★薬品名（展開名称）

【般】Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ
【般】アセトアミノフェン錠 ３００ｍｇ
【般】イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
【般】カリジノゲナーゼ錠５０単位
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液２％ （持続性）
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液２％ （非持続性）
【般】ケトチフェン点眼液０．０５％ ５ｍＬ
【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液３％５ｍＬ
【般】シアノコバラミン点眼液 ０．０２％
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
【般】チモロール点眼液０．５％ （持続性）
【般】チモロール点眼液０．５％ （非持続性）
【般】トラニラスト点眼液０．５％
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液
【般】バラシクロビル錠５００ｍｇ
【般】バルプロ酸Na徐放錠２００ｍｇ
【般】ヒアルロン酸Na点眼液０．１％ ５mL
【般】ヒアルロン酸Na点眼液０．３％ ５mL
【般】ピレノキシン点眼液 ０．００５％ ５ｍL
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠２０ｍｇ
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
【般】プラノプロフェン点眼液 ０．１％
【般】フルオロメトロン点眼液０．０２％
【般】フルオロメトロン点眼液０．１％
【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液０．５％
【般】ベタメタゾンリン酸ｴｽﾃﾙＮａ点眼点耳点鼻液0.1%
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 １０mg
【般】メコバラミン錠０．５ｍｇ
【般】モキシフロキサシン点眼液０．５％ ５mL
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液
【般】ラタノプロスト点眼液０．００５％
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５ｍｇ
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠３０ｍｇ
【般】レバミピド錠１００ｍｇ
【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ
【般】レボフロキサシン点眼液１．５％
【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ
AZ点眼液０．０２% ５mL
MS温シップ「タイホウ」 ２０g ５枚/袋
PL配合顆粒 １g/包
アイドロイチン３％点眼液 ５mL
アイファガン点眼液０．１％ ５mL
アイベータ配合点眼液 ５ｍL
アイラミド配合懸濁性点眼液 ５ｍL
アクアチム軟膏１％ １０g
アジマイシン点眼液１％ ２．５mL
アズノールうがい液４％ ５mL
アズノール軟膏０．０３３％ ２０gチューブ
アスパラカリウム錠 ３００mg
アセチルスピラマイシン錠 １００mg
アゾルガ配合懸濁性点眼液 ５mL
アダプチノール錠 ５mg
アデホスコーワ顆粒１０％ １g/包
アドナ錠 ３０mg
アムロジピンOD錠 ５mg「杏林」
アモキシシリンカプセル ２５０mg「日医工」
アルピニー坐剤 ２００mg
アルファロールカプセル ０．２５μg
アレジオンＬＸ点眼液０．１％ ５mL
アレジオン点眼液０．０５％ ５mL
アレロックOD錠 ５mg

★一般名称

L-アスパラギン酸カリウム
アセトアミノフェン
イソプロピルウノプロストン
カリジノゲナーゼ
カルテオロール塩酸塩
カルテオロール塩酸塩
ケトチフェンフマル酸塩
コンドロイチン硫酸エステルナト
シアノコバラミン
セフカペンピボキシル塩酸塩
チモロールマレイン酸塩
チモロールマレイン酸塩
トラニラスト
ﾄﾗﾎﾞﾌﾟﾛｽﾄ・ﾁﾓﾛｰﾙ配合点眼液
ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ・ﾁﾓﾛｰﾙ配合点眼液
バラシクロビル
バルプロ酸ナトリウム
精製ヒアルロン酸ナトリウム
精製ヒアルロン酸ナトリウム
ピレノキシン
ファモチジン
フェキソフェナジン
プラノプロフェン
フルオロメトロン
フルオロメトロン
ベタキソロール塩酸塩
ベタメタゾンリン酸エステルNa
ベポタスチンベシル酸塩
メコバラミン
モキシフロキサシン塩酸塩
ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ・ﾁﾓﾛｰﾙ配合点眼液
ラタノプロスト
ランソプラゾール
ランソプラゾール
レバミピド
レボフロキサシン
レボフロキサシン水和物
ロキソプロフェン
アズレンスルホン酸ナトリウム
MS温シップ「タイホウ」
アセトアミノフェン
コンドロイチン硫酸エステルナト
ブリモニジン酒石酸塩
アイベータ配合点眼液
アイラミド配合懸濁性点眼液
ナジフロキサシン
ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ
アズレンスルホン酸ナトリウム
ジメチルイソプロピルアズレン
L-アスパラギン酸カリウム
スピラマイシン酢酸エステル
アゾルガ配合懸濁性点眼液
ヘレニエン
アデノシン三リン酸二ナトリウム
カルバゾクロム
アムロジピン
アモキシシリン水和物
アセトアミノフェン
アルファカルシドール
エピナスチン塩酸塩
エピナスチン塩酸塩
オロパタジン塩酸塩

★薬品名（展開名称）

アロプリノール錠 １００mg 「ｻﾜｲ」
イナビル吸入粉末剤 ２０mg
エイゾプト懸濁性点眼液１％ ５mL
エイベリス点眼液０．００２％ ２．５mL
エコリシン眼軟膏 ３．５g
エディロールカプセル ０．７５μg
エビリファイ錠 ３mg
エブランチルカプセル １５mg
オーグメンチン配合錠 ２５０RS
オフサロン点眼液 ５mL
オルテクサー口腔用軟膏０．１％ ５g
ガスコン錠 ４０mg
ガチフロ点眼液０．３％ ５mL
カルテオロール塩酸塩ＰＦ点眼液２％「日点」 ５mL
カルナクリン錠 ５０U
カルボシステイン錠 ５００mg「トーワ」
カロナール細粒５０％（成分量）
カロナール錠 ２００mg
カロナール錠 ３００mg
カンデサルタン錠 ８mg「あすか」
キサラタン点眼液０．００５％ ２．５mL
グラナテック点眼液０．４％ ５mL
クラビット点眼液１．５％ ５mL
クラリス錠 ２００mg
クラリチンレディタブ錠 １０mg
グリセリン浣腸液５０％ ６０mL
グルコンサンK細粒 ４mEq/g （製剤量）
グルコンサンK錠 ５mEq
クレストールOD錠 ２．５mg
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g「ﾀｲﾖｰ」
コソプトミニ配合点眼液
コソプト配合点眼液 ５mL
コデインリン酸塩散１％（製剤量）
コルヒチン錠 ０．５mg「タカタ」
サイプレジン１％点眼液 １０mL
サイレース錠 １mg
ザジテン点眼液０．０５％ ５mL
サムチレール内用懸濁液15% 5mL/包
ザラカム配合点眼液 ２．５mL
サリベートエアゾール
サルタノールインヘラー１００μg
サンコバ点眼液０．０２％ ５mL
サンテゾーン点眼液（０．１％） ５ｍＬ
サンピロ点眼液０．５％ ５mL
サンピロ点眼液１％ ５mL
サンピロ点眼液２％ ５mL
ジクアス点眼液３％ ５mL
ジクロフェナクNa・PF点眼0.1%「日点」
シナール配合顆粒 １g/包
ジルテック錠 １０mg
セファドール錠 ２５mg
セフカペンﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠 １００mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
セルシン錠２mg
セルベックスカプセル ５０mg
セロクラール錠 ２０mg
センノシド錠 １２mg「武田テバ」
ゾビラックス眼軟膏３％ ５g
ダイアモックス錠 ２５０mg
ダイフェン配合錠
タプコム配合点眼液 ２．５mL
タプロスミニ点眼液０．００１５％
タプロス点眼液0.0015% ２．５mL

★一般名称

アロプリノール
ラニナミビルオクタン酸エステル
ブリンゾラミド
オミデネパグ イソプロピル
エコリシン眼軟膏
エルデカルシトール
アリピプラゾール
ウラピジル
ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸K、ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物
ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ、ｺﾘｽﾁﾝ
トリアムシノロンアセトニド
ジメチコン
ガチフロキサシン
カルテオロール塩酸塩
カリジノゲナーゼ
カルボシステイン
アセトアミノフェン
アセトアミノフェン
アセトアミノフェン
カンデサルタン
ラタノプロスト
リパスジル塩酸塩水和物
レボフロキサシン水和物
クラリスロマイシン
ロラタジン
グリセリン
グルコン酸カリウム
グルコン酸カリウム
ロスバスタチンカルシウム
ゲンタマイシン
コソプトミニ配合点眼液
コソプト配合点眼液
コデインリン酸塩水和物
コルヒチン
シクロペントラート
フルニトラゼパム
ケトチフェンフマル酸塩
アトバコン
ザラカム配合点眼液
サリベートエアゾール
サルブタモール
シアノコバラミン
デキサメタゾンメタスルホ安息香
ピロカルピン塩酸塩
ピロカルピン塩酸塩
ピロカルピン塩酸塩
ジクアホソルナトリウム
ジクロフェナクナトリウム
アスコルビン酸
セチリジン塩酸塩
ジフェニドール塩酸塩
セフカペンピボキシル塩酸塩
ジアゼパム
テプレノン
イフェンプロジル酒石酸塩
センノシドA・Bカルシウム塩
アシクロビル
アセタゾラミド
スルファメトキサゾール トリメ
タプコム配合点眼液
タフルプロスト
タフルプロスト

★薬品名（展開名称）

タミフルカプセル ７５mg
タリオンOD錠 １０mg
タリビッド眼軟膏０．３％ ３．５g
タリムス点眼液０．１％ ５mL
チモプトールXE点眼液０．５％ ２．５mL
チモプトール点眼液０．５％ ５mL
チラーヂンS錠 ５０μg
ツムラ葛根湯エキス顆粒 2.5g/包〔TJ-1〕
ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g/包〔TJ-54〕
デザレックス錠 ５mg
デタントール0.01％点眼液 ５mL
デパケンR錠 ２００mg
デパス錠 ０．５mg
デュオトラバ配合点眼液 ２．５mL
デルモベート軟膏０．０５％ ５g
トブラシン点眼液０．３％ ５mL
トラバタンズ点眼液０．００４％ ２．５mL
トラマールOD錠 ２５mg
トランサミン錠 ２５０mg
トリクロリールシロップ １００mg/mL
トルソプト点眼液１％ ５mL
ナウゼリン坐剤 ６０mg
ニゾラールクリーム２％ １０g
ニバジール錠 ４mg
ニフラン点眼液０．１％ ５mL
ネオーラル １０mgカプセル
ネオーラルカプセル ２５mg
ネオーラルカプセル５０mg
ネオシネジンコーワ ５％点眼液
ネキシウムカプセル ２０mg
ネシーナ錠 １２．５mg
ネバナック懸濁性点眼液０．１％ ５mL
ノベルジン錠 ２５mg
ノベルジン錠 ５０mg
ノボラピッド注フレックスタッチ
バイアスピリン錠 １００mg
ハイパジールコーワ点眼液0.25％ ５mL
パタノール点眼液０．１％ ５mL
パニマイシン点眼液０．３％ ５mL
パピロックミニ点眼液０．１％
バラシクロビル錠 ５００mg「日医工」
バリキサ錠 ４５０mg
バンコマイシン眼軟膏１％ ５g
ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑPF点眼液 0.1%「日点」
ヒアレインミニ点眼液０．１％
ヒアレインミニ点眼液０．３％
ヒアレイン点眼液０．１％ ５mL
ヒアレイン点眼液０．３％ ５mL
ビオフェルミン Ｒ錠 ６mg
ビオフェルミン錠剤
ピコスルファートNa内用液０．７５％ １０mL「CHOS」
ビタメジン配合カプセルB２５
ピバレフリン点眼液０．１％ ５mL
ピマリシン眼軟膏１％ ５g「センジュ」
ヒュミラ皮下注 ４０mg ペン ０．４mL
ビラノア錠 ２０mg
ヒルドイドローション０．３％ ２５g
ヒルナミン錠 ５mg
ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」
ファモチジンD錠 ２０mg「サワイ」
ブイフェンド錠 ５０mg
ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠 ６０mg「SANIK」

★一般名称

オセルタミビルリン酸塩
ベポタスチンベシル酸塩
オフロキサシン
タクロリムス
チモロールマレイン酸塩
チモロールマレイン酸塩
レボチロキシンナトリウム水和物
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用
デスロラタジン
ブナゾシン
バルプロ酸ナトリウム
エチゾラム
デュオトラバ配合点眼液
クロベタゾールプロピオン酸エス
トブラマイシン
トラボプロスト
トラマドール塩酸塩
トラネキサム酸
トリクロホスナトリウム
ドルゾラミド塩酸塩
ドンペリドン
ケトコナゾール
ニルバジピン
プラノプロフェン
シクロスポリン
シクロスポリン
シクロスポリン
フェニレフリン塩酸塩
エソメプラゾールマグネシウム
アログリプチン
ネパフェナク
酢酸亜鉛水和物
酢酸亜鉛水和物
インスリンアスパルト
アスピリン
ニプラジロール
オロパタジン塩酸塩
ジベカシン硫酸塩
シクロスポリン
バラシクロビル
バルガンシクロビル塩酸塩
バンコマイシン塩酸塩
精製ヒアルロン酸ナトリウム
精製ヒアルロン酸ナトリウム
精製ヒアルロン酸ナトリウム
精製ヒアルロン酸ナトリウム
精製ヒアルロン酸ナトリウム
耐性乳酸菌
ビフィズス菌
ピコスルファート
シアノコバラミン
ジピベフリン塩酸塩
ピマリシン
アダリムマブ
ビラスチン
ヘパリン類似物質
レボメプロマジンマレイン酸塩
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%
ファモチジン
ボリコナゾール
フェキソフェナジン

★薬品名（展開名称）

フラビタン眼軟膏０．１％ ５g
フランドルテープ ４０mg
プリンペラン錠 ５mg
フルコナゾールｶﾌﾟｾﾙ １００mg「ｻﾝﾄﾞ」
フルメトロン点眼液０．０２％ ５mL
フルメトロン点眼液０．１％ ５mL
プレドニゾロン錠１ｍｇ「旭化成」
プレドニン錠 ５ｍｇ
プロトピック軟膏０．１％
ブロナック点眼液０．１％ ５mL
プロペト
ベガモックス点眼液０．５％ ５mL
ベストロン点眼用０．５％ ５mL
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa・PF液0.1%「日点」
ベトプティックエス懸濁性点眼液0.5％ ５mL
ヘパリン類似物質外用スプレー０．３% 100g「日医工」
ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％ 25g「日医工」
ベルソムラ錠 １０mg
ベルソムラ錠１５mg
ホスミシン錠 ５００ｍｇ
ボナロン錠 ３５mg （週１回）
ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｶﾞｰｸﾞﾙ7% 30mL「日医工」
ボルタレンサポ ２５mg
ボルタレンサポ ５０mg
マイスリー錠 １０mg
マクサルトRPD錠 １０mg
マグミット錠 ２５０mg
マグミット錠 ３３０mg
ミオコールスプレー ０．３mg
ミオピン点眼液 ５mL
ミグシス錠 ５mg
ミケランＬＡ 点眼液２％ ２．５mL
ミケラン点眼液１％ ５mL
ミケラン点眼液２％ ５mL
ミケルナ配合点眼液 ２．５mL
ミドリンM点眼液０．４％ ５mL
ミドリンＰ点眼液 ５mL
ミヤBM細粒 ４０mg/包
ミルタックスパップ ３０mg ６枚/袋
ムコスタ点眼液UD２％ ０．３５mL
メジコン錠 １５mg
メスチノン錠 ６０mg
メチコバール錠 ５００μg
メリスロン錠 ６mg
モーラステープL ４０mg ７枚/袋
モキシフロキサシン点眼液０．５％「日点」 ５mL
ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」
ランソプラゾールOD錠 １５mg「トーワ」
ランソプラゾールOD錠 ３０mg「トーワ」
ランタスXR注ソロスター
リーゼ錠 ５mg
リザベン点眼液０．５％ ５mL
リスパダール内用液 ０．５mg/包
リスミー錠 ２mg
リボスチン点眼液０．０２５％ ５mL
リンデロン-Vクリーム０．１２％ ５g
リンデロン錠 ０．５ｍｇ
リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ５mL
ルーラン錠 ４mg
ルネスタ錠 １mg
ルミガン点眼液０．０３％ ２．５mL
レスキュラ点眼液０．１２％ ５mL

★一般名称

フラビンアデニンジヌクレオチド
硝酸イソソルビド
メトクロプラミド
フルコナゾール
フルオロメトロン
フルオロメトロン
プレドニゾロン
プレドニゾロン
タクロリムス
ブロムフェナクナトリウム
白色ワセリン
モキシフロキサシン塩酸塩
セフメノキシム塩酸塩
ベタメタゾンリン酸エステルNa
ベタキソロール塩酸塩
ヘパリン類似物質
ヘパリン類似物質
スボレキサント
スボレキサント
ホスホマイシンカルシウム
アレンドロン酸ナトリウム
ポビドンヨード
ジクロフェナクナトリウム
ジクロフェナクナトリウム
ゾルピデム酒石酸塩
リザトリプタン安息香酸塩
酸化マグネシウム
酸化マグネシウム
ニトログリセリン
ネオスチグミンメチル硫酸塩
塩酸ロメリジン
カルテオロール塩酸塩
カルテオロール塩酸塩
カルテオロール塩酸塩
ミケルナ配合点眼液
トロピカミド
ミドリンP点眼液
酪酸菌
ケトプロフェン
レバミピド
デキストロメトルファン
ピリドスチグミン臭化物
メコバラミン
ベタヒスチンメシル酸塩
ケトプロフェン
モキシフロキサシン塩酸塩
ラタノプロスト
ランソプラゾール
ランソプラゾール
インスリングラルギン
クロチアゼパム
トラニラスト
リスペリドン
リルマザホン塩酸塩
レボカバスチン塩酸塩
ベタメタゾン吉草酸エステル
ベタメタゾン
ベタメタゾンリン酸エステルナト
ペロスピロン塩酸塩
エスゾピクロン
ビマトプロスト
イソプロピルウノプロストン

★薬品名（展開名称）

レスタミンコーワクリーム１％
レバミピド錠 １００mg「タナベ」
レボフロキサシン錠 ５００mg「DSEP」
レンドルミンD錠 ０．２５mg
ロキソニンテープ １００mg ７枚/袋
ロキソプロフェンﾅﾄﾘｳﾑ錠 ６０mg「日医工」
ロコイドクリーム０．１％ ５g
ロゼレム錠 ８mg
ロペミンカプセル １mg
ワーファリン錠 １mg
眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 ５g
新レシカルボン坐剤
調剤用 パンビタン末
点眼・点鼻用リンデロンA液 ５mL
日点アトロピン点眼液１％ ５mL

★一般名称

ジフェンヒドラミン
レバミピド
レボフロキサシン
ブロチゾラム
ロキソプロフェン
ロキソプロフェン
ヒドロコルチゾン酪酸エステル
ラメルテオン
塩酸ロペラミド
ワルファリンカリウム
眼・耳科用リンデロンA軟膏
新レシカルボン坐剤
調剤用パンビタン末
点眼・点鼻用リンデロンA液
アトロピン硫酸塩

