
五　十　音　順　索　引



０

０．１％ヘキザック水Ｒ （０．１％１０ｍＬ） 389

１

１％ディプリバン注－キット （５００ｍｇ５０ｍＬ１筒） 1

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 （１０％１０ｇ） 411

２

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 （２０％３００ｍＬ１瓶） 231

２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 （２５ｍｇ１錠） 424

２ｍｇセルシン錠 （２ｍｇ１錠） 6

５

５ｍｇセルシン錠 （５ｍｇ１錠） 6

Ｄ

ＤＴビック （０．１ｍＬ１瓶） 768

Ｄドライ透析剤３．０Ｓ （２瓶１組） 490

Ｅ

ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ （１８．１４３％１０ｍＬ１筒） 796

Ｆ

ＦＤＧスキャン注 （１０ＭＢｑ） 641

Ｈ

ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 （５０００単位１管） 308

Ｋ

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 （１モル２０ｍＬ１キット） 451

ＫＮ１号輸液 （５００ｍＬ１袋） 451

ＫＮ３号輸液 （５００ｍＬ１袋） 452

Ｍ

ＭＡＧシンチ注 （２２２ＭＢｑ１筒） 642

ＭＡＧシンチ注 （３３３ＭＢｑ１筒） 642

ＭＡＧシンチ注 （５５５ＭＢｑ１筒） 642

ＭＳ温シップ「タイホウ」 （１０ｇ） 396

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 804

ＭＳコンチン錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 804

Ｐ

ＰＬ配合顆粒 （１ｇ） 117

Ｓ

ＳＧ配合顆粒 （１ｇ） 45

Ｓ・Ｍ配合散 （１ｇ） 282

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 （０．２５ｍｇ１錠） 291

あ

アイピーディカプセル１００ （１００ｍｇ１カプセル） 659

アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ （２ｍｇ０．０５ｍＬ１筒） 146

亜鉛華デンプン「マルイシ」 （１０ｇ） 396

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ （２０％２５ｇ１個） 231
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アキネトン細粒１％ （１％１ｇ） 63

アキネトン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 63

アキネトン注射液５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 64

アクアチムクリーム１％ （１％１ｇ） 393

アクアチム軟膏１％ （１％１ｇ） 394

アクチット輸液 （５００ｍＬ１瓶） 452

アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ （４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 770

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター （１６２ｍｇ０．９ｍＬ１キット） 771

アクトシン軟膏３％ （３％１ｇ） 414

アクトネル錠１７．５ｍｇ （１７．５ｍｇ１錠） 510

アクトヒブ （１０μｇ１瓶（溶解液付）） 749

アクラシノン注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 574

アコファイド錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 291

アサコール錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠） 291

アザニン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 511

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 724

アシアロシンチ注 （１０ＭＢｑ） 642

アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 （２００ｍｇ１錠） 732

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「日医工」 （２５０ｍｇ１管） 732

アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」 （１００ｍｇ１ｇ） 709

アジルバ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 196

アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 （５００ｍｇ１管） 427

アストミン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 242

アスパラ－ＣＡ錠２００ （１錠） 431

アスパラカリウム錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠） 432

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 （１７．１２％１０ｍＬ１キット） 433

アスピリン「ホエイ」 （１０ｇ） 45

アスペノンカプセル２０ （２０ｍｇ１カプセル） 174

アスペノン静注用１００ （１００ｍｇ１０ｍＬ１管） 175

アスベリン散１０％ （１０％１ｇ） 247

アセサイド６％消毒液 （６％１ｍＬ） 800

アセトアミノフェン細粒２０％「トーワ」 （２０％１ｇ） 46

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 （２００ｍｇ１錠） 47

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ （１０００ｍｇ１００ｍＬ１袋） 48

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 （１６ｍｇ１錠） 197

アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 （６０ｍｇ１錠） 187

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 74

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） （２．５％１ｍＬ１管） 74

アデノスキャン注６０ｍｇ （６０ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 800

アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ （２０ｍｇ１管） 511

アデホスコーワ顆粒１０％ （１０％１ｇ） 512

アデホスコーワ腸溶錠２０ （２０ｍｇ１錠） 512

アデラビン９号注１ｍＬ （１ｍＬ１管） 450

アーテン散１％ （１％１ｇ） 64

アーテン錠（２ｍｇ） （２ｍｇ１錠） 65

アドエア１００ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット） 258

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット） 259

アドエア５０エアゾール１２０吸入用 （１２．０ｇ１瓶） 260

アドシルカ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 231
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アドステロール－Ｉ１３１注射液 （１ＭＢｑ） 643

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 （５００ｍＬ１キット） 478

アドソルビン原末 （１０ｇ） 283

アドナ散１０％ （１０％１ｇ） 460

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 225

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 （０．１％１ｍＬ１筒） 319

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 （０．０５％１ｍＬ１筒） 142

アナフラニール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 75

アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ （２５ｍｇ１管） 75

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ （０．７５％２０ｍＬ１管） 125

アネトカインゼリー２％ （２％１ｍＬ） 126

アネトカインビスカス２％ （２％１ｍＬ） 126

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶） 773

アノーロエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 248

アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶） 589

アービタックス注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 591

アピドラ注ソロスター （３００単位１キット） 359

アブストラル舌下錠１００μｇ （１００μｇ１錠） 815

アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ （２５μｇ１錠） 292

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 580

アプレピタントカプセルセット「ＮＫ」 （１セット） 292

アボルブカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル） 359

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠） 65

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 （１５０ｍｇ３ｍＬ１管） 175

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 （１００ｍｇ１錠） 176

アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「明治」 （１００ｍｇ１管） 680

アミティーザカプセル１２μｇ （１２μｇ１カプセル） 285

アミニック輸液 （２００ｍＬ１袋） 440

アミノレバン点滴静注 （５００ｍＬ１袋） 441

アムバロ配合ＯＤ錠「日医工」 （１錠） 197

アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 718

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 （５ｍｇ１錠） 215

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 232

アモキサンカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 76

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１カプセル） 682

アラセナ－Ａ軟膏３％ （３％１ｇ） 733

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 （３ｍｇ６ｇ１キット） 162

アリクストラ皮下注２．５ｍｇ （２．５ｍｇ０．５ｍＬ１筒） 465

アリクストラ皮下注７．５ｍｇ （７．５ｍｇ０．６ｍＬ１筒） 466

アリナミン注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 424

アリプロスト注１０μｇ （１０μｇ２ｍＬ１管） 232

アリミデックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 592

アリムタ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 556

アリムタ注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 557

アリメジンシロップ０．０５％ （０．０５％１０ｍＬ） 655

アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 （１０％３００ｍＬ１袋） 794

アルケラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 550

アルスロマチック関節手術用灌流液 （３Ｌ１袋） 478

アルチバ静注用２ｍｇ （２ｍｇ１瓶） 815
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アルツディスポ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１筒） 512

アルト原末 （５００ｍｇ１管） 460

アルドメット錠２５０ （２５０ｍｇ１錠） 198

アルファカルシドールカプセル１μｇ「テバ」 （１μｇ１カプセル） 423

アルファカルシドール錠０．２５μｇ「アメル」 （０．２５μｇ１錠） 423

アルブミナー２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ （２５％５０ｍＬ１瓶） 758

アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ （５％２５０ｍＬ１瓶） 758

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 （０．４ｍｇ１錠） 7

アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ＨＫ」 （２００ｍｇ４ｍＬ１管） 677

アルロイドＧ内用液５％ （１０ｍＬ） 268

アレグラドライシロップ５％ （５％１ｇ） 659

アレジオンドライシロップ１％ （１％１ｇ） 660

アレビアチン散１０％ （１０％１ｇ） 24

アレビアチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 24

アレロック顆粒０．５％ （０．５％１ｇ） 660

アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ５０ｍＬ１袋） 293

アローゼン顆粒 （１ｇ） 285

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 （１０ｍｇ１錠） 177

アロフト錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 142

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠） 498

アンチレクス静注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管） 794

アンテベートクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ） 397

アンテベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 397

アンテベートローション０．０５％ （０．０５％１ｇ） 398

アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ （１００ｍｇ１個） 48

アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ （２００ｍｇ１個） 49

アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．５％「タカタ」 （１．５％１ｇ） 244

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 （１５ｍｇ１錠） 244

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」 （４５ｍｇ１錠） 245

アンペック坐剤１０ｍｇ （１０ｍｇ１個） 805

い

イオウ・カンフルローション「東豊」 （１０ｍＬ） 413

イオパミロン注３００ （６１．２４％１００ｍＬ１瓶） 781

イオパミロン注３００ （６１．２４％２０ｍＬ１瓶） 781

イオパミロン注３００シリンジ （６１．２４％１００ｍＬ１筒） 782

イオプロミド３００注１００ｍＬ「ＦＲＩ」 （６２．３４％１００ｍＬ１瓶） 783

イオプロミド３００注シリンジ１００ｍＬ「ＦＲＩ」 （６２．３４％１００ｍＬ１筒） 783

イオプロミド３７０注シリンジ１００ｍＬ「ＦＲＩ」 （７６．８９％１００ｍＬ１筒） 784

イオプロミド３７０注シリンジ８０ｍＬ「ＦＲＩ」 （７６．８９％８０ｍＬ１筒） 785

イグザレルト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 466

イグザレルト錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 467

イーケプラ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 25

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ５ｍＬ１瓶） 26

イスコチン原末 （１ｇ） 725

イスコチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 725

イソジンゲル１０％ （１０％１０ｇ） 389

イソゾール注射用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶（溶解液付）） 2

イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 （７０％１ｍＬ） 188

イソビスト注２４０ （５１．２６％１０ｍＬ１瓶） 786
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イソビスト注３００ （６４．０８％１０ｍＬ１瓶） 786

イソミタール原末 （１ｇ） 7

イソメニールカプセル７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１カプセル） 165

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「タイヨー」 （２０ｍｇ１錠） 215

一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 （（一般診断用・１人用）０．２５μｇ１瓶（溶解液付）） 772

イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠） 744

イトリゾール内用液１％ （１％１ｍＬ） 744

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ （２０ｍｇ１キット） 734

イノラス配合経腸用液 （１０ｍＬ） 441

イノレット３０Ｒ注 （３００単位１キット） 360

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ （３７．５ｍｇ１カプセル） 77

イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル） 77

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 233

イミグラン点鼻液２０ （２０ｍｇ０．１ｍＬ１個） 212

イミドール糖衣錠（２５） （２５ｍｇ１錠） 78

イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ２．４ｍＬ１瓶） 592

イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 593

イムノブラダー膀注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 772

イリボーＯＤ錠５μｇ （５μｇ１錠） 293

イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ１錠） 268

インヴェガ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 79

インクレミンシロップ５％ （１ｍＬ） 433

インジウムＤＴＰＡ（１１１Ｉｎ）注 （１０ＭＢｑ） 643

インジゴカルミン注２０ｍｇ「第一三共」 （０．４％５ｍＬ１管） 794

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 （３００単位１キット） 360

インタール吸入液１％ （１％２ｍＬ１管） 249

インテバン外用液１％ （１％１ｍＬ） 398

インデラル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 177

イントラリポス輸液２０％ （２０％１００ｍＬ１袋） 450

イントラリポス輸液２０％ （２０％２５０ｍＬ１袋） 451

インフルエンザＨＡワクチン″化血研″ （１ｍＬ１瓶） 750

う

ヴォリブリス錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 233

ウテメリン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 381

ウテメリン注５０ｍｇ （１％５ｍＬ１管） 381

ウブレチド錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 138

ウラリット－Ｕ配合散 （１ｇ） 498

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＪＧ」 （１００ｍｇ１錠） 290

ウルティブロ吸入用カプセル （１カプセル） 249

ウルトラテクネカウ （１０ＭＢｑ） 643

ウレパールクリーム１０％ （１０％１ｇ） 414

ウログラフイン６０％ （６０％１００ｍＬ１瓶） 787

ウログラフイン６０％ （６０％２０ｍＬ１管） 787

ウロナーゼ冠動注用１２万単位 （１２００００単位１瓶） 500

ウロナーゼ静注用６万単位 （６００００単位１瓶） 501

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ （３％３Ｌ１袋） 375

え

エイゾプト懸濁性点眼液１％ （１％１ｍＬ） 147
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エイムゲン （一人分１瓶（溶解液付）） 751

エキザルベ （１ｇ） 398

エクア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 503

エクセラーゼ配合錠 （１錠） 282

エスクレ坐剤「２５０」 （２５０ｍｇ１個） 8

エスタゾラム錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠） 8

エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 （２ｍｇ１錠） 9

エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ （１５６．７ｍｇ１カプセル） 550

エストラーナテープ０．７２ｍｇ （（０．７２ｍｇ）９平方ｃｍ１枚） 350

エストリール腟錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 376

エスポー皮下用２４０００シリンジ （２４０００国際単位０．５ｍＬ１筒） 513

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（テガフール相当量）） 558

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ （２５ｍｇ１錠（テガフール相当量）） 559

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」 （３０ｍｇ１００ｍＬ１キット） 118

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 （０．５ｍｇ１錠） 80

エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１ｍＬ１管） 350

エパデールＳ９００ （９００ｍｇ１包） 478

エパルレスタット錠５０ｍｇ「タカタ」 （５０ｍｇ１錠） 513

エビプロスタット配合錠ＤＢ （１錠） 382

エビリファイ錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠） 80

エビリファイ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 81

エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 （１０ｍｇ１瓶） 575

エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 （５０ｍｇ１瓶） 575

エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 479

エフィエント錠３．７５ｍｇ （３．７５ｍｇ１錠） 479

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ （４％１ｍＬ１管） 243

エブトール２５０ｍｇ錠 （２５０ｍｇ１錠） 726

エフピーＯＤ錠２．５ （２．５ｍｇ１錠） 66

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠） 143

エリキュース錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 468

エリスロシンドライシロップＷ２０％ （２００ｍｇ１ｇ） 710

エリル点滴静注液３０ｍｇ （３０．８ｍｇ２ｍＬ１管） 234

エルカトニン注４０単位「ＮＰ」 （４０エルカトニン単位１ｍＬ１管） 514

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 514

エルゴメトリンマレイン酸塩注０．２ｍｇ「Ｆ」 （０．０２％１ｍＬ１管） 378

エルシトニン注２０Ｓディスポ （２０エルカトニン単位１ｍＬ１筒） 514

エルネオパＮＦ１号輸液 （１０００ｍＬ１キット） 442

エルネオパＮＦ１号輸液 （１５００ｍＬ１キット） 442

エルネオパＮＦ１号輸液 （２０００ｍＬ１キット） 443

エルネオパＮＦ２号輸液 （１０００ｍＬ１キット） 444

エルネオパＮＦ２号輸液 （１５００ｍＬ１キット） 444

エルネオパＮＦ２号輸液 （２０００ｍＬ１キット） 445

エルプラット点滴静注液１００ｍｇ （１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 593

エレンタール配合内用剤 （１０ｇ） 446

塩化タリウム（２０１Ｔｌ）注ＮＭＰ （１０ＭＢｑ） 644

塩化タリウム－Ｔｌ２０１注射液 （１０ＭＢｑ） 644

塩化ナトリウム注１０％「フソー」 （１０％２０ｍＬ１管） 452

塩化ナトリウム「東海」 （１０ｇ） 780

塩酸メトクロプラミド注射液１０ｍｇ「タカタ」 （０．５％２ｍＬ１管） 294
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エンシュア・リキッド （１０ｍＬ） 446

エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶） 294

エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 （０．５ｍｇ１錠） 734

エンドキサン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 551

エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 595

エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ （５０ｍｇ１ｍＬ１キット） 515

エンペシドクリーム１％ （１％１ｇ） 412

お

オイパロミン３７０注１００ｍＬ （７５．５２％１００ｍＬ１瓶） 788

オイラックスクリーム１０％ （１０％１０ｇ） 399

大塚生食注２ポート１００ｍＬ （１００ｍＬ１キット） 453

大塚糖液１０％ （１０％５００ｍＬ１袋） 436

大塚糖液２０％ （２０％２０ｍＬ１管） 437

大塚糖液５％ （５％１００ｍＬ１瓶） 437

大塚糖液５０％ （５０％２００ｍＬ１袋） 437

大塚糖液７０％ （７０％３５０ｍＬ１袋） 438

オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ （０．００２５％１ｇ） 414

オキシコドン徐放錠１０ｍｇ「第一三共」 （１０ｍｇ１錠） 805

オキシコドン徐放錠４０ｍｇ「第一三共」 （４０ｍｇ１錠） 806

オキシコドン徐放錠５ｍｇ「第一三共」 （５ｍｇ１錠） 807

オキシトシン注射液５単位「Ｆ」 （５単位１管） 309

オキシドール （１０ｍＬ） 389

オキナゾール腟錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠） 376

オキノーム散１０ｍｇ （１０ｍｇ１包） 807

オキノーム散２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１包） 808

オキファスト注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管） 809

オキファスト注５０ｍｇ （１％５ｍＬ１管） 809

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 （１００μｇ１ｍＬ１管） 361

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ （（３７５ｍｇ）１錠） 683

オザグレルＮａ点滴静注液４０ｍｇ「ケミファ」 （４０ｍｇ２ｍＬ１管） 516

オゼックス点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ） 147

オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 （３％１ｇ） 735

オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 （７５ｍｇ１カプセル） 736

オダイン錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠） 596

オーツカＭＶ注 （１瓶１管１組） 429

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 178

オビソート注射用０．１ｇ （１００ｍｇ１管（溶解液付）） 139

オプジーボ点滴静注２０ｍｇ （２０ｍｇ２ｍＬ１瓶） 597

オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ （２４０ｍｇ２４ｍＬ１瓶） 599

オプスミット錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 234

オプソ内服液１０ｍｇ （１０ｍｇ５ｍＬ１包） 810

オプソ内服液５ｍｇ （５ｍｇ２．５ｍＬ１包） 811

オペガンハイ０．７眼粘弾剤１％ （１％０．７ｍＬ１筒） 148

オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ （６４．７１％１５０ｍＬ１筒） 788

オムニパーク３００注シリンジ５０ｍＬ （６４．７１％５０ｍＬ１筒） 789

オムニパーク３５０注１００ｍＬ （７５．４９％１００ｍＬ１瓶） 790

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１瓶） 269

オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ （１．８ｍＬ１管） 419

オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 （２．５ｍｇ１錠） 82
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オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 （５ｍｇ１錠） 83

オリブ油 （１０ｍＬ） 778

オルガドロン注射液１９ｍｇ （１９ｍｇ５ｍＬ１瓶） 319

オルガラン静注１２５０単位 （１２５０抗第Ｘａ因子活性単位１ｍＬ１管） 469

オルセノン軟膏０．２５％ （０．２５％１ｇ） 415

オルダミン注射用１ｇ （１０％１０ｇ１瓶） 461

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２０ｍｇ１錠） 199

オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１瓶） 516

オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ （１２５ｍｇ１ｍＬ１キット） 517

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 （５ｍｇ１錠） 661

オンコビン注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶） 581

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ （１５０μｇ１カプセル） 250

か

カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶） 601

ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ （１０００ｍｇ４０ｍＬ１瓶） 602

ガスコン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 266

ガスコンドロップ内用液２％ （２％１ｍＬ） 266

ガストログラフイン経口・注腸用 （１ｍＬ） 791

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ （０．５ｍＬ１筒） 751

カタプレス錠７５μｇ （０．０７５ｍｇ１錠） 199

ガチフロ点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ） 148

カチリ「ヨシダ」 （１０ｇ） 399

カーディオライト第一 （１回分） 645

カーディオライト注射液第一 （３７０ＭＢｑ１筒） 646

カーディオライト注射液第一 （６００ＭＢｑ１筒） 645

カーディオライト注射液第一 （７４０ＭＢｑ１筒） 646

カデックス軟膏０．９％ （０．９％１ｇ） 415

カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 603

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ （６０．４７％５ｍＬ１筒） 797

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ （６０．４７％７．５ｍＬ１筒） 797

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 （２５０ｍｇ１カプセル） 681

カバサール錠１．０ｍｇ （１ｍｇ１錠） 67

ガバペン錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠） 27

カピステン筋注５０ｍｇ （５０ｍｇ１管） 50

ガベキサートメシル酸塩静注用１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１瓶） 517

カーボスター透析剤・Ｌ （６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付）） 490

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠） 518

カリジノゲナーゼ錠５０単位「サワイ」 （５０単位１錠） 361

カリーユニ点眼液０．００５％ （０．００５％５ｍＬ１瓶） 149

カルコーパ配合錠Ｌ１００ （１錠） 68

カルセド注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 576

カルチコール注射液８．５％５ｍＬ （８．５％５ｍＬ１管） 431

カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 200

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」 （３０ｍｇ１錠） 461

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医工」 （０．５％１０ｍＬ１管） 461

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 （２．５ｍｇ１錠） 200

カルベジロール錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 201

カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 （５０％１ｇ） 245

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 （２５０ｍｇ１錠） 246
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カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 （１５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶） 604

乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） （一人分１管（溶解液付）） 751

乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン （２００単位１ｍＬ１瓶（溶解液付）） 759

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 （一人分１瓶（溶解液付）） 752

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 （一人分１瓶（溶解液付）） 752

乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」 （一人分１瓶（溶解液付）） 753

乾燥まむし抗毒素″化血研″ （各６０００単位入１瓶（溶解液付）） 757

含嗽用ハチアズレ顆粒 （０．１％１ｇ） 258

カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１瓶） 188

き

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶） 605

キシロカイン液「４％」 （４％１ｍＬ） 127

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有 （１％１０ｍＬバイアル） 127

キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８００００）含有 （２％１０ｍＬバイアル） 128

キシロカイン注シリンジ１％ （１％１０ｍＬ１筒） 128

キシロカイン注ポリアンプ１％ （１％１０ｍＬ１管） 129

キシロカイン注ポリアンプ２％ （２％１０ｍＬ１管） 130

キシロカイン点眼液４％ （４％１ｍＬ） 130

キシロカインポンプスプレー８％ （１ｇ） 130

キドニーシンチＴｃ－９９ｍ注 （１０ＭＢｑ） 647

キドニーシンチキット （１回分） 647

キドミン輸液 （２００ｍＬ１袋） 447

逆性石ケン液０．０２５「ヨシダ」 （０．０２５％１０ｍＬ） 390

逆性石ケン液１０％「三恵」 （１０％１０ｍＬ） 390

キャンフェニック「ネオ」 420

キュバール１００エアゾール （１５ｍｇ８．７ｇ１瓶） 250

キュバール５０エアゾール （７ｍｇ８．７ｇ１瓶） 251

キュビシン静注用３５０ｍｇ （３５０ｍｇ１瓶） 677

強力ネオミノファーゲンシー静注２０ｍＬ （２０ｍＬ１管） 491

希ヨードチンキ「三恵」 （１０ｍＬ） 390

キロサイド注１００ｍｇ （１００ｍｇ１管） 561

キンダベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 399

く

クエチアピン錠１００ｍｇ「三和」 （１００ｍｇ１錠） 84

クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 （２５ｍｇ１錠） 84

クエン酸ガリウム－Ｇａ６７注射液 （１０ＭＢｑ） 647

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 （鉄５０ｍｇ１錠） 434

グーフィス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 286

クラシエ五苓散料エキス細粒 （１ｇ） 670

クラシエ柴朴湯エキス細粒 （１ｇ） 670

クラシエ柴苓湯エキス細粒 （１ｇ） 670

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＮＫ」 （３ｍｇ１００ｍＬ１袋） 295

グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 （２ｍｇ１包） 296

クラバモックス小児用配合ドライシロップ （（６３６．５ｍｇ）１ｇ） 683

クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「タカタ」 （１００ｍｇ１ｇ） 710

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「マイラン」 （２００ｍｇ１錠） 711

クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＮＰＩ」 （５０ｍｇ１錠） 712

グランシリンジ７５ （７５μｇ０．３ｍＬ１筒） 480
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グランシリンジＭ３００ （３００μｇ０．７ｍＬ１筒） 481

グランダキシン錠５０ （５０ｍｇ１錠） 9

クリアクター静注用４０万 （４０万国際単位１瓶） 501

クリアナール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 246

クリアボーンキット （１回分） 648

クリアボーン注 （１０ＭＢｑ） 648

グリセリンＦＭ （１０ｍＬ） 286

グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 （５０％６０ｍＬ１個） 286

グリセレブ点滴静注 （２００ｍＬ１袋） 234

クリノリル錠１００ （１００ｍｇ１錠） 50

クリプトン（８１ｍＫｒ）ジェネレータ （１患者当り） 648

グリベック錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 607

グリメサゾン軟膏 （１ｇ） 400

グリメピリド錠１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１錠） 504

クリンダマイシンリン酸エステル注射液３００ｍｇ「ＮＰ」 （３００ｍｇ１管） 678

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶（溶解液付）） 795

グルトパ注６００万 （６００万国際単位１瓶（溶解液付）） 502

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ （２０００低分子ヘパリン国際単位０．２ｍＬ１筒） 470

クレナフィン爪外用液１０％ （１０％１ｇ） 745

クレメジン速崩錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 492

クロザリル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 85

クロピドグレル錠７５ｍｇ「杏林」 （７５ｍｇ１錠） 482

クロマイ腟錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 376

クロミッド錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 361

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」 （１％１０ｍＬ） 391

け

ケアラム錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 518

ケアロードＬＡ錠６０μｇ （６０μｇ１錠） 235

経口用トロンビン細粒５千単位 （５０００単位０．５ｇ１包） 462

ケイセントラ静注用１０００ （１０００国際単位１瓶（溶解液付）） 759

ケイセントラ静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付）） 759

ケイツーＮ静注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 428

ケイツーシロップ０．２％ （０．２％１ｍＬ） 429

ケーサプライ錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠） 434

ケタスカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル） 661

ケタラール静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管） 2

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ＢＭＤ」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 400

ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬ （１０ｍｇ１ｍＬバイアル） 322

ゲーベンクリーム１％ （１％１ｇ） 394

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 （１ｇ１瓶） 562

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 （２００ｍｇ１瓶） 563

ケーワン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 429

ケンエーＧ浣腸液５０％ （５０％１２０ｍＬ１個） 287

ケンエーＧ浣腸液５０％ （５０％４０ｍＬ１個） 287

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ （５ｇ５０ｍＬ１瓶） 760

献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ （５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶解液付）） 761

献血ノンスロン１５００注射用 （１５００単位１瓶（溶解液付）） 762

献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ （５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶解液付）） 763

ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１管） 684
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ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 （１ｍｇ１ｇ） 395

こ

コアベータ静注用１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１瓶） 180

抗Ｄグロブリン筋注用１０００倍「ニチヤク」 （１０００倍１瓶（溶解液付）） 764

コスパノンカプセル４０ｍｇ （４０ｍｇ１カプセル） 143

コートリル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 323

ゴナールエフ皮下注用１５０ （１５０国際単位１瓶（溶解液付）） 310

ゴナールエフ皮下注用７５ （７５国際単位１瓶（溶解液付）） 310

コナン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 202

コムタン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 68

コメリアンコーワ錠１００ （１００ｍｇ１錠） 216

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 （０．５ｍｇ１錠） 499

コレバインミニ８３％ （８３％１ｇ） 226

コロネル錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 296

コロンフォート内用懸濁液２５％ （２５％３２ｍＬ１瓶） 791

コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠） 87

コントミン糖衣錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 87

コントミン糖衣錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 88

コンファクトＦ注射用５００ （５００単位１瓶（溶解液付）） 764

さ

ザイザル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 662

ザイザルシロップ０．０５％ （０．０５％１ｍＬ） 662

サイトテック錠２００ （２００μｇ１錠） 269

サイプレジン１％点眼液 （１％１ｍＬ） 149

ザイボックス錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠） 727

ザイボックス注射液６００ｍｇ （６００ｍｇ３００ｍＬ１袋） 728

サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 608

サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶） 609

サイレース静注２ｍｇ （２ｍｇ１管） 9

サインバルタカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル） 88

酢酸「ニッコー」 （１０ｍＬ） 414

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （５．１ｃｍ×７．６ｃｍ１枚） 463

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （ニューニット７．６ｃｍ×１０．２ｃｍ） 462

ザジテン点鼻液０．０５％ （６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶） 162

サトウザルベ軟膏１０％ （１０ｇ） 401

ザーネ軟膏０．５％ （５０００単位１ｇ） 401

サーバリックス （０．５ｍＬ１筒） 754

サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ （２０２０ｍＬ１キット） 490

サムスカＯＤ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 189

サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１錠） 190

サラジェン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 297

サリグレンカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル） 297

サリベートエアゾール （５０ｇ１個） 297

サルコートカプセル外用５０μｇ （５０μｇ１カプセル） 298

ザルソロイチン静注１０ｍＬ （１０ｍＬ１管） 51

ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「サワイ」 （８０ｍｇ１錠） 51

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「三和」 （１００ｍｇ１錠） 483

サレドカプセル５０ （５０ｍｇ１カプセル） 610
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酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 （８３％１ｇ） 284

サンコバ点眼液０．０２％ （０．０２％５ｍＬ１瓶） 149

サンピロ点眼液２％ （２％５ｍＬ１瓶） 150

サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 150

サンリズムカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル） 181

し

ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶（溶解液付）） 795

ジェニナック錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 728

ジェービックＶ （一人分１瓶（溶解液付）） 754

シオゾール注１０ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ１管） 658

歯科用シタネスト－オクタプレシンカートリッジ （１．８ｍＬ１管） 420

シグマート注１２ｍｇ （１２ｍｇ１瓶） 216

シクレスト舌下錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 89

シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ファイザー」 （２５ｍｇ１カプセル） 519

シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 （５０ｍｇ１カプセル） 520

ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」 （３７．５ｍｇ１カプセル） 52

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「日医工」 （１２．５ｍｇ１個） 52

ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医工」 （２５ｍｇ１個） 53

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１個） 54

ジゴシン散０．１％ （０．１％１ｇ） 167

ジゴシン錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠） 167

ジゴシン注０．２５ｍｇ （０．０２５％１ｍＬ１管） 168

シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 611

シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶） 613

ジスロマック錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 713

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 714

シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 （１ｇ１瓶） 564

シナジス筋注液１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｍＬ１瓶） 737

シナジス筋注液５０ｍｇ （５０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶） 737

ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 （１ｍｇ１ｍＬ１管） 362

ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 （１２．５％１ｇ） 217

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 （２５ｍｇ１錠） 165

ジプレキサ筋注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶） 90

ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 91

シベクトロ点滴静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ１瓶） 729

シベノール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 181

シベノール静注７０ｍｇ （７０ｍｇ５ｍＬ１管） 182

シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ （２００ｍｇ１ｍＬ１筒） 521

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 （６０吸入１キット） 261

ジャディアンス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 504

ジャヌビア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 505

シュアポスト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 506

静注用マグネゾール２０ｍＬ （２０ｍＬ１管） 143

消毒用エタノール「東海」 （１０ｍＬ） 391

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ （３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒） 483

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１カプセル） 217

ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「トーワ」 （３０ｍｇ１錠） 218

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 202

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ケミファ」 （１００ｍｇ１錠） 484
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シロドシン錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （４ｍｇ１錠） 382

シングレアチュアブル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 663

人工涙液マイティア点眼液 （５ｍＬ１瓶） 150

シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター （５０ｍｇ０．５ｍＬ１キット） 522

シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ （５０ｍｇ０．５ｍＬ１筒） 524

新レシカルボン坐剤 （１個） 287

す

水溶性プレドニン１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 324

水溶性プレドニン２０ｍｇ （２０ｍｇ１管） 326

スインプロイク錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠） 288

スクラルファート内用液１０％「日医工」 （１０％１ｍＬ） 269

スクロードパスタ （１ｇ） 415

スコピゾル眼科用液 （１ｍＬ） 151

スズコロイドＴｃ－９９ｍ注 （１０ＭＢｑ） 649

スチバーガ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 614

ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠） 383

ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ （１３０ｍｇ２６ｍＬ１瓶） 525

ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ （４５ｍｇ０．５ｍＬ１筒） 525

スーテントカプセル１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１カプセル） 615

ストロカイン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 131

ストロメクトール錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 776

スパカール錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 290

スピオルトレスピマット６０吸入 （６０吸入１キット） 251

スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 （１５０μｇ１キット） 251

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠） 192

スピロペント錠１０μｇ （１０μｇ１錠） 252

スポンゼル （５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚） 463

スミルスチック３％ （３％１ｇ） 401

スルバシリン静注用０．７５ｇ （（０．７５ｇ）１瓶） 684

スルバシリン静注用１．５ｇ （（１．５ｇ）１瓶） 685

スルピリドカプセル５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１カプセル） 270

せ

生食液ＮＳ （２０ｍＬ１管） 453

生理食塩液 （１００ｍＬ１瓶） 453

生理食塩液 （２５０ｍＬ１瓶） 453

生理食塩液 （５００ｍＬ１瓶） 454

生理食塩液 （５ｍＬ１管） 453

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （１００ｍＬ１瓶） 454

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （２Ｌ１袋） 454

生理食塩液「ヒカリ」 （５００ｍＬ１袋） 455

生理食塩液「ヒカリ」 （５００ｍＬ１瓶） 454

生理食塩液「ヒカリ」 （５０ｍＬ１瓶） 455

赤十字アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ （２５％５０ｍＬ１瓶） 765

セキソビット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 363

ゼチーア錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 226

セニラン坐剤３ｍｇ （３ｍｇ１個） 10

セパゾン錠２ （２ｍｇ１錠） 10

セパミット－Ｒ細粒２％ （２％１ｇ） 218
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セファクロルカプセル２５０ｍｇ「サワイ」 （２５０ｍｇ１カプセル） 686

セファクロル細粒小児用１０％「サワイ」 （１００ｍｇ１ｇ） 686

セファゾリンナトリウム注射用０．５ｇ「日医工」 （５００ｍｇ１瓶） 687

セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 （１ｇ１瓶） 687

セファランチン注１０ｍｇ （０．５％２ｍＬ１管） 421

セファランチン末１％ （１％１ｇ） 422

セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 （１ｇ１瓶） 688

セフォタックス注射用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶） 689

セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶） 690

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠） 690

セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠） 691

セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１カプセル） 691

セフゾン細粒小児用１０％ （１００ｍｇ１ｇ） 692

セフタジジム静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶） 693

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 （１ｇ１瓶） 693

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶） 694

ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリンジ （１００ｍｇ１キット） 92

ゼプリオン水懸筋注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１キット） 93

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 （１ｍＬ） 3

セララ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 203

セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「トーワ」 （２００ｍｇ１錠） 204

セルシン散１％ （１％１ｇ） 11

セルセプトカプセル２５０ （２５０ｍｇ１カプセル） 526

セルトラリン錠２５ｍｇ「三和」 （２５ｍｇ１錠） 94

セルニルトン錠 （１錠） 384

セレコックス錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 54

セレジストＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 118

セレナール錠１０ （１０ｍｇ１錠） 11

セレニカＲ顆粒４０％ （４０％１ｇ） 27

セレネース細粒１％ （１％１ｇ） 95

セレネース錠０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ１錠） 95

セレネース錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 96

セレネース注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 96

セレネース内服液０．２％ （０．２％１ｍＬ） 97

セレブロテックキット （１回分） 649

セレベント５０ディスカス （５０μｇ６０ブリスター１キット） 252

ゼローダ錠３００ （３００ｍｇ１錠） 564

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 （１２ｍｇ１錠） 288

そ

ソセゴン注射液１５ｍｇ （１５ｍｇ１管） 55

ソナゾイド注射用１６μＬ （１瓶（溶解液付）） 798

ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 （１００ｍｇ１錠） 28

ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 （７．５ｍｇ１錠） 12

ゾビラックス眼軟膏３％ （３％１ｇ） 151

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 213

ソメリン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 12

ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ （１０．８ｍｇ１筒（ゴセレリンとして）） 363

ソランタール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 56

ソリタ－Ｔ２号輸液 （５００ｍＬ１袋） 456

五十音順索引
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ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 （４ｇ１包） 434

ソリタックス－Ｈ輸液 （５００ｍＬ１瓶） 456

ソルアセトＦ輸液 （５００ｍＬ１袋） 456

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶（溶解液付）） 328

ソルデム１輸液 （２００ｍＬ１袋） 456

ソルデム３ＡＧ輸液 （２００ｍＬ１袋） 457

ソルデム３Ａ輸液 （２００ｍＬ１袋） 457

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠） 13

ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１ｍＬ１筒） 262

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ＮＫ」 （４ｍｇ１００ｍＬ１袋） 527

た

ダイアップ坐剤４ （４ｍｇ１個） 13

ダイアップ坐剤６ （６ｍｇ１個） 14

ダイアモックス錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 192

ダイアモックス注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 193

ダイフェン配合錠 （１錠） 745

ダウノマイシン静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 577

ダクチル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 144

タグリッソ錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠） 617

タケキャブ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 270

タケキャブ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 271

タケプロン静注用３０ｍｇ （３０ｍｇ１瓶） 272

タコシール組織接着用シート （９．５ｃｍ×４．８ｃｍ１枚） 801

タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 （（４．５ｇ）１瓶） 695

タチオン注射用２００ｍｇ （２００ｍｇ１管） 492

ダットスキャン静注 （１６７ＭＢｑ１筒） 649

タナドーパ顆粒７５％ （７５％１ｇ） 169

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 （０．２ｍｇ１錠） 384

ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ （４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 618

ダラシンＴゲル１％ （１％１ｇ） 395

ダラシンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 678

タリビッド眼軟膏０．３％ （０．３％１ｇ） 151

タリビッド耳科用液０．３％ （３ｍｇ１ｍＬ） 163

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／２０ｍＬシリンジ「ニプロ」 （５０００低分子ヘパリン国際単位２０ｍＬ１筒） 470

ダルベポエチン アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１２０μｇ０．５ｍＬ１筒） 528

ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （６０μｇ０．５ｍＬ１筒） 530

炭酸水素ナトリウム「三恵」 （１０ｇ） 284

炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 （２００ｍｇ１錠） 97

単シロップ （１０ｍＬ） 780

タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 14

ダントリウムカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 134

ダントリウム静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 135

タンニン酸アルブミン「三恵」 （１ｇ） 266

タンボコール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 182

タンボコール静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管） 183

ち

チアプリド錠２５ｍｇ「日新」 （２５ｍｇ１錠） 119

チウラジール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 315

五十音順索引
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チエペネム点滴静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶） 696

チオラ錠１００ （１００ｍｇ１錠） 491

チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１カプセル） 139

チザニジン錠１ｍｇ「ＪＧ」 （１ｍｇ１錠） 144

チモプトールＸＥ点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ） 152

注射用エフオーワイ５００ （５００ｍｇ１瓶） 531

注射用エラスポール１００ （１００ｍｇ１瓶） 532

注射用エンドキサン５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 551

注射用水 （２０ｍＬ１管） 779

注射用水 （５００ｍＬ１瓶） 779

注射用水 （５ｍＬ１管） 779

注射用水ＰＬ「フソー」 （１Ｌ１瓶） 779

注射用ソル・メルコート１２５ （１２５ｍｇ１瓶（溶解液付）） 330

注射用ソル・メルコート４０ （４０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 331

注射用ソル・メルコート５００ （５００ｍｇ１瓶（溶解液付）） 332

注射用メソトレキセート５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 566

注射用メソトレキセート５ｍｇ （５ｍｇ１瓶） 568

調剤用パンビタン末 （１ｇ） 430

チラーヂンＳ錠５０μｇ （５０μｇ１錠） 316

チンク油「ニッコー」 （１０ｇ） 402

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」 （１ｍＬ１瓶） 768

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 （５００ｍｇ１錠） 235

沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 （０．５ｍＬ１筒） 757

つ

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 671

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 671

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 671

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 672

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 672

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 672

ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 673

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 673

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 674

ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 674

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 674

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 674

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 675

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 675

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 675

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 676

て

ディナゲスト錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 364

ディフェリンゲル０．１％ （０．１％１ｇ） 416

低分子デキストランＬ注 （２５０ｍＬ１袋） 457

テオドール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 253

テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」 （２００ｍｇ１錠） 253

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％「サワイ」 （２０％１ｇ） 254

デカドロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 333

五十音順索引
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デキサート注射液１．６５ｍｇ （１．６５ｍｇ０．５ｍＬ１管） 334

デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 （０．１％１ｇ） 298

デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％「ＭＹＫ」 （０．１％１ｇ） 402

テクネＤＭＳＡキット （１回分） 649

テクネＤＴＰＡキット （１回分） 650

テクネＭＡＡキット （１回分） 650

テクネＭＡＧ３キット （１回分） 650

テクネＭＤＰ注射液 （５５５ＭＢｑ１筒） 651

テクネＭＤＰ注射液 （７４０ＭＢｑ１筒） 650

テクネピロリン酸キット （１回分） 651

テクネフチン酸キット （１回分） 651

テグレトール細粒５０％ （５０％１ｇ） 29

テグレトール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 30

デザレックス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 664

デスパコーワ口腔用クリーム （１ｇ） 298

デスモプレシン・スプレー１０協和 （５００μｇ１瓶） 311

デスモプレシン・スプレー２．５協和 （１２５μｇ１瓶） 311

テセントリク点滴静注１２００ｍｇ （１２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 618

テセントリク点滴静注８４０ｍｇ （８４０ｍｇ１４ｍＬ１瓶） 620

テタノブリンＩＨ静注２５０単位 （２５０国際単位１瓶） 765

デタントール０．０１％点眼液 （０．０１％１ｍＬ） 152

デトキソール静注液２ｇ （１０％２０ｍＬ１瓶） 493

テトラビック皮下注シリンジ （０．５ｍＬ１キット） 769

テトラミド錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 98

デノシン点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 738

デノタスチュアブル配合錠 （１錠） 432

テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１カプセル） 273

テプレノン細粒１０％「サワイ」 （１０％１ｇ） 273

テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 （２ｍｇ１錠） 204

テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 （１００ｍｇ１錠） 553

テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 （２０ｍｇ１錠） 554

テラマイシン軟膏（ポリミキシンＢ含有） （１ｇ） 395

テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチダ」 （６００μｇ１キット） 316

テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター （２８．２μｇ１キット） 317

テルペラン錠５ （５ｍｇ１錠） 299

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （４０ｍｇ１錠） 205

テルモ生食 （１．３Ｌ１袋） 458

テルモ生食 （１Ｌ１袋） 458

テルモ糖注５％ （５％２５０ｍＬ１袋） 438

デルモベートスカルプローション０．０５％ （０．０５％１ｇ） 402

デルモベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 403

テレミンソフト坐薬１０ｍｇ （１０ｍｇ１個） 288

テレミンソフト坐薬２ｍｇ （２ｍｇ１個） 289

と

トアラセット配合錠「ＤＳＥＰ」 （１錠） 56

糖注ＭＰ５％ （５％２０ｍＬ１管） 438

動注用アイエーコール１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 621

ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 （１０ｍｇ１瓶） 577

ドグマチール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 99

五十音順索引
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トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１カプセル） 236

トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％「タカタ」 （１５０ｍｇ１ｇ） 729

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ヤクルト」 （２０ｍｇ１ｍＬ１瓶） 582

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ヤクルト」 （８０ｍｇ４ｍＬ１瓶） 583

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「明治」 （３ｍｇ１錠） 119

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 （５ｍｇ１錠） 120

ドパストン静注５０ｍｇ （０．２５％２０ｍＬ１管） 69

ドパゾール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 69

ドパミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイヨー」 （１００ｍｇ５ｍＬ１管） 169

ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇバッグ「武田テバ」 （０．１％２００ｍＬ１袋） 169

ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット「ファイザー」 （０．３％２００ｍＬ１袋） 170

トビエース錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 384

トピラマート錠５０ｍｇ「アメル」 （５０ｍｇ１錠） 30

ドプスＯＤ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 70

ドブタミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１管） 171

トフラニール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 99

ドプラム注射液４００ｍｇ （２０ｍｇ１ｍＬバイアル） 241

トポテシン点滴静注４０ｍｇ （４０ｍｇ２ｍＬ１瓶） 584

トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」 （１５０ｍｇ１瓶） 622

トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」 （６０ｍｇ１瓶） 623

トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」 （８ｍｇ１錠） 194

トラゼンタ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 506

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠） 100

トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 （２５ｍｇ５ｍＬ１瓶） 153

トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「三恵」 （２５０ｍｇ１錠） 463

トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」 （１０％１０ｍＬ１管） 464

トラバタンズ点眼液０．００４％ （０．００４％１ｍＬ） 153

トラベルミン配合錠 （１錠） 165

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 57

ドラール錠１５ （１５ｍｇ１錠） 14

トランサミン散５０％ （５０％１ｇ） 464

トリクロリールシロップ１０％ （１０％１ｍＬ） 15

トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠） 194

トリプタノール錠１０ （１０ｍｇ１錠） 100

トリプタノール錠２５ （２５ｍｇ１錠） 101

トリフリード輸液 （１Ｌ１袋） 458

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠） 299

トリンテリックス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 102

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス （０．７５ｍｇ０．５ｍＬ１キット） 365

トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 555

トレシーバ注フレックスタッチ （３００単位１キット） 365

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ （（０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ） 403

トレーランＧ液７５ｇ （２２５ｍＬ１瓶） 798

トロビシン筋注用２ｇ （２ｇ１瓶） 681

ドロレプタン注射液２５ｍｇ （２．５ｍｇ１ｍＬバイアル） 3

トロンビン液モチダソフトボトル１万 （１００００単位１０ｍＬ１キット） 465

な

ナイキサン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 58

ナウゼリンＯＤ錠１０ （１０ｍｇ１錠） 300
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ナウゼリン坐剤１０ （１０ｍｇ１個） 300

ナウゼリン坐剤３０ （３０ｍｇ１個） 301

ナウゼリンドライシロップ１％ （１％１ｇ） 301

ナゼア注射液０．３ｍｇ （０．３ｍｇ２ｍＬ１管） 302

ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１瓶） 532

ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 （５０ｍｇ１瓶） 533

ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「あすか」 （２５ｍｇ１錠） 385

ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「あすか」 （５０ｍｇ１錠） 385

ナベルビン注１０ （１０ｍｇ１ｍＬ１瓶） 585

ナボールゲル１％ （１％１ｇ） 404

に

ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１０ｍＬ１管） 205

ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ２ｍＬ１管） 206

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 219

ニコリンＨ注射液１ｇ （２５％４ｍＬ１管） 236

ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 236

ニゾラールクリーム２％ （２％１ｇ） 412

ニゾラールローション２％ （２％１ｇ） 412

日点アトロピン点眼液１％ （１％５ｍＬ１瓶） 153

ニトプロ持続静注液６ｍｇ （６ｍｇ２ｍＬ１管） 207

ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／５０ｍＬ「ＴＥ」 （２５ｍｇ５０ｍＬ１袋） 219

ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ （（２５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚） 220

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１錠） 220

ニトロール注５ｍｇ （０．０５％１０ｍＬ１管） 221

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 221

ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 222

乳糖＊（三恵） （１０ｇ） 778

ニュープロパッチ９ｍｇ （９ｍｇ１枚） 70

ニューモバックスＮＰ （０．５ｍＬ１瓶） 755

ニューレプチル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 102

ニューロライト第一 （１回分） 652

ニューロライト注射液第一 （６００ＭＢｑ１筒） 652

ニンラーロカプセル２．３ｍｇ （２．３ｍｇ１カプセル） 624

ね

ネイリンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 746

ネオクリーナー「セキネ」 420

ネオシネジンコーワ５％点眼液 （５％１ｍＬ） 154

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 213

ネオステリングリーンうがい液０．２％ （１ｍＬ） 421

ネオビタカイン注シリンジ２ｍＬ （２ｍＬ１筒） 58

ネオフィリン注ＰＬ２５０ｍｇ （２．５％１０ｍＬ１管） 171

ネオメドロールＥＥ軟膏 （１ｇ） 154

ネキシウムカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル） 273

ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ （２０ｍｇ１包） 274

ネバナック懸濁性点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 155

ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ （０．１％１ｇ） 404

ネリプロクト坐剤 （１個） 379

五十音順索引
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の

ノイキノン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 172

ノイトロジン注１００μｇ （１００μｇ１瓶（溶解液付）） 484

ノイロトロピン錠４単位 （４単位１錠） 59

ノイロトロピン注射液３．６単位 （３ｍＬ１管） 59

ノウリアスト錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 71

ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ （１０ｍｇ２ｍＬ１管） 237

ノバミン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 103

ノバントロン注１０ｍｇ （１０ｍｇ５ｍＬ１瓶） 625

ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン （３００単位１キット） 366

ノボラピッド注イノレット （３００単位１キット） 366

ノボラピッド注フレックスタッチ （３００単位１キット） 367

ノルアドリナリン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 337

ノルディトロピン フレックスプロ注１０ｍｇ （１０ｍｇ１キット） 312

ノルレボ錠１．５ｍｇ （１．５ｍｇ１錠） 379

は

バイアスピリン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 486

ハイカリックＮＣ－Ｎ輸液 （７００ｍＬ１袋） 439

ハイシー顆粒２５％ （２５％１ｇ） 428

ハイジール消毒用液１０％ （１０％１０ｍＬ） 391

ハイドレアカプセル５００ｍｇ （５００ｍｇ１カプセル） 569

ハイボン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 425

バクトラミン注 （５ｍＬ１管） 774

パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ホスピーラ」 （１００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶） 586

パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／５ｍＬ「ホスピーラ」 （３０ｍｇ５ｍＬ１瓶） 587

パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ （４２０ｍｇ１４ｍＬ１瓶） 626

パズクロス点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１００ｍＬ１キット） 730

バソメット錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 207

パタノール点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 155

ハッカ油「ニッコー」 （１ｍＬ） 780

パッチテスト試薬金属 798

バップフォー錠１０ （１０ｍｇ１錠） 386

パニマイシン注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ１管） 696

パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 （４％１ｍＬ１管） 145

パーヒューザミン注 （１０ＭＢｑ） 652

ハプトグロビン静注２０００単位「ベネシス」 （２０００単位１００ｍＬ１瓶） 766

パム静注５００ｍｇ （２．５％２０ｍＬ１管） 493

ハラヴェン静注１ｍｇ （１ｍｇ２ｍＬ１瓶） 626

バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」 （５０％１ｇ） 739

バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医工」 （５００ｍｇ１錠） 740

バラマイシン軟膏 （（ＢＴＲＣ２５０単位ＦＲＭ２ｍｇ）１ｇ） 396

バリエース発泡顆粒 （１ｇ） 791

パリエット錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 275

バリトゲンＨＤ （９８．６％１０ｇ） 792

バルサルタン錠８０ｍｇ「ケミファ」 （８０ｍｇ１錠） 208

パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ （０．１２５ｍｇ１錠） 378

パルタンＭ注０．２ｍｇ （０．０２％１ｍＬ１管） 379

バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」 （５％１ｍＬ） 31
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バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 （４０％１ｇ） 32

バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠） 33

バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「トーワ」 （２００ｍｇ１錠） 33

パルミコート吸入液０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ２ｍＬ１管） 264

パルモディア錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠） 226

バレイショデンプン （１０ｇ） 778

パロキセチン錠１０ｍｇ「アスペン」 （１０ｍｇ１錠） 103

パーロデル錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 71

ハロマンス注５０ｍｇ （５０ｍｇ１ｍＬ１管） 104

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 （５００ｍｇ１瓶） 679

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 （０．５ｇ１瓶） 680

パンテチン散２０％「テバ」 （２０％１ｇ） 425

パントシン注５％ （１００ｍｇ１管） 425

ハンプ注射用１０００ （１０００μｇ１瓶） 222

ひ

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」 （０．１％５ｍＬ１瓶） 155

ヒアレインミニ点眼液０．３％ （０．３％０．４ｍＬ１個） 156

ピアーレシロップ６５％ （６５％１ｍＬ） 534

ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ （０．４６％２０ｍＬ１瓶（希釈液付）） 156

ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１錠） 507

ビオスリー配合ＯＤ錠 （１錠） 267

ビカネイト輸液 （１Ｌ１袋） 459

光糖液５％ （５％２０ｍＬ１管） 439

光糖液５％ （５％５００ｍＬ１瓶） 440

ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「あすか」 （８０ｍｇ１錠） 627

ビクシリン注射用０．２５ｇ （２５０ｍｇ１瓶） 697

ビクシリン注射用１ｇ （１ｇ１瓶） 698

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ （１８ｍｇ３ｍＬ１キット） 367

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＣＨＯＳ」 （０．７５％１ｍＬ） 289

ピシバニール注射用５ＫＥ （５ＫＥ１瓶（溶解液付）） 628

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 72

ビスコート０．５眼粘弾剤 （０．５ｍＬ１筒） 156

ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 105

ビソノテープ４ｍｇ （４ｍｇ１枚） 208

ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」 （０．６２５ｍｇ１錠） 183

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠） 184

ビダーザ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 628

ビタノイリンカプセル５０ （１カプセル） 430

ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 （２ｍｇ１錠） 227

ビタメジン静注用 （１瓶） 430

ビタメジン配合カプセルＢ２５ （１カプセル） 431

ヒダントールＦ配合錠 （１錠） 34

ヒダントール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 35

ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン （２ｍｇ１キット） 368

ピドキサール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 425

ピトレシン注射液２０ （２０単位１管） 313

ヒビスクラブ消毒液４％ （４％１０ｍＬ） 392

ヒビスコール液Ａ （０．２％１０ｍＬ） 392

ビーフリード輸液 （１Ｌ１キット） 447
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ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 （１ｇ１瓶） 698

ビームゲン （０．２５ｍＬ１瓶） 755

ビムパット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 36

ビムパット点滴静注２００ｍｇ （２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 36

ピモベンダン錠２．５ｍｇ「ＴＥ」 （２．５ｍｇ１錠） 172

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル） 369

ヒューマログ注ミリオペン （３００単位１キット） 369

ヒューマログミックス５０注ミリオペン （３００単位１キット） 370

ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ （４０ｍｇ０．４ｍＬ１キット） 534

ビラノア錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 664

ピラマイド原末 （１ｇ） 727

ビリスコピン点滴静注５０ （１０．５５％１００ｍＬ１瓶） 792

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ （１ｇ） 471

ヒルドイドローション０．３％ （１ｇ） 471

ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 （０．５ｍｇ１管） 796

ヒルナミン筋注２５ｍｇ （２．５％１ｍＬ１管） 105

ヒルナミン細粒１０％ （１０％１ｇ） 106

ピレチア錠（２５ｍｇ） （２５ｍｇ１錠） 656

ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ （２．３％０．６ｍＬ１筒） 156

ふ

ファーストシン静注用１ｇ （１ｇ１瓶） 699

ファムビル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 741

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 276

ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 （２０ｍｇ２０ｍＬ１管） 277

ファロム錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 700

ファンガード点滴用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 719

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ （１００ｍｇ１ｍＬ） 720

ファンギゾン注射用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 720

フィコンパ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 37

フィジオ１４０輸液 （５００ｍＬ１袋） 459

フィジオ３５輸液 （５００ｍＬ１袋） 459

フィニバックス点滴静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶） 700

ブイフェンド２００ｍｇ静注用 （２００ｍｇ１瓶） 721

ブイフェンド錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 722

フィブラストスプレー５００ （５００μｇ１瓶（溶解液付）） 416

フィブロガミンＰ静注用 （２４０国際単位１瓶（溶解液付）） 766

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチダ」 （７５μｇ０．３ｍＬ１筒） 487

フェオＭＩＢＧ－Ｉ１３１注射液 （１ＭＢｑ） 652

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「サワイ」 （６０ｍｇ１錠） 664

フェジン静注４０ｍｇ （４０ｍｇ２ｍＬ１管） 435

フェソロデックス筋注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ５ｍＬ１筒） 629

フェノバール散１０％ （１０％１ｇ） 15

フェノバール錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 16

フェノバール注射液１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管） 16

フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 （８０ｍｇ１錠） 227

フェブリク錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 499

フェルビナクパップ７０ｍｇ「サワイ」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 405

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 （０．００５％２ｍＬ１管） 816

フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」 （０．００５％１０ｍＬ１管） 817
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フェントステープ０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１枚） 818

フェントステープ１ｍｇ （１ｍｇ１枚） 820

フェントステープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚） 822

フェントステープ８ｍｇ （８ｍｇ１枚） 823

フォリアミン錠 （５ｍｇ１錠） 426

フォリルモンＰ注７５ （７５単位１管（溶解液付）） 314

フォルテオ皮下注キット６００μｇ （６００μｇ１キット） 317

複合アレビアチン配合錠 （１錠） 38

フスコデ配合シロップ （１ｍＬ） 243

ブスコパン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 145

ブスコパン注２０ｍｇ （２％１ｍＬ１管） 146

ブドウ糖＊（扶桑） （１０ｇ） 440

プラザキサカプセル１１０ｍｇ （１１０ｍｇ１カプセル） 472

プラザキサカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル） 472

フラジール腟錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 377

フラジール内服錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 775

プラスアミノ輸液 （５００ｍＬ１袋） 448

ブラダロン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 386

プラノバール配合錠 （１錠） 355

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 228

フラビタン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 426

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ （６０ｍｇ１ｍＬ１筒） 536

フランドルテープ４０ｍｇ （４０ｍｇ１枚） 223

プランルカストＤＳ１０％「ＥＫ」 （１０％１ｇ） 665

プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」 （１１２．５ｍｇ１錠） 665

フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 （１錠） 355

プリズバインド静注液２．５ｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶） 488

ブリディオン静注２００ｍｇ （２００ｍｇ２ｍＬ１瓶） 493

プリビナ液０．０５％ （０．０５％１ｍＬ） 163

プリモジアン・デポー筋注 （１ｍＬ１管） 356

ブリリンタ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 488

フルオレサイト静注５００ｍｇ （１０％５ｍＬ１瓶） 798

フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１瓶） 569

フルカリック３号輸液 （１１０３ｍＬ１キット） 448

フルコートスプレー０．００７％ （０．００７％１ｇ） 405

フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１カプセル） 747

プールシンチ注 （１０ＭＢｑ） 653

フルタイド１００ディスカス （１００μｇ６０ブリスター１個） 264

フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 （２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶） 163

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠） 17

フルバスタチン錠３０ｍｇ「サワイ」 （３０ｍｇ１錠） 228

フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 （２５ｍｇ１錠） 106

フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠） 107

フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「サワイ」 （０．５ｍｇ５ｍＬ１管） 242

フルマリン静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶） 701

フルマリン静注用１ｇ （１ｇ１瓶） 702

フルメタ軟膏 （０．１％１ｇ） 405

フルメトロン点眼液０．０２％ （０．０２％１ｍＬ） 157

フルメトロン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 157
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プレグランディン腟坐剤１ｍｇ （１ｍｇ１個） 370

プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「マルイシ」 （２００μｇ５０ｍＬ１筒） 18

ブレディニン錠５０ （５０ｍｇ１錠） 537

プレドニゾロン散「タケダ」１％ （１％１ｇ） 338

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） （１ｍｇ１錠） 339

プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 340

プレドニン眼軟膏 （０．２５％１ｇ） 158

プレベナー１３水性懸濁注 （０．５ｍＬ１筒） 756

プレマリン錠０．６２５ｍｇ （０．６２５ｍｇ１錠） 351

プロギノン・デポー筋注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 352

プログラフカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル） 538

プロゲデポー筋注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１管） 352

プロゲホルモン筋注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１管） 352

プロジフ静注液２００ （８％２．５ｍＬ１瓶） 748

プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」 （０．５ｍｇ１錠） 371

プロスタール錠２５ （２５ｍｇ１錠） 353

プロスタンディン注射用２０μｇ （２０μｇ１瓶） 238

プロスタンディン点滴静注用５００μｇ （５００μｇ１瓶） 239

プロスタンディン軟膏０．００３％ （０．００３％１ｇ） 417

プロセキソール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 354

フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 （４０ｍｇ１錠） 195

フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１管） 195

プロタノールＬ注０．２ｍｇ （０．０２％１ｍＬ１管） 173

プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 （１％１０ｍＬバイアル） 465

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 （０．２５ｍｇ１錠） 18

プロトピック軟膏０．０３％小児用 （０．０３％１ｇ） 417

プロトピック軟膏０．１％ （０．１％１ｇ） 417

プロナーゼＭＳ （２００００単位） 802

ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」 （４ｍｇ１錠） 108

プロペト （１０ｇ） 778

プロベラ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 354

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 （２００ｍｇ２０ｍＬ１管） 4

プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶） 5

ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 （０．１％１ｍＬ） 158

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 （０．２％１ｍＬ） 246

ブロムペリドール錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠） 109

フロモックス小児用細粒１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｇ） 703

フロリードゲル経口用２％ （２％１ｇ） 748

フロリネフ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠） 341

へ

ベガモックス点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ） 158

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶） 629

ベサコリン散５％ （５％１ｇ） 140

ベサノイドカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル） 630

ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「トーワ」 （２００ｍｇ１錠） 229

ベシカムクリーム５％ （５％１ｇ） 406

ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 387

ベストロン耳鼻科用１％ （１０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として）） 164

ベストロン点眼用０．５％ （５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として）） 159
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ヘスパンダー輸液 （５００ｍＬ１袋） 459

ベセルナクリーム５％ （５％２５０ｍｇ１包） 749

ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 209

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 （６ｍｇ１錠） 166

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 （０．５ｍｇ１錠） 342

ベトノバールＧクリーム０．１２％ （１ｇ） 406

ベナパスタ軟膏４％ （４％１０ｇ） 407

ベナンバックス注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶） 776

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 （４ｍｇ１錠） 223

ベネトリン吸入液０．５％ （０．５％１ｍＬ） 254

ベネフィクス静注用１０００ （１０００国際単位１瓶（溶解液付）） 767

ベノキシール点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ） 159

ヘパティメージ注 （１０ＭＢｑ） 653

ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 （５０００単位５ｍＬ１瓶） 473

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＰ」 （５０００単位１０ｍＬ１筒） 474

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍＬ （５００単位５ｍＬ１筒） 474

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」 （５０００単位０．２ｍＬ１筒） 475

ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 （１０００単位５ｍＬ１瓶） 767

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ （０．５ｍＬ１筒） 756

ベプリコール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 185

ペプレオ注射用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶） 579

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 （１０ｍｇ１錠） 666

ベムリディ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 742

ヘモナーゼ配合錠 （１錠） 380

ヘモポリゾン軟膏 （１ｇ） 380

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 （２０μｇ１錠） 489

ペリアクチン散１％ （１％１ｇ） 656

ペリオクリン歯科用軟膏 （１０ｍｇ０．５ｇ１シリンジ） 421

ベリチーム配合顆粒 （１ｇ） 283

ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 （３ｍＬ２キット１組） 802

ベルケイド注射用３ｍｇ （３ｍｇ１瓶） 631

ペルサンチン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 224

ベルソムラ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 120

ベルソムラ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 121

ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 （１．２５単位１瓶） 539

ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」 （８ｍｇ１錠） 109

ベンザリン錠５ （５ｍｇ１錠） 19

ペンタサ顆粒９４％ （９４％１ｇ） 302

ペンタサ坐剤１ｇ （１ｇ１個） 303

ペンタサ注腸１ｇ （１ｇ１個） 303

ほ

ホクナリンテープ０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１枚） 255

ホクナリンテープ１ｍｇ （１ｍｇ１枚） 255

ホクナリンテープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚） 256

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「サワイ」 （０．３ｍｇ１錠） 507

ボースデル内用液１０ （１０ｍｇ２５０ｍＬ１袋） 799

ホストイン静注７５０ｍｇ （７５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 38

ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 （２ｇ１瓶） 704

ホスミシン錠５００ （５００ｍｇ１錠） 704
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ホスミシンドライシロップ４００ （４００ｍｇ１ｇ） 704

ボスミン外用液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 343

ボスミン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 344

ボセンタン錠６２．５ｍｇ「モチダ」 （６２．５ｍｇ１錠） 239

ボトックス注用５０単位 （５０単位１瓶） 135

ボナロン錠３５ｍｇ （３５ｍｇ１錠） 540

ポビドンヨードガーグル液７％「明治」 （７％１ｍＬ） 258

ポピヨドン液１０％ （１０％１０ｍＬ） 392

ポピヨドンスクラブ７．５％ （７．５％１０ｍＬ） 393

ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ （２５０ｍｇ１００ｍＬ１袋） 131

ポラキス錠３ （３ｍｇ１錠） 388

ボラザＧ軟膏 （１ｇ） 380

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 （７５ｍｇ１錠） 278

ポララミン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 657

ポララミン注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 657

ホリゾン注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 19

ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 （２５ｍｇ１錠） 494

ポルトラック原末 （１ｇ） 541

ボルヒール組織接着用 （０．５ｍＬ４瓶１組） 802

ホルマリン （１０ｍＬ） 393

ホルムクレゾールＦＣ「ネオ」 420

ボレー外用液１％ （１％１ｍＬ） 412

ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ （０．００２％１ｇ） 418

ポンタールシロップ３．２５％ （３．２５％１ｍＬ） 59

ボンビバ静注１ｍｇシリンジ （１ｍｇ１ｍＬ１筒） 541

ま

マイオビュー「注射用」 （１回分） 653

マイオビュー注シリンジ （２９６ＭＢｑ１筒） 653

マイオビュー注シリンジ （５９２ＭＢｑ１筒） 653

マイオビュー注シリンジ （７４０ＭＢｑ１筒） 654

マイザー軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 407

マイスタン細粒１％ （１％１ｇ） 39

マイテラーゼ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 140

マイトマイシン注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶） 579

マーカイン注脊麻用０．５％高比重 （０．５％４ｍＬ１管） 132

マーカイン注脊麻用０．５％等比重 （０．５％４ｍＬ１管） 132

マキュエイド眼注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶） 160

マグコロールＰ （１ｇ） 792

マグセント注１００ｍＬ （１００ｍＬ１瓶） 388

マグネスコープ静注３８％シリンジ１３ｍＬ （３７．６９５％１３ｍＬ１筒） 799

マグミット錠３３０ｍｇ （３３０ｍｇ１錠） 284

マクロゴール軟膏＊（日興製薬） （１０ｇ） 778

マーズレンＳ配合顆粒 （１ｇ） 278

マドパー配合錠 （１錠） 73

み

ミオＭＩＢＧ－Ｉ１２３注射液 （１０ＭＢｑ） 654

ミオコールスプレー０．３ｍｇ （０．６５％７．２ｇ１缶） 224

ミオピン点眼液 （５ｍＬ１瓶） 160
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ミグリステン錠２０ （２０ｍｇ１錠） 60

ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠） 508

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 （１０ｍｇ２ｍＬ１管） 20

ミダフレッサ静注０．１％ （１０ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 40

ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「テバ」 （２ｍｇ１錠） 214

ミドリンＭ点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ） 160

ミドリンＰ点眼液 （１ｍＬ） 161

ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ （６０μｇ１錠） 314

ミネブロ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 210

ミネリック－５配合点滴静注シリンジ （２ｍＬ１筒） 435

ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠） 714

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１瓶） 715

ミノマイシン顆粒２％ （２０ｍｇ１ｇ） 716

ミヤＢＭ細粒 （１ｇ） 267

ミラクリッド注射液１０万単位 （１０００００単位２ｍＬ１管） 541

ミラクリッド注射液５万単位 （５００００単位１ｍＬ１管） 542

ミリプラ動注用７０ｍｇ （７０ｍｇ１瓶） 632

ミルセラ注シリンジ１５０μｇ （１５０μｇ０．３ｍＬ１筒） 542

ミルセラ注シリンジ５０μｇ （５０μｇ０．３ｍＬ１筒） 543

ミルタザピン錠１５ｍｇ「ニプロ」 （１５ｍｇ１錠） 110

ミールビック （一人分１瓶（溶解液付）） 769

ミルリーラ注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ１０ｍＬ１管） 173

ミレーナ５２ｍｇ （１個） 377

ミンクリア内用散布液０．８％ （２０ｍＬ１筒） 803

む

無水エタノール注「フソー」 （５ｍＬ１管） 633

め

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ （１００ｍｇ１ｇ） 705

メイロン静注８．４％ （８．４％２０ｍＬ１管） 494

メイロン静注８．４％ （８．４％２５０ｍＬ１袋） 495

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１カプセル） 186

メサデルムクリーム０．１％ （０．１％１ｇ） 407

メサラジン錠２５０ｍｇ「ケミファ」 （２５０ｍｇ１錠） 304

メジコン散１０％ （１０％１ｇ） 244

メスチノン錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 141

メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ （２００ｍｇ８ｍＬ１瓶） 571

メチコバール錠５００μｇ （０．５ｍｇ１錠） 427

メチコバール注射液５００μｇ （０．５ｍｇ１管） 427

メチルロザニリン塩化物 （１ｇ） 393

メチロン注２５％ （２５％１ｍＬ１管） 60

滅菌精製水「ヨシダ」 （１０ｍＬ） 779

メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「サワイ」 （４０ｍｇ１錠） 210

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ニプロ」 （２５０ｍｇ１錠） 508

メトレート錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 544

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＹＫ」 （１５ｍｇ１カプセル） 429

メノエイドコンビパッチ （１枚） 356

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 （０．０１４３％５ｍＬ１キット） 256

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ （０．０１％０．３ｍＬ１個） 257
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メプチンドライシロップ０．００５％ （０．００５％１ｇ） 257

メルカゾール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 318

メレックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 21

メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ファイザー」 （２５０ｍｇ１瓶） 706

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ１瓶） 707

も

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 （５ｍｇ１錠） 304

モビプレップ配合内用剤 （１袋） 803

モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 （５ｍｇ１０ｇ１瓶） 164

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 408

モリヘパミン点滴静注 （３００ｍＬ１袋） 449

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 （１ｇ） 811

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「タケダ」 （１％１ｍＬ１管） 812

モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「シオノギ」 （４％５ｍＬ１管） 813

モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「タケダ」 （１％５ｍＬ１管） 814

モンテルカスト細粒４ｍｇ「日医工」 （４ｍｇ１包） 666

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 （１０ｍｇ１錠） 667

や

薬用炭「日医工」 （１ｇ） 267

ヤーズ配合錠 （１錠） 357

ヤーズフレックス配合錠 （１錠） 358

ゆ

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ （１００ｍｇ１包（テガフール相当量）） 572

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ （１００ｍｇ１カプセル（テガフール相当量）） 573

ユービット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 799

ユベラ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 428

ユベラ軟膏 （１ｇ） 408

ユリノーム錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 500

よ

ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１丸） 436

ヨウ素 （１ｇ） 393

ヨクイニンエキス散「コタロー」 （１ｇ） 676

ヨードカプセル－１２３ （３．７ＭＢｑ１カプセル） 654

ら

ライゾデグ配合注フレックスタッチ （３００単位１キット） 371

ラシックス注１００ｍｇ （１００ｍｇ１管） 196

ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶） 589

ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１瓶（溶解液付）） 503

ラニラピッド錠０．０５ｍｇ （０．０５ｍｇ１錠） 173

ラピアクタ点滴用バイアル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶） 742

ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 278

ラミクタール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 41

ラミクタール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 42

ラミシールクリーム１％ （１％１ｇ） 413

ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「日新」 （６０ｍｇ１錠） 545

ラングシンチＴｃ－９９ｍ注 （１０ＭＢｑ） 655

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 （１５ｍｇ１錠） 279

五十音順索引
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ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 （３０ｍｇ１錠） 280

ランタスＸＲ注ソロスター （４５０単位１キット） 372

ランマーク皮下注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１．７ｍＬ１瓶） 545

り

リアルダ錠１２００ｍｇ （１２００ｍｇ１錠） 305

リカルボン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 546

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 475

リクラスト点滴静注液５ｍｇ （５ｍｇ１００ｍＬ１瓶） 547

リコモジュリン点滴静注用１２８００ （１２８００単位１瓶） 476

リザベンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 667

リザベンドライシロップ５％ （５％１ｇ） 668

リシノプリル錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 211

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠） 110

リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「アメル」 （２ｍｇ１錠） 111

リスペリドン細粒１％「アメル」 （１％１ｇ） 112

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」 （０．１％１ｍＬ） 112

リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 633

リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶） 635

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 （２％５ｍＬ１筒） 186

リドカイン注「ＮＭ」０．５％ （０．５％１０ｍＬバイアル） 132

リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 （（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ１枚） 133

リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 （１％２００ｍＬ１袋） 134

リドメックスコーワクリーム０．３％ （０．３％１ｇ） 409

リドメックスコーワ軟膏０．３％ （０．３％１ｇ） 409

リーバクト配合顆粒 （４．１５ｇ１包） 449

リパクレオンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 283

リバスタッチパッチ１８ｍｇ （１８ｍｇ１枚） 121

リバスタッチパッチ９ｍｇ （９ｍｇ１枚） 122

リピオドール４８０注１０ｍＬ （１０ｍＬ１管） 793

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 （１５０ｍｇ１カプセル） 717

リフキシマ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 724

リプル注５μｇ （５μｇ１ｍＬ１管） 240

リボトリール細粒０．１％ （０．１％１ｇ） 44

リボトリール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 44

リマチル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 658

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 （５μｇ１錠） 489

硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 （１ｇ１瓶） 717

硫酸マグネシウム注射液 （０．５モル２０ｍＬ１管） 146

リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ （１１．２５ｍｇ１筒） 373

リュープリン注射用キット３．７５ （３．７５ｍｇ１筒） 373

リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」 （１．８８ｍｇ１筒） 374

リリカＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 123

リリカＯＤ錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠） 124

リレンザ （５ｍｇ１ブリスター） 743

リン酸２カリウム注２０ｍＥｑキット「テルモ」 （０．５モル２０ｍＬ１キット） 460

リン酸コデイン散１％「メタル」 （１％１ｇ） 247

リンゼス錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠） 305

リンデロン－ＶＧローション （１ｍＬ） 409

リンデロン懸濁注 （２．５ｍｇ１管） 344
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リンデロン坐剤１．０ｍｇ （１ｍｇ１個） 345

リンデロン散０．１％ （０．１％１ｇ） 346

リンデロン注４ｍｇ（０．４％） （４ｍｇ１管） 347

る

ルジオミール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 113

ルセフィ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 509

ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ （０．５ｍｇ０．０５ｍＬ１筒） 161

ルネスタ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 21

ルパフィン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 668

ルリクールＶＧ軟膏０．１２％ （１ｇ） 410

ルリコン軟膏１％ （１％１ｇ） 413

れ

レキサルティ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 114

レキソタン錠２ （２ｍｇ１錠） 22

レキップＣＲ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 73

レクサプロ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 114

レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 （４８ｍｇ３０．８ｇ１瓶） 306

レクチゾール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 418

レスタミンコーワ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 657

レスピア静注・経口液６０ｍｇ （６０ｍｇ３ｍＬ１瓶） 174

レスプレン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 248

レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」 （２．５ｍｇ１錠） 636

レナデックス錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 349

レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー （４２０ｍｇ３．５ｍＬ１キット） 230

レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１００ｍｇ１錠） 281

レブラミドカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル） 636

レベミル注イノレット （３００単位１キット） 375

レボトミン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 115

レボトミン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 116

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして）） 731

レボフロキサシン点眼液１．５％「ＹＤ」 （１．５％１ｍＬ） 162

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 （１００ｍｇ１瓶） 495

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＫ」 （２５ｍｇ１瓶） 496

レボレード錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠） 547

レミケード点滴静注用１００ （１００ｍｇ１瓶） 306

レルパックス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 214

レルベア１００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 265

レルベア２００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 265

レンビマカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル） 638

ろ

ロイケリン散１０％ （１０％１ｇ） 574

ロイコボリン注３ｍｇ （０．３％１ｍＬ１管） 497

ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル７５ｍｇ「サワイ」 （７５ｍｇ１カプセル） 281

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「久光」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 410

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 （６０ｍｇ１錠） 61

ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」 （５０ｍｇ５ｍＬ１瓶） 138

ロコイド軟膏０．１％ （０．１％１ｇ） 411

ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠） 211
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ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５ｍｇ１錠） 230

ロゼックスゲル０．７５％ （０．７５％１ｇ） 419

ロゼレム錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠） 125

ロナセンテープ４０ｍｇ （４０ｍｇ１枚） 116

ロピオン静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管） 62

ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１錠） 22

ロペミン小児用細粒０．０５％ （０．０５％１ｇ） 267

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨー」 （１ｍｇ１カプセル） 268

ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 （２５０μｇ１瓶） 548

ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 （０．５ｍｇ１錠） 23

ロラメット錠１．０ （１ｍｇ１錠） 23

ロルカム錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 62

ロンサーフ配合錠Ｔ１５ （１５ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量）） 639

ロンサーフ配合錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量）） 640

わ

ワイスタール配合静注用１ｇ （（１ｇ）１瓶） 708

ワイドシリン細粒２０％ （２００ｍｇ１ｇ） 708

ワゴスチグミン注０．５ｍｇ （０．０５％１ｍＬ１管） 141

ワソラン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 225

ワソラン静注５ｍｇ （０．２５％２ｍＬ１管） 187

ワーファリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 477

ワルファリンＫ錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 （０．５ｍｇ１錠） 477
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Ｐ．ＥＮＴ
Ｒｐ． ２．５ｇ

２．０ｇ
１．５ｇ

Ｐ．ＴＡＣ
Ｒｐ． ０．２ｇ

０．４ｇ
０．４ｇ

ＰＫ１
Ｒｐ． ３．０ｇ

１．０ｇ

ＰＫ２
Ｒｐ． ３．０ｇ

１．５ｇ

ＰＬＭ
Ｒｐ． ３．０ｇ

０．９ｇ

Ｍ．Ｌ．Ｘ
Ｒｐ． ５０ｇ／袋

５ｍＬ／本

Ｒｐ． ４包
８ｍＬ
４００ｍＬ

※約束処方の用法を変更する場合は、約束処方を使用しないようにお願いします

（６．０ｇ／日、１日３回食後）

パンテチン散２０％

ミヤＢＭ細粒
アドソルビン
タンナルビン

【　内用散剤　】

アスベリン散１０％
カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」
アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．５％
（目安：０．１５ｇ／Ｋｇ／日、１日３回食後）

ＰＬ配合顆粒
メジコン散１０％
（１日３回食後）

（１日３回食後）

【　検査用薬　】

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％
「ＣＨＯＳ」

酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」

（１日４回）

約束処方

【　含嗽液　】

キシロカイン含嗽液
含嗽用ハチアズレ（２ｇ/包）
キシロカイン液４％
滅菌精製水

マグコロールＰ

（１日３回食後）

パンテチン散２０％
酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」



Ｒｐ．

Ｒｐ．

Ｒｐ．

Ｒｐ．

Ｒｐ．

Ｒｐ．

Ｒｐ． デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏：ヒルドイドソフト＝１：１

ルリクールＶＧ軟膏０．１２％：プロペト＝１：２

【　外用剤　】

ＲＨ１軟膏
ルリクールＶＧ軟膏：ヒルドイドソフト＝１：１

ＲＨ２軟膏
ルリクールＶＧ軟膏０．１２％：ヒルドイドソフト＝１：２

ＲＷ１軟膏
ルリクールＶＧ軟膏０．１２％：プロペト＝１：１

ＲＷ２軟膏

ＫＷ軟膏
キンダベート軟膏：プロペト＝１：１

エンペグリメサ
エンペシドクリーム：グリメサゾン軟膏＝１：１

ＭＨ軟膏
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