
採用区分 剤型 薬品名称 単位 YJコード 後発品 抗精神病薬 抗不安薬 睡眠薬 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 「山善」第二リン灰 ｇ 3219001X1138

採用薬品　在庫有 内用薬 ２ｍｇセルシン錠 錠 1124017F2135 抗不安薬
採用薬品　在庫有 内用薬 ５ｍｇセルシン錠 錠 1124017F4049 抗不安薬
限定薬品 内用薬 Ｄ－ソルビトール経口液７５％「コーワ」 ｍＬ 7990001S3054

限定薬品 内用薬 ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ カプセル 2189006M1058 後発品
限定薬品 内用薬 ＥＳポリタミン配合顆粒 ｇ 3253002D1030

限定薬品 内用薬 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トーワ」 錠 3214001F1063 後発品
限定薬品 内用薬 ｌ－メントール「ケンエー」 ｇ 7149004X1052

採用薬品　在庫有 内用薬 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ 錠 8114004G1027

採用薬品　在庫有 内用薬 ＰＬ配合顆粒 ｇ 1180107D1131

限定薬品 内用薬 ＳＧ配合顆粒 ｇ 1149116D1033

採用薬品　在庫有 内用薬 アーテン錠（２ｍｇ） 錠 1169001F1024

限定薬品 内用薬 アーリーダ錠６０ｍｇ 錠 4291059F1029

限定薬品 内用薬 アイクルシグ錠１５ｍｇ 錠 4291048F1020

限定薬品 内用薬 アイセントレス錠４００ｍｇ 錠 6250032F1026

限定薬品 内用薬 アイミクス配合錠ＨＤ 錠 2149118F2026

限定薬品 内用薬 アイミクス配合錠ＬＤ 錠 2149118F1020

限定薬品 内用薬 アキネトン錠１ｍｇ 錠 1162001F1066

限定薬品 内用薬 アクトネル錠１７．５ｍｇ 錠 3999019F2022

限定薬品 内用薬 アグリリンカプセル０．５ｍｇ カプセル 4299003M1020

限定薬品 内用薬 アコニンサン錠 錠 5900001F1022

限定薬品 内用薬 アコファイド錠１００ｍｇ 錠 2399015F1020

限定薬品 内用薬 アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 錠 6250002F1262 後発品
採用薬品　在庫無 内用薬 アシクロビル顆粒４０％「サワイ」 ｇ 6250002D1164 後発品
限定薬品 内用薬 アジスロマイシン細粒１０％小児用「ＫＮ」 ｇ 6149004C1072 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 6149004F1036 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アジルバ錠２０ｍｇ 錠 2149048F1022

限定薬品 内用薬 アジルバ錠４０ｍｇ 錠 2149048F2029

限定薬品 内用薬 アジレクト錠０．５ｍｇ 錠 1169017F1025

限定薬品 内用薬 アジレクト錠１ｍｇ 錠 1169017F2021

限定薬品 内用薬 アスパラカリウム散５０％ ｇ 3229005B1038

採用薬品　在庫有 内用薬 アスパラカリウム錠３００ｍｇ 錠 3229005F1080

採用薬品　在庫有 内用薬 アスピリン「ケンエー」 ｇ 1143001X1040

採用薬品　在庫有 内用薬 アスベリンシロップ０．５％ ｍＬ 2249003Q1048

限定薬品 内用薬 アスベリン散１０％ ｇ 2249003B1037

限定薬品 内用薬 アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 ｍＬ 3929006S1049

採用薬品　在庫有 内用薬 アセトアミノフェン細粒２０％「トーワ」 ｇ 1141007C1156 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 錠 1141007F1195 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マルイシ」 錠 1141007F3031 後発品
限定薬品 内用薬 アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 錠 4490004F2346 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 錠 2149043F2107 後発品
限定薬品 内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 錠 2149043F1100 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 錠 2139008F2044 後発品
採用薬品　在庫無 内用薬 アダプチノール錠５ｍｇ 錠 1319004F1035

採用薬品　在庫有 内用薬 アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ カプセル 1179019M1046 抗不安薬
採用薬品　在庫有 内用薬 アタラックス－Ｐシロップ０．５％ ｍＬ 1179019Q1030 抗不安薬
限定薬品 内用薬 アテディオ配合錠 錠 2149120F1027

採用薬品　在庫有 内用薬 アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」 錠 2123011F1325 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アデホスコーワ腸溶錠２０ 錠 3992001F1084

限定薬品 内用薬 アデムパス錠０．５ｍｇ 錠 2190034F1027

採用薬品　在庫有 内用薬 アデムパス錠１．０ｍｇ 錠 2190034F2023

限定薬品 内用薬 アデムパス錠２．５ｍｇ 錠 2190034F3020

限定薬品 内用薬 アトーゼット配合錠ＬＤ 錠 2189101F1020

限定薬品 内用薬 アドシルカ錠２０ｍｇ 錠 2190030F1029

採用薬品　在庫有 内用薬 アドソルビン原末 ｇ 2343002X1058

採用薬品　在庫有 内用薬 アドナ錠３０ｍｇ 錠 3321002F2366

採用薬品　在庫有 内用薬 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 2189015F4022 後発品
限定薬品 内用薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 2189015F2070 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 錠 2189015F1074 後発品
採用薬品　在庫無 内用薬 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 4291010F1228 後発品
限定薬品 内用薬 アナフラニール錠２５ｍｇ 錠 1174002F2025 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 アフィニトール錠５ｍｇ 錠 4291023F1020

限定薬品 内用薬 アフィニトール分散錠２ｍｇ 錠 4291023X1026

限定薬品 内用薬 アフィニトール分散錠３ｍｇ 錠 4291023X2022

限定薬品 内用薬 アブストラル舌下錠１００μｇ 錠 8219001F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「ＮＰ」 カプセル 2129004M1050 後発品
限定薬品 内用薬 アプレゾリン錠１０ｍｇ 錠 2142004F1053

限定薬品 内用薬 アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 カプセル 2391008M2044 後発品
限定薬品 内用薬 アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 カプセル 2391008M2044 後発品
限定薬品 内用薬 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 カプセル 2391008M1048 後発品
限定薬品 内用薬 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 カプセル 2391008M1048 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アプレピタントカプセルセット「サワイ」 セット 2391008M3040 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アプレピタントカプセルセット「サワイ」 セット 2391008M3040 後発品
限定薬品 内用薬 アベロックス錠４００ｍｇ 錠 6241016F1028

限定薬品 内用薬 アマージ錠２．５ｍｇ 錠 2160007F1020

限定薬品 内用薬 アマリール３ｍｇ錠 錠 3961008F2027

採用薬品　在庫有 内用薬 アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 ｇ 1161001C1135 後発品
限定薬品 内用薬 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 錠 1161001F1131 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 錠 2129010F1065 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 錠 2129010F3025 後発品
限定薬品 内用薬 アミサリン錠１２５ｍｇ 錠 2121001F1025

採用薬品　在庫有 内用薬 アミティーザカプセル１２μｇ カプセル 2359006M2021

限定薬品 内用薬 アミティーザカプセル２４μｇ カプセル 2359006M1025

採用薬品　在庫有 内用薬 アミノバクト配合顆粒 包 3253003D1108 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アミノレバンＥＮ配合散 ｇ 3259108B1039

採用薬品　在庫有 内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 錠 2171022F3072 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 錠 2171022F4079 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アメナリーフ錠２００ｍｇ 錠 6250046F1028

限定薬品 内用薬 アメパロモカプセル２５０ｍｇ カプセル 6419004M1024

限定薬品 内用薬 アモキサンカプセル２５ｍｇ カプセル 1179001M2026 抗うつ剤
採用薬品　在庫有 内用薬 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 カプセル 6131001M2335 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 カプセル 6131001M2335 後発品
限定薬品 内用薬 アモバン錠１０ 錠 1129007F2022 睡眠薬
限定薬品 内用薬 アラグリオ顆粒剤分包１．５ｇ 包 7290007D1027

限定薬品 内用薬 アラバ錠１０ｍｇ 錠 3999020F1029

限定薬品 内用薬 アラベル内用剤１．５ｇ 瓶 7290007X1031

限定薬品 内用薬 アリセプトＤ錠１０ｍｇ 錠 1190012F6028

北播磨総合医療センター 医薬品リスト
2022年10月作成



採用薬品　在庫有 内用薬 アリセプトＤ錠３ｍｇ 錠 1190012F3029

採用薬品　在庫有 内用薬 アリセプトＤ錠５ｍｇ 錠 1190012F4025

限定薬品 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「ヨシトミ」 錠 1179045F6130 後発品 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 錠 1179045F4138 後発品 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 アルギＵ配合顆粒 ｇ 3999100D1037

限定薬品 内用薬 アルケラン錠２ｍｇ 錠 4219002F1034

採用薬品　在庫有 内用薬 アルサルミン細粒９０％ ｇ 2329008C1097

限定薬品 内用薬 アルジオキサ錠１００ｍｇ「トーワ」 錠 2329002F2181 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「トーワ」 カプセル 3112001M1305 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」 錠 3112001F3066 後発品
限定薬品 内用薬 アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ ｍＬ 3112001S1045

採用薬品　在庫有 内用薬 アルロイドＧ内用液５％ ｍＬ 2329116S1094

採用薬品　在庫有 内用薬 アルンブリグ錠９０ｍｇ 錠 4291069F2029

限定薬品 内用薬 アレグラ錠３０ｍｇ 錠 4490023F2020

限定薬品 内用薬 アレセンサカプセル１５０ｍｇ カプセル 4291032M3021

限定薬品 内用薬 アレビアチン散１０％ ｇ 1132002B1060

採用薬品　在庫有 内用薬 アレビアチン錠１００ｍｇ 錠 1132002F2041

限定薬品 内用薬 アレビアチン錠２５ｍｇ 錠 1132002F1037

限定薬品 内用薬 アレロック顆粒０．５％ ｇ 4490025D1022

中止薬品　在庫有 内用薬 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 錠 2123014F1108 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 錠 2123014F1116 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 錠 2123014F1116 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アロプリノール錠１００ｍｇ「アメル」 錠 3943001F1322 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アロプリノール錠１００ｍｇ「アメル」 錠 3943001F1322 後発品
限定薬品 内用薬 アロマシン錠２５ｍｇ 錠 4291012F1022

限定薬品 内用薬 アンコチル錠５００ｍｇ 錠 6290001F1050

採用薬品　在庫有 内用薬 アンプラーグ錠１００ｍｇ 錠 3399006F2022

採用薬品　在庫有 内用薬 アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「タイヨー」 ｍＬ 2239001Q1115 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「タイヨー」 ｍＬ 2239001Q1115 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タイヨー」 錠 2239001F1475 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タイヨー」 錠 2239001F1475 後発品
限定薬品 内用薬 イーケプラドライシロップ５０％ ｇ 1139010R1020

採用薬品　在庫有 内用薬 イーケプラ錠２５０ｍｇ 錠 1139010F1024

採用薬品　在庫有 内用薬 イーケプラ錠２５０ｍｇ 錠 1139010F1024

採用薬品　在庫有 内用薬 イーケプラ錠５００ｍｇ 錠 1139010F2020

採用薬品　在庫有 内用薬 イーケプラ錠５００ｍｇ 錠 1139010F2020

採用薬品　在庫有 内用薬 イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ 錠 3339003F3027

採用薬品　在庫有 内用薬 イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ 錠 3339003F4023

限定薬品 内用薬 イグザレルト細粒分包１０ｍｇ 包 3339003C1028

限定薬品 内用薬 イグザレルト細粒分包１５ｍｇ 包 3339003C2024

限定薬品 内用薬 イグザレルト錠１５ｍｇ 錠 3339003F2020

限定薬品 内用薬 イクスタンジ錠４０ｍｇ 錠 4291031F1025

限定薬品 内用薬 イクスタンジ錠８０ｍｇ 錠 4291031F2021

採用薬品　在庫有 内用薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」 包 3399004M4076 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」 包 3399004M4076 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 イスコチン錠１００ｍｇ 錠 6222001F3037

限定薬品 内用薬 イソソルビド内服ゼリー７０％分包３０ｇ「日医工」 個 2139001Q2035

採用薬品　在庫有 内用薬 イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ 包 2139001S2032

採用薬品　在庫有 内用薬 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」 錠 6290004F1062 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」 錠 6290004F1062 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 イトラコナゾール内用液１％「ＶＴＲＳ」 ｍＬ 6290004S1044 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 イトリゾールカプセル５０ カプセル 6290004M1029

限定薬品 内用薬 イニシンク配合錠 錠 3969105F1023

限定薬品 内用薬 イノベロン錠２００ｍｇ 錠 1139012F2020

採用薬品　在庫有 内用薬 イノラス配合経腸用液 ｍＬ 3259120S1021

限定薬品 内用薬 イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ カプセル 1179055N1021 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ カプセル 1179055N2028 抗うつ剤
採用薬品　在庫有 内用薬 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイヨー」 錠 1149001F1480 後発品
限定薬品 内用薬 イブランス錠１２５ｍｇ 錠 4291051F2029

限定薬品 内用薬 イブランス錠２５ｍｇ 錠 4291051F1022

限定薬品 内用薬 イマチニブ錠１００ｍｇ「トーワ」 錠 4291011F1168 後発品
限定薬品 内用薬 イミグラン錠５０ 錠 2160003F1022

採用薬品　在庫有 内用薬 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「杏林」 錠 2590013F2074 後発品
限定薬品 内用薬 イムセラカプセル０．５ｍｇ カプセル 3999029M1029

限定薬品 内用薬 イムブルビカカプセル１４０ｍｇ カプセル 4291043M1027

採用薬品　在庫有 内用薬 イムラン錠５０ｍｇ 錠 3999005F1059

限定薬品 内用薬 イメンドカプセル１２５ｍｇ カプセル 2391008M2028

限定薬品 内用薬 イメンドカプセル８０ｍｇ カプセル 2391008M1021

限定薬品 内用薬 イリボーＯＤ錠２．５μｇ 錠 2399014F3029

採用薬品　在庫無 内用薬 イリボーＯＤ錠５μｇ 錠 2399014F4025

採用薬品　在庫有 内用薬 イルベサルタン錠１００ｍｇ「日医工」 錠 2149046F2127 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 インクレミンシロップ５％ ｍＬ 3222012Q1030 後発品
限定薬品 内用薬 インチュニブ錠１ｍｇ 錠 1179057G1021

限定薬品 内用薬 インチュニブ錠３ｍｇ 錠 1179057G2028

採用薬品　在庫有 内用薬 インデラル錠１０ｍｇ 錠 2123008F1048

限定薬品 内用薬 インフリーＳカプセル２００ｍｇ カプセル 1145005M2026

限定薬品 内用薬 インライタ錠１ｍｇ 錠 4291027F1029

限定薬品 内用薬 インライタ錠５ｍｇ 錠 4291027F2025

限定薬品 内用薬 ウェールナラ配合錠 錠 2482010F1026

限定薬品 内用薬 ヴォトリエント錠２００ｍｇ 錠 4291028F1023

採用薬品　在庫有 内用薬 ウテメリン錠５ｍｇ 錠 2590004F1192

限定薬品 内用薬 ウプトラビ錠０．２ｍｇ 錠 2190037F1020

限定薬品 内用薬 ウプトラビ錠０．４ｍｇ 錠 2190037F2027

採用薬品　在庫有 内用薬 ウブレチド錠５ｍｇ 錠 1231014F1054

採用薬品　在庫有 内用薬 ウラリット－Ｕ配合散 ｇ 3949101A1149

限定薬品 内用薬 ウラリット配合錠 錠 3949101F1073

限定薬品 内用薬 ウリアデック錠４０ｍｇ 錠 3949004F2024

採用薬品　在庫有 内用薬 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＪＧ」 錠 2362001F2190 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＪＧ」 錠 2362001F2190 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ウロカルン錠２２５ｍｇ 錠 2590001F1024

限定薬品 内用薬 エカード配合錠ＨＤ 錠 2149111F2024

限定薬品 内用薬 エカード配合錠ＬＤ 錠 2149111F1028

採用薬品　在庫有 内用薬 エクア錠５０ｍｇ 錠 3969011F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 エクセグラン散２０％ ｇ 1139005B1048

採用薬品　在庫有 内用薬 エクセグラン錠１００ｍｇ 錠 1139005F1023

限定薬品 内用薬 エクセラーゼ配合錠 錠 2339114F1034 後発品
限定薬品 内用薬 エクフィナ錠５０ｍｇ 錠 1169018F1020

限定薬品 内用薬 エクメット配合錠ＨＤ 錠 3969104F2025

限定薬品 内用薬 エクメット配合錠ＬＤ 錠 3969104F1029

採用薬品　在庫有 内用薬 エサンブトール錠２５０ｍｇ 錠 6225001F2040

採用薬品　在庫有 内用薬 エスゾピクロン錠１ｍｇ「トーワ」 錠 1129010F1125 後発品 睡眠薬



採用薬品　在庫有 内用薬 エスゾピクロン錠１ｍｇ「トーワ」 錠 1129010F1125 後発品 睡眠薬
採用薬品　在庫有 内用薬 エスタゾラム錠１ｍｇ「アメル」 錠 1124001F1030 後発品 睡眠薬
限定薬品 内用薬 エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ カプセル 4219003M1054

採用薬品　在庫無 内用薬 エストリール錠１ｍｇ＊（持田） 錠 2475001F3033

採用薬品　在庫有 内用薬 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ 錠 4229101F1050 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ 錠 4229101F2057 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 2189018F1035 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 錠 1179025F1301 後発品 抗不安薬
採用薬品　在庫有 内用薬 エックスフォージ配合ＯＤ錠 錠 2149114F2028

限定薬品 内用薬 エディロールカプセル０．５μｇ カプセル 3112006M1022

採用薬品　在庫有 内用薬 エディロールカプセル０．７５μｇ カプセル 3112006M2029

限定薬品 内用薬 エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 錠 1149032F2171 後発品
限定薬品 内用薬 エドルミズ錠５０ｍｇ 錠 3999054F1028

採用薬品　在庫有 内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 錠 2144002F1300 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 錠 2144002F1300 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 エネーボ配合経腸用液 ｍＬ 3259119S1029

採用薬品　在庫有 内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＮＰ」 錠 3999013F1355 後発品
限定薬品 内用薬 エビスタ錠６０ｍｇ 錠 3999021F1023

採用薬品　在庫有 内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 錠 4490014F2382 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 エビプロスタット配合錠ＤＢ 錠 2590100X2046

限定薬品 内用薬 エビリファイ錠１２ｍｇ 錠 1179045F3026 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 エビリファイ錠１ｍｇ 錠 1179045F8028 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 エビリファイ錠３ｍｇ 錠 1179045F1023 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 エビリファイ錠６ｍｇ 錠 1179045F2020 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 エビリファイ内用液０．１％ ｍＬ 1179045S1021 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 エビリファイ内用液０．１％ ｍＬ 1179045S1021 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 エピレオプチマル散５０％ ｇ 1139001B1031

採用薬品　在庫有 内用薬 エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ 錠 3399009F5025

限定薬品 内用薬 エフィエント錠２．５ｍｇ 錠 3399009F3022

採用薬品　在庫有 内用薬 エフィエント錠３．７５ｍｇ 錠 3399009F1020

限定薬品 内用薬 エプクルーサ配合錠 錠 6250116F1025

採用薬品　在庫有 内用薬 エフピーＯＤ錠２．５ 錠 1169010F2020

採用薬品　在庫有 内用薬 エブランチルカプセル１５ｍｇ カプセル 2149020N1031

限定薬品 内用薬 エベレンゾ錠２０ｍｇ 錠 3999047F1028

限定薬品 内用薬 エベレンゾ錠５０ｍｇ 錠 3999047F2024

限定薬品 内用薬 エボザックカプセル３０ｍｇ カプセル 2399012M1026

採用薬品　在庫無 内用薬 エラスチーム錠１８００ 錠 2189001F1200

採用薬品　在庫有 内用薬 エリキュース錠２．５ｍｇ 錠 3339004F1029

採用薬品　在庫有 内用薬 エリキュース錠５ｍｇ 錠 3339004F2025

限定薬品 内用薬 エリスロシンドライシロップＷ２０％ ｇ 6141001R2053

採用薬品　在庫有 内用薬 エリスロシン錠２００ｍｇ 錠 6141004F2042

限定薬品 内用薬 エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ 錠 3999033F1026

採用薬品　在庫有 内用薬 エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ 錠 3999033F2022

限定薬品 内用薬 エルカルチンＦＦ内用液１０％ ｍＬ 3999033S1024

限定薬品 内用薬 エルカルチンＦＦ内用液１０％分包１０ｍＬ 包 3999033S3027

限定薬品 内用薬 エルカルチンＦＦ内用液１０％分包５ｍＬ 包 3999033S2020

採用薬品　在庫有 内用薬 エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サワイ」 カプセル 3112006M2037 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サワイ」 カプセル 3112006M2037 後発品
限定薬品 内用薬 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ファイザー」 錠 2160005F1102 後発品
限定薬品 内用薬 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ファイザー」 錠 2160005F1102 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 エレンタール配合内用剤 ｇ 3259103B1036

採用薬品　在庫有 内用薬 エンシュア・Ｈ ｍＬ 3259114S1026

採用薬品　在庫有 内用薬 エンタカポン錠１００ｍｇ「サンド」 錠 1169014F1072 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 エンタカポン錠１００ｍｇ「サンド」 錠 1169014F1072 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 エンテカビル錠０．５ｍｇ「トーワ」 錠 6250029F1121 後発品
限定薬品 内用薬 エンドキサン錠５０ｍｇ 錠 4211002F1044

限定薬品 内用薬 エンレスト錠１００ｍｇ 錠 2190041F2023

限定薬品 内用薬 エンレスト錠２００ｍｇ 錠 2190041F3020

限定薬品 内用薬 エンレスト錠５０ｍｇ 錠 2190041F1027

採用薬品　在庫有 内用薬 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ 錠 6139100F2044

限定薬品 内用薬 オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」 錠 4420001F1082 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」 錠 8119002G7030 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」 錠 8119002G7030 後発品
限定薬品 内用薬 オキシコドン徐放錠４０ｍｇＮＸ「第一三共」 錠 8119002G8037 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一三共」 錠 8119002G5038 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 オキシコドン錠１０ｍｇＮＸ「第一三共」 錠 8119002F7027 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 オキシコドン錠２．５ｍｇＮＸ「第一三共」 錠 8119002F5024 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ「日医工」 錠 2590005F2231 後発品
中止薬品　在庫有 内用薬 オキノーム散１０ｍｇ 包 8119002B4026

限定薬品 内用薬 オクソラレン錠１０ｍｇ 錠 2699002F1046

限定薬品 内用薬 オスポロット錠５０ｍｇ 錠 1137001F1039

採用薬品　在庫有 内用薬 オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 カプセル 6250021M1035 後発品
限定薬品 内用薬 オダイン錠１２５ｍｇ 錠 4291005F1057

限定薬品 内用薬 オテズラ錠１０ｍｇ 錠 3999042F1025

限定薬品 内用薬 オテズラ錠２０ｍｇ 錠 3999042F2021

限定薬品 内用薬 オテズラ錠３０ｍｇ 錠 3999042F3028

限定薬品 内用薬 オフェブカプセル１００ｍｇ カプセル 3999039M1022

限定薬品 内用薬 オフェブカプセル１５０ｍｇ カプセル 3999039M2029

限定薬品 内用薬 オプスミット錠１０ｍｇ 錠 2190035F1021

採用薬品　在庫有 内用薬 オプソ内服液１０ｍｇ 包 8114005S2020

採用薬品　在庫有 内用薬 オプソ内服液５ｍｇ 包 8114005S1024

採用薬品　在庫有 内用薬 オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル２ｇ「武田テバ」 包 2189019M1055 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル２ｇ「武田テバ」 包 2189019M1055 後発品
限定薬品 内用薬 オメプラール錠１０ 錠 2329022H2023

限定薬品 内用薬 オメプラール錠２０ 錠 2329022H1043

限定薬品 内用薬 オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 錠 1179044F5130 後発品 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 錠 1179044F6110 後発品 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 錠 1179044F4133 後発品 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 オルケディア錠１ｍｇ 錠 3999044F1024

限定薬品 内用薬 オルミエント錠２ｍｇ 錠 3999043F1020

限定薬品 内用薬 オルミエント錠４ｍｇ 錠 3999043F2026

採用薬品　在庫有 内用薬 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 2149044F5038 後発品
限定薬品 内用薬 オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ 錠 2149044F7022

採用薬品　在庫有 内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 錠 4490025F4146 後発品
限定薬品 内用薬 オングリザ錠２．５ｍｇ 錠 3969017F1028

採用薬品　在庫有 内用薬 オングリザ錠５ｍｇ 錠 3969017F2024

限定薬品 内用薬 オンジェンティス錠２５ｍｇ 錠 1169019F1024

採用薬品　在庫有 内用薬 カイトリル錠２ｍｇ 錠 2391002F2021

採用薬品　在庫有 内用薬 ガスコン錠４０ｍｇ 錠 2318001F1063

採用薬品　在庫有 内用薬 ガストログラフイン経口・注腸用 ｍＬ 7211001X1030

限定薬品 内用薬 ガスロンＮ錠２ｍｇ 錠 2329020F1027



限定薬品 内用薬 カデュエット配合錠４番 錠 2190104F1024

限定薬品 内用薬 カナグル錠１００ｍｇ 錠 3969022F1029

限定薬品 内用薬 ガナトン錠５０ｍｇ 錠 2399008F1020

限定薬品 内用薬 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 カプセル 6123003M1042

限定薬品 内用薬 カナリア配合錠 錠 3969106F1028

限定薬品 内用薬 カバサール錠１．０ｍｇ 錠 1169011F2024

限定薬品 内用薬 ガバペン錠２００ｍｇ 錠 1139007F1022

限定薬品 内用薬 カフェイン水和物「ケンエー」原末 ｇ 2115004X1183

限定薬品 内用薬 カプトリル錠１２．５ｍｇ 錠 2144001F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 カペシタビン錠３００ｍｇ「日医工」 錠 4223005F1057 後発品
限定薬品 内用薬 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワイ」 錠 1169011F1044 後発品
限定薬品 内用薬 カボメティクス錠２０ｍｇ 錠 4291064F1020

限定薬品 内用薬 カボメティクス錠６０ｍｇ 錠 4291064F2026

採用薬品　在庫有 内用薬 カムシア配合錠ＨＤ「ニプロ」 錠 2149116F2051 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 錠 3999003F1335 後発品
限定薬品 内用薬 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「アメル」 錠 1190019F6062 後発品
限定薬品 内用薬 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「アメル」 錠 1190019F6062 後発品
限定薬品 内用薬 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「アメル」 錠 1190019F4060 後発品
限定薬品 内用薬 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「アメル」 錠 1190019F4060 後発品
限定薬品 内用薬 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「アメル」 錠 1190019F5066 後発品
限定薬品 内用薬 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「アメル」 錠 1190019F5066 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 錠 2491001F5196 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 カリメート経口液２０％ 包 2190016S1027

限定薬品 内用薬 カリメート散 ｇ 2190016X1105

限定薬品 内用薬 カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 錠 2190024F4022

限定薬品 内用薬 カルナクリン錠５０ 錠 2491001F6060

採用薬品　在庫有 内用薬 カルバマゼピン細粒５０％「フジナガ」 ｇ 1139002C1090 後発品
限定薬品 内用薬 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「フジナガ」 錠 1139002F2050 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「フジナガ」 錠 1139002F1100 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 錠 2149032F3032

採用薬品　在庫有 内用薬 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 錠 2149032F1099 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 錠 2149032F4039 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 ｇ 2233002R2037 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 錠 2233002F2103 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 カンデサルタン錠４ｍｇ「テバ」 錠 2149040F2294 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 カンデサルタン錠４ｍｇ「テバ」 錠 2149040F2294 後発品
限定薬品 内用薬 カンデサルタン錠８ｍｇ「テバ」 錠 2149040F3290 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 キシロカインビスカス２％ ｍＬ 1214001S1054

限定薬品 内用薬 キックリンカプセル２５０ｍｇ カプセル 2190032M1027

限定薬品 内用薬 キニジン硫酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 錠 2122002F1078

限定薬品 内用薬 キプレス細粒４ｍｇ 包 4490026C1021

限定薬品 内用薬 キャブピリン配合錠 錠 3399103F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 グーフィス錠５ｍｇ 錠 2359008F1025

限定薬品 内用薬 クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 錠 1179042F2107 後発品 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 錠 1179042F4029 後発品 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 錠 1179042F1100 後発品 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 錠 3222013F1157 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 錠 3222013F1157 後発品
採用薬品　在庫無 内用薬 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツルハラ」 ｇ 3222013D1075 後発品
採用薬品　在庫無 内用薬 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツルハラ」 ｇ 3222013D1075 後発品
限定薬品 内用薬 グラクティブ錠５０ｍｇ 錠 3969010F2022

採用薬品　在庫有 内用薬 グラケーカプセル１５ｍｇ カプセル 3160002M2028

限定薬品 内用薬 クラシエ加味帰脾湯エキス錠 錠 5200016F1039

限定薬品 内用薬 クラシエ十味敗毒湯エキス錠 錠 5200070F1033

限定薬品 内用薬 クラシエ人参養栄湯エキス細粒 ｇ 5200117C1043

限定薬品 内用薬 クラシエ防風通聖散料エキス細粒 ｇ 5200130C1065

限定薬品 内用薬 クラシエ麻黄湯エキス細粒 ｇ 5200132C1064

限定薬品 内用薬 クラシエ六君子湯エキス細粒 ｇ 5200141C1063

限定薬品 内用薬 クラバモックス小児用配合ドライシロップ ｇ 6139100R1036

限定薬品 内用薬 クラバモックス小児用配合ドライシロップ ｇ 6139100R1036

採用薬品　在庫有 内用薬 グラマリール錠２５ｍｇ 錠 1190004F1021

採用薬品　在庫有 内用薬 クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トーワ」 ｇ 6149003R1216 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」 錠 6149003F2232 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「マイラン」 錠 6149003F1180 後発品
限定薬品 内用薬 クラリチンドライシロップ１％ ｇ 4490027R1029

採用薬品　在庫有 内用薬 グランダキシン錠５０ 錠 1124026F1022 抗不安薬
採用薬品　在庫有 内用薬 クリアナール錠２００ｍｇ 錠 2233004F1025

限定薬品 内用薬 クリアミン配合錠Ａ１．０ 錠 1149109F1034

採用薬品　在庫有 内用薬 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 錠 3961007F2103 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 グリチロン配合錠 錠 3919100F1150

限定薬品 内用薬 グリベック錠１００ｍｇ 錠 4291011F1028

限定薬品 内用薬 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「サワイ」 錠 3961003F1168 後発品
限定薬品 内用薬 グリミクロン錠４０ｍｇ 錠 3961007F1115

採用薬品　在庫有 内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」 錠 3961008F1250 後発品
限定薬品 内用薬 グルコバイ錠５０ｍｇ 錠 3969003F1026

採用薬品　在庫有 内用薬 グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ ｇ 3229007C1032

採用薬品　在庫有 内用薬 グルコンサンＫ錠２．５ｍＥｑ 錠 3229007F1047

採用薬品　在庫有 内用薬 グルファスト錠１０ｍｇ 錠 3969008F2025

限定薬品 内用薬 グルベス配合錠 錠 3969102F1020

限定薬品 内用薬 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ 錠 2189017F3025

限定薬品 内用薬 クレストール錠５ｍｇ 錠 2189017F2029

限定薬品 内用薬 クレメジンカプセル２００ｍｇ カプセル 3929003M1054

中止薬品　在庫有 内用薬 クレメジン細粒分包２ｇ ｇ 3929003C1067

採用薬品　在庫有 内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 錠 3399008F1114 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 錠 3399008F2110 後発品
限定薬品 内用薬 クロミッド錠５０ｍｇ 錠 2499009F1080

限定薬品 内用薬 ケアラム錠２５ｍｇ 錠 3999031F1035

限定薬品 内用薬 ケアロードＬＡ錠６０μｇ 錠 2190027G1022

限定薬品 内用薬 ケイキサレートドライシロップ７６％ ｇ 2190009R1025

採用薬品　在庫有 内用薬 ケイツーシロップ０．２％ ｍＬ 3160002Q1040

採用薬品　在庫有 内用薬 ケタスカプセル１０ｍｇ カプセル 4490010N1021

限定薬品 内用薬 ケトチフェンＤＳ小児用０．１％「サワイ」 ｇ 4490003R1309 後発品
限定薬品 内用薬 ケトチフェンカプセル１ｍｇ「日医工」 カプセル 4490003M1379 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 4291013F1035 後発品
限定薬品 内用薬 ケフラール細粒小児用１００ｍｇ ｇ 6132005C1053

限定薬品 内用薬 ケレンディア錠１０ｍｇ 錠 2190044F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 コートリル錠１０ｍｇ 錠 2452002F1030

中止薬品　在庫有 内用薬 コートン錠２５ｍｇ 錠 2452001F1036

限定薬品 内用薬 コスパノン錠４０ｍｇ 錠 1249007F1032

限定薬品 内用薬 コタロー呉茱萸湯エキス細粒 ｇ 5200046C1025

限定薬品 内用薬 コディオ配合錠ＥＸ 錠 2149112F2029



採用薬品　在庫有 内用薬 コデインリン酸塩散１％「第一三共」 ｇ 2242001B2289

限定薬品 内用薬 コニール錠４ 錠 2171021F2020

限定薬品 内用薬 コムタン錠１００ｍｇ 錠 1169014F1021

限定薬品 内用薬 コララン錠２．５ｍｇ 錠 2190039F1020

限定薬品 内用薬 コリオパン錠１０ｍｇ 錠 1242003F2021

採用薬品　在庫有 内用薬 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 錠 3941001F1077

限定薬品 内用薬 コレバインミニ８３％ ｇ 2189014D2024

限定薬品 内用薬 コレバイン錠５００ｍｇ 錠 2189014F1029

採用薬品　在庫有 内用薬 コロネル細粒８３．３％ ｇ 2399011C1042

採用薬品　在庫有 内用薬 コロネル錠５００ｍｇ 錠 2399011F1022

限定薬品 内用薬 コンサータ錠１８ｍｇ 錠 1179009G1022

限定薬品 内用薬 コンサータ錠２７ｍｇ 錠 1179009G2029

限定薬品 内用薬 コンサータ錠３６ｍｇ 錠 1179009G3025

採用薬品　在庫有 内用薬 コンスタン０．４ｍｇ錠 錠 1124023F1029 抗不安薬
限定薬品 内用薬 コントール散１％ ｇ 1124028B1046 抗不安薬
採用薬品　在庫有 内用薬 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ 錠 1171001F1073 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 コンプラビン配合錠 錠 3399101F1021

限定薬品 内用薬 ザーコリカプセル２５０ｍｇ カプセル 4291026M2020

採用薬品　在庫有 内用薬 サアミオン錠５ｍｇ 錠 2190021F1348

限定薬品 内用薬 ザイザルシロップ０．０５％ ｍＬ 4490028Q1028

限定薬品 内用薬 ザイティガ錠２５０ｍｇ 錠 4291033F1024

採用薬品　在庫有 内用薬 サイトテック錠２００ 錠 2329024F1025

限定薬品 内用薬 ザイボックス錠６００ｍｇ 錠 6249002F1024

採用薬品　在庫有 内用薬 サイレース錠１ｍｇ 錠 1124008F1024 睡眠薬
限定薬品 内用薬 サインバルタカプセル３０ｍｇ カプセル 1179052M2029 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 サインバルタカプセル３０ｍｇ カプセル 1179052M2029 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 ザクラス配合錠ＨＤ 錠 2149121F2028

限定薬品 内用薬 サノレックス錠０．５ｍｇ 錠 1190008F1020

限定薬品 内用薬 ザファテック錠１００ｍｇ 錠 3969024F2024

限定薬品 内用薬 ザファテック錠５０ｍｇ 錠 3969024F1028

採用薬品　在庫有 内用薬 サムスカＯＤ錠１５ｍｇ 錠 2139011F4022

採用薬品　在庫有 内用薬 サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ 錠 2139011F3026

限定薬品 内用薬 サムスカ顆粒１％ ｇ 2139011D1022

限定薬品 内用薬 サムチレール内用懸濁液１５％ 包 6290006S1027

限定薬品 内用薬 サラジェン錠５ｍｇ 錠 2399013F1021

限定薬品 内用薬 サラジェン顆粒０．５％ 包 2399013D1020

限定薬品 内用薬 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ「日医工」 錠 6219001H2060 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「日医工」 錠 6219001H1072 後発品
限定薬品 内用薬 サラゾピリン錠５００ｍｇ 錠 6219001F1071

限定薬品 内用薬 ザルティア錠５ｍｇ 錠 2590016F2027

限定薬品 内用薬 サレドカプセル５０ カプセル 4291019M2020

中止薬品　在庫有 内用薬 サワシリンカプセル２５０ カプセル 6131001M2300

限定薬品 内用薬 ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＯＰ」 カプセル 3999024M1042

限定薬品 内用薬 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 錠 1179046F1028 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 ジェニナック錠２００ｍｇ 錠 6241017F1022

限定薬品 内用薬 ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 錠 2499010F1120 後発品
限定薬品 内用薬 ジオトリフ錠２０ｍｇ 錠 4291030F1020

限定薬品 内用薬 ジオトリフ錠３０ｍｇ 錠 4291030F2027

限定薬品 内用薬 ジオトリフ錠４０ｍｇ 錠 4291030F3023

限定薬品 内用薬 ジカディア錠１５０ｍｇ 錠 4291044F1022

採用薬品　在庫有 内用薬 シグマビタン配合カプセルＢ２５ カプセル 3179109M1082 後発品
限定薬品 内用薬 シクレスト舌下錠５ｍｇ 錠 1179056F1021 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「サンド」 カプセル 3999004M3137 後発品
限定薬品 内用薬 シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「サンド」 カプセル 3999004M3137 後発品
限定薬品 内用薬 シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「トーワ」 カプセル 3999004M3099 後発品
限定薬品 内用薬 シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「サンド」 カプセル 3999004M4133 後発品
限定薬品 内用薬 シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「サンド」 カプセル 3999004M4133 後発品
限定薬品 内用薬 シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 カプセル 3999004M4095 後発品
限定薬品 内用薬 シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「サンド」 カプセル 3999004M5130 後発品
限定薬品 内用薬 シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「サンド」 カプセル 3999004M5130 後発品
限定薬品 内用薬 シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 カプセル 3999004M5091 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」 カプセル 1147002N1190 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 錠 1147002F1625 後発品
限定薬品 内用薬 ジゴシン散０．１％ ｇ 2113004B1033

限定薬品 内用薬 ジスロマック錠６００ｍｇ 錠 6149004F2024

限定薬品 内用薬 ジセレカ錠１００ｍｇ 錠 3999053F1023

限定薬品 内用薬 ジセレカ錠２００ｍｇ 錠 3999053F2020

限定薬品 内用薬 ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 カプセル 2129002M1167 後発品
限定薬品 内用薬 シダキュアスギ花粉舌下錠２，０００ＪＡＵ 錠 4490035F1027

限定薬品 内用薬 シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ 錠 4490035F2023

限定薬品 内用薬 シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」 錠 6241018F1035 後発品
限定薬品 内用薬 シナール配合錠 錠 3179115F2034

採用薬品　在庫有 内用薬 シナール配合顆粒 ｇ 3179115D1096

限定薬品 内用薬 ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 ｇ 2171010B1067 後発品
限定薬品 内用薬 ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ 錠 1179044F6020 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ 錠 1179044F4028 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 シプロキサン錠１００ｍｇ 錠 6241008F1023

限定薬品 内用薬 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」 錠 6241008F1112 後発品
限定薬品 内用薬 ジベトス錠５０ｍｇ 錠 3962001F1093 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 シベノール錠５０ｍｇ 錠 2129007F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 ジメチコン内用液２％「ホリイ」 ｍＬ 2318001Q1145 後発品
限定薬品 内用薬 ジャカビ錠５ｍｇ 錠 4291034F1029

限定薬品 内用薬 ジャディアンス錠１０ｍｇ 錠 3969023F1023

限定薬品 内用薬 ジャディアンス錠２５ｍｇ 錠 3969023F2020

限定薬品 内用薬 ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ 包 3929008D1022

採用薬品　在庫有 内用薬 ジャヌビア錠５０ｍｇ 錠 3969010F2030

中止薬品　在庫有 内用薬 シュアポスト錠０．２５ｍｇ 錠 3969013F1020

限定薬品 内用薬 ジュリナ錠０．５ｍｇ 錠 2473001F1028

限定薬品 内用薬 ジルテック錠１０ 錠 4490020F2027

採用薬品　在庫有 内用薬 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 錠 2149037F1059 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 錠 3399002F3098 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 2590010F4030 後発品
限定薬品 内用薬 シンフェーズＴ２８錠 組 254910AF1042

限定薬品 内用薬 シンメトレル錠１００ｍｇ 錠 1161001F2057

限定薬品 内用薬 シンレスタール錠２５０ｍｇ 錠 2189008F1376

限定薬品 内用薬 スイニー錠１００ｍｇ 錠 3969016F1023

採用薬品　在庫有 内用薬 スインプロイク錠０．２ｍｇ 錠 2359007F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 スーグラ錠５０ｍｇ 錠 3969018F2029

限定薬品 内用薬 スージャヌ配合錠 錠 3969107F1022

限定薬品 内用薬 スーテントカプセル１２．５ｍｇ カプセル 4291018M1029

採用薬品　在庫有 内用薬 スターシス錠９０ｍｇ 錠 3969006F2026



限定薬品 内用薬 スタラシドカプセル５０ カプセル 4224001M1020

限定薬品 内用薬 スタレボ配合錠Ｌ１００ 錠 1169102F2023

限定薬品 内用薬 スタレボ配合錠Ｌ５０ 錠 1169102F1027

限定薬品 内用薬 スチバーガ錠４０ｍｇ 錠 4291029F1028

採用終了 内用薬 ストミンＡ配合錠 錠 1329100F1031

限定薬品 内用薬 ストラテラカプセル１０ｍｇ カプセル 1179050M2020

限定薬品 内用薬 ストラテラカプセル２５ｍｇ カプセル 1179050M3026

限定薬品 内用薬 ストラテラカプセル４０ｍｇ カプセル 1179050M4022

限定薬品 内用薬 ストラテラカプセル５ｍｇ カプセル 1179050M1023

限定薬品 内用薬 ストラテラ内用液０．４％ ｍＬ 1179050S1022

限定薬品 内用薬 ストロメクトール錠３ｍｇ 錠 6429008F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 錠 2133001F1611 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 スピロペント錠１０μｇ 錠 2259006F1080

限定薬品 内用薬 ズファジラン錠１０ｍｇ 錠 2172002F1053

限定薬品 内用薬 スプリセル錠２０ｍｇ 錠 4291020F1027

限定薬品 内用薬 スプリセル錠５０ｍｇ 錠 4291020F2023

限定薬品 内用薬 スマイラフ錠１００ｍｇ 錠 3999046F2020

限定薬品 内用薬 スマイラフ錠５０ｍｇ 錠 3999046F1023

採用薬品　在庫有 内用薬 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 錠 2329009F1217 後発品 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ゼジューラ錠１００ｍｇ 錠 4291068F1028

限定薬品 内用薬 ゼストリル錠１０ 錠 2144006F2029

限定薬品 内用薬 セチロ配合錠 錠 2359103X1034

限定薬品 内用薬 セディール錠１０ｍｇ 錠 1129008F2035 抗不安薬
限定薬品 内用薬 セパゾン錠２ 錠 1124014F2034 抗不安薬
採用薬品　在庫有 内用薬 セパミット－Ｒ細粒２％ ｇ 2171014C2032

限定薬品 内用薬 セファクロル細粒２０％「日医工」 ｇ 6132005C2106

採用薬品　在庫有 内用薬 セファドール錠２５ｍｇ 錠 1339002F1438

採用薬品　在庫有 内用薬 セファレキシンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 カプセル 6132002M2175

限定薬品 内用薬 ゼフィックス錠１００ 錠 6250020F1023

採用薬品　在庫有 内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％「ＣＨ」 ｇ 6132016C1035 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％「ＣＨ」 ｇ 6132016C1035 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 錠 6132016F2038 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 錠 6132016F2038 後発品
限定薬品 内用薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「ＣＨ」 ｇ 6132015C1049

採用薬品　在庫有 内用薬 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「トーワ」 錠 6132015F1061

採用薬品　在庫有 内用薬 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 カプセル 6132013M2149

採用薬品　在庫有 内用薬 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 カプセル 6132013M2149

採用薬品　在庫有 内用薬 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「トーワ」 錠 6132011F1110 後発品
限定薬品 内用薬 セムブリックス錠２０ｍｇ 錠 4291077F1027

限定薬品 内用薬 セララ錠１００ｍｇ 錠 2149045F3021

採用薬品　在庫有 内用薬 セララ錠２５ｍｇ 錠 2149045F1029

限定薬品 内用薬 セララ錠５０ｍｇ 錠 2149045F2025

限定薬品 内用薬 セリンクロ錠１０ｍｇ 錠 1190025F1023

限定薬品 内用薬 セルシン散１％ ｇ 1124017B1129 抗不安薬
限定薬品 内用薬 セルセプトカプセル２５０ カプセル 3999017M1026

限定薬品 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「三和」 錠 1179046F1133 後発品 抗うつ剤
採用薬品　在庫有 内用薬 セルニルトン錠 錠 2590003F1023

限定薬品 内用薬 ゼルヤンツ錠５ｍｇ 錠 3999034F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 セレキノン錠１００ｍｇ 錠 2399006F1331

採用薬品　在庫有 内用薬 セレコキシブ錠１００ｍｇ「アメル」 錠 1149037F1070 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 セレジストＯＤ錠５ｍｇ 錠 1190014F2021

限定薬品 内用薬 セレスタミン配合シロップ ｍＬ 2459100Q1031

採用薬品　在庫有 内用薬 セレスタミン配合錠 錠 2459100F1162

限定薬品 内用薬 セレニカＲ錠２００ｍｇ 錠 1139004G2039

限定薬品 内用薬 セレニカＲ顆粒４０％ ｇ 1139004D1052

限定薬品 内用薬 セレネース錠０．７５ｍｇ 錠 1179020F1210 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ゼンタコートカプセル３ｍｇ カプセル 2399016M1024

採用薬品　在庫有 内用薬 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 錠 2354003F2375 後発品
限定薬品 内用薬 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ 錠 2160004F2023

限定薬品 内用薬 ゾスパタ錠４０ｍｇ 錠 4291053F1021

限定薬品 内用薬 ソセゴン錠２５ｍｇ 錠 1149034F1026

限定薬品 内用薬 ソタコール錠８０ｍｇ 錠 2129013F2022

限定薬品 内用薬 ソタロール塩酸塩錠８０ｍｇ「ＴＥ」 錠 2129013F2030 後発品
採用薬品　在庫無 内用薬 ソタロール塩酸塩錠８０ｍｇ「ＴＥ」 錠 2129013F2030 後発品
限定薬品 内用薬 ゾテピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」 錠 1179024F1080 後発品 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ゾテピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」 錠 1179024F1080 後発品 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ソバルディ錠４００ｍｇ 錠 6250042F1020

採用終了 内用薬 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 錠 1129007F1107 後発品 睡眠薬
限定薬品 内用薬 ゾフルーザ錠２０ｍｇ 錠 6250047F2029

限定薬品 内用薬 ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 錠 2590011F3055 後発品
限定薬品 内用薬 ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 錠 2590011F3055 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 錠 2590011F4051 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 錠 2590011F4051 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 錠 1129009F1289 後発品 睡眠薬
限定薬品 内用薬 ダーブロック錠１ｍｇ 錠 3999049F1027

限定薬品 内用薬 ダーブロック錠２ｍｇ 錠 3999049F2023

限定薬品 内用薬 ダーブロック錠４ｍｇ 錠 3999049F3020

限定薬品 内用薬 ダーブロック錠６ｍｇ 錠 3999049F4026

採用薬品　在庫有 内用薬 ダイアモックス錠２５０ｍｇ 錠 2134002F1109

限定薬品 内用薬 タイケルブ錠２５０ｍｇ 錠 4291022F1026

採用薬品　在庫有 内用薬 タウリン散９８％「大正」 ｇ 3919006B1034

限定薬品 内用薬 ダクチル錠５０ｍｇ 錠 1249004F1080

限定薬品 内用薬 タグリッソ錠４０ｍｇ 錠 4291045F1027

限定薬品 内用薬 タグリッソ錠８０ｍｇ 錠 4291045F2023

限定薬品 内用薬 タクロリムス錠０．５ｍｇ「あゆみ」 錠 3999014F1058 後発品
限定薬品 内用薬 タクロリムス錠０．５ｍｇ「トーワ」 錠 3999014F1023 後発品
限定薬品 内用薬 タクロリムス錠１．５ｍｇ「あゆみ」 錠 3999014F3042 後発品
限定薬品 内用薬 タクロリムス錠１ｍｇ「あゆみ」 錠 3999014F2054 後発品
限定薬品 内用薬 タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 錠 3999014F2020 後発品
限定薬品 内用薬 タクロリムス錠３ｍｇ「あゆみ」 錠 3999014F4049 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 タケキャブ錠１０ｍｇ 錠 2329030F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 タケキャブ錠２０ｍｇ 錠 2329030F2027

限定薬品 内用薬 タケルダ配合錠 錠 3399102F1026

限定薬品 内用薬 タシグナカプセル１５０ｍｇ カプセル 4291021M2027

限定薬品 内用薬 タシグナカプセル２００ｍｇ カプセル 4291021M1020

限定薬品 内用薬 タダラフィル錠２０ｍｇＡＤ「ＴＥ」 錠 2190030F1045 後発品
限定薬品 内用薬 タナドーパ顆粒７５％ ｇ 2119007D1031

採用薬品　在庫有 内用薬 タナトリル錠５ 錠 2144008F2028

限定薬品 内用薬 タフィンラーカプセル５０ｍｇ カプセル 4291046M1020

限定薬品 内用薬 タフィンラーカプセル７５ｍｇ カプセル 4291046M2027

限定薬品 内用薬 タブネオスカプセル１０ｍｇ カプセル 3999056M1026



限定薬品 内用薬 タペンタ錠２５ｍｇ 錠 8219003G1024

採用薬品　在庫有 内用薬 タミフルドライシロップ３％ ｇ 6250021R1024

採用薬品　在庫有 内用薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＶＴＲＳ」 錠 2590008F2197 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 4291003F2119 後発品
限定薬品 内用薬 ダラシンカプセル１５０ｍｇ カプセル 6112001M2038

採用薬品　在庫有 内用薬 タリージェ錠２．５ｍｇ 錠 1190026F1028

採用薬品　在庫有 内用薬 タリージェ錠５ｍｇ 錠 1190026F2024

限定薬品 内用薬 タルセバ錠１００ｍｇ 錠 4291016F2027

限定薬品 内用薬 タルセバ錠１５０ｍｇ 錠 4291016F3023

限定薬品 内用薬 タルセバ錠２５ｍｇ 錠 4291016F1020

限定薬品 内用薬 ダントリウムカプセル２５ｍｇ カプセル 1229002M1036

採用薬品　在庫有 内用薬 タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 ｇ 2312001X1235

限定薬品 内用薬 タンボコール錠５０ｍｇ 錠 2129009F1020

限定薬品 内用薬 チガソンカプセル１０ カプセル 3119001M1020

採用薬品　在庫有 内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 錠 1249010F1263 後発品
限定薬品 内用薬 チラーヂンＳ散０．０１％ ｇ 2431004B1038

採用薬品　在庫有 内用薬 チラーヂンＳ錠２５μｇ 錠 2431004F2052

採用薬品　在庫有 内用薬 チラーヂンＳ錠５０μｇ 錠 2431004F1056

採用申請中 内用薬 ツイミーグ錠５００ｍｇ 錠 3969026F1027

限定薬品 内用薬 ツムラの生薬コウジン末（調剤用） ｇ 5100064A1183

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200011D1078

限定薬品 内用薬 ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200012D1080

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200016D1054

限定薬品 内用薬 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200017D1083

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200013D1123

限定薬品 内用薬 ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用） ｇ 5200015D1084

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） ｇ 5200025D1029

限定薬品 内用薬 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200034D1044

限定薬品 内用薬 ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200033D1023

限定薬品 内用薬 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200032D1045

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） ｇ 5200038D1093

限定薬品 内用薬 ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200045D1034

限定薬品 内用薬 ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200047D1025

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200048D1070

限定薬品 内用薬 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200046D1039

限定薬品 内用薬 ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200043D1027

限定薬品 内用薬 ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200058D1023

限定薬品 内用薬 ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用） ｇ 5200081D1030

限定薬品 内用薬 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200056D1032

限定薬品 内用薬 ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200061D1025

限定薬品 内用薬 ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用） ｇ 5200098D1028

限定薬品 内用薬 ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200049D1032

限定薬品 内用薬 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200050D1094

限定薬品 内用薬 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200052D1034

限定薬品 内用薬 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200052D1080

限定薬品 内用薬 ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200054D1033

中止薬品　在庫有 内用薬 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200055D1020

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200069D1048

限定薬品 内用薬 ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200115D1023

限定薬品 内用薬 ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200072D1058

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200075D1086

限定薬品 内用薬 ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200076D1030

限定薬品 内用薬 ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200083D1030

限定薬品 内用薬 ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200087D1020

限定薬品 内用薬 ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200088D1032

限定薬品 内用薬 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200089D1045

限定薬品 内用薬 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200090D1030

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200092D1020

限定薬品 内用薬 ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200093D1092

限定薬品 内用薬 ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200097D1023

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200103D1101

限定薬品 内用薬 ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200104D1025

限定薬品 内用薬 ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200105D1038

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200101D1030

限定薬品 内用薬 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200106D1059

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200110D1047

限定薬品 内用薬 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200111D1076

限定薬品 内用薬 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200125D1035

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200119D1030

限定薬品 内用薬 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） ｇ 5200121D1045

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200122D1074

限定薬品 内用薬 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200124D1022

限定薬品 内用薬 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200123D1079

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200131D1065

限定薬品 内用薬 ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200130D1060

限定薬品 内用薬 ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200133D1021

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） ｇ 5200136D1033

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200139D1037

限定薬品 内用薬 ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200149D1022

限定薬品 内用薬 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200145D1059

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200141D1034

限定薬品 内用薬 ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200066D1036

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200067D1049

限定薬品 内用薬 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200003D1049

限定薬品 内用薬 ツルバダ配合錠 錠 6250103F1036

採用薬品　在庫有 内用薬 ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％「タカタ」 ｇ 2259002R1118 後発品
限定薬品 内用薬 ディアコミットドライシロップ分包２５０ｍｇ 包 1139011R1025

限定薬品 内用薬 ディレグラ配合錠 錠 4490100F1021

限定薬品 内用薬 デエビゴ錠２．５ｍｇ 錠 1190027F1022 睡眠薬
採用薬品　在庫有 内用薬 デエビゴ錠５ｍｇ 錠 1190027F2029 睡眠薬
採用薬品　在庫有 内用薬 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 錠 2251001F2166 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 デカドロンエリキシル０．０１％ ｍＬ 2454002S1122

採用薬品　在庫有 内用薬 デカドロン錠０．５ｍｇ 錠 2454002F1183

限定薬品 内用薬 デカドロン錠４ｍｇ 錠 2454002F3020

限定薬品 内用薬 テクフィデラカプセル１２０ｍｇ カプセル 1190024M1028

限定薬品 内用薬 テクフィデラカプセル２４０ｍｇ カプセル 1190024M2024

限定薬品 内用薬 テグレトール細粒５０％ ｇ 1139002C1082

限定薬品 内用薬 テグレトール錠１００ｍｇ 錠 1139002F2026

限定薬品 内用薬 テグレトール錠２００ｍｇ 錠 1139002F1062

採用薬品　在庫無 内用薬 デザレックス錠５ｍｇ 錠 4490032F1023

限定薬品 内用薬 デジレル錠２５ 錠 1179037F1037 抗うつ剤



採用終了 内用薬 テトラミド錠１０ｍｇ 錠 1179033F1020 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 デトルシトールカプセル２ｍｇ カプセル 2590012M1021

採用薬品　在庫有 内用薬 テネリアＯＤ錠２０ｍｇ 錠 3969015F3021

限定薬品 内用薬 テネリア錠２０ｍｇ 錠 3969015F1029

限定薬品 内用薬 テノゼット錠３００ｍｇ 錠 6250024F1030

限定薬品 内用薬 デノタスチュアブル配合錠 錠 3219100F1020

限定薬品 内用薬 デパケンＲ錠１００ｍｇ 錠 1139004G1040

採用薬品　在庫有 内用薬 デパケンＲ錠２００ｍｇ 錠 1139004G2063

採用薬品　在庫有 内用薬 デパケンシロップ５％ ｍＬ 1139004Q1100

限定薬品 内用薬 デパケン錠１００ｍｇ 錠 1139004F1096

限定薬品 内用薬 デパケン錠２００ｍｇ 錠 1139004F2173

限定薬品 内用薬 デパス錠０．２５ｍｇ 錠 1179025F3029 抗不安薬
限定薬品 内用薬 デパス錠１ｍｇ 錠 1179025F2022 抗不安薬
限定薬品 内用薬 デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」 包 3929008D1030 後発品
限定薬品 内用薬 デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」 包 3929008D1030 後発品
限定薬品 内用薬 テプミトコ錠２５０ｍｇ 錠 4291065F1024

採用薬品　在庫有 内用薬 テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 カプセル 2329012M1293 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 カプセル 2329012M1293 後発品
限定薬品 内用薬 デベルザ錠２０ｍｇ 錠 3969021F1032

限定薬品 内用薬 テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 錠 4219004F2021 後発品
限定薬品 内用薬 テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 錠 4219004F1025 後発品
限定薬品 内用薬 テモダールカプセル１００ｍｇ カプセル 4219004M2020

限定薬品 内用薬 テモダールカプセル２０ｍｇ カプセル 4219004M1024

採用薬品　在庫有 内用薬 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＤＳＥＰ」 錠 2499011F1028 後発品
限定薬品 内用薬 デュファストン錠５ｍｇ 錠 2478003F1031

採用薬品　在庫有 内用薬 デュロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 錠 1179052F3026 後発品 抗うつ剤
採用薬品　在庫有 内用薬 デュロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 錠 1179052F3026 後発品 抗うつ剤
採用薬品　在庫有 内用薬 テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 錠 2149117F1033 後発品
限定薬品 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 錠 6290005F1369 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 2149042F2030 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 トアラセット配合錠「トーワ」 錠 1149117F1195 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ドキサゾシン錠１ｍｇ「トーワ」 錠 2149026F2235 後発品
限定薬品 内用薬 ドキサゾシン錠４ｍｇ「トーワ」 錠 2149026F4190 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」 カプセル 2190006M1210 後発品
限定薬品 内用薬 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％「トーワ」 ｇ 6241010C1040 後発品
限定薬品 内用薬 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「サワイ」 錠 6241010F2086 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 トチモトのダイオウ末 ｇ 5100121A1132

採用薬品　在庫有 内用薬 トチモトのダイオウ末 ｇ 5100121A1132

限定薬品 内用薬 ドパストン散９８．５％ ｇ 1164001B1034

限定薬品 内用薬 トビエース錠４ｍｇ 錠 2590015G1021

限定薬品 内用薬 トビエース錠８ｍｇ 錠 2590015G2028

限定薬品 内用薬 トピナ錠１００ｍｇ 錠 1139008F2023

限定薬品 内用薬 トピナ錠２５ｍｇ 錠 1139008F3020

限定薬品 内用薬 トピラマート錠２５ｍｇ「アメル」 錠 1139008F3038 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 錠 1169006F1027

限定薬品 内用薬 ドプスＯＤ錠２００ｍｇ 錠 1169006F2023

採用薬品　在庫有 内用薬 トフラニール錠１０ｍｇ 錠 1174006F1078 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 トフラニール錠２５ｍｇ 錠 1174006F2074 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 ドラール錠１５ 錠 1124030F1029 睡眠薬
限定薬品 内用薬 ドラール錠２０ 錠 1124030F2025 睡眠薬
採用薬品　在庫有 内用薬 トラクリア錠６２．５ｍｇ 錠 2190026F1022

採用薬品　在庫有 内用薬 トラセミド錠４ｍｇ「ＫＯ」 錠 2139009F1034 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 トラゼンタ錠５ｍｇ 錠 3969014F1024

採用薬品　在庫有 内用薬 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 錠 1179037F1053 後発品 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 トラディアンス配合錠ＡＰ 錠 3969108F1027

限定薬品 内用薬 トラニラストカプセル１００ｍｇ「ＣＨ」 カプセル 4490002M1439 後発品
限定薬品 内用薬 トラピジル錠１００ｍｇ「サワイ」 錠 2171012F2404 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 トラベルミン配合錠 錠 1339100F1038

採用終了 内用薬 トラマールＯＤ錠５０ｍｇ 錠 1149038F2020

採用薬品　在庫有 内用薬 トラマドール塩酸塩ＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＯ」 錠 1149038F1032 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 トラマドール塩酸塩ＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＯ」 錠 1149038F1032 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 トラマドール塩酸塩ＯＤ錠５０ｍｇ「ＫＯ」 錠 1149038F2039 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 トラマドール塩酸塩ＯＤ錠５０ｍｇ「ＫＯ」 錠 1149038F2039 後発品
限定薬品 内用薬 トランコロン錠７．５ｍｇ 錠 1231009F1088

採用薬品　在庫有 内用薬 トランサミン錠２５０ｍｇ 錠 3327002F1142

限定薬品 内用薬 トランデート錠５０ｍｇ 錠 2149009F1030

採用薬品　在庫有 内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 錠 1124007F2239 後発品 睡眠薬
限定薬品 内用薬 トリキュラー錠２８ 組 254910BF2043

採用薬品　在庫有 内用薬 トリクロリールシロップ１０％ ｍＬ 1129004Q1031 睡眠薬
採用薬品　在庫有 内用薬 トリプタノール錠１０ 錠 1179002F1068 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 トリプタノール錠２５ 錠 1179002F2072 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 トリンテリックス錠１０ｍｇ 錠 1179060F1028 抗うつ剤
採用薬品　在庫有 内用薬 トレーランＧ液７５ｇ 瓶 7290003S1044

採用薬品　在庫有 内用薬 トレーランＧ液７５ｇ 瓶 7290003S1044

限定薬品 内用薬 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ 錠 1169015F2022

限定薬品 内用薬 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 錠 2399005F1213 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 錠 2399005F1221 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ナイキサン錠１００ｍｇ 錠 1149007F1142

限定薬品 内用薬 ナウゼリンＯＤ錠５ 錠 2399005F3020

限定薬品 内用薬 ナディック錠３０ｍｇ 錠 2123015F1021

限定薬品 内用薬 ナディック錠６０ｍｇ 錠 2123015F2028

採用薬品　在庫有 内用薬 ナトリックス錠１ 錠 2149012F1059

採用薬品　在庫有 内用薬 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 錠 2590009F6049 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 錠 2590009F6049 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 錠 2590009F6049 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 錠 2590009F4046 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ナルサス錠１２ｍｇ 錠 8119003G3021

採用薬品　在庫有 内用薬 ナルサス錠２ｍｇ 錠 8119003G1029

採用薬品　在庫有 内用薬 ナルサス錠６ｍｇ 錠 8119003G2025

限定薬品 内用薬 ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「サワイ」 錠 1190015F1038 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ナルラピド錠１ｍｇ 錠 8119003F1023

採用薬品　在庫有 内用薬 ナルラピド錠４ｍｇ 錠 8119003F3026

限定薬品 内用薬 ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 ｇ 3132002B1034

採用薬品　在庫有 内用薬 ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 錠 2171017F2172 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 錠 2325005F1040 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 錠 1124003F2265 後発品 睡眠薬
採用薬品　在庫有 内用薬 ニトロールＲカプセル２０ｍｇ カプセル 2171011N1050

採用薬品　在庫有 内用薬 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 錠 2171018K1039 後発品
限定薬品 内用薬 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」 錠 2171014G3065 後発品
限定薬品 内用薬 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 2171014G3090 後発品
限定薬品 内用薬 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「日医工」 錠 2171014G3103 後発品



採用薬品　在庫有 内用薬 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 錠 2171014G4100 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 錠 2171014G1267 後発品
限定薬品 内用薬 ニポラジン小児用シロップ０．０３％ ｍＬ 4413004Q1066

限定薬品 内用薬 ニューレプチル錠１０ｍｇ 錠 1172005F2067 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ニューレプチル錠５ｍｇ 錠 1172005F1044 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ニュベクオ錠３００ｍｇ 錠 4291063F1025

限定薬品 内用薬 ニルバジピン錠２ｍｇ「ＪＧ」 錠 2149022F1060 後発品
限定薬品 内用薬 ニンラーロカプセル４ｍｇ カプセル 4291049M3027

限定薬品 内用薬 ネイリンカプセル１００ｍｇ カプセル 6290007M1022

採用終了 内用薬 ネオーラル１０ｍｇカプセル カプセル 3999004M3021

採用終了 内用薬 ネオーラル２５ｍｇカプセル カプセル 3999004M4028

採用終了 内用薬 ネオーラル５０ｍｇカプセル カプセル 3999004M5024

限定薬品 内用薬 ネオーラル内用液１０％ ｍＬ 3999004S2032

採用薬品　在庫有 内用薬 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 錠 1169101F1120

採用薬品　在庫有 内用薬 ネキシウムカプセル１０ｍｇ カプセル 2329029M1027

採用薬品　在庫有 内用薬 ネキシウムカプセル２０ｍｇ カプセル 2329029M2023

限定薬品 内用薬 ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ 包 2329029D1027

採用薬品　在庫有 内用薬 ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ 包 2329029D2023

限定薬品 内用薬 ネクサバール錠２００ｍｇ 錠 4291017F1025

採用薬品　在庫有 内用薬 ネシーナ錠２５ｍｇ 錠 3969012F3028

限定薬品 内用薬 ノアルテン錠（５ｍｇ） 錠 2479002F1026

採用薬品　在庫有 内用薬 ノイキノン錠１０ｍｇ 錠 2119003F2332

採用薬品　在庫有 内用薬 ノイロトロピン錠４単位 錠 1149023F1036

限定薬品 内用薬 ノウリアスト錠２０ｍｇ 錠 1169016F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 ノバミン錠５ｍｇ 錠 1172010F1037 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ノベルジン錠２５ｍｇ 錠 3929007F1029

限定薬品 内用薬 ノルバスクＯＤ錠１０ｍｇ 錠 2171022F6039

採用薬品　在庫有 内用薬 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ 錠 2113003F2029

限定薬品 内用薬 ハーボニー配合錠 錠 6250107F1026

採用薬品　在庫有 内用薬 バイアスピリン錠１００ｍｇ 錠 3399007H1021 後発品
限定薬品 内用薬 バイシリンＧ顆粒４０万単位 ｇ 6111002D1039

限定薬品 内用薬 ハイドレアカプセル５００ｍｇ カプセル 4229001M1027

限定薬品 内用薬 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ 錠 1179041G1020 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 パキロビッドパック シート 62501B5X1020

限定薬品 内用薬 バクシダール錠１００ｍｇ 錠 6241005F1020

中止薬品　在庫有 内用薬 バクタ配合錠 錠 6290100F2115

採用薬品　在庫有 内用薬 バクトラミン配合錠 錠 6290100F2123

採用薬品　在庫有 内用薬 ハッカ油「ケンエー」 ｍＬ 7149006X1060

採用薬品　在庫有 内用薬 ハッカ油「ケンエー」 ｍＬ 7149006X1060

限定薬品 内用薬 パナルジン錠１００ｍｇ 錠 3399001F1384

限定薬品 内用薬 バファリン配合錠Ａ８１ 錠 3399100F1116 後発品
限定薬品 内用薬 バフセオ錠１５０ｍｇ 錠 3999050F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 錠 6250019F1276 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 パリエット錠５ｍｇ 錠 2329028F3026

限定薬品 内用薬 バリキサドライシロップ５０００ｍｇ ｍＬ 6250025R1022

限定薬品 内用薬 バリキサ錠４５０ｍｇ 錠 6250025F1026

採用薬品　在庫無 内用薬 バリコンミール ｇ 7212022A1029

採用薬品　在庫有 内用薬 ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ ｍＬ 6173001Q1055

採用薬品　在庫無 内用薬 バリトゲンＨＤ ｇ 7212029X1023

採用薬品　在庫有 内用薬 バルサルタン錠４０ｍｇ「Ｍｅ」 錠 2149041F2361 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 バルサルタン錠４０ｍｇ「Ｍｅ」 錠 2149041F2361 後発品
限定薬品 内用薬 バルサルタン錠８０ｍｇ「Ｍｅ」 錠 2149041F3368 後発品
採用薬品　在庫無 内用薬 バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 ｇ 1139004D1087 後発品
限定薬品 内用薬 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」 ｍＬ 1139004Q1135 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 ｍＬ 1139004Q1119 後発品
限定薬品 内用薬 バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「ＤＳＰ」 錠 1139004F2203

採用薬品　在庫無 内用薬 パルモディア錠０．１ｍｇ 錠 2183007F1025

採用薬品　在庫有 内用薬 バレイショデンプン原末「マルイシ」 ｇ 7112004X1257

採用薬品　在庫有 内用薬 バレイショデンプン原末「マルイシ」 ｇ 7112004X1257

採用薬品　在庫有 内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 1179041F1254 後発品 抗うつ剤
採用薬品　在庫無 内用薬 バロス発泡顆粒 ｇ 7213013D1023

採用薬品　在庫有 内用薬 ハロペリドール錠１ｍｇ「アメル」 錠 1179020F2100 後発品 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」 瓶 6113001B1135

限定薬品 内用薬 パントシン散２０％ ｇ 3133001B1193

採用薬品　在庫有 内用薬 パントシン錠２００ 錠 3133001F4020

採用薬品　在庫有 内用薬 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ 錠 1169012F1022

採用薬品　在庫有 内用薬 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ 錠 1169012F2029

採用薬品　在庫有 内用薬 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「日医工」 錠 3969007F1199 後発品
限定薬品 内用薬 ビオスミン配合散 ｇ 2316003B1058

採用薬品　在庫有 内用薬 ビオスリー配合ＯＤ錠 錠 2316017F2023

中止薬品　在庫有 内用薬 ビオスリー配合錠 錠 2316017F1035

限定薬品 内用薬 ビオチン散０．２％「ホエイ」 ｇ 3190001B1050

採用薬品　在庫有 内用薬 ビオフェルミンＲ散 ｇ 2316004B1036 後発品
限定薬品 内用薬 ビオフェルミンＲ錠 錠 2316004F1020 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ビオフェルミン錠剤 錠 2316020F1029 後発品
限定薬品 内用薬 ビオフェルミン配合散 ｇ 2316012A1132

採用薬品　在庫有 内用薬 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 4291009F2124 後発品
採用薬品　在庫無 内用薬 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 4291009F2124 後発品
限定薬品 内用薬 ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ「サワイ」 錠 2359005F1234 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 ｍＬ 2359005S1291 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ビジクリア配合錠 錠 7990101F1035

採用薬品　在庫有 内用薬 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」 錠 2123016F3100 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 錠 2123016F1123 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 錠 2189016F5031 後発品
限定薬品 内用薬 ビタミンＫ１錠５ｍｇ「ツルハラ」 錠 3160001F1338 後発品
限定薬品 内用薬 ヒダントール錠２５ｍｇ 錠 1132002F1029

採用薬品　在庫有 内用薬 ピドキサール錠１０ｍｇ 錠 3134003F1388

採用薬品　在庫有 内用薬 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 錠 2132004F1103 後発品
限定薬品 内用薬 ビバンセカプセル２０ｍｇ カプセル 1179059M1024

限定薬品 内用薬 ビバンセカプセル３０ｍｇ カプセル 1179059M2020

採用薬品　在庫無 内用薬 ビビアント錠２０ｍｇ 錠 3999027F1020

採用薬品　在庫無 内用薬 ビブラマイシン錠１００ｍｇ 錠 6152004F2089

限定薬品 内用薬 ビムパットドライシロップ１０％ ｇ 1139015R1023

限定薬品 内用薬 ビムパット錠１００ｍｇ 錠 1139015F2023

限定薬品 内用薬 ビムパット錠５０ｍｇ 錠 1139015F1027

限定薬品 内用薬 ピメノールカプセル５０ｍｇ カプセル 2129012M1020

採用薬品　在庫有 内用薬 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 錠 2119006F1020 後発品
限定薬品 内用薬 ビラノア錠２０ｍｇ 錠 4490033F1028

限定薬品 内用薬 ビラフトビカプセル７５ｍｇ カプセル 4291057M2025

限定薬品 内用薬 ピラマイド原末 ｇ 6223001X1037

採用薬品　在庫有 内用薬 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トーワ」 カプセル 2129008M1130 後発品



限定薬品 内用薬 ヒルナミン錠（２５ｍｇ） 錠 1172014F2139 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ヒルナミン錠（５０ｍｇ） 錠 1172014F3038 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ヒルナミン錠（５ｍｇ） 錠 1172014F1027 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ピレスパ錠２００ｍｇ 錠 3999025F1021

限定薬品 内用薬 ピレチア錠（２５ｍｇ） 錠 4413002F2054

限定薬品 内用薬 ビンダケルカプセル２０ｍｇ カプセル 1290001M1022

採用薬品　在庫有 内用薬 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 錠 2325003F3221 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 錠 2325003F4244 後発品
限定薬品 内用薬 ファモチジン散１０％「サワイ」 ｇ 2325003B1065 後発品
限定薬品 内用薬 ファロムドライシロップ小児用１０％ ｇ 6139001R1032

採用薬品　在庫有 内用薬 ファロム錠２００ｍｇ 錠 6139001F2024

限定薬品 内用薬 フィコンパ細粒１％ ｇ 1139014C1026

限定薬品 内用薬 フィコンパ錠２ｍｇ 錠 1139014F1022

限定薬品 内用薬 フィコンパ錠４ｍｇ 錠 1139014F2029

限定薬品 内用薬 フェアストン錠６０ 錠 4291007F2028

限定薬品 内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 錠 4490023F2098 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 錠 4490023F1091 後発品
限定薬品 内用薬 フェノバールエリキシル０．４％ ｍＬ 1125004S1030 睡眠薬
採用薬品　在庫有 内用薬 フェノバール散１０％ ｇ 1125003B2031 睡眠薬
採用薬品　在庫無 内用薬 フェノバール錠３０ｍｇ 錠 1125004F1023 睡眠薬
採用薬品　在庫有 内用薬 フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 錠 2183006F4046 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 3949003F1040 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 3949003F1040 後発品
限定薬品 内用薬 フェブリク錠２０ｍｇ 錠 3949003F2020

限定薬品 内用薬 フェブリク錠２０ｍｇ 錠 3949003F2020

限定薬品 内用薬 フェルムカプセル１００ｍｇ カプセル 3222010N2022

限定薬品 内用薬 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 錠 3222007G1033

採用薬品　在庫有 内用薬 フォサマック錠３５ｍｇ 錠 3999018F2028

採用薬品　在庫有 内用薬 フォサマック錠３５ｍｇ 錠 3999018F2028

限定薬品 内用薬 フォシーガ錠１０ｍｇ 錠 3969019F2023

採用薬品　在庫有 内用薬 フォシーガ錠５ｍｇ 錠 3969019F1027

採用薬品　在庫有 内用薬 フォリアミン錠 錠 3135001F1025

採用薬品　在庫無 内用薬 ブシラミン錠５０ｍｇ「トーワ」 錠 4420002F2067 後発品
限定薬品 内用薬 ブシ末（調剤用）「ツムラ」 ｇ 5900004A1053

採用薬品　在庫有 内用薬 フスコデ配合錠 錠 2229101F1060

採用薬品　在庫有 内用薬 ブスコパン錠１０ｍｇ 錠 1242002F1330

限定薬品 内用薬 フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ 錠 2229004F1030

限定薬品 内用薬 ﾌﾞﾄﾞｳ糖(10g)(無償提供品･ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽのみ可) 不明 XXXXXXXA0052

限定薬品 内用薬 ブドウ糖＊（扶桑） ｇ 3231001X1094

限定薬品 内用薬 プラケニル錠２００ｍｇ 錠 3999038F1029

採用薬品　在庫有 内用薬 プラザキサカプセル１１０ｍｇ カプセル 3339001M2020

採用薬品　在庫有 内用薬 プラザキサカプセル７５ｍｇ カプセル 3339001M1024

採用薬品　在庫有 内用薬 フラジール内服錠２５０ｍｇ 錠 6419002F1131

採用薬品　在庫有 内用薬 フラジール内服錠２５０ｍｇ 錠 6419002F1131

採用薬品　在庫有 内用薬 ブラダロン錠２００ｍｇ 錠 2590002F1371

限定薬品 内用薬 プラノバール配合錠 錠 2482005F1041

採用薬品　在庫有 内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 錠 2189010F1357 後発品
中止薬品　在庫有 内用薬 フラビタン錠１０ｍｇ 錠 3131001F2154

限定薬品 内用薬 フランドル錠２０ｍｇ 錠 2171011G1123

採用薬品　在庫有 内用薬 プランルカストＤＳ１０％「サワイ」 ｇ 4490017R1130 後発品
限定薬品 内用薬 フリバスＯＤ錠２５ｍｇ 錠 2590009F6022

限定薬品 内用薬 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ 錠 2590009F5026

限定薬品 内用薬 プリミドン細粒９９．５％「日医工」 ｇ 1135002C1059

限定薬品 内用薬 プリモボラン錠５ｍｇ 錠 2449003F1021

限定薬品 内用薬 ブリリンタ錠６０ｍｇ 錠 3399011F1027

限定薬品 内用薬 ブリリンタ錠９０ｍｇ 錠 3399011F2023

採用薬品　在庫有 内用薬 プリンペラン錠５ 錠 2399004F1200

採用薬品　在庫有 内用薬 フルイトラン錠２ｍｇ 錠 2132003F1257

限定薬品 内用薬 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 カプセル 6290002M2131 後発品
限定薬品 内用薬 フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「サワイ」 カプセル 6290002M1135 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 錠 3122007F2063 後発品
限定薬品 内用薬 フルダラ錠１０ｍｇ 錠 4229002F1022

採用薬品　在庫有 内用薬 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 錠 1190017F1185 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 錠 1190017F1185 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「トーワ」 錠 1190017F2181 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「トーワ」 錠 1190017F2181 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 錠 3399002F4027

限定薬品 内用薬 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 錠 3399002F4027

限定薬品 内用薬 ブレディニン錠２５ 錠 3999002F1020

限定薬品 内用薬 ブレディニン錠５０ 錠 3999002F2027

採用薬品　在庫有 内用薬 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 錠 2456001F2023

採用薬品　在庫有 内用薬 プレドニン錠５ｍｇ 錠 2456001F1310

限定薬品 内用薬 プレマリン錠０．６２５ｍｇ 錠 2479004F1033

限定薬品 内用薬 プレミネント配合錠ＨＤ 錠 2149110F2020

採用薬品　在庫有 内用薬 プレミネント配合錠ＬＤ 錠 2149110F1040

限定薬品 内用薬 プロ・バンサイン錠１５ｍｇ 錠 1231008F1032

採用薬品　在庫有 内用薬 プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「日医工」 ｍＬ 2259004Q1197 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「日医工」 ｍＬ 2259004Q1197 後発品
限定薬品 内用薬 プログラフカプセル０．５ｍｇ カプセル 3999014M2029

限定薬品 内用薬 プログラフカプセル１ｍｇ カプセル 3999014M1022

限定薬品 内用薬 プログラフ顆粒０．２ｍｇ 包 3999014D1022

限定薬品 内用薬 プログラフ顆粒１ｍｇ 包 3999014D2029

採用薬品　在庫有 内用薬 プロスタール錠２５ 錠 2478001F2179

限定薬品 内用薬 プロセキソール錠０．５ｍｇ 錠 2474001F1033

採用薬品　在庫有 内用薬 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＩＧ」 錠 2139005F1117 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＩＧ」 錠 2139005F1117 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＩＧ」 錠 2139005F2474 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＩＧ」 錠 2139005F2474 後発品
限定薬品 内用薬 プロタノールＳ錠１５ｍｇ 錠 2119002G1035

採用薬品　在庫有 内用薬 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 錠 1124009F2068 後発品 睡眠薬
採用薬品　在庫無 内用薬 プロナーゼＭＳ 単位 7990002B2036

限定薬品 内用薬 プロノン錠１００ｍｇ 錠 2129006F2022

限定薬品 内用薬 プロノン錠１５０ｍｇ 錠 2129006F1026

限定薬品 内用薬 プロパジール錠５０ｍｇ 錠 2432002F1046

限定薬品 内用薬 プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０ｍｇ「サワイ」 カプセル 2149014M1065 後発品
限定薬品 内用薬 プロペシア錠０．２ｍｇ 錠 249900XF1021

限定薬品 内用薬 プロペシア錠１ｍｇ 錠 249900XF2028

限定薬品 内用薬 プロベラ錠２．５ｍｇ 錠 2478002F1070

限定薬品 内用薬 フロベン顆粒８％ ｇ 1149011D1032

採用薬品　在庫有 内用薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 錠 2234001F1363 後発品
限定薬品 内用薬 ブロムペリドール錠１ｍｇ「アメル」 錠 1179028F1089 後発品 抗精神病薬



限定薬品 内用薬 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「トーワ」 錠 1169005F1308 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 フロリードゲル経口用２％ ｇ 6290003X1039

限定薬品 内用薬 フロリネフ錠０．１ｍｇ 錠 2452003F1035

限定薬品 内用薬 ベージニオ錠１００ｍｇ 錠 4291054F2022

限定薬品 内用薬 ベージニオ錠１５０ｍｇ 錠 4291054F3029

限定薬品 内用薬 ベージニオ錠５０ｍｇ 錠 4291054F1026

限定薬品 内用薬 ベオーバ錠５０ｍｇ 錠 2590017F1025

限定薬品 内用薬 ベサコリン散５％ ｇ 1231004B1067

限定薬品 内用薬 ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ 錠 2183005G2028

採用薬品　在庫有 内用薬 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ 錠 2183005G1234

限定薬品 内用薬 ベサノイドカプセル１０ｍｇ カプセル 4291006M1034

限定薬品 内用薬 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ 錠 2590011F3020

限定薬品 内用薬 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ 錠 2590011F4027

限定薬品 内用薬 ベタナミン錠２５ｍｇ 錠 1179023F2023 後発品 抗うつ剤
採用薬品　在庫有 内用薬 ベタニス錠２５ｍｇ 錠 2590014F1021

限定薬品 内用薬 ベタニス錠５０ｍｇ 錠 2590014F2028

採用薬品　在庫有 内用薬 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」 錠 1339005F1440 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 錠 2454004F2081 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 錠 2171021F1253 後発品
限定薬品 内用薬 ベネクレクスタ錠１００ｍｇ 錠 4291062F3023

限定薬品 内用薬 ベネクレクスタ錠１０ｍｇ 錠 4291062F1020

限定薬品 内用薬 ベネクレクスタ錠５０ｍｇ 錠 4291062F2027

限定薬品 内用薬 ベネシッド錠２５０ｍｇ 錠 3942001F1040

採用薬品　在庫有 内用薬 ベネット錠１７．５ｍｇ 錠 3999019F2030

限定薬品 内用薬 ベネット錠２．５ｍｇ 錠 3999019F1034

限定薬品 内用薬 ヘプセラ錠１０ 錠 6250026F1020

限定薬品 内用薬 ベプリコール錠１００ｍｇ 錠 2129011F2031

採用薬品　在庫有 内用薬 ベプリコール錠５０ｍｇ 錠 2129011F1035

採用薬品　在庫有 内用薬 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 4490022F2107 後発品
限定薬品 内用薬 ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％ ｍＬ 2900003Q1029

限定薬品 内用薬 ベムリディ錠２５ｍｇ 錠 6250045F1023

採用薬品　在庫有 内用薬 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 錠 2171008F1118 後発品
限定薬品 内用薬 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 錠 3399005F1200 後発品
限定薬品 内用薬 ペリアクチンシロップ０．０４％ ｍＬ 4419005Q1072

限定薬品 内用薬 ベリキューボ錠２．５ｍｇ 錠 2190042F1021

採用薬品　在庫有 内用薬 ベリチーム配合顆粒 ｇ 2339163D1037

採用薬品　在庫有 内用薬 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「トーワ」 錠 2144012F2091 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ペルサンチン錠２５ｍｇ 錠 2171010F2553

限定薬品 内用薬 ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ カプセル 2149019N1160

採用薬品　在庫有 内用薬 ペルジピン錠２０ｍｇ 錠 2149019F2170

限定薬品 内用薬 ベルソムラ錠１０ｍｇ 錠 1190023F3027 睡眠薬
採用薬品　在庫有 内用薬 ベルソムラ錠１５ｍｇ 錠 1190023F1024 睡眠薬
採用薬品　在庫有 内用薬 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ カプセル 2171006N1105

限定薬品 内用薬 ヘルベッサー錠３０ 錠 2171006F1224

限定薬品 内用薬 ペルマックス錠２５０μｇ 錠 1169008F2022

限定薬品 内用薬 ペルマックス錠５０μｇ 錠 1169008F1026

限定薬品 内用薬 ベレキシブル錠８０ｍｇ 錠 4291066F1029

限定薬品 内用薬 ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 錠 1179043F1040 後発品 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ベンザリン錠５ 錠 1124003F2222 睡眠薬
限定薬品 内用薬 ペンタサ錠２５０ｍｇ 錠 2399009F1149

限定薬品 内用薬 ペンタサ錠５００ｍｇ 錠 2399009F2030

限定薬品 内用薬 ペンタサ顆粒９４％ ｇ 2399009D2020

限定薬品 内用薬 ペンタサ顆粒９４％ ｇ 2399009D2020

採用薬品　在庫無 内用薬 ボースデル内用液１０ 袋 7290006S1021

採用薬品　在庫有 内用薬 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 錠 3969004F3082 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トーワ」 錠 3969004F4089 後発品
限定薬品 内用薬 ボシュリフ錠１００ｍｇ 錠 4291036F1028

採用薬品　在庫有 内用薬 ホスミシンドライシロップ４００ ｇ 6135001R2110

採用薬品　在庫有 内用薬 ホスミシン錠５００ 錠 6135001F2025

限定薬品 内用薬 ホスリボン配合顆粒 包 3229103D1020

採用薬品　在庫有 内用薬 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ 錠 2190029F3029

限定薬品 内用薬 ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ 包 3999018Q1022

採用薬品　在庫有 内用薬 ボナロン錠５ｍｇ 錠 3999018F1030

限定薬品 内用薬 ボノサップパック４００ シート 6199104X1023

限定薬品 内用薬 ボノテオ錠１ｍｇ 錠 3999026F1026

限定薬品 内用薬 ボノテオ錠１ｍｇ 錠 3999026F1026

限定薬品 内用薬 ボノテオ錠５０ｍｇ 錠 3999026F2022

限定薬品 内用薬 ボノピオンパック シート 6199105X1028

限定薬品 内用薬 ポマリストカプセル４ｍｇ カプセル 4291038M4025

採用薬品　在庫有 内用薬 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 錠 2329027F1037 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ポララミン錠２ｍｇ 錠 4419002F1027

限定薬品 内用薬 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トーワ」 錠 6179001F2089 後発品
限定薬品 内用薬 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 6179001F1031 後発品
限定薬品 内用薬 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ顆粒８９．２９％分包５．６ｇ「三和」 ｇ 2190016D1036 後発品
採用薬品　在庫無 内用薬 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 錠 3929004F2048 後発品
限定薬品 内用薬 ポリフル錠５００ｍｇ 錠 2399011F1030

限定薬品 内用薬 ポルトラック原末 ｇ 3999015A1039

採用薬品　在庫有 内用薬 マーズレン配合錠０．３７５ＥＳ 錠 2329122F3027

限定薬品 内用薬 マーベロン２８ 組 254910CF2021

限定薬品 内用薬 マーロックス懸濁用配合顆粒 ｇ 2349101D1253 後発品
限定薬品 内用薬 マイスタン細粒１％ ｇ 1139006C1030

採用薬品　在庫無 内用薬 マイスタン錠５ｍｇ 錠 1139006F1028

限定薬品 内用薬 マイテラーゼ錠１０ｍｇ 錠 1231001F1030

限定薬品 内用薬 マヴィレット配合錠 錠 6250113F1021

採用薬品　在庫有 内用薬 マグコロール散６８％分包１００ｇ 包 7213005B2024

採用薬品　在庫有 内用薬 マグコロール散６８％分包５０ｇ 包 7213005B1028

採用薬品　在庫有 内用薬 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 錠 2160006F2022

採用薬品　在庫有 内用薬 マグミット錠２５０ｍｇ 錠 2344009F1035 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 マグミット錠３３０ｍｇ 錠 2344009F2031 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 マドパー配合錠 錠 1169100F1079

限定薬品 内用薬 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイヨー」 錠 2149027F2132 後発品
限定薬品 内用薬 マリゼブ錠１２．５ｍｇ 錠 3969025F1022

限定薬品 内用薬 マリゼブ錠２５ｍｇ 錠 3969025F2029

採用薬品　在庫有 内用薬 ミオナール錠５０ｍｇ 錠 1249009F1090

限定薬品 内用薬 ミカトリオ配合錠 錠 2149122F1026

限定薬品 内用薬 ミカムロ配合錠ＢＰ 錠 2149117F2021

限定薬品 内用薬 ミカルディス錠２０ｍｇ 錠 2149042F1025

限定薬品 内用薬 ミグシス錠５ｍｇ 錠 2190023F1037

採用薬品　在庫有 内用薬 ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」 錠 3969009F2038 後発品
限定薬品 内用薬 ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ カプセル 2149025N1034

中止薬品　在庫有 内用薬 ミケラン錠５ｍｇ 錠 2123005F1141



限定薬品 内用薬 ミコブティンカプセル１５０ｍｇ カプセル 6169001M1026

限定薬品 内用薬 ミコンビ配合錠ＡＰ 錠 2149113F1027

限定薬品 内用薬 ミコンビ配合錠ＢＰ 錠 2149113F2023

限定薬品 内用薬 ミティキュアダニ舌下錠１０，０００ＪＡＵ 錠 4490031F2025

限定薬品 内用薬 ミティキュアダニ舌下錠３，３００ＪＡＵ 錠 4490031F1029

限定薬品 内用薬 ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ 錠 2419001F1023

限定薬品 内用薬 ミニリンメルトＯＤ錠２５μｇ 錠 2419001F4022

限定薬品 内用薬 ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ 錠 2419001F3026

限定薬品 内用薬 ミネブロ錠２．５ｍｇ 錠 2149049F2023

限定薬品 内用薬 ミノアレ散６６．７％ ｇ 1133002B1032

採用薬品　在庫有 内用薬 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 錠 6152005F2121 後発品
限定薬品 内用薬 ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 ｇ 6152005D1108

限定薬品 内用薬 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ＮＩＧ」 錠 3999026F2138 後発品
限定薬品 内用薬 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ＮＩＧ」 錠 3999026F2138 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ミヤＢＭ細粒 ｇ 2316009C1026

限定薬品 内用薬 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ 錠 1169012G1028

限定薬品 内用薬 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ 錠 1169012G2024

限定薬品 内用薬 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 錠 1179051F3048 後発品 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 ミルラクト細粒５０％ ｇ 2339004C1036

採用薬品　在庫有 内用薬 ミンクリア内用散布液０．８％ 筒 7990004S1020

採用薬品　在庫有 内用薬 ムーベン配合内用液 瓶 7990100S1020 後発品
限定薬品 内用薬 ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ 錠 2239001G2027

限定薬品 内用薬 ムコダイン錠２５０ｍｇ 錠 2233002F1174

限定薬品 内用薬 ムルプレタ錠３ｍｇ 錠 3399010F1022

限定薬品 内用薬 ムンデシンカプセル１００ｍｇ カプセル 4291050M1027

採用薬品　在庫有 内用薬 メイラックス錠１ｍｇ 錠 1124029F1026 抗不安薬
限定薬品 内用薬 メーゼント錠２ｍｇ 錠 3999051F2020

採用薬品　在庫有 内用薬 メキシチールカプセル１００ｍｇ カプセル 2129003M2028

限定薬品 内用薬 メキシチールカプセル５０ｍｇ カプセル 2129003M1021

限定薬品 内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 カプセル 2129003M1188 後発品
中止薬品　在庫有 内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日医工」 カプセル 2129003M1196 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 メキタジン錠３ｍｇ「トーワ」 錠 4413004F1316 後発品
限定薬品 内用薬 メキニスト錠０．５ｍｇ 錠 4291047F1026

限定薬品 内用薬 メクトビ錠１５ｍｇ 錠 4291058F1024

限定薬品 内用薬 メサペイン錠５ｍｇ 錠 8219002F1024

採用薬品　在庫有 内用薬 メサラジン錠２５０ｍｇ「トーワ」 錠 2399009F1157 後発品
採用薬品　在庫無 内用薬 メサラジン錠５００ｍｇ「トーワ」 錠 2399009F2137 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワイ」 錠 2399009F3044 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 メジコン散１０％ ｇ 2223001B1210

採用薬品　在庫有 内用薬 メジコン錠１５ｍｇ 錠 2223001F2099

限定薬品 内用薬 メスチノン錠６０ｍｇ 錠 1239003F1046

限定薬品 内用薬 メソトレキセート錠２．５ｍｇ 錠 4222001F1027

限定薬品 内用薬 メタクト配合錠ＬＤ 錠 3969100F1020

限定薬品 内用薬 メタルカプターゼカプセル２００ｍｇ カプセル 3929001M3031

限定薬品 内用薬 メチコバール細粒０．１％ 包 3136004C1038 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 メチコバール錠５００μｇ 錠 3136004F2138 後発品
限定薬品 内用薬 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｆ」 錠 2531002F1222

限定薬品 内用薬 メトアナ配合錠ＬＤ 錠 3969109F1021

採用薬品　在庫有 内用薬 メトトレキサート錠２ｍｇ「あゆみ」 錠 3999016F1073 後発品
限定薬品 内用薬 メトピロンカプセル２５０ｍｇ カプセル 7223001M1035

採用薬品　在庫有 内用薬 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 錠 2149010F1173 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「トーワ」 錠 3962002F2086

採用薬品　在庫有 内用薬 メトリジンＤ錠２ｍｇ 錠 2160002F2024

限定薬品 内用薬 メトリジン錠２ｍｇ 錠 2160002F1028

限定薬品 内用薬 メプチンドライシロップ０．００５％ ｇ 2259004R2024

限定薬品 内用薬 メプチンミニ錠２５μｇ 錠 2259004F1110

採用薬品　在庫有 内用薬 メプチン錠５０μｇ 錠 2259004F2168

限定薬品 内用薬 メマリーＯＤ錠１０ｍｇ 錠 1190018F5029

限定薬品 内用薬 メマリーＯＤ錠５ｍｇ 錠 1190018F4022

限定薬品 内用薬 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 1190018F6033 後発品
限定薬品 内用薬 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 1190018F4030 後発品
限定薬品 内用薬 メラトベル顆粒小児用０．２％ ｇ 1190028D1026 睡眠薬
採用薬品　在庫有 内用薬 メルカゾール錠２．５ｍｇ 錠 2432001F2021

採用薬品　在庫有 内用薬 メルカゾール錠５ｍｇ 錠 2432001F1033

採用薬品　在庫有 内用薬 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 錠 1149035F2051 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 錠 2399010F2245 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 錠 2399010F2245 後発品
限定薬品 内用薬 モニラック・シロップ６５％ ｍＬ 3999001Q2058

限定薬品 内用薬 モビコール配合内用剤ＨＤ 包 2359110B2025

採用薬品　在庫有 内用薬 モビコール配合内用剤ＬＤ 包 2359110B1037

採用薬品　在庫有 内用薬 モビプレップ配合内用剤 袋 7990102A1024

採用薬品　在庫有 内用薬 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「武田テバ」 錠 4490026F4078 後発品
限定薬品 内用薬 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 錠 4490026F5023 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「日医工」 錠 4490026F1265 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「日医工」 錠 4490026F1265 後発品
採用薬品　在庫無 内用薬 モンテルカスト細粒４ｍｇ「日医工」 包 4490026C1170 後発品
限定薬品 内用薬 ヤーズ配合錠 錠 2482011F1020

限定薬品 内用薬 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ 包 4229100D3023

採用薬品　在庫有 内用薬 ユナシン錠３７５ｍｇ 錠 6131008F1030

限定薬品 内用薬 ユニシア配合錠ＬＤ 錠 2149116F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 錠 2251001G1076

限定薬品 内用薬 ユベラＮカプセル１００ｍｇ カプセル 2190006M1156

限定薬品 内用薬 ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ カプセル 2190006M2179

限定薬品 内用薬 ユリス錠１ｍｇ 錠 3949005F2029

限定薬品 内用薬 ユリス錠２ｍｇ 錠 3949005F3025

採用薬品　在庫有 内用薬 ユリノーム錠５０ｍｇ 錠 3949002F2114

採用薬品　在庫有 内用薬 ヨウ化カリウム「日医工」 ｇ 3221001X1195

限定薬品 内用薬 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 丸 3221002L1074

限定薬品 内用薬 ヨクイニンエキス散「コタロー」 ｇ 5900003B1020

限定薬品 内用薬 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 錠 5900003F1021

限定薬品 内用薬 ライトゲン配合シロップ ｍＬ 2229102Q1170

採用薬品　在庫有 内用薬 ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 ｍＬ 3999001Q2090 後発品
限定薬品 内用薬 ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ 包 3999001Q6029 後発品
限定薬品 内用薬 ラゲブリオカプセル２００ｍｇ カプセル 6250051M1028

限定薬品 内用薬 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 ｇ 3259118T1020

限定薬品 内用薬 ラジレス錠１５０ｍｇ 錠 2149047F1028

限定薬品 内用薬 ラステットＳカプセル２５ｍｇ カプセル 4240001M1067

限定薬品 内用薬 ラスビック錠７５ｍｇ 錠 6241019F1021

限定薬品 内用薬 ラックビー錠 錠 2316014F1023

限定薬品 内用薬 ラパリムス錠１ｍｇ 錠 4291035F1023

限定薬品 内用薬 ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 2325006F2105 後発品



限定薬品 内用薬 ラベキュアパック４００ シート 6199102X1024

限定薬品 内用薬 ラベファインパック シート 6199103X1029

採用薬品　在庫無 内用薬 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 2329028F1112 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ケミファ」 錠 2329028F1210 後発品
限定薬品 内用薬 ラボナ錠５０ｍｇ 錠 1125006F1030 睡眠薬
限定薬品 内用薬 ラボナ錠５０ｍｇ 錠 1125006F1030 睡眠薬
限定薬品 内用薬 ラミクタール錠１００ｍｇ 錠 1139009F4020

限定薬品 内用薬 ラミクタール錠２５ｍｇ 錠 1139009F3024

限定薬品 内用薬 ラミクタール錠小児用２ｍｇ 錠 1139009F1021

限定薬品 内用薬 ラミクタール錠小児用５ｍｇ 錠 1139009F2028

採用薬品　在庫有 内用薬 ラメルテオン錠８ｍｇ「武田テバ」 錠 1190016F1032 後発品 睡眠薬
採用薬品　在庫有 内用薬 ラメルテオン錠８ｍｇ「武田テバ」 錠 1190016F1032 後発品 睡眠薬
限定薬品 内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 錠 3999021F1090 後発品
限定薬品 内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 錠 3999021F1090 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 錠 2329023F1071 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 錠 2329023F1098 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 錠 2329023F1098 後発品
限定薬品 内用薬 ランデル錠１０ 錠 2149034F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 ランデル錠２０ 錠 2149034F2027

採用薬品　在庫無 内用薬 リアルダ錠１２００ｍｇ 錠 2399009F4024

採用薬品　在庫有 内用薬 リーゼ錠５ｍｇ 錠 1179012F1118 抗不安薬
限定薬品 内用薬 リーダイ配合錠 錠 2319100F1080 後発品
限定薬品 内用薬 リーバクト配合経口ゼリー 個 3253003Q1029

中止薬品　在庫有 内用薬 リーバクト配合顆粒 包 3253003D2031

限定薬品 内用薬 リーマス錠１００ 錠 1179017F1056

限定薬品 内用薬 リーマス錠１００ 錠 1179017F1056

限定薬品 内用薬 ﾘｳﾏﾁ治験(GSK-2)ﾄﾌｧｼﾁﾆﾌﾞ(31個入) 不明 XXXXXXXA0147

限定薬品 内用薬 ﾘｳﾏﾁ治験(GSK-2)ﾄﾌｧｼﾁﾆﾌﾞ/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ(31個入) 不明 XXXXXXXA0130

採用薬品　在庫有 内用薬 リオナ錠２５０ｍｇ 錠 2190033F1022

限定薬品 内用薬 リオベル配合錠ＨＤ 錠 3969103F2020

限定薬品 内用薬 リオベル配合錠ＬＤ 錠 3969103F1024

採用薬品　在庫有 内用薬 リオレサール錠５ｍｇ 錠 1249006F1054

限定薬品 内用薬 リカルボン錠５０ｍｇ 錠 3999026F2030

限定薬品 内用薬 リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ 錠 3339002F4029

採用薬品　在庫有 内用薬 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ 錠 3339002F5025

採用薬品　在庫有 内用薬 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ 錠 3339002F6021

採用薬品　在庫無 内用薬 リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 錠 2160006F2065 後発品
採用薬品　在庫無 内用薬 リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 錠 2160006F2065 後発品
限定薬品 内用薬 リザベンカプセル１００ｍｇ カプセル 4490002M1315

限定薬品 内用薬 リザベン細粒１０％ ｇ 4490002C1123

限定薬品 内用薬 リスパダール細粒１％ ｇ 1179038C1027 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ ｍＬ 1179038S1021 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 錠 1179038F7056 後発品 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 錠 1179038F5061 後発品 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 リズミック錠１０ｍｇ 錠 2190022F1024

採用薬品　在庫有 内用薬 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ 錠 2129005F1129

限定薬品 内用薬 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「日医工」 錠 3999019F1115 後発品
限定薬品 内用薬 リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 錠 6249002F1032 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ カプセル 2331007M1029

限定薬品 内用薬 リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 包 2331007D1029

限定薬品 内用薬 リバロ錠１ｍｇ 錠 2189016F1028

採用薬品　在庫有 内用薬 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 カプセル 6164001M1186 後発品
限定薬品 内用薬 リフキシマ錠２００ｍｇ 錠 6199001F1026

限定薬品 内用薬 リベルサス錠１４ｍｇ 錠 2499014F3024

限定薬品 内用薬 リベルサス錠３ｍｇ 錠 2499014F1021

限定薬品 内用薬 リベルサス錠７ｍｇ 錠 2499014F2028

採用薬品　在庫有 内用薬 リボトリール細粒０．１％ ｇ 1139003C1044

限定薬品 内用薬 リボトリール錠０．５ｍｇ 錠 1139003F1040

採用薬品　在庫有 内用薬 リボトリール錠１ｍｇ 錠 1139003F2047

採用薬品　在庫有 内用薬 リポバス錠５ 錠 2189011F1025

採用薬品　在庫有 内用薬 リマチル錠１００ｍｇ 錠 4420002F1117

限定薬品 内用薬 リマチル錠５０ｍｇ 錠 4420002F2059

採用薬品　在庫有 内用薬 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 錠 3399003F1146 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 錠 3399003F1146 後発品
限定薬品 内用薬 リムパーザ錠１００ｍｇ 錠 4291052F1027

限定薬品 内用薬 リムパーザ錠１５０ｍｇ 錠 4291052F2023

限定薬品 内用薬 リリカカプセル１５０ｍｇ カプセル 1190017M3020

採用薬品　在庫有 内用薬 リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」 錠 1190011F1048 後発品
限定薬品 内用薬 リルテック錠５０ 錠 1190011F1021

限定薬品 内用薬 リンヴォック錠１５ｍｇ 錠 3999048G2024

限定薬品 内用薬 リンヴォック錠７．５ｍｇ 錠 3999048G1028

限定薬品 内用薬 リンゼス錠０．２５ｍｇ 錠 2399017F1020

採用薬品　在庫有 内用薬 リンデロン錠０．５ｍｇ 錠 2454004F2090

限定薬品 内用薬 リン酸コデイン錠５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 錠 2242001F1063

限定薬品 内用薬 ルーラン錠４ｍｇ 錠 1179043F1032 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ルセフィ錠２．５ｍｇ 錠 3969020F1020

限定薬品 内用薬 ルトラール錠２ｍｇ 錠 2478001F1040

限定薬品 内用薬 ルナベル配合錠ＬＤ 錠 2482009F1031

限定薬品 内用薬 ルナベル配合錠ＵＬＤ 錠 2482009F2020

限定薬品 内用薬 ルネスタ錠２ｍｇ 錠 1129010F2024 睡眠薬
限定薬品 内用薬 ルネスタ錠３ｍｇ 錠 1129010F3020 睡眠薬
限定薬品 内用薬 ルパフィン錠１０ｍｇ 錠 4490034F1022

採用薬品　在庫有 内用薬 ルボックス錠２５ 錠 1179039F1036 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 ルマケラス錠１２０ｍｇ 錠 4291076F1022

限定薬品 内用薬 レイボー錠１００ｍｇ 錠 1190030F2020

限定薬品 内用薬 レイボー錠５０ｍｇ 錠 1190030F1024

限定薬品 内用薬 レキサルティ錠１ｍｇ 錠 1179058F1020 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 レキソタン錠１ 錠 1124020F1025 抗不安薬
限定薬品 内用薬 レキソタン錠２ 錠 1124020F2030 抗不安薬
限定薬品 内用薬 レキソタン錠５ 錠 1124020F4032 抗不安薬
限定薬品 内用薬 レキップＣＲ錠２ｍｇ 錠 1169013G1022

限定薬品 内用薬 レキップＣＲ錠８ｍｇ 錠 1169013G2029

限定薬品 内用薬 レキップ錠０．２５ｍｇ 錠 1169013F1027

限定薬品 内用薬 レキップ錠２ｍｇ 錠 1169013F3020

限定薬品 内用薬 レクサプロ錠１０ｍｇ 錠 1179054F1022 抗うつ剤
限定薬品 内用薬 レクチゾール錠２５ｍｇ 錠 2699003F1024

限定薬品 内用薬 レグナイト錠３００ｍｇ 錠 1190020F1020

限定薬品 内用薬 レグパラ錠２５ｍｇ 錠 3999023F1022

限定薬品 内用薬 レザルタス配合錠ＨＤ 錠 2149115F2022

採用薬品　在庫有 内用薬 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 錠 4411001F1040

採用薬品　在庫無 内用薬 レスミット錠５ 錠 1124021F2166 抗不安薬



限定薬品 内用薬 レダマイシンカプセル１５０ｍｇ カプセル 6152003M1036

限定薬品 内用薬 レットヴィモカプセル４０ｍｇ カプセル 4291075M1027

限定薬品 内用薬 レットヴィモカプセル８０ｍｇ カプセル 4291075M2023

採用薬品　在庫有 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」 錠 4291015F1204 後発品
限定薬品 内用薬 レナジェル錠２５０ｍｇ 錠 2190025F1036

限定薬品 内用薬 レナデックス錠４ｍｇ 錠 2454002F2023

採用薬品　在庫有 内用薬 レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 錠 3969013F1038 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 錠 3969013F1038 後発品
限定薬品 内用薬 レバチオ錠２０ｍｇ 錠 2190028F1021

採用薬品　在庫有 内用薬 レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」 錠 2329021F1200

限定薬品 内用薬 レブラミドカプセル５ｍｇ カプセル 4291024M1024

採用薬品　在庫有 内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ニプロ」 錠 4490028F2090 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 6241013F2055 後発品
限定薬品 内用薬 レボレード錠１２．５ｍｇ 錠 3999028F1025

限定薬品 内用薬 レミニールＯＤ錠１２ｍｇ 錠 1190019F6020

限定薬品 内用薬 レミニールＯＤ錠４ｍｇ 錠 1190019F4027

限定薬品 内用薬 レミニールＯＤ錠８ｍｇ 錠 1190019F5023

限定薬品 内用薬 レルパックス錠２０ｍｇ 錠 2160005F1021

限定薬品 内用薬 レルミナ錠４０ｍｇ 錠 2499013F1027

限定薬品 内用薬 レンビマカプセル１０ｍｇ カプセル 4291039M2027

限定薬品 内用薬 レンビマカプセル４ｍｇ カプセル 4291039M1020

限定薬品 内用薬 ロイケリン散１０％ ｇ 4221001B1052

採用薬品　在庫無 内用薬 ローコール錠２０ｍｇ 錠 2189012F2026

限定薬品 内用薬 ローブレナ錠１００ｍｇ 錠 4291055F2027

限定薬品 内用薬 ローブレナ錠２５ｍｇ 錠 4291055F1020

限定薬品 内用薬 ロカルトロールカプセル０．５ カプセル 3112004M2020

採用薬品　在庫有 内用薬 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「サワイ」 錠 6149002F1177 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 錠 1149019F1595 後発品
限定薬品 内用薬 ロケルマ懸濁用散分包５ｇ 包 2190040B1020

採用薬品　在庫有 内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「テバ」 錠 2149039F1295 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「テバ」 錠 2149039F1295 後発品
限定薬品 内用薬 ロスーゼット配合錠ＨＤ 錠 2189102F2020

採用薬品　在庫有 内用薬 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 2189017F1030 後発品
中止薬品　在庫有 内用薬 ロゼレム錠８ｍｇ 錠 1190016F1024 睡眠薬
限定薬品 内用薬 ロタテック内用液 本 631301AS1024

限定薬品 内用薬 ロタリックス内用液 本 631300AS1020

中止薬品　在庫有 内用薬 ロトリガ粒状カプセル２ｇ 包 2189019M1020

限定薬品 内用薬 ロナセン錠２ｍｇ 錠 1179048F1027 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ロナセン錠４ｍｇ 錠 1179048F2023 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 カプセル 2319001M1353 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 錠 1124022F1083 後発品 抗不安薬
採用薬品　在庫有 内用薬 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 錠 1124022F1083 後発品 抗不安薬
採用薬品　在庫有 内用薬 ロレアス配合錠「杏林」 錠 3399101F1056 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 ロレアス配合錠「杏林」 錠 3399101F1056 後発品
限定薬品 内用薬 ロンゲス錠５ｍｇ 錠 2144006F1030

限定薬品 内用薬 ロンサーフ配合錠Ｔ１５ 錠 4299100F1026

限定薬品 内用薬 ロンサーフ配合錠Ｔ２０ 錠 4299100F2022

採用薬品　在庫有 内用薬 ワーファリン錠０．５ｍｇ 錠 3332001F3035

採用薬品　在庫有 内用薬 ワーファリン錠１ｍｇ 錠 3332001F1024

採用薬品　在庫有 内用薬 ワイテンス錠２ｍｇ 錠 2149017F1035

採用薬品　在庫有 内用薬 ワイドシリン細粒２０％ ｇ 6131001C2100 後発品
中止薬品　在庫有 内用薬 ワイパックス錠０．５ 錠 1124022F1067 抗不安薬
限定薬品 内用薬 ワイパックス錠１．０ 錠 1124022F2071 抗不安薬
限定薬品 内用薬 ワゴスチグミン散（０．５％） ｇ 1233001B1025

限定薬品 内用薬 ワントラム錠１００ｍｇ 錠 1149038G1020

採用薬品　在庫有 内用薬 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 錠 2171023F2127 後発品
限定薬品 内用薬 塩化カリウム「日医工」 ｇ 3229001X1061

採用薬品　在庫有 内用薬 塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」 錠 3229002G1082 後発品
限定薬品 内用薬 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「ＴＹＰ」 カプセル 4291002M1044

採用薬品　在庫有 内用薬 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「アメル」 錠 2590007F1080 後発品
限定薬品 内用薬 球形吸着炭カプセル２００ｍｇ「マイラン」 カプセル 3929003M1046 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 球形吸着炭細粒「マイラン」 ｇ 3929003C1059 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 三和麻黄附子細辛湯エキス細粒 ｇ 5200133C1026

限定薬品 内用薬 三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 ｇ 5200068C1021

限定薬品 内用薬 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「モチダ」 錠 2344009F2066 後発品
限定薬品 内用薬 治験(M19ｰ130)ABBVｰ105/ｳﾊﾟﾀﾞｼﾁﾆﾌﾞ/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ 不明 XXXXXXXA0143

限定薬品 内用薬 治験(M19ｰ130)ウパダシチニブ30ｍｇ/15ｍｇ 不明 XXXXXXXA1332

限定薬品 内用薬 治験(M19ｰ130)エルスブルチニブ20mg/プラセボ 不明 XXXXXXXA1763

限定薬品 内用薬 治験(M19-944)ｳﾊﾟﾀﾞｼﾁﾆﾌﾞ15mg 不明 XXXXXXXA0146

限定薬品 内用薬 治験(M19-944)ｳﾊﾟﾀﾞｼﾁﾆﾌﾞ15mg/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ 不明 XXXXXXXA0138

限定薬品 内用薬 治験(MC-MTX.17/RA)MTX2mg/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ(4個入) 不明 XXXXXXXA0134

限定薬品 内用薬 治験(NS-304)100μｇ 不明 XXXXXXXA3946

限定薬品 内用薬 治験(NS-304)200μｇ 不明 XXXXXXXA3947

限定薬品 内用薬 治験(循)AZD9977ｶﾌﾟｾﾙ100mg/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ 不明 XXXXXXXA4148

限定薬品 内用薬 治験(循)AZD9977ｶﾌﾟｾﾙ15mg/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ 不明 XXXXXXXA4146

限定薬品 内用薬 治験(循)AZD9977ｶﾌﾟｾﾙ50mg/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ 不明 XXXXXXXA4147

限定薬品 内用薬 治験(循)ダパグリフロジン錠10mg 不明 XXXXXXXA4149

採用薬品　在庫有 内用薬 重カマ「ヨシダ」 ｇ 2344002X1241

限定薬品 内用薬 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 ｇ 5200024D1024

採用薬品　在庫有 内用薬 単シロップ「ケンエー」 ｍＬ 7142001X1040

採用薬品　在庫有 内用薬 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 錠 2190029F3061 後発品
限定薬品 内用薬 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「大正」 錠 1179017F2087 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 ｇ 2344004X1070

採用薬品　在庫有 内用薬 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 ｇ 2344004X1070

限定薬品 内用薬 炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 錠 2344005F1061 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 調剤用パンビタン末 ｇ 3179121A1028

採用薬品　在庫有 内用薬 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 錠 2190024F1040 後発品
採用薬品　在庫有 内用薬 乳酸カルシウム「ケンエー」 ｇ 3211001X1059

採用薬品　在庫有 内用薬 乳酸カルシウム「ケンエー」 ｇ 3211001X1059

採用薬品　在庫有 内用薬 乳糖水和物原末「マルイシ」 ｇ 7111001X1302

限定薬品 内用薬 複合アレビアチン配合錠 錠 1139100F1037

採用薬品　在庫有 内用薬 薬用炭「日医工」 ｇ 2319003X1049

限定薬品 内用薬 硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファイザー」 錠 6126001F2034

採用薬品　在庫有 注射薬 １％ディプリバン注－キット　５００ｍｇ５０ｍＬ 筒 1119402G2021

限定薬品 注射薬 15%フェノールグリセリン注(院内製剤) 不明 XXXXXXXA0154

採用薬品　在庫有 注射薬 ２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 袋 2190400A5037

採用薬品　在庫有 注射薬 ２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 袋 2190400A5037

採用薬品　在庫有 注射薬 ５－ＦＵ注１０００ｍｇ 瓶 4223401A3022

限定薬品 注射薬 ５－ＦＵ注２５０ｍｇ 瓶 4223401A4029

限定薬品 注射薬 7～8％ﾌｪﾉｰﾙ水（院内製剤） 不明 XXXXXXXA0155

限定薬品 注射薬 ＤＴビック 瓶 636140AA5020



採用薬品　在庫無 注射薬 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ　１８．１４３％１０ｍＬ 筒 7290415G2027

採用薬品　在庫有 注射薬 ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」 キット 3319402G3028 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 管 7223400A1037

採用薬品　在庫有 注射薬 ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 管 7223402A1036

採用薬品　在庫有 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液　２００ｍＬ 袋 3319510A5136

採用薬品　在庫有 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液　５００ｍＬ 袋 3319510A4113

採用薬品　在庫有 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液　５００ｍＬ 袋 3319510A4113

採用薬品　在庫有 注射薬 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 キット 3399500G1025

限定薬品 注射薬 アービタックス注射液１００ｍｇ 瓶 4291415A1021

限定薬品 注射薬 アイモビーグ皮下注７０ｍｇペン キット 1190406G1029

採用薬品　在庫有 注射薬 アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ 筒 1319405G1020

採用薬品　在庫有 注射薬 アクチット輸液　５００ｍＬ 袋 3319550A5092

限定薬品 注射薬 アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ 瓶 6399421A1020

限定薬品 注射薬 アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ 瓶 6399421A3022

限定薬品 注射薬 アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ 瓶 6399421A2026

限定薬品 注射薬 アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター キット 6399421G2029

限定薬品 注射薬 アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター キット 6399421G2029

限定薬品 注射薬 アクトヒブ 瓶（溶解液付） 631140CD1029

限定薬品 注射薬 アクプラ静注用１００ｍｇ 瓶 4291405F3028

限定薬品 注射薬 アクプラ静注用１０ｍｇ 瓶 4291405F1025

限定薬品 注射薬 アクプラ静注用５０ｍｇ 瓶 4291405F2021

限定薬品 注射薬 アクラシノン注射用２０ｍｇ 瓶 4235400D1030

採用薬品　在庫有 注射薬 アコアラン静注用１８００ 瓶 6343444D2028

限定薬品 注射薬 アコアラン静注用６００ 瓶 6343444D1021

採用薬品　在庫有 注射薬 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇバッグ１００ｍＬ「アイロム」 袋 6250401G4036 後発品
限定薬品 注射薬 アジョビ皮下注２２５ｍｇシリンジ 筒 1190407G1023

限定薬品 注射薬 アスパラカリウム注１０ｍＥｑ 管 3229401A1096

採用薬品　在庫有 注射薬 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ 袋 1141400A2020

採用薬品　在庫有 注射薬 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ 袋 1141400A2020

採用薬品　在庫有 注射薬 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） 管 1179401A1026

採用薬品　在庫有 注射薬 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） 管 1179401A1026

限定薬品 注射薬 アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ「ＭＡ」 キット 3999463G4024 後発品
限定薬品 注射薬 アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ「ＭＡ」 キット 3999463G4024 後発品
限定薬品 注射薬 アディノベイト静注用キット２０００ キット 6343446G4026

採用薬品　在庫有 注射薬 アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 筒 7990402G1021 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ 管 3992400A2138

限定薬品 注射薬 アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ 瓶 4291425D1021

採用薬品　在庫有 注射薬 アドナ注（静脈用）５０ｍｇ 管 3321401A3142

採用薬品　在庫有 注射薬 アドナ注（静脈用）５０ｍｇ 管 3321401A3142

採用薬品　在庫有 注射薬 アトニン－Ｏ注５単位 管 2414400A2075

限定薬品 注射薬 アドベイト静注用キット１０００ キット 6343432G3028

限定薬品 注射薬 アドベイト静注用キット１５００ キット 6343432G4024

採用薬品　在庫有 注射薬 アドリアシン注用１０ 瓶 4235402D1030

採用薬品　在庫有 注射薬 アドリアシン注用１０ 瓶 4235402D1030

採用薬品　在庫有 注射薬 アドリアシン注用５０ 瓶 4235402D2036

採用薬品　在庫有 注射薬 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 筒 2451402G1040 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 筒 1242406G1035 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 管 1242405A1062

採用薬品　在庫有 注射薬 アトワゴリバース静注シリンジ３ｍＬ 筒 1233500G1029

限定薬品 注射薬 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ　０．２％１００ｍＬ 袋 1214405A2021

限定薬品 注射薬 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ　０．７５％１０ｍＬ 管 1214405A3028

限定薬品 注射薬 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ 瓶 6419401A1027

採用薬品　在庫有 注射薬 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ 瓶 4291413A1022

採用薬品　在庫有 注射薬 アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ 瓶 4291413A2029

限定薬品 注射薬 アピドラ注ソロスター キット 2492418G1027

限定薬品 注射薬 アピドラ注ソロスター キット 2492418G1027

採用薬品　在庫有 注射薬 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ 瓶 4240409D1023

採用薬品　在庫有 注射薬 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ 瓶 4240409D1023

限定薬品 注射薬 アポカイン皮下注３０ｍｇ 筒 1169400G1028

限定薬品 注射薬 アポカイン皮下注３０ｍｇ 筒 1169400G1028

限定薬品 注射薬 アボネックス筋注３０μｇペン キット 6399422G2023

限定薬品 注射薬 アボネックス筋注３０μｇペン キット 6399422G2023

採用薬品　在庫有 注射薬 アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 管 2129410A1036 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「明治」 管 6123402A1222

採用薬品　在庫有 注射薬 アミサリン注１００ｍｇ 管 2121400A1034

採用薬品　在庫有 注射薬 アミノレバン点滴静注　５００ｍＬ 袋 3253404A4051

限定薬品 注射薬 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ 瓶 6173400D2023

限定薬品 注射薬 アリクストラ皮下注５ｍｇ 筒 3339400G3021

限定薬品 注射薬 アリクストラ皮下注７．５ｍｇ 筒 3339400G4028

限定薬品 注射薬 アリナミンＦ１００注 管 3122401A5028

採用薬品　在庫有 注射薬 アリナミン注射液１０ｍｇ 管 3122404A1034

限定薬品 注射薬 アリムタ注射用１００ｍｇ 瓶 4229401D2026

限定薬品 注射薬 アリムタ注射用５００ｍｇ 瓶 4229401D1020

限定薬品 注射薬 アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 袋 7223404A2031

限定薬品 注射薬 アルケラン静注用５０ｍｇ 瓶 4219403F1023

採用薬品　在庫有 注射薬 アルツディスポ関節注２５ｍｇ 筒 3999408G1247

採用薬品　在庫有 注射薬 アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「タカタ」 瓶 2190402D3080 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μｇ「タカタ」 瓶 2190402D2106 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」 管 2190406A1110 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 アレビアチン注２５０ｍｇ 管 1132400A1033

限定薬品 注射薬 アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 瓶 7290417A1027

限定薬品 注射薬 アレンドロン酸点滴静注バッグ９００μｇ「ＨＫ」 袋 3999419G1040 後発品
限定薬品 注射薬 アロカリス点滴静注２３５ｍｇ 瓶 2391406A1029

採用薬品　在庫有 注射薬 アンサー皮下注２０μｇ 管 3399403A1036

限定薬品 注射薬 アンチレクス静注１０ｍｇ 管 7229401A1035

採用薬品　在庫有 注射薬 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ 瓶 1139402A1025

採用薬品　在庫有 注射薬 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ 瓶 1139402A1025

採用薬品　在庫無 注射薬 イオパミドール３７０注１００ｍＬ「Ｆ」 瓶 7219412A6136 後発品
採用薬品　在庫無 注射薬 イオパミドール３７０注５０ｍＬ「Ｆ」 瓶 7219412A5121 後発品
採用薬品　在庫無 注射薬 イオパミロン注３００　６１．２４％１００ｍＬ 瓶 7219412A3072

採用薬品　在庫無 注射薬 イオパミロン注３００　６１．２４％２０ｍＬ 瓶 7219412A9054

採用薬品　在庫無 注射薬 イオパミロン注３００シリンジ　６１．２４％５０ｍＬ 筒 7219412G2052

採用薬品　在庫無 注射薬 イオパミロン注３７０　７５．５２％２０ｍＬ 瓶 7219412H1051

限定薬品 注射薬 イオヘキソール３５０注１００ｍＬ「Ｆ」 瓶 7219415H5085

限定薬品 注射薬 イオヘキソール３５０注５０ｍＬ「Ｆ」 瓶 7219415H4089

採用薬品　在庫無 注射薬 イオメロン３００注２０ｍＬ 瓶 7219417A1030

採用薬品　在庫無 注射薬 イスコチン注１００ｍｇ 管 6222400A1035

限定薬品 注射薬 イソゾール注射用０．５ｇ 瓶 1115403D3043

限定薬品 注射薬 イソビスト注２４０ 瓶 7219414A3039

限定薬品 注射薬 イダマイシン静注用５ｍｇ 瓶 4235405D1033

採用薬品　在庫有 注射薬 イノバン注０．６％シリンジ 筒 2119402P5025



限定薬品 注射薬 イノレット３０Ｒ注 キット 2492413G5046

限定薬品 注射薬 イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ 筒 3999449G1025

限定薬品 注射薬 イミグランキット皮下注３ｍｇ 筒 2160402G1026

限定薬品 注射薬 イミグランキット皮下注３ｍｇ 筒 2160402G1026

限定薬品 注射薬 イミグラン注３ 管 2160402A1023

限定薬品 注射薬 イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ 瓶 4291443A1023

限定薬品 注射薬 イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ 瓶 4291443A2020

限定薬品 注射薬 イモバックスポリオ皮下注 筒 631340UG1024

限定薬品 注射薬 イラリス皮下注射液１５０ｍｇ 瓶 3999434A1026

採用薬品　在庫有 注射薬 インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 管 7225400A1058

採用薬品　在庫有 注射薬 インスリン　アスパルトＢＳ注ソロスター　ＮＲ「サノフィ」 キット 2492423G1028 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 インスリン　アスパルトＢＳ注ソロスター　ＮＲ「サノフィ」 キット 2492423G1028 後発品
限定薬品 注射薬 インスリン　グラルギンＢＳ注カート「リリー」 筒 2492420A1021 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 キット 2492420G1024 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 キット 2492420G1024 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 インスリン　リスプロＢＳ注ソロスター　ＨＵ「サノフィ」 キット 2492422G1023 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 インスリン　リスプロＢＳ注ソロスター　ＨＵ「サノフィ」 キット 2492422G1023 後発品
限定薬品 注射薬 インデラル注射液２ｍｇ 管 2123402A1020

採用薬品　在庫有 注射薬 イントラリポス輸液２０％　１００ｍＬ 袋 3299505A4045

採用薬品　在庫有 注射薬 イントラリポス輸液２０％　１００ｍＬ 袋 3299505A4045

採用薬品　在庫有 注射薬 ウロナーゼ静注用６万単位 瓶 3954400D4080

限定薬品 注射薬 ウロミテキサン注１００ｍｇ 管 3929406A1020

限定薬品 注射薬 ウロミテキサン注４００ｍｇ 管 3929406A2026

採用薬品　在庫有 注射薬 エクザール注射用１０ｍｇ 瓶 4240401D2031

限定薬品 注射薬 エクストラニール腹膜透析液　１．５Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420432A2034

限定薬品 注射薬 エクストラニール腹膜透析液　２Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420432A4037

採用薬品　在庫有 注射薬 エスポー皮下用２４０００シリンジ 筒 3999412G7020

限定薬品 注射薬 エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ「ＴＹ」 筒 3999451G2029 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 エトキシスクレロール１％注射液 瓶 3329405A1022

採用薬品　在庫有 注射薬 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 瓶 4240403A2069 後発品
限定薬品 注射薬 エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ 管 2461400A1079

限定薬品 注射薬 エヌジェンラ皮下注２４ｍｇペン キット 2412404G1024

限定薬品 注射薬 エバシェルド筋注セット セット 62505A1A1028

採用薬品　在庫無 注射薬 エピペン注射液０．１５ｍｇ 筒 2451402G2020

採用薬品　在庫無 注射薬 エピペン注射液０．３ｍｇ 筒 2451402G3026

限定薬品 注射薬 エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇシリンジ キット 1179410G2024

採用薬品　在庫有 注射薬 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 瓶 4235404D1063 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 瓶 4235404D2060 後発品
採用薬品　在庫無 注射薬 エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣＲ」 筒 3999427G1029 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 エホチール注１０ｍｇ 管 2119401A1057

限定薬品 注射薬 エムガルティ皮下注１２０ｍｇオートインジェクター キット 1190404G2026

限定薬品 注射薬 エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ 瓶 4291434D1020

限定薬品 注射薬 エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ 瓶 4291434D2027

限定薬品 注射薬 エラプレース点滴静注液６ｍｇ 瓶 3959413A1029

限定薬品 注射薬 エルシトニン注４０単位 管 3999401A1200

限定薬品 注射薬 エルシトニン注４０単位 管 3999401A1200

限定薬品 注射薬 エルネオパＮＦ１号輸液　１０００ｍＬ キット 3259533G1029

限定薬品 注射薬 エルネオパＮＦ１号輸液　１０００ｍＬ キット 3259533G1029

採用薬品　在庫有 注射薬 エルネオパＮＦ１号輸液　１５００ｍＬ キット 3259533G2025

採用薬品　在庫有 注射薬 エルネオパＮＦ１号輸液　１５００ｍＬ キット 3259533G2025

限定薬品 注射薬 エルネオパＮＦ２号輸液　１０００ｍＬ キット 3259534G1023

限定薬品 注射薬 エルネオパＮＦ２号輸液　１０００ｍＬ キット 3259534G1023

採用薬品　在庫有 注射薬 エルネオパＮＦ２号輸液　１５００ｍＬ キット 3259534G2020

採用薬品　在庫有 注射薬 エルネオパＮＦ２号輸液　１５００ｍＬ キット 3259534G2020

採用薬品　在庫有 注射薬 エルプラット点滴静注液１００ｍｇ 瓶 4291410A2025

採用薬品　在庫有 注射薬 エルプラット点滴静注液２００ｍｇ 瓶 4291410A3021

採用薬品　在庫有 注射薬 エルプラット点滴静注液５０ｍｇ 瓶 4291410A1029

採用薬品　在庫有 注射薬 エレジェクト注シリンジ 筒 3229501G1070 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 エレジェクト注シリンジ 筒 3229501G1070 後発品
限定薬品 注射薬 エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ 瓶 2399405F1020

採用薬品　在庫有 注射薬 エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ 瓶 4291452D1029

限定薬品 注射薬 エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ キット 3999424G3028

限定薬品 注射薬 エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ キット 3999424G3028

採用薬品　在庫有 注射薬 オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 管 8119400A1033 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」 管 8119400A2030 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 管 2499403A2068 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＦＹ」 管 3999411A8038 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 オゼンピック皮下注２ｍｇ キット 2499418G4027

限定薬品 注射薬 オニバイド点滴静注４３ｍｇ 瓶 4240404A3027

採用薬品　在庫有 注射薬 オノアクト点滴静注用５０ｍｇ 瓶 2123404D1033

採用薬品　在庫有 注射薬 オビソート注射用０．１ｇ 管 1232400X1031

採用薬品　在庫有 注射薬 オフサグリーン静注用２５ｍｇ 瓶 7290412F1021

限定薬品 注射薬 オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ 瓶 4291427A4023

限定薬品 注射薬 オプジーボ点滴静注２０ｍｇ 瓶 4291427A1024

限定薬品 注射薬 オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ 瓶 4291427A3027

採用薬品　在庫無 注射薬 オムニパーク２４０注１０ｍＬ 瓶 7219415A4030

採用薬品　在庫無 注射薬 オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ 筒 7219415G3117

限定薬品 注射薬 オルガラン静注１２５０単位 管 3339600A1030

採用薬品　在庫有 注射薬 オルダミン注射用１ｇ 瓶 3329404D1032

限定薬品 注射薬 オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ 瓶 3999429D1021

限定薬品 注射薬 オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ キット 3999429G2024

限定薬品 注射薬 オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ キット 3999429G2024

採用薬品　在庫有 注射薬 オンコビン注射用１ｍｇ 瓶 4240400D1030

限定薬品 注射薬 オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「マルイシ」 筒 2391401G1045 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 オンデキサ静注用２００ｍｇ 瓶 3399414D1022

限定薬品 注射薬 オンパットロ点滴静注２ｍｇ／ｍＬ 瓶 1290400A1024

限定薬品 注射薬 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 筒 631340TG1020

限定薬品 注射薬 カーボスター透析剤・Ｌ　６Ｌ（炭酸水素ナトリウム液付） 瓶 3410535A1025

限定薬品 注射薬 カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ 瓶 4291433D1026

限定薬品 注射薬 カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ 瓶 4291433D2022

限定薬品 注射薬 ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ 瓶 4291444A1028

中止薬品　在庫有 注射薬 ガスター注射液２０ｍｇ 管 2325401A2027

限定薬品 注射薬 カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ 瓶 4291426D1026

限定薬品 注射薬 カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ 瓶 4291426D2022

採用薬品　在庫無 注射薬 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ 筒 7290416G3028

採用薬品　在庫無 注射薬 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ 筒 7290416G1025

採用薬品　在庫無 注射薬 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ 筒 7290416G2021

採用薬品　在庫有 注射薬 ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「タカタ」 瓶 3999403D1310 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「タカタ」 瓶 3999403D2120 後発品
限定薬品 注射薬 カルセド注射用２０ｍｇ 瓶 4235406D1020

限定薬品 注射薬 カルセド注射用５０ｍｇ 瓶 4235406D2026



採用薬品　在庫有 注射薬 カルチコール注射液８．５％５ｍＬ 管 3213400A2047

採用薬品　在庫有 注射薬 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 瓶 4291403A2122 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」 瓶 4291403A3129 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」 瓶 4291403A1126 後発品
限定薬品 注射薬 ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 瓶 6250402F1052 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 カンプト点滴静注１００ｍｇ 瓶 4240404A2047

採用薬品　在庫有 注射薬 カンプト点滴静注４０ｍｇ 瓶 4240404A1040

限定薬品 注射薬 キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ 瓶 4291435A2025

採用薬品　在庫有 注射薬 キシロカイン注ポリアンプ０．５％　１０ｍＬ 管 1214400A6059

採用薬品　在庫有 注射薬 キシロカイン注ポリアンプ１％　１０ｍＬ 管 1214400A8051

採用薬品　在庫有 注射薬 キシロカイン注ポリアンプ２％　１０ｍＬ 管 1214400H1055

採用薬品　在庫有 注射薬 キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１００，０００）含有 ｍＬバイアル 1214400A1022

採用薬品　在庫有 注射薬 キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１００，０００）含有 ｍＬバイアル 1214400A2029

採用薬品　在庫有 注射薬 キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８０，０００）含有 ｍＬバイアル 1214400A3025

採用薬品　在庫有 注射薬 キドミン輸液　２００ｍＬ 袋 3253414A1030

採用薬品　在庫有 注射薬 キドミン輸液　２００ｍＬ 袋 3253414A1030

限定薬品 注射薬 ギャバロン髄注０．００５％ 管 1249401A1022

限定薬品 注射薬 ギャバロン髄注０．０５％ 管 1249401A2029

限定薬品 注射薬 ギャバロン髄注０．２％ 管 1249401A3025

採用薬品　在庫有 注射薬 キュビシン静注用３５０ｍｇ 瓶 6119402D1021

限定薬品 注射薬 キロサイドＮ注１ｇ 瓶 4224401A7025

限定薬品 注射薬 キロサイド注２００ｍｇ 管 4224401A5030

限定薬品 注射薬 キロサイド注２０ｍｇ 管 4224401A1035

限定薬品 注射薬 キロサイド注４０ｍｇ 管 4224401A2031

採用薬品　在庫有 注射薬 キンダリー透析剤ＡＦ２号　６Ｌ（炭酸水素ナトリウム液付） 瓶 3410520A5032

限定薬品 注射薬 キンダリー透析剤ＡＦ３号　６Ｌ（炭酸水素ナトリウム液付） 瓶 3410523A4030

採用薬品　在庫有 注射薬 グラニセトロン静注液１ｍｇ「サワイ」 管 2391400A3130 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 クラフォラン注射用０．５ｇ 瓶 6132409D1050

採用薬品　在庫有 注射薬 クリアクター静注用８０万 瓶 3959407D2034

採用薬品　在庫有 注射薬 グリセレブ配合点滴静注　２００ｍＬ 袋 2190501A4114

採用薬品　在庫有 注射薬 グリセレブ配合点滴静注　２００ｍＬ 袋 2190501A4114

採用薬品　在庫有 注射薬 クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」 管 6112401A2182

採用薬品　在庫有 注射薬 グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ 瓶 7229402D1036

採用薬品　在庫有 注射薬 グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ 瓶 7229402D1036

採用薬品　在庫有 注射薬 グルトパ注２４００万 瓶 3959402D3038

採用薬品　在庫有 注射薬 グルトパ注６００万 瓶 3959402D1035

限定薬品 注射薬 クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ 筒 3334406G1020

限定薬品 注射薬 グロウジェクト皮下注１２ｍｇ 筒 2412402A5036

限定薬品 注射薬 グロブリン筋注１５００ｍｇ／１０ｍＬ「ＪＢ」 ｍＬ 6343412X1176

限定薬品 注射薬 グロブリン筋注４５０ｍｇ／３ｍＬ「ＪＢ」 ｍＬ 6343412X1168

採用薬品　在庫有 注射薬 ケイセントラ静注用１０００ 瓶 6343449D2020

採用薬品　在庫有 注射薬 ケイセントラ静注用５００ 瓶 6343449D1024

採用薬品　在庫有 注射薬 ケイツーＮ静注１０ｍｇ 管 3160401A6041

採用薬品　在庫有 注射薬 ケタラール静注用２００ｍｇ 瓶 1119400A1031

限定薬品 注射薬 ケタラール静注用５０ｍｇ 管 1119400A3026

採用薬品　在庫有 注射薬 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ 瓶 2454402A3033

限定薬品 注射薬 ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター キット 3999444G4021

限定薬品 注射薬 ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター キット 3999444G4021

採用薬品　在庫有 注射薬 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 瓶 4224403D2061 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 瓶 4224403D1065 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」 管 6134407A3094

限定薬品 注射薬 コアベータ静注用１２．５ｍｇ 瓶 2123404D2021

限定薬品 注射薬 コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ 瓶 2411401A3023

採用薬品　在庫有 注射薬 コートロシン注射用０．２５ｍｇ　（溶解液付） 瓶 2411400D2029

限定薬品 注射薬 コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン キット 3999439G2028

限定薬品 注射薬 コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン キット 3999439G2028

採用薬品　在庫有 注射薬 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ　（溶解液付） 瓶 2499412D4023

限定薬品 注射薬 ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ 瓶 2499412D5020

採用薬品　在庫有 注射薬 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ　（溶解液付） 瓶 2499412D3027

限定薬品 注射薬 コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ 筒 3999440G1024

限定薬品 注射薬 コラテジェン筋注用４ｍｇ 瓶 4900403X1025

限定薬品 注射薬 コントミン筋注１０ｍｇ 管 1171400A1040

限定薬品 注射薬 コントミン筋注１０ｍｇ 管 1171400A1040

限定薬品 注射薬 コンファクトＦ注射用１０００ 瓶 6343406X8094

限定薬品 注射薬 サーバリックス 筒 631340QG1022

限定薬品 注射薬 ザイボックス注射液６００ｍｇ 袋 6249401A1025

限定薬品 注射薬 サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ 瓶 6399423F1026

限定薬品 注射薬 ザイヤフレックス注射用 瓶 2900401D1020

限定薬品 注射薬 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ 瓶 4291429A1023

限定薬品 注射薬 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ 瓶 4291429A2020

採用薬品　在庫有 注射薬 サイレース静注２ｍｇ 管 1124400A1058

限定薬品 注射薬 ザノサー点滴静注用１ｇ 瓶 4219406D1026

限定薬品 注射薬 ザバクサ配合点滴静注用 瓶 6139506D1020

限定薬品 注射薬 サビーン点滴静注用５００ｍｇ 瓶 3929410D1022

限定薬品 注射薬 サフネロー点滴静注３００ｍｇ 瓶 3999462A1028

採用薬品　在庫有 注射薬 サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ　２０２０ｍＬ キット 3410534G2038 後発品
限定薬品 注射薬 サムタス点滴静注用８ｍｇ 瓶 2139403D1020

採用薬品　在庫有 注射薬 サム点滴静注セット 管 3399400X1035

限定薬品 注射薬 ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ 瓶 4291436A1023

限定薬品 注射薬 ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ 瓶 4291436A2020

限定薬品 注射薬 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ キット 2499403G2028

限定薬品 注射薬 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ キット 2499403G3024

限定薬品 注射薬 サンラビン点滴静注用１５０ｍｇ 瓶 4224402D1036

限定薬品 注射薬 サンラビン点滴静注用２００ｍｇ 瓶 4224402D2032

限定薬品 注射薬 サンラビン点滴静注用２５０ｍｇ 瓶 4224402D3039

採用薬品　在庫有 注射薬 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ 瓶 7224400A1034

限定薬品 注射薬 シアノコバラミン注射液１ｍｇ「日医工」 管 3136402A3190

採用薬品　在庫有 注射薬 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ 筒 3399410G1020

限定薬品 注射薬 ジェービックＶ 瓶（溶解液付） 631340ND1022

限定薬品 注射薬 ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ キット 2412402P5020

限定薬品 注射薬 ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ キット 2412402P4024

限定薬品 注射薬 ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ 瓶 4240410A1020

採用薬品　在庫有 注射薬 シグマート注１２ｍｇ 瓶 2171406D2028

採用薬品　在庫有 注射薬 ジゴシン注０．２５ｍｇ 管 2113400A1032

採用薬品　在庫無 注射薬 シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 瓶 4291401A1070 後発品
採用薬品　在庫無 注射薬 シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」 瓶 4291401A2069 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 瓶 4291401A3073 後発品
限定薬品 注射薬 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ 瓶 6149400D1021

限定薬品 注射薬 シナジス筋注液１００ｍｇ 瓶 6250404A2026

限定薬品 注射薬 シナジス筋注液５０ｍｇ 瓶 6250404A1020

採用薬品　在庫有 注射薬 ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 管 2499401A2093 後発品



限定薬品 注射薬 ジフォルタ注射液２０ｍｇ 瓶 4229404A1027

採用薬品　在庫有 注射薬 シプロフロキサシン点滴静注２００ｍｇ／１００ｍＬ「明治」 袋 6241400A4099 後発品
限定薬品 注射薬 シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス キット 3999437G2029

限定薬品 注射薬 シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス キット 3999437G2029

採用薬品　在庫有 注射薬 ジルチアゼム塩酸塩静注用１０ｍｇ「日医工」 管 2171405D1051 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ジルチアゼム塩酸塩静注用５０ｍｇ「日医工」 管 2171405D2066 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 シングリックス筋注用 瓶（溶解液付） 631341BE1028

採用薬品　在庫有 注射薬 シンビット静注用５０ｍｇ 瓶 2129407D1030

限定薬品 注射薬 シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター キット 3999433G2020

限定薬品 注射薬 シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター キット 3999433G2020

限定薬品 注射薬 シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ 筒 3999433G1024

採用薬品　在庫有 注射薬 スキサメトニウム注４０「マルイシ」 管 1224400A2050

限定薬品 注射薬 スキリージ皮下注１５０ｍｇペン１ｍＬ キット 3999450G3020

限定薬品 注射薬 スキリージ皮下注７５ｍｇシリンジ０．８３ｍＬ 筒 3999450G1028

限定薬品 注射薬 ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ 瓶 3999431A1022

限定薬品 注射薬 ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ 筒 3999431G1025

採用薬品　在庫有 注射薬 スルバシリン静注用１．５ｇ 瓶 6139504F2088 後発品
限定薬品 注射薬 スルピリン注射液２５０ｍｇ「日医工」 管 1144400A2197

採用薬品　在庫有 注射薬 スルペラゾン静注用１ｇ 瓶 6139500F2020

限定薬品 注射薬 ゼオマイン筋注用１００単位 瓶 1229407E2025

限定薬品 注射薬 ゼオマイン筋注用５０単位 瓶 1229407E1029

限定薬品 注射薬 ゼビュディ点滴静注液５００ｍｇ 瓶 62504A4A1023

採用薬品　在庫有 注射薬 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 瓶 6132401D3196

限定薬品 注射薬 セファゾリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 瓶 6132401D4192 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 セファランチン注１０ｍｇ 管 2900400A2034

採用薬品　在庫有 注射薬 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 瓶 6132425D2039 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 瓶 6132400F3192 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 セフタジジム静注用１ｇ「ＶＴＲＳ」 瓶 6132418F2196 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 瓶 6132419F2140 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 瓶 6132419F2140 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 瓶 6132408F3130

限定薬品 注射薬 ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリンジ キット 1179409G4024

限定薬品 注射薬 ゼプリオン水懸筋注１５０ｍｇシリンジ キット 1179409G5020

採用薬品　在庫有 注射薬 ソセゴン注射液１５ｍｇ 管 1149401A1027

限定薬品 注射薬 ソナゾイド注射用１６μＬ 瓶 7290414D1038

限定薬品 注射薬 ソマチュリン皮下注９０ｍｇ 筒 2499413G2021

採用薬品　在庫有 注射薬 ゾラデックス１．８ｍｇデポ 筒 2499406G2021

採用薬品　在庫有 注射薬 ゾラデックス３．６ｍｇデポ 筒 2499406G1025

採用薬品　在庫有 注射薬 ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ 筒 2499406G3028

限定薬品 注射薬 ソリクア配合注ソロスター キット 3969501G1023

限定薬品 注射薬 ソリクア配合注ソロスター キット 3969501G1023

採用薬品　在庫有 注射薬 ソリタ－Ｔ２号輸液　５００ｍＬ 袋 3319531A4026

採用薬品　在庫有 注射薬 ソリタ－Ｔ４号輸液　５００ｍＬ 袋 3319524A4026

採用薬品　在庫有 注射薬 ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ 瓶 2456400D4074

採用薬品　在庫有 注射薬 ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ 瓶 2456400D2098

採用薬品　在庫有 注射薬 ソル・メドロール静注用５００ｍｇ 瓶 2456400D3094

採用薬品　在庫有 注射薬 ソルアセトＤ輸液　５００ｍＬ 袋 3319551A4074

採用薬品　在庫有 注射薬 ソルアセトＤ輸液　５００ｍＬ 袋 3319551A4074

採用薬品　在庫有 注射薬 ソルアセトＦ輸液　５００ｍＬ 袋 3319557A2036

採用薬品　在庫有 注射薬 ソルダクトン静注用１００ｍｇ 管 2133400D1082

採用薬品　在庫有 注射薬 ソルデム１輸液　２００ｍＬ 袋 3319500A5060

採用薬品　在庫有 注射薬 ソルデム１輸液　２００ｍＬ 袋 3319500A5060

採用薬品　在庫有 注射薬 ソルデム１輸液　５００ｍＬ 袋 3319500A3067

限定薬品 注射薬 ゾルトファイ配合注フレックスタッチ キット 3969500G1029

限定薬品 注射薬 ゾルトファイ配合注フレックスタッチ キット 3969500G1029

限定薬品 注射薬 ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ 筒 2290400G2028

限定薬品 注射薬 ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ 筒 2290400G2028

採用薬品　在庫有 注射薬 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「トーワ」 袋 3999423A3047 後発品
限定薬品 注射薬 ダイアモックス注射用５００ｍｇ 瓶 2134400D1039

採用薬品　在庫有 注射薬 ダイメジン・マルチ注 瓶 3179515F1030 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ダイメジン・マルチ注 瓶 3179515F1030 後発品
限定薬品 注射薬 ダウノマイシン静注用２０ｍｇ 瓶 4235401D1035

限定薬品 注射薬 ダウノマイシン静注用２０ｍｇ 瓶 4235401D1035

限定薬品 注射薬 ダカルバジン注用１００ 瓶 4219401D1031

採用薬品　在庫有 注射薬 タケプロン静注用３０ｍｇ 瓶 2329404F1020

採用薬品　在庫有 注射薬 タケプロン静注用３０ｍｇ 瓶 2329404F1020

採用薬品　在庫有 注射薬 タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」 瓶 6139505F3100 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 瓶 6139505F4107 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 タチオン注射用２００ｍｇ 管 3922400D3128

限定薬品 注射薬 ダラキューロ配合皮下注 瓶 4291500A1023

限定薬品 注射薬 ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ 瓶 4291437A1028

限定薬品 注射薬 ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ 瓶 4291437A2024

採用薬品　在庫有 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 筒 3999425U2038 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 筒 3999425S7039 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 筒 3999425S8035 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 筒 3999425S9031 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 筒 3999425U1031 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ダントリウム静注用２０ｍｇ 瓶 1229402D1039

限定薬品 注射薬 チエナム点滴静注用０．５ｇ 瓶 6139501D2105

限定薬品 注射薬 チラーヂンＳ静注液２００μｇ 管 2431400A1029

採用薬品　在庫有 注射薬 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 瓶 6119401D1051 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 デキサート注射液１．６５ｍｇ 管 2454405H1032 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 デキサート注射液３．３ｍｇ 管 2454405H3035 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 デキサート注射液３．３ｍｇ 管 2454405H3035 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 デキサート注射液６．６ｍｇ 瓶 2454405H5038 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」 筒 1129400G1049 後発品
限定薬品 注射薬 テスチノンデポー筋注用２５０ｍｇ 管 2461400A2083

限定薬品 注射薬 デスフェラール注射用５００ｍｇ 瓶 3929402D1036

限定薬品 注射薬 テセントリク点滴静注１２００ｍｇ 瓶 4291441A1024

限定薬品 注射薬 テセントリク点滴静注８４０ｍｇ 瓶 4291441A2020

採用薬品　在庫有 注射薬 テタガムＰ筋注シリンジ２５０ 筒 6343415G1021

採用薬品　在庫有 注射薬 デトキソール静注液２ｇ 瓶 3925400A2020

限定薬品 注射薬 テトラビック皮下注シリンジ 筒 636140DG1021

限定薬品 注射薬 デノシン点滴静注用５００ｍｇ 瓶 6250402F1036

限定薬品 注射薬 デノシン点滴静注用５００ｍｇ 瓶 6250402F1036

限定薬品 注射薬 テモダール点滴静注用１００ｍｇ 瓶 4219404D1027

限定薬品 注射薬 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン キット 4490405G2020

限定薬品 注射薬 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン キット 4490405G2020

採用薬品　在庫無 注射薬 テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチダ」 キット 2439402G1029 後発品
限定薬品 注射薬 テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター キット 2439401G1024

限定薬品 注射薬 テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター キット 2439401G1024



限定薬品 注射薬 テリボン皮下注用５６．５μｇ 瓶 2439401D1028

限定薬品 注射薬 テルモ血液バッグＣＰＤＡ セット 333940AX2020

採用薬品　在庫有 注射薬 テルモ糖注５０％　２００ｍＬ 袋 3231401J3046

限定薬品 注射薬 トーリセル点滴静注液２５ｍｇ 瓶 4291418A1025

採用薬品　在庫有 注射薬 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ヤクルト」 瓶 4240405A3129 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ヤクルト」 瓶 4240405A4125 後発品
限定薬品 注射薬 ドパストン静注２５ｍｇ 管 1164400A1045

採用薬品　在庫有 注射薬 ドブタミン持続静注３００ｍｇシリンジ「ＫＫＣ」 筒 2119404G7035 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 トブラシン注６０ｍｇ 管 6123401A2038

採用薬品　在庫有 注射薬 トランサミン注５％ 管 3327401A1127

限定薬品 注射薬 トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター キット 3999442G2020

限定薬品 注射薬 トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター キット 3999442G2020

限定薬品 注射薬 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス キット 2499416G1029

限定薬品 注射薬 トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ 瓶 4219405A1025

限定薬品 注射薬 トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ 瓶 4219405D1021

限定薬品 注射薬 トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ 瓶 4219405D2028

採用薬品　在庫有 注射薬 トレシーバ注　フレックスタッチ キット 2492419G1021

採用薬品　在庫有 注射薬 トレシーバ注　フレックスタッチ キット 2492419G1021

限定薬品 注射薬 トレシーバ注　ペンフィル 筒 2492419A1029

限定薬品 注射薬 トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ 筒 3999446G1021

採用薬品　在庫有 注射薬 ドロレプタン注射液２５ｍｇ ｍＬバイアル 1119401A1036

採用薬品　在庫有 注射薬 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＡＹ」 瓶 3999407D2331 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ナルベイン注２ｍｇ 管 8119401A1020

採用薬品　在庫有 注射薬 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 管 2149400A2155 後発品
限定薬品 注射薬 ニコペリック腹膜透析液　１．５Ｌ 袋 3420432A1046 後発品
限定薬品 注射薬 ニコペリック腹膜透析液　１．５Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420432A2042 後発品
限定薬品 注射薬 ニトプロ持続静注液６ｍｇ 管 2149401A1030

限定薬品 注射薬 ニドラン注射用５０ｍｇ 瓶 4219400D2025

採用薬品　在庫有 注射薬 ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ 筒 2171404G2025

採用薬品　在庫有 注射薬 ニトロール注５ｍｇシリンジ 筒 2171404G1029

採用薬品　在庫有 注射薬 ニトログリセリン静注１ｍｇ／２ｍＬ「ＴＥ」 管 2171403A1072 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「ＴＥ」 筒 2171403G1032 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ニューモバックスＮＰシリンジ 筒 6311400G1021

限定薬品 注射薬 ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン キット 2290401G2022

採用薬品　在庫有 注射薬 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ 管 2160400A1032

限定薬品 注射薬 ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ 筒 1149503G1027

採用薬品　在庫有 注射薬 ネオファーゲン静注２０ｍＬ 管 3919502A1376 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ネオフィリン注２５０ｍｇ 管 2115400A1193

限定薬品 注射薬 ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ 筒 3999425U2020

限定薬品 注射薬 ノイアート静注用１５００単位 瓶 6343424D3035

限定薬品 注射薬 ノイアート静注用１５００単位 瓶 6343424D3035

限定薬品 注射薬 ノイアート静注用５００単位 瓶 6343424D2080

採用薬品　在庫有 注射薬 ノイトロジン注１００μｇ 瓶 3399406D2024

限定薬品 注射薬 ノイトロジン注２５０μｇ 瓶 3399406D3020

採用薬品　在庫有 注射薬 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ 瓶 1139400F1023

採用薬品　在庫有 注射薬 ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 管 2190408A2034

限定薬品 注射薬 ノバントロン注１０ｍｇ 瓶 4291402A2020

限定薬品 注射薬 ノバントロン注２０ｍｇ 瓶 4291402A1032

限定薬品 注射薬 ノボラピッド３０ミックス注　フレックスペン キット 2492415G2020

限定薬品 注射薬 ノボラピッド３０ミックス注　フレックスペン キット 2492415G2020

限定薬品 注射薬 ノボラピッド注　１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492415A3031

限定薬品 注射薬 ノボラピッド注　イノレット キット 2492415G3026

限定薬品 注射薬 ノボラピッド注　フレックスタッチ キット 2492415G6025

限定薬品 注射薬 ノボラピッド注　フレックスタッチ キット 2492415G6025

限定薬品 注射薬 ノボラピッド注　フレックスペン キット 2492415G1031

限定薬品 注射薬 ノボラピッド注　ペンフィル 筒 2492415A2035

限定薬品 注射薬 ノボリン３０Ｒ注フレックスペン キット 2492413G5054

限定薬品 注射薬 ノボリンＮ注フレックスペン キット 2492413G1059

採用薬品　在庫有 注射薬 ノボリンＲ注　１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492403A4043

採用薬品　在庫有 注射薬 ノボリンＲ注　１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492403A4043

採用薬品　在庫有 注射薬 ノボリンＲ注　１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492403A4043

限定薬品 注射薬 ノボリンＲ注フレックスペン キット 2492413G8053

採用薬品　在庫有 注射薬 ノルアドリナリン注１ｍｇ 管 2451401A1034

限定薬品 注射薬 ノルディトロピン　フレックスプロ注　１０ｍｇ キット 2412402P7023

限定薬品 注射薬 パーサビブ静注透析用２．５ｍｇ 瓶 3999443A1025

限定薬品 注射薬 パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ 瓶 4291424A1020

限定薬品 注射薬 ハーセプチン注射用１５０ 瓶 4291406D4028

限定薬品 注射薬 ハーセプチン注射用６０ 瓶 4291406D3021

限定薬品 注射薬 バイエッタ皮下注１０μｇペン３００ キット 2499411G2022

限定薬品 注射薬 バイエッタ皮下注５μｇペン３００ キット 2499411G1026

限定薬品 注射薬 ハイカムチン注射用１．１ｍｇ 瓶 4240408D1037

採用薬品　在庫有 注射薬 ハイカリックＲＦ輸液　５００ｍＬ 袋 3239527A2032

採用薬品　在庫有 注射薬 ハイカリックＲＦ輸液　５００ｍＬ 袋 3239527A2032

限定薬品 注射薬 ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ 瓶 6343439A3027

限定薬品 注射薬 バクトラミン注 管 6419500A1020

採用薬品　在庫有 注射薬 パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 瓶 4240406A2046 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 瓶 4240406A1040 後発品
限定薬品 注射薬 パドセブ点滴静注用３０ｍｇ 瓶 4291459D1020

採用薬品　在庫有 注射薬 パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 管 1243400A1059

限定薬品 注射薬 バビースモ硝子体内注射液１２０ｍｇ／ｍＬ 瓶 1319408A1020

採用薬品　在庫有 注射薬 ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 瓶 6343419X1046

限定薬品 注射薬 バベンチオ点滴静注２００ｍｇ 不明 XXXXXXXA0492

限定薬品 注射薬 バベンチオ点滴静注２００ｍｇ 瓶 4291438A1022

採用薬品　在庫有 注射薬 パム静注５００ｍｇ 管 3929401A1035

限定薬品 注射薬 ハラヴェン静注１ｍｇ 瓶 4291420A1022

限定薬品 注射薬 パルナパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フソー」 筒 3334404G3040

採用薬品　在庫有 注射薬 パロノセトロン静注０．７５ｍｇ／５ｍＬ「タイホウ」 瓶 2391404A1038 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 管 1179404A1097 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 管 1179404A1097 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明治」 瓶 6113400A1219 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 パントール注射液５００ｍｇ 管 3133401A3045

採用薬品　在庫有 注射薬 パントール注射液５００ｍｇ 管 3133401A3045

採用薬品　在庫有 注射薬 ハンプ注射用１０００ 瓶 2179400D1022

採用薬品　在庫有 注射薬 ビーフリード輸液　５００ｍＬ キット 3259529G1030

採用薬品　在庫有 注射薬 ビーフリード輸液　５００ｍＬ キット 3259529G1030

限定薬品 注射薬 ピヴラッツ点滴静注液１５０ｍｇ 瓶 2190418A1023

採用薬品　在庫有 注射薬 ビカネイト輸液　１Ｌ 袋 3319564A2028

採用薬品　在庫有 注射薬 ビカネイト輸液　５００ｍＬ 袋 3319564A1021

採用薬品　在庫有 注射薬 ビクシリン注射用１ｇ 瓶 6131400D3100

採用終了 注射薬 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ キット 2499410G1021

限定薬品 注射薬 ビケンＨＡ 瓶 631340FA1047



採用薬品　在庫無 注射薬 ビジパーク２７０注１００ｍＬ 瓶 7219420A3034

採用薬品　在庫無 注射薬 ビジパーク２７０注２０ｍＬ 瓶 7219420A1031

限定薬品 注射薬 ビジパーク２７０注５０ｍＬ 瓶 7219420A2038

限定薬品 注射薬 ピシバニール注射用１ＫＥ 瓶 4299400D3030

採用薬品　在庫無 注射薬 ピシバニール注射用５ＫＥ 瓶 4299400D4037

採用薬品　在庫有 注射薬 ビスダイン静注用１５ｍｇ 瓶 1319401F1026

限定薬品 注射薬 ビダーザ注射用１００ｍｇ 瓶 4291419D1026

採用薬品　在庫有 注射薬 ビタミンＣ注「フソー」－５００ｍｇ 管 3140400A4157

採用薬品　在庫有 注射薬 ビタメジン静注用 瓶 3179506F1023

採用薬品　在庫有 注射薬 ビタメジン静注用 瓶 3179506F1023

限定薬品 注射薬 ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 瓶 7223406D1030

採用薬品　在庫有 注射薬 ピトレシン注射液２０ 管 2414402A1035

採用薬品　在庫有 注射薬 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ注射用１００ｍｇ「武田テバ」 瓶 2452400D1106 後発品
限定薬品 注射薬 ピノルビン注射用３０ｍｇ 瓶 4235403D3029

採用薬品　在庫有 注射薬 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 瓶 6131403D1217 後発品
限定薬品 注射薬 ビムパット点滴静注１００ｍｇ 瓶 1139404A2020

限定薬品 注射薬 ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ 筒 2412402L4049

限定薬品 注射薬 ヒューマリンＲ注ミリオペン キット 2492413P2020

限定薬品 注射薬 ヒューマログミックス２５注ミリオペン キット 2492414G6020

限定薬品 注射薬 ヒューマログミックス５０注ミリオペン キット 2492414G7027

限定薬品 注射薬 ヒューマログ注１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492414A2030

限定薬品 注射薬 ヒューマログ注１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492414A2030

限定薬品 注射薬 ヒューマログ注カート 筒 2492414A1026

限定薬品 注射薬 ヒューマログ注ミリオペン キット 2492414G5024

限定薬品 注射薬 ヒューマログ注ミリオペンＨＤ キット 2492414G9020

限定薬品 注射薬 ヒューマログ注ミリオペンＨＤ キット 2492414G9020

限定薬品 注射薬 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ キット 3999426G5020

限定薬品 注射薬 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ キット 3999426G5020

限定薬品 注射薬 ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ キット 3999426G6026

限定薬品 注射薬 ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ キット 3999426G6026

限定薬品 注射薬 ビリスコピン点滴静注５０ 瓶 7219403A1038

採用薬品　在庫有 注射薬 ヒルトニン２ｍｇ注射液 管 7223401A3026

限定薬品 注射薬 ビンゼレックス皮下注１６０ｍｇオートインジェクター キット 3999464G2026

限定薬品 注射薬 ファイバ静注用１０００ 瓶 6343414X2058

限定薬品 注射薬 ファイバ静注用１０００ 瓶 6343414X2058

採用薬品　在庫有 注射薬 ファスジル塩酸塩点滴静注液３０ｍｇ「ＫＣＣ」 管 2190414A1041 後発品
限定薬品 注射薬 ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ 筒 2290402G1020

採用薬品　在庫有 注射薬 ファモチジン静注液２０ｍｇ「サワイ」 管 2325401A3058 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 フィアスプ注　１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492415A5026

採用薬品　在庫有 注射薬 フィアスプ注　１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492415A5026

採用薬品　在庫有 注射薬 フィジオゾール３号輸液 袋 3319516A3041

採用薬品　在庫有 注射薬 フィジオゾール３号輸液 袋 3319516A3041

限定薬品 注射薬 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 瓶 6179401F1026

限定薬品 注射薬 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 瓶 6179401F1026

限定薬品 注射薬 フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」 瓶 6343411X1058

採用薬品　在庫有 注射薬 フィブロガミンＰ静注用 瓶 6343431D2020

採用薬品　在庫有 注射薬 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「Ｆ」 筒 3399408G1023 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 フェインジェクト静注５００ｍｇ 瓶 3222404A1021

採用薬品　在庫有 注射薬 フェジン静注４０ｍｇ 管 3222400A1058

採用薬品　在庫有 注射薬 フェジン静注４０ｍｇ 管 3222400A1058

採用薬品　在庫有 注射薬 フェソロデックス筋注２５０ｍｇ 筒 4291421G1020

採用薬品　在庫有 注射薬 フェノバール注射液１００ｍｇ 管 1125402A1054

限定薬品 注射薬 フエロン注射用３００万 瓶 6399402D2054

採用薬品　在庫有 注射薬 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 管 8219400A1071 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「ＮＰ」 管 1242401A1366 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「ＮＰ」 管 1242401A1366 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇシリンジ「ＮＰ」 筒 1242401G1032 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ブドウ糖注２０％ＰＬ「フソー」 管 3231401H1254

限定薬品 注射薬 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ 筒 3999435G1023

採用薬品　在庫有 注射薬 プリズバインド静注液２．５ｇ 瓶 3399412A1027

採用薬品　在庫有 注射薬 ブリディオン静注２００ｍｇ 瓶 3929409A1023

採用薬品　在庫有 注射薬 プリンペラン注射液１０ｍｇ 管 2399401A1083

採用薬品　在庫有 注射薬 プリンペラン注射液１０ｍｇ 管 2399401A1083

限定薬品 注射薬 フルービックＨＡシリンジ 筒 631340FG1040

採用薬品　在庫有 注射薬 フルオレサイト静注５００ｍｇ 瓶 7290402A2035 後発品
限定薬品 注射薬 フルダラ静注用５０ｍｇ 瓶 4229400D1033

採用薬品　在庫有 注射薬 フルマゼニル静注０．５ｍｇシリンジ「テルモ」 筒 2219403G1020 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 フルマリン静注用１ｇ 瓶 6133401F2023

限定薬品 注射薬 ブレオ注射用１５ｍｇ 瓶 4234400D5039

限定薬品 注射薬 ブレオ注射用５ｍｇ 瓶 4234400D4032

限定薬品 注射薬 プレベナー１３水性懸濁注 筒 631140EC1022

採用薬品　在庫有 注射薬 プロジフ静注液２００ 瓶 6290402A2022

採用薬品　在庫有 注射薬 プロタノールＬ注０．２ｍｇ 管 2119400A1036

採用薬品　在庫有 注射薬 プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 ｍＬバイアル 3329403A1058

採用薬品　在庫有 注射薬 プロポフォール静注１％１００ｍＬ「マルイシ」 瓶 1119402A3106 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 管 1119402A1120 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 瓶 1119402A2150 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 管 2234400A1054 後発品
限定薬品 注射薬 ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ 筒 1319406G1024

限定薬品 注射薬 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ 瓶 4291417A1020

限定薬品 注射薬 ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ 瓶 4291417A2027

限定薬品 注射薬 ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ 瓶 6250407D1020

限定薬品 注射薬 ベスポンサ点滴静注用１ｍｇ 瓶 4239401D1026

限定薬品 注射薬 ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 瓶 6399416D1033

限定薬品 注射薬 ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 瓶 6399416D1033

限定薬品 注射薬 ベナンバックス注用３００ｍｇ 瓶 6419400D1037

限定薬品 注射薬 ベナンバックス注用３００ｍｇ 瓶 6419400D1037

採用薬品　在庫有 注射薬 ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サワイ」 瓶 3334400A3049 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 筒 3334402G2079 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 筒 3334402G2079 後発品
限定薬品 注射薬 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍＬ 筒 3334402G1064 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ヘパリンＮａ注１万単位／１０ｍＬ「モチダ」 瓶 3334401A6158

採用薬品　在庫有 注射薬 ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 瓶 3334401A5062

採用薬品　在庫有 注射薬 ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フソー」 筒 3334402P1030 後発品
限定薬品 注射薬 ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」 筒 3334400G1022 後発品
限定薬品 注射薬 ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」 筒 3334400G1022 後発品
限定薬品 注射薬 ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 瓶 6343436A1039

限定薬品 注射薬 ヘブスブリン筋注用２００単位 瓶 6343423X1042

限定薬品 注射薬 ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．２５ｍＬ 筒 6313402G1025

限定薬品 注射薬 ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ 筒 6313402G2021

採用薬品　在庫無 注射薬 ペプレオ注射用５ｍｇ 瓶 4234402D1032



限定薬品 注射薬 ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 瓶 4229401A1023 後発品
限定薬品 注射薬 ペメトレキセド点滴静注液５００ｍｇ「ＮＫ」 瓶 4229401A2020 後発品
限定薬品 注射薬 ペメトレキセド点滴静注液８００ｍｇ「ＮＫ」 瓶 4229401A3026 後発品
限定薬品 注射薬 ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ 瓶 3999445D1020

限定薬品 注射薬 ベンリスタ点滴静注用４００ｍｇ 瓶 3999445D2027

限定薬品 注射薬 ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター キット 3999445G2023

限定薬品 注射薬 ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター キット 3999445G2023

限定薬品 注射薬 ポートラーザ点滴静注液【規格無し】 不明 XXXXXXXA0381

限定薬品 注射薬 ポートラーザ点滴静注液８００ｍｇ 瓶 4291448A1026

採用薬品　在庫有 注射薬 ホスアプレピタント点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」 瓶 2391405D1039 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ホストイン静注７５０ｍｇ 瓶 1132401A1020

採用薬品　在庫有 注射薬 ホストイン静注７５０ｍｇ 瓶 1132401A1020

採用薬品　在庫有 注射薬 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 瓶 6135400F2198

採用薬品　在庫有 注射薬 ボスミン注１ｍｇ 管 2451400A1030

採用薬品　在庫有 注射薬 ポタコールＲ輸液　５００ｍＬ 袋 3319538A4109

採用薬品　在庫有 注射薬 ポタコールＲ輸液　５００ｍＬ 袋 3319538A4109

限定薬品 注射薬 ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ 瓶 4291422A1021

採用薬品　在庫有 注射薬 ボトックス注用１００単位 瓶 1229404D2026

採用薬品　在庫有 注射薬 ボトックス注用５０単位 瓶 1229404D1020

限定薬品 注射薬 ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ 袋 3999419G1024

採用薬品　在庫有 注射薬 ポプスカイン０．２５％注２５ｍｇ／１０ｍＬ 管 1214407A1024

限定薬品 注射薬 ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ 袋 1214407G3020

限定薬品 注射薬 ポプスカイン０．５％注５０ｍｇ／１０ｍＬ 管 1214407A4023

限定薬品 注射薬 ポライビー点滴静注用１４０ｍｇ 瓶 4291455D2029

限定薬品 注射薬 ポライビー点滴静注用３０ｍｇ 瓶 4291455D1022

採用薬品　在庫有 注射薬 ポララミン注５ｍｇ 管 4419400A1023

採用薬品　在庫有 注射薬 ホリゾン注射液１０ｍｇ 管 1124402A2045

限定薬品 注射薬 ボルテゾミブ注射用３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 瓶 4291412D1032 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ボルベン輸液６％ 袋 3319408A1020

限定薬品 注射薬 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ 筒 3999438G1027

中止薬品　在庫有 注射薬 マーカイン注０．２５％ ｍＬバイアル 1214403A2022

採用薬品　在庫有 注射薬 マーカイン注脊麻用０．５％高比重 管 1214403A4025

採用薬品　在庫有 注射薬 マーカイン注脊麻用０．５％等比重 管 1214403A5021

限定薬品 注射薬 マイトマイシン注用２ｍｇ 瓶 4231400D1031

限定薬品 注射薬 マイロターグ点滴静注用５ｍｇ 瓶 4239400D1030

採用薬品　在庫無 注射薬 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ＶＴＲＳ」 管 3112401A1085 後発品
限定薬品 注射薬 マキュエイド眼注用４０ｍｇ 瓶 1319404D1037

採用薬品　在庫有 注射薬 マグセント注１００ｍＬ 瓶 2590500A1023

限定薬品 注射薬 ミールビック 瓶（溶解液付） 636940CD1029

採用薬品　在庫有 注射薬 ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワイ」 瓶 6179400D1039 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 管 1124401A1060 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ミダフレッサ静注０．１％ 瓶 1139401A1020

限定薬品 注射薬 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液　１．５Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420429A4043

限定薬品 注射薬 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液　１Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420429A2040

限定薬品 注射薬 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液　２．５Ｌ 袋 3420429H1034

限定薬品 注射薬 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液　２Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420429A6046

限定薬品 注射薬 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液　２．５Ｌ 袋 3420430H1037

限定薬品 注射薬 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液　２Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420430A6049

採用薬品　在庫有 注射薬 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 瓶 6152401F1090 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 ミラクリッド注射液５万単位 管 3999405A2077

限定薬品 注射薬 ミリプラ動注用７０ｍｇ 瓶 4291416D1022

限定薬品 注射薬 ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ 管 7990401A1040

採用薬品　在庫有 注射薬 ミルセラ注シリンジ１５０μｇ 筒 3999432G5025

採用薬品　在庫有 注射薬 ミルセラ注シリンジ２５μｇ 筒 3999432G1020

採用薬品　在庫有 注射薬 ミルセラ注シリンジ７５μｇ 筒 3999432G3022

採用薬品　在庫有 注射薬 ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 瓶 2119408A2020 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 メイロン静注７％　２０ｍＬ 管 3929400A3238

採用薬品　在庫有 注射薬 メイロン静注７％　２５０ｍＬ 袋 3929400H2035

限定薬品 注射薬 メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ 瓶 4222400A2024

限定薬品 注射薬 メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ 瓶 4222400A1036

採用薬品　在庫有 注射薬 メチコバール注射液５００μｇ 管 3136403A1140

採用薬品　在庫有 注射薬 メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 管 2531401A1142 後発品
限定薬品 注射薬 メナクトラ筋注　０．５ｍＬ 瓶 6311401A1023

採用薬品　在庫有 注射薬 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 瓶 6139400D2110 後発品
限定薬品 注射薬 モゾビル皮下注２４ｍｇ 瓶 3399413A1021

採用薬品　在庫有 注射薬 モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「タケダ」 管 8114401A1139

採用薬品　在庫有 注射薬 モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「タケダ」 管 8114401A2135

限定薬品 注射薬 ヤーボイ点滴静注液２０ｍｇ 瓶 4291430A2022

限定薬品 注射薬 ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ 瓶 4291430A1026

限定薬品 注射薬 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ 瓶 4299405D1022

限定薬品 注射薬 ヨンデリス点滴静注用０．２５ｍｇ 瓶 4291431D1027

限定薬品 注射薬 ヨンデリス点滴静注用１ｍｇ 瓶 4291431D2023

限定薬品 注射薬 ライゾデグ配合注　フレックスタッチ キット 2492500G1025

限定薬品 注射薬 ライゾデグ配合注　フレックスタッチ キット 2492500G1025

採用薬品　在庫有 注射薬 ラクテック注　５００ｍＬ 袋 3319534A4046

採用薬品　在庫有 注射薬 ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ キット 1190401G1026

採用薬品　在庫有 注射薬 ラシックス注２０ｍｇ 管 2139401A2137

限定薬品 注射薬 ラスリテック点滴静注用１．５ｍｇ 瓶 3959415F1025

限定薬品 注射薬 ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ 瓶 3959415F2021

採用薬品　在庫有 注射薬 ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ 瓶 6250405A1032

採用薬品　在庫有 注射薬 ランタスＸＲ注ソロスター キット 2492416G3020

採用薬品　在庫有 注射薬 ランタスＸＲ注ソロスター キット 2492416G3020

限定薬品 注射薬 ランマーク皮下注１２０ｍｇ 瓶 3999435A1020

限定薬品 注射薬 ﾘｳﾏﾁ治験TS152(継続)-3002-JA(30mg) 不明 XXXXXXXA0118

限定薬品 注射薬 ﾘｳﾏﾁ治験TS152(継続)-3002-JA(80mg) 不明 XXXXXXXA0122

限定薬品 注射薬 ﾘｳﾏﾁ治験TS152-3000-JA 不明 XXXXXXXA0109

限定薬品 注射薬 リキスミア皮下注３００μｇ キット 2499415G1024

限定薬品 注射薬 リクラスト点滴静注液５ｍｇ 瓶 3999423A4027

採用薬品　在庫有 注射薬 リコモジュリン点滴静注用１２８００ 瓶 3339401D1027

採用薬品　在庫有 注射薬 リスモダンＰ静注５０ｍｇ 管 2129401A1070

限定薬品 注射薬 リツキサン点滴静注１００ｍｇ 瓶 4291407A1035

限定薬品 注射薬 リツキサン点滴静注５００ｍｇ 瓶 4291407A2031

限定薬品 注射薬 リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 瓶 4291439A1027 後発品
限定薬品 注射薬 リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 瓶 4291439A2023 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 筒 2129409G1036 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「オーハラ」 管 2590402A1270 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 リネゾリド点滴静注６００ｍｇ／３００ｍＬ「ＨＫ」 袋 6249401A1076 後発品
採用薬品　在庫無 注射薬 リピオドール４８０注１０ｍＬ 管 7211404X1037

限定薬品 注射薬 リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ 筒 2499407G4029

採用薬品　在庫有 注射薬 リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ 筒 2499407G3030

限定薬品 注射薬 リュープリン注射用１．８８ｍｇ 瓶 2499407D2038



採用薬品　在庫有 注射薬 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「ＮＰ」 筒 2499407G1038 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「ＮＰ」 筒 2499407G2034 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 リンデロン注２ｍｇ（０．４％） 管 2454404A1064

採用薬品　在庫有 注射薬 リンデロン注２ｍｇ（０．４％） 管 2454404A1064

限定薬品 注射薬 リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ 管 3319407A1025

限定薬品 注射薬 ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ 筒 1319403G1020

限定薬品 注射薬 ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ 筒 3999441G1029

限定薬品 注射薬 ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ 筒 3999441G1029

限定薬品 注射薬 ルムジェブ注１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492414A6028

限定薬品 注射薬 ルムジェブ注ミリオペンＨＤ キット 2492414P2025

限定薬品 注射薬 ルムジェブ注ミリオペンＨＤ キット 2492414P2025

限定薬品 注射薬 レギチーン注射液５ｍｇ 瓶 7290404A2026

限定薬品 注射薬 レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透析液 袋 3420436A2024

限定薬品 注射薬 レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透析液 袋 3420436A3020

限定薬品 注射薬 レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透析液 袋 3420436A4027

限定薬品 注射薬 レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透析液 袋 3420436A5023

限定薬品 注射薬 レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透析液 袋 3420437A2029

限定薬品 注射薬 レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透析液 袋 3420437A3025

限定薬品 注射薬 レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透析液 袋 3420437A4021

限定薬品 注射薬 レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透析液 袋 3420437A5028

限定薬品 注射薬 レパーサ皮下注１４０ｍｇペン キット 2189401G2026

限定薬品 注射薬 レパーサ皮下注１４０ｍｇペン キット 2189401G2026

限定薬品 注射薬 レフィキシア静注用２０００ 瓶 6343452D3029

限定薬品 注射薬 レベスティブ皮下注用３．８ｍｇ 瓶 2499419D1026

限定薬品 注射薬 レベスティブ皮下注用３．８ｍｇ 瓶 2499419D1026

採用薬品　在庫有 注射薬 レペタン注０．２ｍｇ 管 1149403A1050

限定薬品 注射薬 レベミル注　イノレット キット 2492417G2029

限定薬品 注射薬 レベミル注　フレックスペン キット 2492417G1030

採用薬品　在庫有 注射薬 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」 キット 6241402G1032 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 瓶 3929407D2060 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 瓶 3929407D1136 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 レミケード点滴静注用１００ 瓶 2399402F1026

採用薬品　在庫有 注射薬 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 瓶 8219401D1030 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一三共」 瓶 8219401D2036 後発品
限定薬品 注射薬 ロイコボリン注３ｍｇ 管 3929403A1034

限定薬品 注射薬 ロイスタチン注８ｍｇ 瓶 4291408A1021

限定薬品 注射薬 ロイナーゼ注用１００００ 瓶 4291400A2030

限定薬品 注射薬 ロイナーゼ注用５０００ 瓶 4291400A1033

限定薬品 注射薬 ロカイン注１％　１ｍＬ 管 1211401A4067

採用薬品　在庫有 注射薬 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」 瓶 1229405A2040 後発品
限定薬品 注射薬 ロゼウス静注液１０ｍｇ 瓶 4240407A1036 後発品
限定薬品 注射薬 ロゼウス静注液４０ｍｇ 瓶 4240407A2032 後発品
限定薬品 注射薬 ロナプリーブ注射液セット１３３２ セット 62505A0A2038

採用薬品　在庫有 注射薬 ロピオン静注５０ｍｇ 管 1149407A1040

採用薬品　在庫有 注射薬 ロピオン静注５０ｍｇ 管 1149407A1040

限定薬品 注射薬 ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 瓶 3999430D1024

採用薬品　在庫有 注射薬 ワソラン静注５ｍｇ 管 2129402A1040

採用薬品　在庫有 注射薬 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ 管 2221400A2060

採用薬品　在庫有 注射薬 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 瓶 6393401X2028

限定薬品 注射薬 塩酸メピバカイン注シリンジ０．５％「ＮＰ」 筒 1214406G1022 後発品
限定薬品 注射薬 塩酸メピバカイン注シリンジ２％「ＮＰ」 筒 1214406G3025 後発品
限定薬品 注射薬 乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） 瓶（溶解液付） 631140BD3027

採用薬品　在庫有 注射薬 乾燥まむしウマ抗毒素注射用６０００単位「ＫＭＢ」 瓶 6331412X1086

採用薬品　在庫無 注射薬 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 瓶（溶解液付） 631340AD1040

限定薬品 注射薬 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 瓶（溶解液付） 631340ED1022

限定薬品 注射薬 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 瓶（溶解液付） 631340BD1053

限定薬品 注射薬 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 瓶（溶解液付） 631340DD1036

採用薬品　在庫有 注射薬 献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ＪＢ」 瓶 6343410X6179

採用薬品　在庫有 注射薬 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ＪＢ」 瓶 6343410X2130

採用薬品　在庫有 注射薬 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ 瓶 6343428A8020

限定薬品 注射薬 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注０．５ｇ／１０ｍＬ 瓶 6343428A1050

限定薬品 注射薬 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注２．５ｇ／５０ｍＬ 瓶 6343428A2057

限定薬品 注射薬 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注５ｇ／１００ｍＬ 瓶 6343428A4033

限定薬品 注射薬 献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 瓶 6343402X2071

限定薬品 注射薬 献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ 瓶 6343402X3035

限定薬品 注射薬 献血ノンスロン１５００注射用 瓶 6343424D3027

限定薬品 注射薬 献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 瓶 6343400X3044

採用薬品　在庫有 注射薬 献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ 瓶 6343400X5020

限定薬品 注射薬 抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 瓶 6343407X2074

限定薬品 注射薬 治験(GSK-2)Otilimab/90/150 不明 XXXXXXXA0124

限定薬品 注射薬 治験(GSK-2)Otilimab/生食/90/150 不明 XXXXXXXA0123

限定薬品 注射薬 治験(GSK-3)Otilimab/ｻﾘﾙﾏﾌﾞ/90/150 不明 XXXXXXXA0128

限定薬品 注射薬 治験(GSK-3)Otilimab/生食/ｻﾘﾙﾏﾌﾞ/90/150 不明 XXXXXXXA0125

限定薬品 注射薬 治験(MC-MTX.17/RA)MJK101(10mg) 不明 XXXXXXXA0140

限定薬品 注射薬 治験(MC-MTX.17/RA)MJK101(12.5mg) 不明 XXXXXXXA0141

限定薬品 注射薬 治験(MC-MTX.17/RA)MJK101(15mg) 不明 XXXXXXXA0142

限定薬品 注射薬 治験(MC-MTX.17/RA)MJK101(7.5mg) 不明 XXXXXXXA0139

限定薬品 注射薬 治験(MC-MTX.17/RA)MJK101(7.5mg)/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ 不明 XXXXXXXA0135

限定薬品 注射薬 治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」１０，０００ＪＡＵ／ｍＬ 瓶 4490404A1027

限定薬品 注射薬 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉２，０００ＪＡＵ／ｍＬ 瓶 4490403A1049

限定薬品 注射薬 循内治験　（AMG0001/プラセボ） 不明 XXXXXXXA0380

限定薬品 注射薬 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 瓶 7290401A1026

限定薬品 注射薬 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 瓶 7290401A1026

限定薬品 注射薬 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 瓶 7290401A1026

限定薬品 注射薬 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 瓶 7290401A1026

採用薬品　在庫有 注射薬 水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ 瓶 2452402A2040

採用薬品　在庫有 注射薬 水溶性プレドニン１０ｍｇ 管 2456405D1027

採用薬品　在庫有 注射薬 水溶性プレドニン５０ｍｇ 管 2456405D3020

採用薬品　在庫有 注射薬 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 筒 3311402G7050 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 筒 3311402G7050 後発品
採用薬品　在庫無 注射薬 生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 筒 3311402P6029 後発品
限定薬品 注射薬 生理食塩液「ヒカリ」　２５０ｍＬ 袋 3311401H6062

採用薬品　在庫有 注射薬 生理食塩液ＰＬ「フソー」　２Ｌ 袋 3311401H9037

採用薬品　在庫無 注射薬 生理食塩液バッグ「フソー」　１．５Ｌ 袋 3311401H8049

採用薬品　在庫有 注射薬 生理食塩液バッグ「フソー」　１Ｌ 袋 3311401H1117

限定薬品 注射薬 生理食塩液バッグ「フソー」　５００ｍＬ 袋 3311401A9110

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚塩カル注２％　２０ｍＬ 管 3215400A2076

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚蒸留水　１００ｍＬ 瓶 7131400A4105

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚蒸留水　１００ｍＬ 瓶 7131400A4105

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚蒸留水　１Ｌ 瓶 7131400A6027

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚蒸留水　２０ｍＬ 管 7131400A2129



採用薬品　在庫有 注射薬 大塚蒸留水　２０ｍＬ 管 7131400A2129

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚蒸留水　２０ｍＬ 管 7131400A2129

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚蒸留水　５００ｍＬ 瓶 7131400A5020

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚蒸留水　５００ｍＬ 瓶 7131400A5020

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚食塩注１０％　２０ｍＬ 管 3311400A1068

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚食塩注１０％　２０ｍＬ 管 3311400A1068

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　１００ｍＬ 瓶 3311401A3111

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　１００ｍＬ 瓶 3311401A3111

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　１００ｍＬ 瓶 3311401A3111

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　１Ｌ 瓶 3311401A8024

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　２０ｍＬ 管 3311401A2026

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　２０ｍＬ 管 3311401A2026

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　２０ｍＬ 管 3311401A2026

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　２０ｍＬ 管 3311401A2026

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　２０ｍＬ 管 3311401A2026

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　２５０ｍＬ 袋 3311401H6038

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　５００ｍＬ 瓶 3311401A7028

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　５００ｍＬ 袋 3311401A9020

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　５００ｍＬ 瓶 3311401A7028

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　５００ｍＬ 袋 3311401A9020

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　５０ｍＬ 瓶 3311401H2059

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　５０ｍＬ 瓶 3311401H2059

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　５０ｍＬ 瓶 3311401H2059

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　５０ｍＬ 袋 3311401H3039

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注２ポート１００ｍＬ キット 3311402G9036 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注２ポート１００ｍＬ キット 3311402G9036 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注２ポート５０ｍＬ キット 3311402P3020 後発品
採用薬品　在庫有 注射薬 大塚糖液５％　１００ｍＬ 瓶 3231401A2066

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚糖液５％　２０ｍＬ 管 3231401A1094

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚糖液５％　２０ｍＬ 管 3231401A1094

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚糖液５％　２５０ｍＬ 袋 3231401J6029

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚糖液５％　５００ｍＬ 袋 3231401Q3028

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚糖液５０％　２０ｍＬ 管 3231401H7023

限定薬品 注射薬 大塚糖液５０％　５００ｍＬ 袋 3231401J4034

限定薬品 注射薬 注射用ＧＨＲＰ科研１００ 瓶 7223407D1027

限定薬品 注射薬 注射用イホマイド１ｇ 瓶 4211402D1020

採用薬品　在庫有 注射薬 注射用エラスポール１００ 瓶 3999422D1020

採用薬品　在庫有 注射薬 注射用エンドキサン５００ｍｇ 瓶 4211401D2021

限定薬品 注射薬 注射用サイメリン１００ｍｇ 瓶 4219402D2024

限定薬品 注射薬 注射用サイメリン５０ｍｇ 瓶 4219402D1028

限定薬品 注射薬 注射用フィルデシン１ｍｇ 瓶 4240402D1021

限定薬品 注射薬 注射用フィルデシン３ｍｇ 瓶 4240402D2028

限定薬品 注射薬 注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 瓶 6111400D3051

限定薬品 注射薬 注射用メソトレキセート５０ｍｇ 瓶 4222400D2020

限定薬品 注射薬 注射用メソトレキセート５０ｍｇ 瓶 4222400D2020

限定薬品 注射薬 注射用メソトレキセート５ｍｇ 瓶 4222400D1024

採用薬品　在庫有 注射薬 注射用水　５００ｍＬ 袋 7131400H2020

限定薬品 注射薬 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンキット「タケダ」 筒 636140BG1022

採用薬品　在庫有 注射薬 沈降破傷風トキソイド「生研」 瓶 6322400X2048

採用薬品　在庫有 注射薬 低分子デキストランＬ注　２５０ｍＬ 袋 3319536A4029

採用薬品　在庫有 注射薬 低分子デキストランＬ注　５００ｍＬ 袋 3319536A3022

限定薬品 注射薬 点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ 瓶 6250403A1033

限定薬品 注射薬 動注用アイエーコール１００ｍｇ 瓶 4291401D1026

限定薬品 注射薬 動注用アイエーコール５０ｍｇ 瓶 4291401D2022

採用薬品　在庫有 注射薬 無水エタノール注「フソー」 管 4291411A1023

採用薬品　在庫有 注射薬 硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 管 1244401A1069

限定薬品 注射薬 硫酸カナマイシン注射液１０００ｍｇ「明治」 管 6169400A1036

限定薬品 注射薬 硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 瓶 6161400D1034

限定薬品 歯科用剤 歯科用ヨード・グリセリン ｍＬ 2790808Q1031

採用薬品　在庫有 外用薬 「純生」ミョウバン ｇ 2649703X1033

限定薬品 外用薬 ０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 ｍＬ 2616700Q4041

採用薬品　在庫有 外用薬 ０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 ｍＬ 2619702Q8030

採用薬品　在庫有 外用薬 ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 ｍＬ 2619702Q6045

限定薬品 外用薬 ０．５％アトロピン点眼液　５ｍＬ〔院内製 不明 XXXXXXXA0027

限定薬品 外用薬 10％カリ石ケン溶液（院内製剤） 不明 XXXXXXXA0558

採用薬品　在庫無 外用薬 ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 ｇ 2652701M1025 後発品
限定薬品 外用薬 ５－ＦＵ軟膏５％協和 ｇ 4223701M1047

限定薬品 外用薬 BDﾛｰﾄﾞｰｽﾞ針 不明 XXXXXXXA0021

限定薬品 外用薬 ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ｍＬ 1319715Q1031

採用薬品　在庫有 外用薬 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 錠 2399710E1046 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 アイオピジンＵＤ点眼液１％ 個 1319737Q1038

採用薬品　在庫有 外用薬 アイファガン点眼液０．１％ ｍＬ 1319761Q1023

限定薬品 外用薬 アイベータ配合点眼液 ｍＬ 1319824Q1020

限定薬品 外用薬 アイラミド配合懸濁性点眼液 ｍＬ 1319825Q1025

採用薬品　在庫有 外用薬 アクアチムクリーム１％ ｇ 2639700N1032

限定薬品 外用薬 アクアチムローション１％ ｍＬ 2639700Q1055

採用薬品　在庫有 外用薬 アクトシン軟膏３％ ｇ 2699703M1039

限定薬品 外用薬 アクロマイシン軟膏３％ ｇ 2634704M1047

採用薬品　在庫有 外用薬 アシクロビル軟膏５％「トーワ」 ｇ 6250701M1078 後発品
限定薬品 外用薬 アジマイシン点眼液１％ ｍＬ 1317714Q1024

採用薬品　在庫有 外用薬 アズノールうがい液４％ ｍＬ 2260700F1021 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 アズノール軟膏０．０３３％ ｇ 2649716M1042

採用薬品　在庫有 外用薬 アズノール軟膏０．０３３％ ｇ 2649716M1042

採用薬品　在庫有 外用薬 アスプール液（０．５％） ｍＬ 2252700G1025

採用薬品　在庫有 外用薬 アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＪＧ」 個 1141700J2181

採用薬品　在庫有 外用薬 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＪＧ」 個 1141700J3153 後発品
限定薬品 外用薬 アゾルガ配合懸濁性点眼液 ｍＬ 1319821Q1027

限定薬品 外用薬 アドエア１００ディスカス６０吸入用 キット 2290800G4031

限定薬品 外用薬 アドエア２５０ディスカス６０吸入用 キット 2290800G5038

限定薬品 外用薬 アドエア５００ディスカス６０吸入用 キット 2290800G6034

限定薬品 外用薬 アドエア５０エアゾール１２０吸入用 瓶 2290800G7030

限定薬品 外用薬 アトロベントエロゾル２０μｇ 瓶 2259702G2021

限定薬品 外用薬 アノーロエリプタ３０吸入用 キット 2259806G2028

限定薬品 外用薬 アノーロエリプタ７吸入用 キット 2259806G1021

限定薬品 外用薬 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 錠 2399707D1030

採用薬品　在庫有 外用薬 アラセナ－Ａ軟膏３％ ｇ 6250700M1189

限定薬品 外用薬 アリケイス吸入液５９０ｍｇ 瓶 6169700G1025

採用薬品　在庫有 外用薬 アルメタ軟膏 ｇ 2646727M1022

限定薬品 外用薬 アレジオンＬＸ点眼液０．１％ ｍＬ 1319762Q2024

限定薬品 外用薬 アレジオン点眼液０．０５％ ｍＬ 1319762Q1028

限定薬品 外用薬 アンテベートローション０．０５％ ｇ 2646730Q1026



採用薬品　在庫有 外用薬 アンテベート軟膏０．０５％ ｇ 2646730M1059

限定薬品 外用薬 アンペック坐剤１０ｍｇ 個 8114700J1023

限定薬品 外用薬 イオウ・カンフルローション「東豊」 ｍＬ 2669700X1040

限定薬品 外用薬 イクセロンパッチ１３．５ｍｇ 枚 1190700S3021

限定薬品 外用薬 イクセロンパッチ１８ｍｇ 枚 1190700S4028

限定薬品 外用薬 イクセロンパッチ４．５ｍｇ 枚 1190700S1029

限定薬品 外用薬 イクセロンパッチ９ｍｇ 枚 1190700S2025

採用薬品　在庫有 外用薬 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ キット 6250703G1022

限定薬品 外用薬 イミグラン点鼻液２０ 個 2160700Q1027

限定薬品 外用薬 イムノブラダー膀注用４０ｍｇ 瓶 6391700X3020

採用薬品　在庫有 外用薬 イムノブラダー膀注用８０ｍｇ　（溶解液付） 瓶 6391700X4026

採用薬品　在庫有 外用薬 インテバン外用液１％ ｍＬ 2649719Q2087

限定薬品 外用薬 ウブレチド点眼液１％ ｍＬ 1312704Q2020

限定薬品 外用薬 ウルティブロ吸入用カプセル カプセル 2259805G1027

限定薬品 外用薬 ウレパールローション１０％ ｇ 2669701Q1040

限定薬品 外用薬 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ 袋 2519700Q1030

限定薬品 外用薬 エイベリス点眼液０．００２％ ｍＬ 1319764Q1027

中止薬品　在庫有 外用薬 エキザルベ ｇ 2649852M1020

限定薬品 外用薬 エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２ 枚 2646729S2035

限定薬品 外用薬 エクロックゲル５％ ｇ 1259700Q1027

限定薬品 外用薬 エコリシン眼軟膏 ｇ 1319800M1023

採用薬品　在庫有 外用薬 エスクレ坐剤「２５０」 個 1123700J1020 睡眠薬
採用薬品　在庫有 外用薬 エスクレ注腸用キット「５００」 筒 1123700X1023 睡眠薬
限定薬品 外用薬 エストラーナテープ０．３６ｍｇ 枚 2473700S7027

限定薬品 外用薬 エストラーナテープ０．７２ｍｇ 枚 2473700S2076

限定薬品 外用薬 エナジア吸入用カプセル高用量 カプセル 2290807G2022

限定薬品 外用薬 エナジア吸入用カプセル中用量 カプセル 2290807G1026

採用薬品　在庫無 外用薬 エネマスター注腸散 ｇ 7212701W1021 後発品
限定薬品 外用薬 エムラクリーム ｇ 1219800N1023

採用薬品　在庫有 外用薬 オイラックスＨクリーム ｇ 2649800N1029

採用薬品　在庫有 外用薬 オイラックスクリーム１０％ ｇ 2649722N1027

限定薬品 外用薬 オーキシス９μｇタービュヘイラー６０吸入 キット 2259711G2020

限定薬品 外用薬 オキサロールローション２５μｇ／ｇ ｇ 2691702Q1020

限定薬品 外用薬 オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ ｇ 2691702M1036

採用薬品　在庫無 外用薬 オキシグルタチオン眼灌流液０．０１８４％キット「センジュ」 キット 1319731Q4048 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 オキシドール「ヤクハン」 ｍＬ 2614700X1255

採用薬品　在庫無 外用薬 オキナゾールクリーム１％ ｇ 2655706N1041

採用薬品　在庫有 外用薬 オキナゾール腟錠６００ｍｇ 錠 2529709H2042

限定薬品 外用薬 オゼックス点眼液０．３％ ｍＬ 1319751Q1020

採用薬品　在庫有 外用薬 オフサロン点眼液 瓶 1319802Q2020

限定薬品 外用薬 オフロキサシンゲル化点眼液０．３％「わかもと」 ｍＬ 1319722Q2020

採用薬品　在庫無 外用薬 オペガードＭＡ眼灌流液　２０ｍＬ 管 1319814Q1035

採用薬品　在庫有 外用薬 オリブ油「ヨシダ」 ｍＬ 7121704X1407

限定薬品 外用薬 オルテクサー口腔用軟膏０．１％ ｇ 2399707M1057 後発品
限定薬品 外用薬 オルベスコ１００μｇインヘラー１１２吸入用 キット 2290702G2021

限定薬品 外用薬 オルベスコ１００μｇインヘラー５６吸入用 キット 2290702G4024

限定薬品 外用薬 オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 キット 2290702G3028

限定薬品 外用薬 オルベスコ５０μｇインヘラー１１２吸入用 キット 2290702G1025

採用薬品　在庫無 外用薬 オロパタジン点眼液０．１％「サンド」 ｍＬ 1319752Q1067 後発品
限定薬品 外用薬 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ カプセル 2259710G1020

採用薬品　在庫有 外用薬 ガチフロ点眼液０．３％ ｍＬ 1319749Q1030

採用薬品　在庫有 外用薬 カデックス軟膏０．９％ ｇ 2699704M1025

限定薬品 外用薬 カデックス軟膏分包４５ｍｇ ｇ 2699704M2021

限定薬品 外用薬 カリ石ケン「ニッコー」 ｇ 2662700X1104

採用薬品　在庫有 外用薬 キシロカインゼリー２％ ｍＬ 1214700P1054

採用薬品　在庫有 外用薬 キシロカインポンプスプレー８％ ｇ 1214701R1050 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 キシロカイン液「４％」 ｍＬ 1214700Q1033

採用薬品　在庫有 外用薬 キシロカイン点眼液４％ ｍＬ 1214700Q1041

限定薬品 外用薬 ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ 枚 4219700X1020

限定薬品 外用薬 グラッシュビスタ外用液剤０．０３％５ｍＬ ｍＬ 267970AQ1020

限定薬品 外用薬 グラナテック点眼液０．４％ ｍＬ 1319763Q1022

採用薬品　在庫有 外用薬 グリセリン「マルイシ」 ｍＬ 2357700X1256

限定薬品 外用薬 グリセリンＢＣ液「ヨシダ」 ｍＬ 235770AX2028

採用薬品　在庫有 外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０ｍＬ 個 2357701K8185

採用薬品　在庫有 外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍＬ 個 2357701K3132

採用薬品　在庫有 外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍＬ 個 2357701K6220

限定薬品 外用薬 グリメサゾン軟膏 ｇ 2649801M1028

限定薬品 外用薬 クレナフィン爪外用液１０％ ｇ 6290702Q1029

採用薬品　在庫有 外用薬 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「ＭＹＫ」 ｇ 2646713M1209 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 クロマイ腟錠１００ｍｇ 錠 2521701H1050

採用薬品　在庫有 外用薬 クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 管 2259701G1071 後発品
限定薬品 外用薬 クロラムフェニコール点眼液０．５％「ニットー」 ｍＬ 1317702Q1064

採用薬品　在庫有 外用薬 ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩ｴﾀﾉｰﾙ液1% 不明 XXXXXXXA0892

採用薬品　在庫有 外用薬 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液１％「東豊」 ｍＬ 261970BQ5057

採用薬品　在庫有 外用薬 ゲーベンクリーム１％ ｇ 2633705N1031

採用薬品　在庫有 外用薬 ゲーベンクリーム１％ ｇ 2633705N1031

採用薬品　在庫有 外用薬 ゲーベンクリーム１％ ｇ 2633705N1031

採用薬品　在庫有 外用薬 ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 ｇ 2655709N1070 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 ｇ 2655709Q1068 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」 枚 2649729S2126 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」 枚 2649729S2126 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「ラクール」 枚 2649729S1162 後発品
限定薬品 外用薬 ケラチナミンコーワクリーム２０％ ｇ 2669701N2067

採用薬品　在庫有 外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「Ｆ」 ｇ 2634710M1093

限定薬品 外用薬 コソプトミニ配合点眼液 個 1319819Q2026

限定薬品 外用薬 コソプト配合点眼液 ｍＬ 1319819Q1020

限定薬品 外用薬 コムクロシャンプー０．０５％ ｇ 2646713Q2029

限定薬品 外用薬 コレクチム軟膏０．５％ ｇ 2699714M1029

中止薬品　在庫有 外用薬 ザーネ軟膏０．５％ ｇ 2649724M1039

限定薬品 外用薬 サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 瓶 2219700G1039

採用薬品　在庫有 外用薬 サイプレジン１％点眼液 ｍＬ 1311701Q1031

限定薬品 外用薬 ザラカム配合点眼液 ｍＬ 1319817Q1020

限定薬品 外用薬 サラゾピリン坐剤５００ｍｇ 個 6219700J1034

採用薬品　在庫有 外用薬 サリチル酸「ケンエー」 ｇ 2652700X1043

限定薬品 外用薬 サリベートエアゾール 個 2399801E1037

限定薬品 外用薬 サルコートカプセル外用５０μｇ カプセル 2399708A1039

採用薬品　在庫有 外用薬 サンコバ点眼液０．０２％ 瓶 1319710Q2078

採用薬品　在庫有 外用薬 サンピロ点眼液４％ 瓶 1312701Q5050

採用薬品　在庫無 外用薬 シェルガン０．５眼粘弾剤 筒 1319816Q1042 後発品
限定薬品 外用薬 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 ｍＬ 1329701Q1036 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ジクアス点眼液３％ 瓶 1319758Q1021



限定薬品 外用薬 ジクトルテープ７５ｍｇ 枚 1147700S1028

採用薬品　在庫有 外用薬 ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」 ｇ 2649734Q1085 後発品
限定薬品 外用薬 ジムソ膀胱内注入液５０％ 瓶 2590701X1027

採用薬品　在庫無 外用薬 スープレン吸入麻酔液 ｍＬ 1119703G1024

採用薬品　在庫有 外用薬 スコピゾル眼科用液 瓶 131980AQ1038

限定薬品 外用薬 ステロネマ注腸３ｍｇ 個 2454701X1033 後発品
限定薬品 外用薬 スピオルトレスピマット２８吸入 キット 2259807G1026

限定薬品 外用薬 スピオルトレスピマット６０吸入 キット 2259807G2022

採用薬品　在庫有 外用薬 スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 キット 2259709G2023

中止薬品　在庫有 外用薬 スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ カプセル 2259709G1027

限定薬品 外用薬 スプレキュア点鼻液０．１５％ 瓶 2499701R1052

採用薬品　在庫有 外用薬 スポンゼル　５ｃｍ×２．５ｃｍ 枚 3322700X1026

限定薬品 外用薬 スミスリンローション５％ ｇ 6429700Q1021

限定薬品 外用薬 ゼビアックスローション２％ ｇ 2639701Q1025

採用薬品　在庫有 外用薬 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 ｍＬ 1119702G1070 後発品
採用薬品　在庫無 外用薬 ゼルフォーム　２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ 枚 3322701X1020

採用薬品　在庫有 外用薬 ゾビラックス眼軟膏３％ ｇ 1319719M1046

採用薬品　在庫有 外用薬 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ 枚 2634711S1046

採用薬品　在庫有 外用薬 ソルベース ｇ 7123700M1113

採用薬品　在庫有 外用薬 ダイアップ坐剤１０ 個 1124701J3025 抗不安薬
採用薬品　在庫有 外用薬 ダイアップ坐剤４ 個 1124701J1022 抗不安薬
採用薬品　在庫有 外用薬 ダイアップ坐剤６ 個 1124701J2029 抗不安薬
限定薬品 外用薬 タクロリムス軟膏０．１％「ＰＰ」 ｇ 2699709M1044 後発品
限定薬品 外用薬 タコシール組織接着用シート　４．８ｃｍ×４．８ｃｍ 枚 6349802X2027

限定薬品 外用薬 タコシール組織接着用シート　９．５ｃｍ×４．８ｃｍ 枚 6349802X3023

限定薬品 外用薬 タプコム配合点眼液 ｍＬ 1319822Q1021

限定薬品 外用薬 タプロスミニ点眼液０．００１５％ 個 1319756Q2029

限定薬品 外用薬 タプロス点眼液０．００１５％ ｍＬ 1319756Q1022

限定薬品 外用薬 ダラシンＴゲル１％ ｇ 2634713M1020

採用薬品　在庫有 外用薬 タリビッド眼軟膏０．３％ ｇ 1319722M1056

採用薬品　在庫有 外用薬 タリビッド耳科用液０．３％ ｍＬ 1329706Q1039

限定薬品 外用薬 タリムス点眼液０．１％ 瓶 1319755Q1028

採用薬品　在庫有 外用薬 タルク「ケンエー」 ｇ 7113700X1067

採用薬品　在庫有 外用薬 ヂアミトール消毒用液１０Ｗ／Ｖ％ ｍＬ 2616700Q1530

採用薬品　在庫有 外用薬 チモプトールＸＥ点眼液０．５％ ｍＬ 1319702Q4033

限定薬品 外用薬 チモプトール点眼液０．５％ ｍＬ 1319702Q2111

限定薬品 外用薬 チモロールＰＦ点眼液０．５％「日点」 ｍＬ 1319702Q2189 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「久光」 枚 2259707S1217 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「久光」 枚 2259707S2213 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 枚 2259707S3210 後発品
限定薬品 外用薬 ディビゲル１ｍｇ 包 2473700M1020

限定薬品 外用薬 ディフェリンゲル０．１％ ｇ 2699711Q1027

限定薬品 外用薬 デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％「日医工」 ｇ 2646726M1141 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 ｇ 2399706M1125 後発品
限定薬品 外用薬 デスモプレシン・スプレー１０協和 瓶 2419700R2029

限定薬品 外用薬 デスモプレシン点鼻スプレー２．５μｇ「フェリング」 瓶 2419700R1030

採用薬品　在庫無 外用薬 デタントール０．０１％点眼液 ｍＬ 1319747Q1023

限定薬品 外用薬 デュアック配合ゲル ｇ 2699803Q1020

限定薬品 外用薬 デュオトラバ配合点眼液 ｍＬ 1319820Q1022

採用薬品　在庫有 外用薬 テラ・コートリル軟膏 ｇ 2647705M1023

限定薬品 外用薬 テリルジー１００エリプタ１４吸入用 キット 2290804G1022

限定薬品 外用薬 テリルジー１００エリプタ３０吸入用 キット 2290804G2029

限定薬品 外用薬 テリルジー２００エリプタ１４吸入用 キット 2290804G3025

限定薬品 外用薬 テリルジー２００エリプタ３０吸入用 キット 2290804G4021

限定薬品 外用薬 デルモベートスカルプローション０．０５％ ｇ 2646713Q1081

採用薬品　在庫有 外用薬 テレミンソフト坐薬１０ｍｇ 個 2359700J2106

採用薬品　在庫有 外用薬 テレミンソフト坐薬１０ｍｇ 個 2359700J2106

採用薬品　在庫有 外用薬 トパルジック軟膏１％ ｇ 2649733M1089

限定薬品 外用薬 トブラシン点眼液０．３％ ｍＬ 1317708Q1037

限定薬品 外用薬 ドボベットゲル ｇ 2699802Q1026

限定薬品 外用薬 ドボベットフォーム ｇ 2699802R1021

限定薬品 外用薬 ドボベット軟膏 ｇ 2699802M1024

限定薬品 外用薬 トルソプト点眼液１％ ｍＬ 1319738Q2020

限定薬品 外用薬 ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ 枚 2646711S2051

採用薬品　在庫有 外用薬 トロンビン液モチダ　ソフトボトル５千 キット 3323702Q2024

採用薬品　在庫有 外用薬 トロンビン液モチダ　ソフトボトル５千 キット 3323702Q2024

採用薬品　在庫有 外用薬 ナウゼリン坐剤１０ 個 2399714J1026

採用薬品　在庫有 外用薬 ナウゼリン坐剤３０ 個 2399714J2022

採用薬品　在庫有 外用薬 ナウゼリン坐剤６０ 個 2399714J3029

限定薬品 外用薬 ナサニール点鼻液０．２％ 瓶 2499702Q1043

限定薬品 外用薬 ニコチネルＴＴＳ１０ 枚 7990712S1022

限定薬品 外用薬 ニコチネルＴＴＳ２０ 枚 7990712S2029

限定薬品 外用薬 ニコチネルＴＴＳ３０ 枚 7990712S3025

採用薬品　在庫有 外用薬 ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ 枚 2171701S2037

採用薬品　在庫有 外用薬 ニフラン点眼液０．１％ ｍＬ 1319724Q1120

限定薬品 外用薬 ニュープロパッチ１３．５ｍｇ 枚 1169700S4024

限定薬品 外用薬 ニュープロパッチ１８ｍｇ 枚 1169700S5020

限定薬品 外用薬 ニュープロパッチ２．２５ｍｇ 枚 1169700S1025

限定薬品 外用薬 ニュープロパッチ４．５ｍｇ 枚 1169700S2021

限定薬品 外用薬 ニュープロパッチ９ｍｇ 枚 1169700S3028

限定薬品 外用薬 ネオキシテープ７３．５ｍｇ 枚 2590700S1025

採用薬品　在庫有 外用薬 ネオシネジンコーワ５％点眼液 ｍＬ 1311702Q1036

採用薬品　在庫有 外用薬 ネオ兼一消アルＡ ｍＬ 2619813X1028 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ネグミンシュガー軟膏 ｇ 2699801V1068 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ネグミンシュガー軟膏 ｇ 2699801V1068 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ネグミンシュガー軟膏 ｇ 2699801V1068 後発品
限定薬品 外用薬 ネバナック懸濁性点眼液０．１％ ｍＬ 1319759Q1026

採用薬品　在庫無 外用薬 ネリザ軟膏 ｇ 2559814M1042 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ ｇ 2646700N1169

中止薬品　在庫有 外用薬 ネリプロクト軟膏 ｇ 2559814M1026

限定薬品 外用薬 ノルスパンテープ１０ｍｇ 枚 1149704S2027

限定薬品 外用薬 ノルスパンテープ５ｍｇ 枚 1149704S1020

限定薬品 外用薬 ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ｍＬ 1319740Q1056

採用薬品　在庫有 外用薬 ハイポアルコール 不明 XXXXXXXA2341

限定薬品 外用薬 バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ 瓶 2492700R1022

採用薬品　在庫有 外用薬 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ｇ 6119700M1035

中止薬品　在庫有 外用薬 パタノール点眼液０．１％ ｍＬ 1319752Q1024

限定薬品 外用薬 パッチテストパネル（Ｓ） 組 7290707T2025

限定薬品 外用薬 パピロックミニ点眼液０．１％ 個 1319750Q1025

限定薬品 外用薬 パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 瓶 2290701G2035

限定薬品 外用薬 パルミコート吸入液０．５ｍｇ 管 2290701G5026



限定薬品 外用薬 ハルロピテープ１６ｍｇ 枚 1169701S2026

限定薬品 外用薬 ハルロピテープ２４ｍｇ 枚 1169701S3022

限定薬品 外用薬 ハルロピテープ３２ｍｇ 枚 1169701S4029

限定薬品 外用薬 ハルロピテープ４０ｍｇ 枚 1169701S5025

限定薬品 外用薬 ハルロピテープ８ｍｇ 枚 1169701S1020

限定薬品 外用薬 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ点眼液5mL 不明 XXXXXXXA0089

採用薬品　在庫無 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「生化学」 筒 1319720Q8258

限定薬品 外用薬 ヒアレインミニ点眼液０．１％ 個 1319720Q4031

限定薬品 外用薬 ヒアレインミニ点眼液０．３％ 個 1319720Q5038

採用薬品　在庫有 外用薬 ヒアレイン点眼液０．１％ 瓶 1319720Q3078

限定薬品 外用薬 ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ 瓶 1319731Q2045

採用薬品　在庫有 外用薬 ビソノテープ２ｍｇ 枚 2149700S3020

限定薬品 外用薬 ビソノテープ４ｍｇ 枚 2149700S1027

採用薬品　在庫有 外用薬 ヒビスコール液Ａ ｍＬ 261970BQ1078

限定薬品 外用薬 ヒビスコール液Ａ１％ ｍＬ 261970BQ5081

限定薬品 外用薬 ビベスピエアロスフィア２８吸入 キット 2259808G1020

限定薬品 外用薬 ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」 ｇ 1317712M1031

限定薬品 外用薬 ヒルドイドクリーム０．３％ ｇ 3339950N1035

採用薬品　在庫有 外用薬 ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ｇ 3339950M1137

採用薬品　在庫有 外用薬 ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ｇ 3339950M1137

採用薬品　在庫有 外用薬 ヒルドイドローション０．３％ ｇ 3339950Q1074

採用薬品　在庫有 外用薬 ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」 瓶 1319706Q3043 後発品
限定薬品 外用薬 ブイフェンド点眼（５ｍＬ） 不明 XXXXXXXA0088

採用薬品　在庫有 外用薬 フィブラストスプレー５００ 瓶 2699710R2024

限定薬品 外用薬 フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉 ｇ 2649804X1109

採用薬品　在庫有 外用薬 フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 ｇ 2649731M1098 後発品
限定薬品 外用薬 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ０．５ｍｇ「テイコク」 枚 8219701S6035 後発品
限定薬品 外用薬 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ０．５ｍｇ「テイコク」 枚 8219701S6035 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「第一三共」 枚 8219701S1033 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「第一三共」 枚 8219701S2030 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ「第一三共」 枚 8219701S3036 後発品
採用終了 外用薬 フェントステープ０．５ｍｇ 枚 8219701S6027

限定薬品 外用薬 ブコラム口腔用液５ｍｇ 筒 1139700Q2025

採用薬品　在庫有 外用薬 ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ「武田テバ」 管 2290701G4038 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ＪＧ」 キット 2290801G1037 後発品
限定薬品 外用薬 ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」 キット 2290801G2033 後発品
限定薬品 外用薬 ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」 キット 2290801G2033 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 フラジール腟錠２５０ｍｇ 錠 2529707H1063

限定薬品 外用薬 フラビタン眼軟膏０．１％ ｇ 1319714M1060

採用薬品　在庫有 外用薬 プリビナ液０．０５％ ｍＬ 1324704Q1033

限定薬品 外用薬 プリビナ点眼液０．５ｍｇ／ｍＬ ｍＬ 1316700Q1050

採用薬品　在庫有 外用薬 ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「サンド」 ｍＬ 1319748Q1060 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「サンド」 ｍＬ 1319748Q1060 後発品
限定薬品 外用薬 フルタイド１００μｇエアゾール６０吸入用 瓶 2290700G8039

限定薬品 外用薬 フルタイド２００ディスカス 個 2290700G6028

限定薬品 外用薬 フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 瓶 2290700G7032

限定薬品 外用薬 フルタイド５０ディスカス 個 2290700G4025

限定薬品 外用薬 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 瓶 2290802G4022

限定薬品 外用薬 フルティフォーム１２５エアゾール５６吸入用 瓶 2290802G2020

限定薬品 外用薬 フルティフォーム５０エアゾール１２０吸入用 瓶 2290802G3026

限定薬品 外用薬 フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 瓶 1329707Q3052

採用薬品　在庫有 外用薬 フルメトロン点眼液０．０２％ ｍＬ 1315704Q1115

採用薬品　在庫有 外用薬 フルメトロン点眼液０．１％ ｍＬ 1315704Q3126

限定薬品 外用薬 ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ ｇ 4234700M1038

採用薬品　在庫無 外用薬 プレグランディン腟坐剤１ｍｇ 個 2499700H1036

採用薬品　在庫有 外用薬 プレドニン眼軟膏 ｇ 1315705M1037

限定薬品 外用薬 プレドネマ注腸２０ｍｇ 個 2456700X1025 後発品
限定薬品 外用薬 プロヴォックスオプティダーム　楕円形（72 不明 XXXXXXXA0373

限定薬品 外用薬 プロヴォックスフレキシダーム　楕円形（72 不明 XXXXXXXA0374

限定薬品 外用薬 プロクトセディル軟膏 ｇ 2559806M1021

限定薬品 外用薬 フロジン外用液５％ ｍＬ 2679701Q1055 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 プロスタンディン軟膏０．００３％ ｇ 2699705M1038

採用薬品　在庫有 外用薬 プロスタンディン軟膏０．００３％ ｇ 2699705M1038

限定薬品 外用薬 プロトピック軟膏０．０３％小児用 ｇ 2699709M2024

採用薬品　在庫無 外用薬 プロトピック軟膏０．１％ ｇ 2699709M1028

採用薬品　在庫有 外用薬 ブロナック点眼液０．１％ ｍＬ 1319743Q1033

採用薬品　在庫有 外用薬 プロペト ｇ 7121703X1330

採用薬品　在庫有 外用薬 プロペト ｇ 7121703X1330

採用薬品　在庫有 外用薬 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 ｍＬ 2234700G1043 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 ｍＬ 2234700G1043 後発品
中止薬品　在庫有 外用薬 ベガモックス点眼液０．５％ ｍＬ 1319753Q1029

採用薬品　在庫有 外用薬 ベストロン耳鼻科用１％ ｍＬ 1325702Q1040

採用薬品　在庫有 外用薬 ベストロン点眼用０．５％ ｍＬ 1317713Q1038

限定薬品 外用薬 ベセルナクリーム５％ 包 6290701N1028

限定薬品 外用薬 ベナパスタ軟膏４％ ｇ 2642703M1036

採用薬品　在庫有 外用薬 ベネトリン吸入液０．５％ ｍＬ 2254700G2034

採用薬品　在庫有 外用薬 ベネトリン吸入液０．５％ ｍＬ 2254700G2034

採用薬品　在庫有 外用薬 ベノキシール点眼液０．４％ ｍＬ 1313700Q2070

限定薬品 外用薬 ヘパリン類似物質ローション０．３％「日医工」 ｇ 3339950Q1139 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 ｇ 3339950R1126 後発品
限定薬品 外用薬 ベピオゲル２．５％ ｇ 2699712Q1021

採用薬品　在庫有 外用薬 ヘモポリゾン軟膏 ｇ 2559808M1039 後発品
限定薬品 外用薬 ペンタサ坐剤１ｇ 個 2399715J1020

限定薬品 外用薬 ペンタサ注腸１ｇ 個 2399715X1023

限定薬品 外用薬 ベンテイビス吸入液１０μｇ 管 2190701G1025

限定薬品 外用薬 ペンレステープ１８ｍｇ 枚 1214701S1051

採用薬品　在庫有 外用薬 ボアラ軟膏０．１２％ ｇ 2646724M1045

採用薬品　在庫有 外用薬 ボアラ軟膏０．１２％ ｇ 2646724M1045

採用薬品　在庫有 外用薬 ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ 錠 2529701H2046

採用薬品　在庫有 外用薬 ボスミン外用液０．１％ ｍＬ 2451700Q1032

採用薬品　在庫有 外用薬 ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 ｍＬ 2260701F1352

採用薬品　在庫有 外用薬 ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ｇ 2612701Q2133 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ｇ 2612701Q2133 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ポピヨドンスクラブ７．５％ ｍＬ 2612701Q1099 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ポピヨドン液１０％ ｍＬ 2612701Q3334 後発品
限定薬品 外用薬 ボラザＧ坐剤 個 2559813J1033

採用薬品　在庫有 外用薬 ボルタレンサポ２５ｍｇ 個 1147700J2061

採用薬品　在庫有 外用薬 ボルタレンサポ５０ｍｇ 個 1147700J3084

限定薬品 外用薬 ボルタレンテープ１５ｍｇ 枚 2649734S1074

限定薬品 外用薬 ボルタレンテープ３０ｍｇ 枚 2649734S2070

限定薬品 外用薬 ボルヒール組織接着用　０．５ｍＬ４瓶 組 6349801X1026



限定薬品 外用薬 ボルヒール組織接着用　１ｍＬ４瓶 組 6349801X2022

限定薬品 外用薬 ボルヒール組織接着用　３ｍＬ４瓶 組 6349801X4025

限定薬品 外用薬 ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ ｇ 2691700M2025

限定薬品 外用薬 ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ ｇ 2691700M1053

限定薬品 外用薬 マーデュオックス軟膏 ｇ 2699804M1023

採用薬品　在庫有 外用薬 マイザー軟膏０．０５％ ｇ 2646725M1201

採用薬品　在庫有 外用薬 マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） ｍＬ 2619702Q3160

採用薬品　在庫有 外用薬 ミオコールスプレー０．３ｍｇ 缶 2171701R4038

採用薬品　在庫無 外用薬 ミケランＬＡ点眼液２％ ｍＬ 1319701Q4020

限定薬品 外用薬 ミケルナ配合点眼液 ｍＬ 1319823Q1026

採用薬品　在庫有 外用薬 ミドリンＭ点眼液０．４％ ｍＬ 1311705Q1048

採用薬品　在庫有 外用薬 ミドリンＰ点眼液 ｍＬ 1319810Q1053

限定薬品 外用薬 ミレーナ５２ｍｇ 個 2529710X1027

限定薬品 外用薬 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ 本 1319760Q1029

限定薬品 外用薬 ムコフィリン吸入液２０％ 包 2233700G2034

限定薬品 外用薬 メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 個 2399715X1031 後発品
限定薬品 外用薬 メノエイドコンビパッチ 枚 2482800S1026

採用薬品　在庫有 外用薬 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 キット 2259704G9033

限定薬品 外用薬 メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 キット 2259704G8037

採用薬品　在庫有 外用薬 メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ 個 2259704G5020

限定薬品 外用薬 モーラステープＬ４０ｍｇ 枚 2649729S3084

限定薬品 外用薬 モーラスパップ３０ｍｇ 枚 2649729S1154

限定薬品 外用薬 モーラスパップ６０ｍｇ 枚 2649729S4030

限定薬品 外用薬 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ 枚 2649729S5028

限定薬品 外用薬 モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ 枚 2649729S6024

採用薬品　在庫無 外用薬 モキシフロキサシン点眼液０．５％「サンド」 ｍＬ 1319753Q1053 後発品
採用薬品　在庫無 外用薬 モキシフロキサシン点眼液０．５％「サンド」 ｍＬ 1319753Q1053 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 瓶 1329710Q1035 後発品
限定薬品 外用薬 ヤクバンテープ４０ｍｇ 枚 2649732S2055

限定薬品 外用薬 ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」 ｍＬ 1319739Q1258 後発品
限定薬品 外用薬 ラタノプロスト点眼液０．００５％「三和」 ｍＬ 1319739Q1169 後発品
限定薬品 外用薬 ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 ｇ 2655710M1042 後発品
限定薬品 外用薬 ラミシールクリーム１％ ｇ 2659710N1152

採用薬品　在庫有 外用薬 リザベン点眼液０．５％ 瓶 1319736Q1076

限定薬品 外用薬 リティンパ耳科用２５０μｇセット セット 1329713X1025

採用薬品　在庫有 外用薬 リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 枚 1214701S1086 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 リドメックスコーワローション０．３％ ｇ 2646720Q1065

限定薬品 外用薬 リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ 枚 1190700S3030

限定薬品 外用薬 リバスタッチパッチ１８ｍｇ 枚 1190700S4036

限定薬品 外用薬 リバスタッチパッチ４．５ｍｇ 枚 1190700S1037

限定薬品 外用薬 リバスタッチパッチ９ｍｇ 枚 1190700S2033

採用薬品　在庫有 外用薬 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＹＰ」 枚 1190700S1070 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＹＰ」 枚 1190700S1070 後発品
採用薬品　在庫無 外用薬 リボスチン点眼液０．０２５％ ｍＬ 1319746Q1029

限定薬品 外用薬 リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 瓶 1329708Q1038

限定薬品 外用薬 リレンザ ブリスター 6250702G1028

限定薬品 外用薬 リレンザ ブリスター 6250702G1028

採用薬品　在庫有 外用薬 リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ ｇ 2647709N1060

採用薬品　在庫有 外用薬 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ ｇ 2647709M1102

採用薬品　在庫有 外用薬 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ ｇ 2647709M1102

採用薬品　在庫有 外用薬 リンデロン－Ｖローション ｍＬ 2646701Q1038

採用薬品　在庫有 外用薬 リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ ｇ 2646701M2156

限定薬品 外用薬 リンデロン坐剤０．５ｍｇ 個 2454700J1028

限定薬品 外用薬 リンデロン坐剤１．０ｍｇ 個 2454700J2024

採用薬品　在庫有 外用薬 リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ｍＬ 1315706Q2102

限定薬品 外用薬 ルコナック爪外用液５％ ｇ 6290703Q1023

限定薬品 外用薬 ルミガン点眼液０．０３％ ｍＬ 1319757Q1027

採用薬品　在庫有 外用薬 ルリコンクリーム１％ ｇ 2655712N1020

採用薬品　在庫無 外用薬 ルリコン液１％ ｍＬ 2655712Q1027

限定薬品 外用薬 レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 瓶 2399716K1020

採用薬品　在庫無 外用薬 レスキュラ点眼液０．１２％ ｍＬ 1319732Q1035

採用薬品　在庫有 外用薬 レスタミンコーワクリーム１％ ｇ 2642702N1029

採用薬品　在庫有 外用薬 レペタン坐剤０．２ｍｇ 個 1149703J1020

採用薬品　在庫有 外用薬 レボフロキサシン点眼液１．５％「ＶＴＲＳ」 ｍＬ 1319742Q2248 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 レルベア１００エリプタ１４吸入用 キット 2290803G1028

限定薬品 外用薬 レルベア１００エリプタ３０吸入用 キット 2290803G3020

限定薬品 外用薬 レルベア２００エリプタ１４吸入用 キット 2290803G2024

限定薬品 外用薬 レルベア２００エリプタ３０吸入用 キット 2290803G4027

限定薬品 外用薬 ロキソニンテープ５０ｍｇ 枚 2649735S2024

限定薬品 外用薬 ロキソニンパップ１００ｍｇ 枚 2649735S1028

限定薬品 外用薬 ロキソニンパップ１００ｍｇ 枚 2649735S1028

採用薬品　在庫有 外用薬 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユートク」 枚 2649735S3209 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 ロコアテープ 枚 2649896S1022

採用薬品　在庫有 外用薬 ロコイドクリーム０．１％ ｇ 2646717N1083

限定薬品 外用薬 ロコイド軟膏０．１％ ｇ 2646717M1096

限定薬品 外用薬 ロゼックスゲル０．７５％ ｇ 2699713Q1026

限定薬品 外用薬 ロナセンテープ２０ｍｇ 枚 1179700S1021 抗精神病薬

限定薬品 外用薬 ワコビタール坐剤１００ 個 1125700J5039 睡眠薬
採用薬品　在庫有 外用薬 ワコビタール坐剤３０ 個 1125700J3028 睡眠薬
採用薬品　在庫有 外用薬 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 ｇ 2649710M2050 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 液状フェノール「ケンエー」 ｍＬ 2619705X1050

限定薬品 外用薬 塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑﾛｰｼｮﾝ 100mL 不明 XXXXXXXA0126

採用薬品　在庫有 外用薬 塩化ナトリウム「オーツカ」 ｇ 7190701X1036

採用薬品　在庫有 外用薬 塩化ナトリウム「オーツカ」 ｇ 7190701X1036

採用薬品　在庫有 外用薬 含嗽用ハチアズレ顆粒 ｇ 2260702F1055

採用薬品　在庫有 外用薬 消毒用エタノール液ＩＰ ｍＬ 2615705Q1048 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 枚 2171700S1133 後発品
限定薬品 外用薬 人工鼻　エクストラフローHME（7291） 不明 XXXXXXXA0148

限定薬品 外用薬 人工鼻　エクストラモイストHME（7290） 不明 XXXXXXXA0149

限定薬品 外用薬 人工鼻　マイクロンHME（7247） 不明 XXXXXXXA0150

限定薬品 外用薬 人工鼻　マイクロンHME（7248） 不明 XXXXXXXA0151

限定薬品 外用薬 人工涙液マイティア点眼液 瓶 1319808Q2036

採用薬品　在庫有 外用薬 水 不明 XXXXXXXA1423

採用薬品　在庫有 外用薬 日点アトロピン点眼液１％ 瓶 1311706Q2022

採用薬品　在庫有 外用薬 尿素クリーム１０％「フジナガ」 ｇ 2669701N1117 後発品
採用薬品　在庫有 外用薬 白色ワセリン「ケンエー」 ｇ 7121703X1089

採用薬品　在庫有 外用薬 白色ワセリン「ケンエー」 ｇ 7121703X1089

採用薬品　在庫有 外用薬 無水エタノール　シオエ ｍＬ 2615704X1110

採用薬品　在庫有 外用薬 流動パラフィン ｍＬ 7121718X1018


