカプセル0.25μｇ
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一般名

エペリゾン
エベロリムス
エラスターゼ
エリスロマイシン
エリスロマイシン
エルトロンボパグ オラミン
エルトロンボパグ オラミン
エルロチニブ
エルロチニブ塩酸塩
エレンタール
エレンタール
エロビキシバット
エンザルタミド
エンザルタミド
エンシュア・H
エンシュア・リキッド
エンタカポン
エンテカビル
エンパグリフロジン
エンパグリフロジン
ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ10mg/ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ5mg
オキシコドン
オキシコドン
オキシコドン
オキシコドン
オキセサゼイン
オシメルチニブメシル酸塩
オシメルチニブメシル酸塩
オセルタミビルリン酸塩
オセルタミビルリン酸塩
オメプラゾール
オメプラゾール
オランザピン
ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ20mg・ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ16mg
オルメサルタンメドキソミル
オルメサルタンメドキソミル
活性型ビタミンＤ3製剤
活性型ビタミンＤ3製剤
カナグリフロジン水和物
ガバペンチン
カフェイン
カプセル
カプトプリル
カぺシタビン
カベルゴリン
カベルゴリン
ガランタミン臭化水素酸塩
ガランタミン臭化水素酸塩
ガランタミン臭化水素酸塩
カリウム臭化物
カリジノゲナーゼ
カルシトリオール
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内用薬
製品名
オフタルムＫ配合錠
アドナ散10％
アドナ錠10㎎
アドナ錠30㎎
テグレトール細粒 50％
テグレトール錠 100㎎
テグレトール錠 200㎎
アーチスト錠1.25㎎
アーチスト錠10㎎
アーチスト錠2.5㎎
ムコダインDS50％ 500mg
ムコダインシロップ 5％
ムコダイン錠250㎎
ムコダイン錠500mg
ＣＭＣ．「マルイシ」
ユニシア配合錠HD
エカード配合錠HD（8㎎/6.25mg）
エカード配合錠LD（4㎎/6.25mg）
ブロプレス錠 4㎎
ブロプレス錠 8㎎
ハイゼット細粒20％
ドラール錠15mg
インチュニブ錠1mg
インチュニブ錠3mg
ウラリット－Ｕ配合散
ウラリット配合錠
セディール錠10ｍｇ
フェアストン錠40mg
ガスモチン錠 5㎎
フェロミア錠50㎎
フェロミア顆粒8.3％
クラバモックス小児用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ0.505g/包
クラリスDS10%小児用
クラリス錠 200ｍｇ
クラリス錠50ｍｇ小児用
グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ
グリミクロン錠40㎎
ザーコリカプセル200ｍｇ
ザーコリカプセル250ｍｇ
グリチロン配合錠
オイグルコン錠 2.5㎎
オイグルコン錠1.25㎎
アマリール錠 0.5㎎
アマリール錠 1㎎
アマリール錠 3㎎
インタール細粒10％
タチオン錠 100㎎
マヴィレット配合錠
クレメジン速崩錠500mg
クレメジンカプセル200mg
クレメジン細粒分包2g
リーゼ錠10ｍｇ
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一般名

カルバゾクロム アスコルビン酸
カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
カルバゾクロムスルホン酸ナトリ
カルバマゼピン
カルバマゼピン
カルバマゼピン
カルベジロール
カルベジロール
カルベジロール
カルボシステイン
カルボシステイン
カルボシステイン
カルボシステイン
カルメロースナトリウム
ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ8mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg
カンデサルタンシレキセチル
カンデサルタンシレキセチル
カンデサルタンシレキセチル
カンデサルタンシレキセチル
ガンマーオリザノール
クアゼパム
グアンファシン塩酸塩徐放錠
グアンファシン塩酸塩徐放錠
ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
クエン酸タンドスピロン
クエン酸トレミフェン
クエン酸モサプリド
クエン酸第一鉄ナトリウム
クエン酸第一鉄ナトリウム
ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ・ｱﾓｷｼｼﾘﾝ
クラリスロマイシン
クラリスロマイシン
クラリスロマイシン
グリクラジド
グリクラジド
クリゾチニブ
クリゾチニブ
グリチロン
グリベンクラミド
グリベンクラミド
グリメピリド
グリメピリド
グリメピリド
クリモグリク酸ナトリウム
グルタチオン
ｸﾞﾚｶﾌﾟﾚﾋﾞﾙ水和物・ﾋﾟﾌﾞﾚﾝﾀｽﾋﾞﾙ配合錠
クレメジン
クレメジン原体
クレメジン細粒
クロチアゼパム
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内用薬
製品名
リーゼ錠5ｍｇ
リボトリール細粒 0.1%
リボトリール細粒 0.5%
リボトリール錠 0.5mg
マイスタン細粒 1％
マイスタン錠 5㎎
コンプラビン配合錠
クロロマイセチン錠250 250mg
モビプレップ配合内用剤
ケタスカプセル10㎎
イレッサ錠250mg
ベシケアＯＤ錠5ｍｇ
シベノール錠５０ｍｇ
イミグラン錠50㎎
コルヒチン錠0.5mg「シオノギ」
サイクロセリンｶﾌﾟｾﾙ250mg「明治」
サラゾピリン錠 500㎎
サレドカプセル100mg
ジアスターゼ
セルシン散 1％
セルシン錠 2㎎
レクチゾール錠25㎎
ネオーラル10㎎カプセル
ネオーラル25㎎カプセル
ネオーラル内用液
ボルタレンＳＲカプセル37.5㎎
ボルタレン錠25㎎
エンドキサン錠50ｍｇ
ジゴシン散 0.1％
ジゴシン錠0.25㎎
ハーフジゴキシンＫＹ錠0.125mg
リスモダンＲ錠 150㎎
リスモダンカプセル50mg
グラクティブ錠100㎎
グラクティブ錠25㎎
グラクティブ錠50㎎
ジャヌビア錠 50mg
グレースビット錠50ｍｇ
スタラシドカプセル50㎎
アンギナール散12.5％
ペルサンチン-Ｌカプセル150mg
ペルサンチン錠25mg
トラベルミン配合錠
ガスコン錠40㎎
ガスコン錠80㎎
バルギン消泡内用液2%
タガメット錠 200㎎
ツムラ小建中湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
レバチオ錠20mg
アテレック錠10mg
プレタールOD錠100mg
プレタールOD錠50mg

2019.4
一般名

クロチアゼパム
クロナゼパム
クロナゼパム
クロナゼパム
クロバザム
クロバザム
ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ75mg/ｱｽﾋﾟﾘﾝ100mg
クロラムフェニコール
経口腸管洗浄液
ケタスカプセル10㎎
ゲフィチニブ
ｺﾊｸ酸ソリフェナシン
コハク酸シベンゾリン
コハク酸スマトリプタン
コルヒチン
サイクロセリン
サラゾスルファピリジン
サリドマイド
ジアスターゼ
ジアゼパム
ジアゼパム
ジアフェニルスルホン酸
シクロスポリン
シクロスポリン
シクロスポリン
ジクロフェナクナトリウム
ジクロフェナクナトリウム
シクロホスファミド
ジゴキシン
ジゴキシン
ジゴキシン
ジソピラミド
ジソピラミド
シタグリプチンリン酸塩
シタグリプチンリン酸塩
シタグリプチンリン酸塩
シタグリプチンリン酸塩
シタフロキサシン
シタラビンオクホスファート
ジピリダモール
ジピリダモール
ジピリダモール
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ・ｼﾞﾌﾟﾛﾌｨﾘﾝ
ジメチコン
ジメチコン
ジメチコン
シメチジン
小建中湯
シルデナフィルクエン酸塩
シルニジピン
シロスタゾール
シロスタゾール
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内用薬
製品名
ユリーフＯＤ錠4ｍｇ
ユリーフＯＤ錠2mg
ユリーフ錠4ｍｇ
ユリーフ錠2mg
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
アルサルミン細粒90%
スーテントカプセル12.5mg
アルダクトンＡ細粒10％
アルダクトンＡ錠25mg
ベルソムラ錠15ｍｇ
ベルソムラ錠20ｍｇ
ドグマチール細粒50％
ドグマチール錠50㎎
バクタ配合顆粒
バクタ配合錠
ケフラールカプセル 250㎎
ケフラール細粒小児用 100㎎
ケフレックスシロップ用細粒200
フロモックス小児用細粒100mg
メイアクトＭＳ小児用細粒10%100㎎
メイアクトＭＳ錠 100㎎
セフゾンカプセル 100㎎
セフゾン細粒小児用 100㎎
トミロン錠50mg
バナンドライシロップ5%50㎎
バナン錠 100㎎
オラスポア小児用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10%
オラセフ錠 250㎎
ブロニカ錠80㎎
ジカディアカプセル150mg
セルニルトン錠
セレコックス錠100mg
セレコックス錠200mg
アローゼン顆粒（ 0.5ｇ／Ｐ）
プルゼニド錠12㎎
エクセグラン散 20％
エクセグラン錠 100㎎
トレリーフOD錠25mg
ソロン錠50㎎
ソバルディ錠400ｍｇ
ネクサバール錠200ｍｇ
ソリタ―Ｔ配合顆粒 3号 4ｇ
ゾーミッグＲＭ錠2.5mg
プラザキサカプセル110mg
プラザキサカプセル75mg
プログラフカプセル 0.5mg
プログラフカプセル 1mg
プログラフ顆粒 １mg
アドシルカ錠20ｍｇ
ザルティア錠5㎎
ボンゾール錠 200㎎

2019.4
一般名

シロドシン
シロドシン
シロドシン
シロドシン
スギ花粉エキス原末
スギ花粉エキス原末
スクラルファート
スニチニブリンゴ酸塩
スピロノラクトン
スピロノラクトン
スボレキサント
スボレキサント
スルピリド
スルピリド
スルファメトキサゾール・トリメトプリム
スルファメトキサゾール・トリメトプリム
セファクロル
セファクロル
セファレキシン
セフカペンピボキル塩酸塩
セフジトレンピボキシル
セフジトレンピボキシル
セフジニル
セフジニル
セフテラムピボキシル
セフポドキシムプロキセチル
セフポドキシムプロキセチル
セフロキサジン
セフロキシムアキセチル
セラトロダスト
セリチニブ
セルニチンポーレンエキス
セレコキシブ
セレコキシブ
センナ・センナ実
センノシド
ゾニサミド
ゾニサミド
ゾニサミド
ソファルコン
ソホスブビル
ソラフェニブトシル酸塩
ソリタ―Ｔ配合顆粒 3号
ゾルミトリプタン
ダガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
ダガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
タクロリウム水和物
タクロリウム水和物
タクロリウム水和物
タダラフィル
タダラフィル
ダナゾール

7

内用薬
製品名
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
フォシーガ錠10ｍｇ
フォシーガ錠5ｍｇ
セファランチン錠1mg
ノルバデックス錠20mg
セレジストOD錠 5mg
ダントリウムカプセル25mg
タンナルビン
スルガム錠100mg
メルカゾール錠 5㎎
チョコラA錠1万単位
ミルラクト細粒50％
ツインラインＮＦ配合経腸用液400ｍL
ホクナリンドライシロップ0. 1%小児用
ティーエスワン配合顆粒T20
ティーエスワン配合顆粒T25
ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ20
ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ25
ティーエスワン配合カプセルＴ20
ティーエスワン配合カプセルＴ25
テオドールドライシロップ20％
テオドール錠 100mg
テオドール錠 200mg
ユニフィルLA錠 200mg
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ100
ユーエフティ配合カプセルT100 100mg
デカドロンエリキシル0.01％
デカドロン錠 0.5㎎
デカドロン錠 4ｍｇ
ミニリンメルトＯＤ錠60μｇ
デザレックス錠5ｍｇ
テネリア錠20mg
カナリア配合錠
ベムリディ錠25mg
オラペネム小児用細粒10％
ジャドニュ顆粒分包360mg
ジャドニュ顆粒分包90mg
テモダールカプセル100mg
テモダールカプセル20mg
アボルブカプセル0.5mg
サインバルタカプセル20ｍｇ
ラミシール錠125ｍｇ
ミカルディス錠20㎎
ミカルディス錠40mg
ミカムロ配合錠ＡＰ
トウモロコシデンプン
タナドーパ顆粒75％１ｇ
フルツロンカプセル 100mg
アイピーディーカプセル 100㎎
オゼックス細粒小児用15％
オゼックス錠 150ｍｇ

2019.4
一般名

ダニ抽出エキス
ダニ抽出エキス
ダパグリフロジン
ダパグリフロジン
タマサキツヅラフジ抽出アルカロイド
タモキシフェンクエン酸塩
タルチレリン水和物
ダントロレンナトリウム
タンニン酸アルブミン
チアプロフェン酸
チアマゾール
チョコラA錠1万単位
チラクターゼ
ツインライン
ツロブテロール
ティーエスワン
ティーエスワン
ティーエスワンカプセル
ティーエスワンカプセル
ティーエスワンカプセル
ティーエスワンカプセル
テオフィリン
テオフィリン
テオフィリン
テオフィリン
テガフール・ウラシル
テガフール・ウラシル
デキサメタゾン
デキサメタゾン
デキサメタゾン
デスモプレシン
デスロラタジン
テネリグリプチン
テネリグリプチン カナグリフロジン
テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠
テビペネムピボキシル
デフェラシロクス
デフェラシロクス
テモゾロミド
テモゾロミド
デュタステリド
デュロキセチン塩酸塩
テルビナフィン塩酸塩
テルミサルタン
テルミサルタン
ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg
トウモロコシデンプン
ドカルパミン
ドキシフルリジン
トシル酸スプラタスト
トシル酸トスフロキサシン
トシル酸トスフロキサシン
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内用薬
製品名
トピナ錠 100㎎
トピナ錠 50㎎
グランダキシン錠50mg
アプルウェイ錠20ｍｇ
リザベンカプセル100㎎
リザベンドライシロップ5％1g
トランサミンカプセル 250㎎
トランサミンシロップ 5％
トランサミン散50％
ロコルナール錠 100㎎
トラムセット配合錠
トラマールＯＤ錠25ｍｇ
ハルシオン 0.125㎎錠
ハルシオン0.25㎎錠
トリテレン・カプセル50㎎
トリクロリールシロップ10％
フルイトラン錠 1㎎
フルイトラン錠 2㎎
ロンサーフ配合錠Ｔ15
ロンサーフ配合錠Ｔ20
デトルシトールカプセル4mg
サムスカ錠15mg
サムスカ錠7.5mg
トレーランＧ液75ｇ 225ｍL
ベサノイドカプセル10㎎
ザファテック錠100ｍｇ
ザファテック錠50ｍｇ
ドプスOD錠 100mg
トロンビン細粒経口用 1万単位
ナウゼリンＯＤ錠10mg
ナウゼリンドライシロップ1％
スターシス錠30㎎
スターシス錠90㎎
ナディック錠 30mg
フリバスＯＤ錠50ｍｇ
フリバスＯＤ錠75ｍｇ
ナイキサン錠100mg
アマージ錠2.5㎎
スインプロイク錠0.2mg
ユベラＮｶﾌﾟｾﾙ 100㎎
シグマート錠 5㎎
サアミオン錠 5㎎
ネルボン錠5mg
ベンザリン細粒 1％
ニトログリセリン錠１瓶20錠
ニトロペン舌下錠 0.3㎎
アダラートCR錠20mg
アダラートCR錠40mg
アダラートＬ錠20㎎
セパミット―Ｒカプセル10mg
セパミット細粒1％
タシグナカプセル150mg

2019.4
一般名

トピラマート
トピラマート
トフィソパム
トホグリフロジン水和物
トラニラスト
トラニラスト
トラネキサム酸
トラネキサム酸
トラネキサム酸
トラピジル
トラマドール37.5mg・アセトアミノフェン325mg
トラマドール塩酸塩
トリアゾラム
トリアゾラム
トリアムテレン
トリクロホスナトリウム
トリクロロメチアジド
トリクロロメチアジド
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩
トルテロジン
トルバプタン
トルバプタン
トレーラン
トレチノイン
トレラグリプチンコハク酸塩
トレラグリプチンコハク酸塩
ドロキシドパ
トロンビン
ドンペリドン
ドンペリドン
ナテグリニド
ナテグリニド
ナドロール
ナフトピジル
ナフトピジル
ナプロキサン
ナラトリプタン塩酸塩
ナルデメジントシル酸塩
ニコチン酸トコフェロール
ニコランジル
ニセルゴリン
ニトラゼパム
ニトラゼパム
ニトログリセリン
ニトログリセリン
ニフェジピン
ニフェジピン
ニフェジピン
ニフェジピン
ニフェジピン
ニロチニブ塩酸塩水和物
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内用薬
製品名
タシグナカプセル200mg
オフェブカプセル100ｍｇ
オフェブカプセル150ｍｇ
ワゴスチグミン散0.5%
リオベル配合錠ＬＤ
ノイロトロピン錠4単位
バクシダール錠 100㎎
バクシダール錠50㎎〔小児用〕
ギャバロン錠10㎎
ビビアント錠20ｍｇ
ハッカ水
ハッカ油
コンバントリンドライシロップ10％
バリキサ錠450ｍｇ
ディオバン錠160㎎
ディオバン錠40㎎
ディオバン錠80㎎
コディオ配合錠EX80㎎/12.5mg
コディオ配合錠MD80㎎/6.25mg
エックスフォージ配合ＯＤ錠
セレニカＲ錠200mg
セレニカＲ顆粒４００ｍｇ
デパケンＲ錠 100mg
デパケンＲ錠 200mg
デパケンシロップ 5％
デパケン細粒 400mg
デパケン錠 100㎎
イブランスカプセル 125mg
イブランスカプセル 25mg
ゾフルーザ錠 10mg
ゾフルーザ錠 20mg
セレネース細粒 1％
セレネース錠 0.75㎎
リパクレオン顆粒300mg分包
パンクレアチン
ツムラ半夏瀉心湯（2.5ｇ／Ｐ）
パントシン散20%
パントシン錠 100mg
パントシン錠 200mg
調剤用パンビタン末
ビオチンドライシロップ 0.1%
ビオチン散0.2％
ビオフェルミン配合散
ビオフェルミンＲ散
ビオフェルミンＲ錠
ビオフェルミン錠
ビオラクチス散（１ｇ／Ｐ）
カソデックス錠80ｍｇ
ラキソベロン内用液0.75％
リバロＯＤ錠1㎎
リバロＯＤ錠2㎎
リバロ錠1㎎

2019.4
一般名

ニロチニブ塩酸塩水和物
ニンテダニブエタンスルホン酸塩
ニンテダニブエタンスルホン酸塩
ネオスチグミン臭化物
ﾈｼｰﾅ25mg＋ｱｸﾄｽ15mg
ノイロトロピン
ノルフロキサシン
ノルフロキサシン
バクロフェン
バゼドキシフェン酢酸塩
ハッカ水
ハッカ油
パモ酸ピランテル
バルガンシクロビル塩酸塩
バルサルタン
バルサルタン
バルサルタン
バルサルタン／ヒドロクロロチアジド
バルサルタン／ヒドロクロロチアジド
ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ80mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg
バルプロ酸ナトリウム
バルプロ酸ナトリウム
バルプロ酸ナトリウム
バルプロ酸ナトリウム
バルプロ酸ナトリウム
バルプロ酸ナトリウム
バルプロ酸ナトリウム
パルボシクリブ
パルボシクリブ
バロキサビル マルボキシル
バロキサビル マルボキシル
ハロペリドール
ハロペリドール
パンクリパーゼ製剤
パンクレアチン
半夏瀉心湯
パンテチン
パンテチン
パンテチン
パンビタン末
ビオチン
ビオチン（ビタミンH）
ビオフェルミン
ビオフェルミンＲ散
ビオフェルミンＲ錠
ビオフェルミン錠
ビオラクチス
ビカルタミド
ピコスルファートナトリウム
ピタバスタチンカルシウム
ピタバスタチンカルシウム
ピタバスタチンカルシウム
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内用薬
製品名
リバロ錠2㎎
ビタメジン配合カプセル B25
ハイドレアカプセル 500㎎
プラケニル錠200mg
アタラックス錠 25ｍｇ
コートリル錠10㎎
(麻)ナルサス錠2mg
(麻)ナルサス錠6mg
(麻)ナルラピド錠1mg
(麻)ナルラピド錠2mg
(麻)ナルラピド錠4mg
ラックビー錠
ベオーバ錠50mg
アスベリンシロップ0.5 ％
アスベリン散10％
アカルディカプセル1.25㎎
ピラマイド
ビラノア錠20ｍｇ
エクア錠50㎎
エクメット配合錠ＬＤ
エクメット配合錠ＨＤ
ピレスパ錠200ｍｇ
ガスターＤ錠10㎎
ガスターＤ錠20㎎
ガスター錠10㎎
ガスター錠20㎎
ファロムドライシロップ小児用10%100㎎
ファロム錠 200㎎
ディレグラ配合錠
トビエース錠4ｍｇ
アレビアチン散10％
アレビアチン錠 100㎎
ヒダントール錠25mg
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」
フェノバールエリキシル 0.4％
フェノバール散10％
フェノバール錠30㎎
リピディル錠53.3mg
リピディル錠80mg
フェブリク錠10ｍｇ
フェブリク錠20ｍｇ
(麻)イーフェンバッカル錠100μｇ
(麻)イーフェンバッカル錠400μｇ
(麻)イーフェンバッカル錠50μｇ
(麻)アブストラル舌下錠１００μｇ
(麻)アブストラル舌下錠２００μｇ
パラミヂンカプセル３００ｍｇ
リマチル錠100㎎
マブリン散１％
ゼンダコートカプセル3mg
スペリア錠200ｍｇ
フェルムカプセル100ｍｇ

2019.4
一般名

ピタバスタチンカルシウム
ビタメジン
ヒドロキシカルバミド
ヒドロキシクロロキン
ヒドロキシジン塩酸塩
ヒドロコルチゾン
ヒドロモルフォン塩酸塩
ヒドロモルフォン塩酸塩
ヒドロモルフォン塩酸塩
ヒドロモルフォン塩酸塩
ヒドロモルフォン塩酸塩
ビフィズス菌製剤
ビベグロン
ヒベンズ酸チペピジン
ヒベンズ酸チペピジン
ピモベンダン
ピラジナミド
ビラスチン
ビルダグリプチン
ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ50mg/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ250mg
ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ50mg/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ500ｍｇ
ピルフェニドン
ファモチジン
ファモチジン
ファモチジン
ファモチジン
ファロペネムナトリウム
ファロペネムナトリウム
フェキソフェナジン/プソイドエフェドリン
フェソテロジンフマル酸塩
フェニトイン
フェニトイン
フェニトイン
フェニルアラニン
フェノバルビタール
フェノバルビタール
フェノバルビタール
フェノフィブラート
フェノフィブラート
フェブキソスタット
フェブキソスタット
フェンタニルクエン酸塩
フェンタニルクエン酸塩
フェンタニルクエン酸塩
フェンタニルクエン酸塩ｸｴﾝ酸塩
フェンタニルクエン酸塩ｸｴﾝ酸塩
ブコローム
ブシラミン
ブスルファン
ブデソニド
フドステイン
フマル酸第一鉄
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内用薬
製品名
セロクエル25㎎錠
ザジテンカプセル1㎎
ザジテンドライシロップ 0.1％
メインテート錠 0.625mg
メインテート錠 2.5mg
メインテート錠 5mg
エフィエント錠3.75ｍｇ
エフィエント錠5ｍｇ
メバロチン錠10mg
ミラペックスＬＡ錠0.375ｍｇ
ミラペックスＬＡ錠1.5ｍｇ
オノンカプセル 112.5㎎
オノンドライシロップ10%1g
５ＦＵ錠100mg
ジフルカンカプセル 100㎎
アリナミンＦ糖衣錠25mg
オダイン錠125ｍｇ
フルダラ錠10ｍｇ
サイレース錠 1mg
ローコール錠30㎎
スオード錠１００ｍｇ
フロベン顆粒８％
リリカOD錠25mg
リリカOD錠75mg
リリカカプセル25mg
リリカカプセル75mg
プレドニゾロン散｢ﾀｹﾀﾞ｣1％
プレドニゾロン錠 1㎎（旭化成）
プレドニン錠 5㎎
ビルトリシド錠600㎎
ラシックス錠10ｍｇ
ラシックス細粒 4％
ラシックス錠20㎎
ラシックス錠40mg
レンドルミンＤ錠0.25mg
プロパジール錠50㎎
シンレスタール錠 250㎎
コスパノン錠40㎎
ベネシッド錠250mg
セニラン細粒１％
レキソタン錠 2mg
ベザトールＳＲ錠 200㎎
ノルバスク錠 2.5㎎
ノルバスク錠 5㎎
タリオンＯＤ錠10mg
ベスタチンカプセル30mg
ベサコリン散5%
リンデロン錠0.5mg
セレスタミン配合錠
ベタナミン錠10mg
ケアロードLA錠60μg
ドルナー錠20μｇ

2019.4
一般名

フマル酸クエチアピン
フマル酸ケトチフェン
フマル酸ケトチフェン
フマル酸ビソプロロール
フマル酸ビソプロロール
フマル酸ビソプロロール
プラスグレル塩酸塩
プラスグレル塩酸塩
プラバスタチンナトリウム
プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠
プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠
プランルカスト
プランルカスト
フルオロウラシル
フルコナゾール
フルスルチアミン
フルタミド
フルダラビンリン酸エステル
フルニトラゼパム
フルバスタチンカルシウム
プルリフロキサシン
フルルビプロフェン
プレガバリン
プレガバリン
プレガバリン
プレガバリン
プレドニゾロン
プレドニゾロン
プレドニゾロン
プロジカンテル
フロセミド
フロセミド
フロセミド
フロセミド
ブロチゾラム
プロピルチオウラシル
プロブコール
フロプロピオン
プロベネシド
プロマゼパム
プロマゼパム
ベザフィブラート
ベシル酸アムロジピン
ベシル酸アムロジピン
ベシル酸ベポタスチン
ベスタチン30カプセル
ベタネコール塩化物
ベタメタゾン
ベタメタゾン・マレイン酸クロル
ペモリン
ベラプロストナトリウム
ベラプロストナトリウム
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内用薬
製品名
フィコンパ錠2ｍｇ
フィコンパ錠4ｍｇ
ベリチーム配合顆粒
コバシル錠 2㎎
コバシル錠 4㎎
バイシリンG顆粒40万単位
ユリノーム錠50㎎
ソセゴン錠 25mg
ラボナ錠 50㎎
ベイスンＯＤ錠 0.2㎎
ベイスンＯＤ錠 0.3㎎
ホスミシンドライシロップ400mg
ホスミシン錠 500mg
ネイリンカプセル100mg
トラクリア錠62.5mg
アイクルシグ錠15ｍｇ
ボノサップパック400
ボノサップパック800
ボノピオンパック
タケキャブ錠10ｍｇ
タケキャブ錠20ｍｇ
プロマックＤ錠75mg
コロネル細粒83.3%（１包 1.2ｇ）
ブイフェンド錠200mg
ブイフェンド錠50mg
ケイキサレートドライシロップ76%
カリメート散（５ｇ／Ｐ）
アーガメイト20％ゼリー25ｇ
ロイコボリン錠 5㎎
ユーゼル錠25mg
マグコロールP 100ｇ
マグコロールP 50ｇ
モビコール配合内用剤
オプスミット錠10mg
サノレックス錠 0.5㎎
レニベース錠 5mg
ネオレスタミンコーワ散 1％
ポララミンシロップ0.04％
ポララミンドライシロップ0.2%
ポララミン錠 2㎎
セレキノン錠 100㎎
ルボックス錠25㎎
ルボックス錠50㎎
ノバミン錠 5ｍｇ
セイブル錠50mg
フロリードゲル経口用 2% 5ｇ
ブレディニン錠50mg
グルファスト錠10mg
グルファスト錠5mg
グルベス配合錠
メトリジンＯＤ錠 2㎎
リカルボン錠50mg

2019.4
一般名

ペランパネル
ペランパネル
ベリチーム配合顆粒
ペリンドプリルエルブミン
ペリンドプリルエルブミン
ベンジルペニシリンベンザチン水和物
べンズブロマロン
ペンタゾシン塩酸塩
ペントバルビタールカルシウム
ボグリボース
ボグリボース
ホスホマイシン
ホスホマイシン
ホスラブコナゾール L-ﾘｼﾝｴﾀﾉｰﾙ付加物
ボセンタン水和物
ポナチニブ塩酸塩
ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ・ｱﾓｷｷｼﾘﾝ・ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ・ｱﾓｷｷｼﾘﾝ・ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ・ｱﾓｷｷｼﾘﾝ・ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ
ボノプラザンフマル酸塩
ボノプラザンフマル酸塩
ポラプレジンク
ポリカルボフィルカルシウム
ボリコナゾール
ボリコナゾール
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
ポリスチレンスルホン酸カルシウ
ポリスチレンスルホン酸カルシウム
ホリナートカルシウム
ポリナートカルシウム
マグコロールP
マグコロールP
マクロゴール
マシテンタン
マジンドール
マレイン酸エナラプリル
マレイン酸クロルフェニラミン
マレイン酸クロルフェニラミン
マレイン酸クロルフェニラミン
マレイン酸クロルフェニラミン
マレイン酸トリメプチン
マレイン酸フルボキサミン
マレイン酸フルボキサミン
マレイン酸プロクロルペラジン
ミグリトール
ミコナゾール
ミゾリビン
ミチグリニドカルシウム水和物
ミチグリニドカルシウム水和物
ミチグリニドカルシウム水和物10mg/ボグリボース0.2mg
ミドドリン塩酸塩
ミノドロン酸水和物
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内用薬
製品名
リカルボン錠1mg
ミヤＢＭ細粒（40mg/1g）
ミヤＢＭ錠
ベタニス錠25ｍｇ
ベタニス錠50ｍｇ
レメロン錠15㎎
メレックス錠 0.5㎎
メチコバール細粒0.1%
メチコバール錠 250μｇ
メチコバール錠 500μｇ
アサコール錠 400㎎
ペンタサ顆粒94％（2000ｍｇ/包）（1000ｍｇ/包）
ペンタサ錠250mg
ペンタサ錠500mg
リアルダ錠1200ｍｇ
Ｓアドクノン錠30ｍｇ
グリベック錠 100mg
フオイパン錠 100㎎
ジェニナック錠200㎎
カルデナリンＯＤ錠 2mg
カルデナリン錠 2mg
パーロデル錠2.5㎎
メリスロン錠 6㎎
ペルマックス錠 250μｇ
ペルマックス錠50μｇ
リウマトレックスカプセル２mg
レスミット錠 5mg
メトロピンカプセル 250mg
メチエフ散10％
アルドメット錠250mg
メドロール錠2mg
メドロール錠4mg
リズミック錠10㎎
プリモボラン錠５mg
プリンペランシロップ 0.1％
プリンペラン錠５mg
メソトレキセート錠 2.5㎎
メトグルコ錠250mg
メトグルコ錠500mg
フラジール内服錠 250㎎
グラケーカプセル15㎎
ケイツーカプセル5mg
ケイツーシロップ 0.2％
バイカロン錠25㎎
メマリーＯＤ錠20ｍｇ
メマリーＯＤ錠5ｍｇ
メマリー錠10mg
メマリー錠20mg
ロイケリン散10％
アルケラン錠２㎎
モービック錠10mg
(麻)モルヒネ塩酸塩錠10mg

2019.4
一般名

ミノドロン酸水和物
ミヤＢＭ細粒（40mg/2g）
ミヤＢＭ錠
ミラベグロン
ミラベグロン
ミルタザピン
メキサゾラム
メコバラミン
メコバラミン
メコバラミン
メサラジン
メサラジン
メサラジン
メサラジン
メサラジン
メシル酸アドレノクロムグアニル
メシル酸イマチニブ
メシル酸カモスタット
メシル酸ガレノキサシン
メシル酸ドキサゾシン
メシル酸ドキサゾシン
メシル酸ブロモクリプチン
メシル酸ベタヒスチン
メシル酸ペルゴリド
メシル酸ペルゴリド
メソトレキセート
メダゼパム
メチラポン
メチルエフェドリン塩酸塩
メチルドパ
メチルプレドニゾロン
メチルプレドニゾロン
メチル硫酸アメジニｙム
メテノロン酢酸エステル
メトクロプラミド
メトクロプラミド
メトトレキセート
メトホルミン塩酸塩
メトホルミン塩酸塩
メトロニダゾール
メナテトレノン
メナテトレノン
メナテトレノン
メフルシド
メマンチン塩酸塩
メマンチン塩酸塩
メマンチン塩酸塩
メマンチン塩酸塩
メルカプトプリン
メルファラン
メロキシカム
モルヒネ塩酸塩
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内用薬
製品名
キプレスＯＤ錠10mg
キプレス細粒4ｍｇ
キプレスチュアブル錠 5mg
シングレアＯＤ錠10mg
シングレアチュアブル錠 5mg
シングレア細粒４ｍｇ
シングレア錠10mg
ノイキノン錠10㎎
フォリアミン散100mg/g
フォリアミン錠 5㎎
ヨウカカリウム丸50mg「日医工」
ツムラ抑肝散（ 2.5ｇ／Ｐ）
ビオスリーＯＤ配合錠
ビオスリー配合散
ビオスリー配合錠
モニラックシロップ65%
ラクツロース・シロップ60%コーワ
ラコールＮＦ配合経腸用液
ラコールＮＦ配合経腸用液半固形剤
ビムパット錠100ｍｇ
ビムパット錠50ｍｇ
ビムパットドライシロップ10％
ラックビー微粒Ｎ １％
タイケルブ錠250mg
プロテカジンＯＤ錠10ｍｇ
パリエット錠10mg
パリエット錠20mg
バイナス錠 75㎎
ゼフィックス錠 100mg
ロゼレム錠8mg
イリボー錠5μｇ
ラミクタール錠25㎎
ラミクタール錠50㎎
ラミクタール錠小児用2㎎
ラミクタール錠小児用5㎎
エビスタ錠60mｇ
タケプロンＯＤ錠15mg
タケプロンＯＤ錠30mg
リーバクト配合顆粒4.15ｇ
アデムパス錠0.5ｍｇ
アデムパス錠1.0ｍｇ
アデムパス錠2.5mg
ロンゲス錠 5㎎
ロンゲス錠10㎎
リスパダール細粒1％
リスパダール錠1mg
アクトネル錠17.5mg
アクトネル錠75mg
ベネット錠75ｍｇ
ベネット錠17.5mg
ベネット錠2.5mg
トラゼンタ錠5ｍｇ

2019.4
一般名

モンテルカストナトリウム
モンテルカストナトリウム
モンテルカストナトリウム
モンテルカストナトリウム
モンテルカストナトリウム
モンテルカストナトリウム
モンテルカストナトリウム
ユビデカレノン
ヨウサン
ヨウサン
ヨウ化カリウム
抑肝散
酪酸菌・ラクトミン・糖化菌配合剤
酪酸菌・ラクトミン・糖化菌配合剤
酪酸菌・ラクトミン・糖化菌配合剤
ラクツロース
ラクツロース
ラコール
ラコール
ラコサミド
ラコサミド
ラコサミド
ラックビー
ラパチニブトシル酸塩水和物
ラフチジン
ラベプラゾールナトリウム
ラベプラゾールナトリウム
ラマトロバン
ラミブジン
ラメルテオン
ラモセトロン塩酸塩
ラモトリギン
ラモトリギン
ラモトリギン
ラモトリギン
ラロキシフェン塩酸塩
ランソプラゾール
ランソプラゾール
リーバクト顆粒4.15ｇ
リオシグアト
リオシグアト
リオシグアト
リシノプリル
リシノプリル
リスペリドン
リスペリドン
リセドロン酸ナトリウム
リセドロン酸ナトリウム
リセドロン酸ナトリウム
リセドロン酸ナトリウム
リセドロン酸ナトリウム
リナグリプチリン
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内用薬
製品名
リンゼス錠0.25ｍｇ
ザイボックス錠 600ｍｇ
イグザレルト錠10ｍｇ
イグザレルト錠15ｍｇ
コペガス錠200ｍｇ
レベトールカプセル 200㎎
リフキシマ錠 200mg
ミコブティンカプセル150ｍｇ
リファジンカプセル 150㎎
オパルモン錠 5μｇ
リルテック錠50mg
ダラシンカプセル150ｍｇ
（麻）コデインリン酸塩錠20㎎
コデインリン酸塩散１％
ピドキサール錠 20㎎
フラベリック錠20㎎
リン酸水素二ナトリウム
ビジクリア配合錠
リン酸二水素カリウム
ジャカビ錠5ｍｇ
ムルプレタ錠3ｍｇ
ルセフィ錠2.5ｍｇ
ルパフィン錠10mg
アミティーザカプセル24μｇ
スチバーガ錠40mg
ハーボニー配合錠
シュアポスト錠0.25mg
シュアポスト錠0.5mg
ムコスタ錠100mg
イーケプラ錠500mg
イーケプラドライシロップ50％
エルカルチンＦＦ錠100mg
エルカルチンＦＦ錠250mg
エルカルチンＦＦ内用液10％
ザイザル錠5ｍｇ
チラーヂンＳ散0.01％
チラーヂンＳ錠25μｇ
チラーヂンＳ錠50μｇ
ドパストン散98.5%
メネシット配合錠100
マドパー配合錠
クラビット錠 100㎎
クラビット錠 500㎎
レボトミン顆粒10％
レンビマカプセル10ｍｇ
レンビマカプセル4ｍｇ
ロートエキス散
ルリッド錠150mg
ロキソニン錠60㎎
ニューロタン錠25mg
ニューロタン錠50㎎
プレミネント配合錠ＬＤ

2019.4
一般名

リナクロチド
リネゾリド
リバーロキサバン
リバーロキサバン
リバビリン
リバビリン
リファキシミン
リファブチン
リファンピシン
リマプロストアルファデクス
リルゾール
リン酸クリンダマイシン
リン酸コデイン
リン酸コデイン
リン酸ピリドキサール
リン酸ベンプロベリン
リン酸水素二ナトリウム
リン酸二水素・無水リン酸水素二
リン酸二水素カリウム
ルキソリチニブリン酸塩
ルストロンボパグ
ルセオグリフロジン
ルパタジンフマル塩酸塩
ルビプロストン
レゴラフェニブ
レジパスビル/ソホスブビル
レパグリニド
レパグリニド
レバミピド
レベチラセタム
レベチラセタム
レボカルニチン塩化物
レボカルニチン塩化物
レボカルニチン塩化物
レボセチリジン
レボチロキシンナトリウム
レボチロキシンナトリウム
レボチロキシンナトリウム
レボドパ
レボドパ・カルビドパ
レボドパ・ベンセラジド
レボフロキサシン
レボフロキサシン
レボメプロマジンマレイン酸塩
レンバチニブメシル酸塩
レンバチニブメシル酸塩
ロートエキス散
ロキシスロマイシン
ロキソプロフェンナトリウム
ロサルタンカリウム
ロサルタンカリウム
ロサルタンｶﾘｳﾑ･ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ
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内用薬
製品名
クレストールＯＤ錠2.5ｍｇ
クレストール錠2.5mg
クレストール錠5mg
レキップ1mg
レキップ2mg
レキップ錠0.25mg
メイラックス錠 2㎎
カルフェニール錠40mg
ワイパックス錠0.5mg
クラリチンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1%0.5g/P
クラリチンﾚﾃﾞｲﾀﾌﾞ錠 10mg
ロルカム錠4mg
ローブレナ錠100mg
ローブレナ錠25mg
ワーファリン錠 1㎎
ワーファリン錠 5㎎
安息香酸ナトリウム
安息香酸ナトリウムカフェイン
ツムラ安中散（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ越婢加朮湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
塩化カリウム
フェロベリン配合錠
ノイチーム錠90ｍｇ
ノイチーム顆粒100ｍｇ
アスペノンカプセル10㎎
シンメトレル細粒 10％
シンメトレル錠50㎎
トリプタノール錠10mg
トリプタノール錠25mg
ムコソルバンＤＳ３％
ムコソルバンＬ錠45㎎
ムコソルバン錠15㎎
小児用ムコソルバンＤＳ1.5％
小児用ムコソルバンシロップ0.3%
プロタノールＳ錠15㎎
トフラニール錠10mg
トフラニール錠25㎎
エサンブトール錠 250㎎
レスプレン錠 20㎎
ランデル錠20mg
（麻）オキシコンチンTR錠20mg
（麻）オキシコンチンTR錠40mg
（麻）オキシコンチンTR錠５mg
ポラキス錠 3mg
アレロックＯＤ錠 5ｍｇ
アレロック顆粒0.5％
ミケラン錠 5㎎
スピロペント錠10μｇ
アナフラニール錠10㎎
ウインタミン細粒10％
アンプラーグ錠 100㎎
セファドール錠 25mg

2019.4
一般名

ロスバスタチンカルシウム
ロスバスタチンカルシウム
ロスバスタチンカルシウム
ロピニロール
ロピニロール
ロピニロール
ロフラゼプ酸エチル
ロベンザリット二ナトリウム
ロラゼパム
ロラタジン
ロラタジン
ロルノキシカム
ロルラチニブ
ロルラチニブ
ワルファリン
ワルファリン
安息香酸ナトリウム
安息香酸ナトリウムカフェイン
安中散
越婢加朮湯
塩化カリウム
塩化ベルベリン・ゲンノショウコ
塩化リゾチーム
塩化リゾチーム
塩酸アプリンジン
塩酸アマンタジン
塩酸アマンタジン
塩酸アミトリプチリン
塩酸アミトリプチリン
塩酸アンブロキソール
塩酸アンブロキソール
塩酸アンブロキソール
塩酸アンブロキソール
塩酸アンブロキソール
塩酸イソプレナリン
塩酸イミプラミン
塩酸イミプラミン
塩酸エサンブトール
塩酸エプラジノン
塩酸エホニジピン
塩酸オキシコドン
塩酸オキシコドン
塩酸オキシコドン
塩酸オキシブチニン
塩酸オロパタジン
塩酸オロパタジン
塩酸カルテオロール
塩酸クレンブテロール
塩酸クロミプラミン
塩酸クロルプロマジン
塩酸サルポグレラート
塩酸ジフェニドール
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内用薬
製品名
シプロキサン錠 100㎎
ペリアクチンシロップ0.04％
ペリアクチン散１％
コメリアンコーワ錠 100ｍｇ
ヘルベッサーＲカプセル100mg
ヘルベッサー錠30㎎
ジルテック錠 5ｍｇ
ジルテック錠10mg
エボザックカプセル30㎎
フロモックス錠100mg
ジェイゾロフト錠25㎎
エフピーOD錠2.5
ソタコール錠 40mg
ハルナールＤ錠0.2ｍｇ
グラマリール錠25㎎
パナルジン細粒10％
パナルジン錠100㎎
テルネリン錠 1㎎
エースコール錠 2㎎
バソメット錠 0.5㎎
アリセプトD錠 3mg
アリセプトD錠 5mg
レスリン錠25mg
アーテン錠（ 2㎎）
ペルジピンＬＡカプセル40㎎
バルトレックス錠 500㎎
パキシル錠10㎎
塩酸バンコマイシン散0.5ｇ
アクトス錠15㎎
サンリズムカプセル25㎎
サンリズムカプセル50㎎
ガストロゼピン錠25㎎
アレグラ錠 60mg
ブラダロン錠 200㎎
ビ・シフロール錠 0.125ｍｇ
ビ・シフロール錠 0.5ｍｇ
アミサリン錠 125㎎
メプチンシロップ5μｇ/ｍL
メプチンドライシロップ0.005％
メプチンミニ錠25μｇ
メプチン錠50μｇ
バップフォー錠10㎎
インデラル錠10㎎
ビソルボン細粒 2％
ビソルボン錠４㎎
コニール錠 2ｍｇ
コニール錠 4ｍｇ
ベプリコール錠５０ｍｇ
ワソラン錠40㎎
ルジオミール錠10㎎
ミノマイシンカプセル 100㎎
ミノマイシン錠50㎎

2019.4
一般名

塩酸シプロフロキサシン
塩酸シプロヘプタジン
塩酸シプロヘプタジン
塩酸ジラゼプ
塩酸ジルチアゼム
塩酸ジルチアゼム
塩酸セチリジン
塩酸セチリジン
塩酸セビメリン水和物
塩酸セフカペンピボキシル
塩酸セルトラリン
塩酸セレギリン
塩酸ソタロール
塩酸タムスロシン
塩酸チアプリド
塩酸チクロピジン
塩酸チクロピジン
塩酸チザニジン
塩酸テモカプリル
塩酸テラゾシン
塩酸ドネペジル
塩酸ドネペジル
塩酸トラゾドン
塩酸トリヘキシフェニジル
塩酸ニカルジピン
塩酸バラシクロビル
塩酸パロキセチン
塩酸バンコマイシン
塩酸ピオグリタゾン
塩酸ピルジカイニド
塩酸ピルジカイニド
塩酸ピレンゼピン
塩酸フェキソフェナジン
塩酸フラボキサート
塩酸プラミペキソール
塩酸プラミペキソール
塩酸プロカインアミド
塩酸プロカテロール
塩酸プロカテロール
塩酸プロカテロール
塩酸プロカテロール
塩酸プロピベリン
塩酸プロプラノロール
塩酸ブロムヘキシン
塩酸ブロムヘキシン
塩酸ペニジピン
塩酸ペニジピン
塩酸ベプリジル
塩酸ベラパミル
塩酸マプロチリン
塩酸ミノサイクリン
塩酸ミノサイクリン
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内用薬
製品名
ミノマイシン顆粒2% 20㎎
トレドミン錠15mg
メキシチールカプセル 100㎎
メキシチールカプセル50㎎
コンサータ錠１８ｍｇ
コンサータ錠２７ｍｇ
リタリン錠10㎎
（麻）オプソ内服液10mg
（麻）オプソ内服液５mg
ザンタック錠75mg
トランデート錠50㎎
リスミー錠 1㎎
ロペミンカプセル 1㎎
ロペミン小児用0.05％ 1ｇ
ミグシス錠5㎎
ツムラ乙字湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ温清飲（ 2.5ｇ／Ｐ）
加香ヒマシ油
ツムラ加味帰脾湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ加味逍遥散（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ葛根湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ葛根湯加川芎辛夷湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
アルミゲル
ツムラ甘麦大棗湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
希塩酸
ツムラ牛車腎気丸（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ桂枝加朮附湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ桂枝加芍薬湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ桂枝茯苓丸（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ五苓散（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ呉茱萸湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ香蘇散（ 2.5ｇ／Ｐ）
マグミット錠 330㎎
酸化マグネシウム
ツムラ四逆散（ 2.5ｇ／Ｐ）
次硝酸ビスマス
ツムラ治頭瘡一方（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ柴胡加竜骨（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ柴胡桂枝湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ柴朴湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ柴苓湯（ 3.0ｇ／Ｐ）
セロクラール錠20㎎
カフェルゴット
マイスリー錠10㎎
マイスリー錠5ｍｇ
セロケン錠20㎎
ウブレチド錠５㎎
チアトンカプセル10㎎
メスチノン錠60㎎
ブスコパン錠10㎎
トランコロン錠 7.5㎎
メジコンシロップ

2019.4
一般名

塩酸ミノサイクリン
塩酸ミルナシプラン
塩酸メキシレチン
塩酸メキシレチン
塩酸メチルフェニデート
塩酸メチルフェニデート
塩酸メチルフェニデート
塩酸モルヒネ
塩酸モルヒネ
塩酸ラニチジン
塩酸ラベタロール
塩酸リルマザホン
塩酸ロペラミド
塩酸ロペラミド
塩酸ロメリジン
乙字湯
温清飲
加香ヒマシ油
加味帰脾湯
加味逍遥散
葛根湯
葛根湯加川芎辛夷湯
乾燥水酸化アルミニウム
甘麦大棗湯
希塩酸
牛車腎気丸
桂枝加朮附湯
桂枝加芍薬湯
桂枝茯苓丸
五苓散
呉茱萸湯
香蘇散
酸化マグネシウム
酸化マグネシウム
四逆散
次硝酸ビスマス
治頭瘡
柴胡加竜骨
柴胡桂枝湯
柴朴湯
柴苓湯
酒石酸イフェンプロジル
酒石酸エルゴテミン・無水カフェイン
酒石酸ゾルピデム
酒石酸ゾルピデム
酒石酸メトプロロール
臭化ジスチグミン
臭化チキジウム
臭化ピリドスチグミン
臭化ブチルスコポラミン
臭化メペンゾラート
臭化水素酸デキストロメトルファン
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内用薬
製品名
メジコン散10％
メジコン錠15mg
ツムラ十全大補湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ十味敗毒湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ潤腸湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ小柴胡湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ小青竜湯（ 3.0ｇ／Ｐ）
ツムラ消風散（ 2.5ｇ／Ｐ）
アイトロール錠20㎎
ニトロールＲカプセル20㎎
ツムラ人参養栄湯（ 3.0ｇ／Ｐ）
プロスタール錠25mg
フロリネフ錠 0.1㎎
タンボコール錠50mg
ヒスロンＨ錠 200mg
マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2ｇ
ツムラ清上防風湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ清肺湯（ 3.0ｇ／Ｐ）
精製水
ツムラ大黄甘草湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ大建中湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ大柴胡湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
単シロップ
炭カル錠500㎎「旭化成」
炭酸水素ナトリウム
ツムラ猪苓湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ釣藤散（ 2.5ｇ／Ｐ）
アドソルビン
ツムラ桃核承気湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ当帰四逆加（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ当帰芍薬散（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ二朮湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
乳酸カルシウム
乳糖
ユービット錠100ｍｇ
ツムラ白虎加人参（ 3.0ｇ／Ｐ）
白糖
ツムラ麦門冬湯（ 3ｇ／Ｐ）
ツムラ八味地黄丸（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ半夏厚朴湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ半夏白朮天麻湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ補中益気湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ防風通聖散（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ防已黄耆湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
薬用炭
幼児用ＰＬ配合顆粒
インクレミンシロップ５％
ハイボン錠 20㎎
硫酸アトロピン
カナマイシンカプセル250mg「明治」
硫酸キニジン錠100㎎

2019.4
一般名

臭化水素酸デキストロメトルファン
臭化水素酸デキストロメトルファン
十全大補湯
十味敗毒湯
潤腸湯
小柴胡湯
小柴胡湯加桔梗石膏
小青竜湯
消風散
硝酸イソソルビド
硝酸イソソルビド
人参養栄湯
酢酸クロルマジノン
酢酸フルドロコルチゾン
酢酸フレカイニド
酢酸メドロキシプロゲステロン
水酸化アルミニウム・水酸化マグ
清上防風湯
清肺湯
精製水
大黄甘草湯
大建中湯
大柴胡湯
単シロップ
炭カル錠500㎎「旭化成」
炭酸水素ナトリウム
猪苓湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
釣藤散
天然ケイ酸アルミニウム
桃核承気湯
当帰四逆加
当帰芍薬散
二朮湯
乳酸カルシウム
乳糖
尿素13Ｃ
白虎加人参
白糖
麦門冬湯
八味地黄丸
半夏厚朴湯
半夏白朮天麻湯
補中益気湯
防風通聖散
防已黄耆湯
薬用炭
幼児用ＰＬ配合顆粒
溶性ピロリン酸第二鉄
酪酸リボフラビン
硫酸アトロピン
硫酸カナマイシン
硫酸キニジン
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内用薬
製品名
プラビックス錠 25ｍｇ
プラビックス錠 75ｍｇ
硫酸ポリミキシンＢ錠100万単位
硫酸マグネシウム
（麻） ＭＳコンチン錠10㎎
（麻） ＭＳコンチン錠30㎎
（麻） ＭＳコンチン錠60㎎
ツムラ苓桂朮甘湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ六君子湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液500mｇ
ツムラ芍薬甘草湯（ 2.5ｇ／Ｐ）
ツムラ茯苓飲（ 2.5ｇ／Ｐ）

2019.4
一般名

硫酸クロピドグレル
硫酸クロピドグレル
硫酸ポリミキシンＢ
硫酸マグネシウム
硫酸モルヒネ
硫酸モルヒネ
硫酸モルヒネ
苓桂朮甘湯
六君子湯
膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服
芍薬甘草湯
茯苓飲
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