
採用薬区分 商品名
院外 〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒
院内 ◇　コンレイ注60％100mL（282mg/mL）
共通 ●ナノパスニードル34G（ｲﾝｽﾘﾝ注射針）70本
共通 ◎注入器用針:ｲﾝｽﾘﾝ(BDﾏｲｸﾛﾌｧｲﾝﾌﾟﾛ70本)32G
院外、院内 ０．０２％ヘキザック水Ｗ
共通 ０．０５％ヘキザック水Ｒ
院内 ０．０５％ヘキザック水Ｗ
院内 ０．５％ヘキザックアルコール液
共通 １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊
院内 ２０％マンニットール注射液「ＹＤ」
院外 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠
共通 ２ｍｇセルシン錠
院外 ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊
院内 ５％ヘキザック液
院内 ５－ＦＵ注１０００ｍｇ
共通 ５－ＦＵ軟膏５％協和
共通 ５ｍｃｇチロナミン錠
共通 ５ｍｇコントール錠
共通 ５ｍｇセルシン錠
共通 ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」
共通 Ｄ－ソルビトール原末「マルイシ」
院内 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ　１８．１４３％１０ｍＬ１筒
院内 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ　１８．１４３％５ｍＬ１筒
共通 ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ
院内 FreeStyleリブレセンサー
院内 ＦＳプレシジョン血糖測定電極　３０枚
院内 ＦＳ血糖測定電極ライト　２５枚
院内 ＩＦＮβ 注モチダ３００万ＩＵ
院内 ＩＦＮβ 注モチダ６００万ＩＵ
院内、共通 ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」
院内 ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」
共通 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トーワ」
共通 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ
共通 ＭＳコンチン錠３０ｍｇ
共通 ＭＳコンチン錠６０ｍｇ
院外 ＰＬ配合顆粒
院内 ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用５００単位「ニチヤク」
共通 Ｓ・Ｍ配合散
共通 ＳＧ配合顆粒
共通 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」
院内 ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」
共通 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液　５００ｍＬ１袋
共通 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液　２００ｍＬ１袋
共通 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液　５００ｍＬ１袋
院外 アーチスト錠１．２５ｍｇ
院外 アーチスト錠１０ｍｇ
院外 アーチスト錠２．５ｍｇ
院外 アーチスト錠２０ｍｇ
共通 アーテン錠（２ｍｇ）
院内 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
院内 アービタックス注射液１００ｍｇ
共通 アーリーダ錠６０ｍｇ
共通 アイクルシグ錠１５ｍｇ
共通 アイセントレス錠４００ｍｇ
共通 アイトロール錠２０ｍｇ
共通 アイピーディカプセル１００
共通 アイファガン点眼液０．１％

アイベータ配合点眼液



院外 アイラミド配合懸濁性点眼液
院内 アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ
共通 アキネトン錠１ｍｇ
院内 ｱｷｭﾁｪｯｸｶﾞｲﾄﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ 30枚（ACCU-CHEK）
共通 アクアチムクリーム１％
共通 アクアチムローション１％
共通 アクアチム軟膏１％
院内 アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ
院内 アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ
院内 アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ
共通 アクトシン軟膏３％
院外 アクトス錠１５
院外 アクトス錠３０
院外 アクトネル錠１７．５ｍｇ
共通 アクトネル錠７５ｍｇ
院内 アクプラ静注用１００ｍｇ
院内 アクプラ静注用１０ｍｇ
院内 アクプラ静注用５０ｍｇ
院内 アクラシノン注射用２０ｍｇ

アグリリンカプセル０．５ｍｇ
院内 アコアラン静注用１８００
共通 アコファイド錠１００ｍｇ

アサコール錠４００ｍｇ
共通 アザニン錠５０ｍｇ

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ
共通 アシクロビル錠２００ｍｇ「ファイザー」
院内 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」
共通 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」
共通 アシテアダニ舌下錠１００単位（ＩＲ）
共通 アシテアダニ舌下錠３００単位（ＩＲ）
院外 アシノン錠１５０ｍｇ
共通 アジマイシン点眼液１％

アジャストＡコーワ錠４０ｍｇ
共通 アジルバ錠２０ｍｇ
共通 アジレクト錠０．５ｍｇ
共通 アジレクト錠１ｍｇ
院内、共通 アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」
院外 アスタットクリーム１％
院外 アスタット外用液１％
共通 アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ
院外 アズノールうがい液４％
共通 アズノール軟膏０．０３３％
院外 アスパラ－ＣＡ錠２００
共通 アスパラカリウム錠３００ｍｇ
院内 アスパラカリウム注１０ｍＥｑ
共通 アスピリン原末「マルイシ」
共通 アスペノンカプセル２０
院外 アスベリンシロップ０．５％
院外 アズロキサ錠１５ｍｇ
院外 アセトアミノフェン「ヨシダ」
共通 アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マルイシ」
院内 アセトキープ３Ｇ注　５００ｍＬ１瓶
院外 アゼプチン錠１ｍｇ
院外 アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」
共通 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ
院内 アセレンド注１００μ ｇ
院外 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」
共通 アゾセミド錠６０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
共通 アゾルガ配合懸濁性点眼液



院外 アダプチノール錠５ｍｇ
共通 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ
院外 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ
共通 アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ
院内 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ）
共通 アタラックス錠１０ｍｇ
院外 アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．８ｍＬ「ＦＫＢ」
院外 アテキュラ吸入用カプセル高用量
院外 アテキュラ吸入用カプセル中用量
院外 アテキュラ吸入用カプセル低用量
共通 アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」
共通 アテノロール錠５０ｍｇ「トーワ」
院内 アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ
院外 アデホスコーワ腸溶錠２０
共通 アデホスコーワ顆粒１０％
院外 アテレック錠１０
院外 アドエア２５０ディスカス６０吸入用
院外 アドエア５００ディスカス６０吸入用
共通 アトーゼット配合錠ＬＤ
院内 アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ
共通 アドソルビン原末
院外 アドナ散１０％
院外 アドナ錠３０ｍｇ
院内 アドバフェロン皮下注１２００
院内 アドバフェロン皮下注９００
院外 アドフィードパップ４０ｍｇ
院内 アドベイト静注用キット２０００

アドリアシン注用１０
アドリアシン注用５０

共通 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
院外 アトルバスタチン錠２０ｍｇ「日医工」
院外 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
院内 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」
院内 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」
共通 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」
院外 アナフラニール錠１０ｍｇ
院内 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ　０．２％１００ｍＬ１袋
院内 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ　０．７５％２０ｍＬ１管
院内 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ
共通 アノーロエリプタ３０吸入用
院内 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ
院内 アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ
院外 アピドラ注ソロスター
院内 アフィニトール錠５ｍｇ
共通 アブストラル舌下錠１００μ ｇ
共通 アブストラル舌下錠２００μ ｇ

アフタッチ口腔用貼付剤２５μ ｇ
院内 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ
院外 アプレゾリン錠１０ｍｇ
共通 アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「ＮＫ」
共通 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」
共通 アベロックス錠４００ｍｇ
共通 アポカイン皮下注３０ｍｇ
院内 アボネックス筋注用シリンジ３０μ ｇ
院外 アボルブカプセル０．５ｍｇ
院外 アマージ錠２．５ｍｇ
院外 アマリール０．５ｍｇ錠
院外 アマリール１ｍｇ錠
共通 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」



アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」
共通 アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」
院外 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」
院内 アミカシン硫酸塩注射用２００ｍｇ「日医工」
院外 アミサリン錠２５０ｍｇ
院内 アミサリン注２００ｍｇ
院外 アミティーザカプセル１２μ ｇ
共通 アミティーザカプセル２４μ ｇ
共通 アミノレバンＥＮ配合散
院内 アミノレバン点滴静注　２００ｍＬ１袋
院内 アミノレバン点滴静注　５００ｍＬ１袋
共通 アムノレイク錠２ｍｇ
院内 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ
共通 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」
共通 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」
院外 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ
院外 アムロジン錠５ｍｇ
共通 アメナリーフ錠２００ｍｇ
共通 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」
院外 アモバン錠７．５
院外 アラセナ－Ａクリーム３％
院内 アラノンジー静注用２５０ｍｇ
共通 アラベル内用剤１．５ｇ
院外 アラミスト点鼻液２７．５μ ｇ１２０噴霧用
共通 アラミスト点鼻液２７．５μ ｇ５６噴霧用
院外 アリセプトＤ錠１０ｍｇ
院外 アリセプトＤ錠３ｍｇ
院外 アリセプトＤ錠５ｍｇ
院外 アリミデックス錠１ｍｇ
院内 アリムタ注射用１００ｍｇ
院内 アリムタ注射用５００ｍｇ
院内 アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」
共通 アルケラン錠２ｍｇ
院内 アルケラン静注用５０ｍｇ

アルサルミン細粒９０％
院内 アルスロマチック関節手術用灌流液
共通 アルダクトンＡ細粒１０％
院外 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ
院内 アルツディスポ関節注２５ｍｇ
院外 アルドメット錠２５０
院内 アルト原末　５００ｍｇ１管
共通 アルファカルシドールカプセル０．２５μ ｇ「サワイ」
共通 アルファカルシドールカプセル１μ ｇ「サワイ」
院外 アルファロールカプセル０．２５μ ｇ
院外 アルファロールカプセル１μ ｇ
共通 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」
院外 アルメタ軟膏
共通 アルロイドＧ内用液５％
院外 アレグラ錠６０ｍｇ
院外 アレサガテープ４ｍｇ
院外 アレサガテープ８ｍｇ
共通 アレジオンＬＸ点眼液０．１％
院外 アレジオン錠１０
院外 アレジオン錠２０
院外 アレジオン点眼液０．０５％
共通 アレセンサカプセル１５０ｍｇ
共通 アレビアチン散１０％
院外 アレビアチン錠１００ｍｇ
院内 アレビアチン注２５０ｍｇ



院外 アレロックＯＤ錠５
院外 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」
院内 アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ
共通 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」
共通 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」
共通 アロマシン錠２５ｍｇ
院外 アンカロン錠１００
院外 アンコチル錠５００ｍｇ
共通 アンジュ２８錠
院内 アンチレクス静注１０ｍｇ
共通 アンテベートクリーム０．０５％
共通 アンテベートローション０．０５％
共通 アンテベート軟膏０．０５％
共通 アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ
共通 アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ
院外 アンプラーグ錠１００ｍｇ
共通 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」
共通 アンペック坐剤１０ｍｇ
共通 アンペック坐剤２０ｍｇ
院外 イーケプラ錠５００ｍｇ
共通 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ
院外 イオウ・カンフルローション「東豊」
院内 イオパミロン注１５０　３０．６２％５０ｍＬ１瓶
院内 イオパミロン注３００　６１．２４％１００ｍＬ１瓶
院内 イオパミロン注３００シリンジ　６１．２４％８０ｍＬ１筒
院内 イオパミロン注３７０　７５．５２％１００ｍＬ１瓶
院内 イオパミロン注３７０　７５．５２％２０ｍＬ１瓶
院内 イオパミロン注３７０シリンジ　７５．５２％１００ｍＬ１筒
共通 イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ
共通 イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ
共通 イクスタンジ錠８０ｍｇ
共通 イスコチン錠１００ｍｇ
院内 イスコチン注１００ｍｇ
院外 イソジンガーグル液７％

イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ
院内 イソビスト注２４０
院内 イソビスト注３００
院内 イソフルラン吸入麻酔液「ファイザー」
院内 イダマイシン静注用５ｍｇ
共通 イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」
共通 イトリゾールカプセル５０
院外 イトリゾール内用液１％
院外 イニシンク配合錠
院内 イノバン注０．３％シリンジ
院外 イノラス配合経腸用液

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ
共通 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」
共通 イブランスカプセル１２５ｍｇ
共通 イブランスカプセル２５ｍｇ
院内 イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ
院内、共通 イミグランキット皮下注３ｍｇ
院内 イミグランｷｯﾄ皮下注スターターパック
院外 イミグラン錠５０
共通 イミグラン点鼻液２０
共通 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
院内 イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ
院内 イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ
共通 イムセラカプセル０．５ｍｇ
院内 イムネース注３５



共通 イムノブラダー膀注用８０ｍｇ
共通 イムブルビカカプセル１４０ｍｇ

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ホスピーラ」
院内 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ホスピーラ」
共通 イリボーＯＤ錠２．５μ ｇ
共通 イリボーＯＤ錠５μ ｇ
院外 イリボー錠２．５μ ｇ
院外 イリボー錠５μ ｇ
院外 イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」
共通 イレッサ錠２５０
共通 インクレミンシロップ５％
院内 インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」
共通 インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」
院外 インタール吸入液１％
院外 インテバン外用液１％
共通 インデラル錠１０ｍｇ
院内 インデラル注射液２ｍｇ
院外 インドメタシン外用液１％「日医工」
院内 イントラリポス輸液１０％
院内 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＣＴＨ」
院内 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ「化血研」1ml
共通 インライタ錠１ｍｇ
共通 インライタ錠５ｍｇ
共通 ヴァンフリタ錠１７．７ｍｇ
共通 ヴァンフリタ錠２６．５ｍｇ
共通 ヴォトリエント錠２００ｍｇ
院外 ウチダのオウギ末Ｍ
院外 ウチダのケイヒＭ
院外 ウチダの八味丸Ｍ
共通 ウブレチド錠５ｍｇ
院内 ウムブラゾル－Ａ　９５．９７％
院外 ウラリット配合錠
院外 ウリアデック錠２０ｍｇ
院外 ウリアデック錠４０ｍｇ
院外 ウリアデック錠６０ｍｇ
共通 ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ
院外 ウリトス錠０．１ｍｇ
共通 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」
院外 ウルソ錠１００ｍｇ
共通 ウルソ顆粒５％
共通 ウルティブロ吸入用カプセル
共通 ウロカルン錠２２５ｍｇ
院内 ウログラフイン注６０％　６０％２０ｍＬ１管
院内 ウロナーゼ静注用６万単位
院内 ウロピースＳＧ　１００枚
院内 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％
院内 ウロミテキサン注１００ｍｇ
院内 ウロミテキサン注４００ｍｇ
共通 エイゾプト懸濁性点眼液１％
共通 エイベリス点眼液０．００２％

エースコール錠２ｍｇ
院外 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＹＤ」
共通 エクア錠５０ｍｇ
院内 エクザール注射用１０ｍｇ
院外 エクストラニール腹膜透析液　１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付）
共通 エクストラニール腹膜透析液　２Ｌ１袋
共通 エクストラニール腹膜透析液　２Ｌ１袋（排液用バッグ付）
共通 エクセグラン散２０％
院外 エクセグラン錠１００ｍｇ



院外 エクフィナ錠５０ｍｇ
院外 エクメット配合錠ＨＤ
院外 エクメット配合錠ＬＤ
院外 エクラープラスター２０μ ｇ／ｃｍ２
院外 エクリラ４００μ ｇジェヌエア３０吸入用
共通 エコリシン眼軟膏
共通 エスクレ坐剤「２５０」
共通 エスゾピクロン錠１ｍｇ「サワイ」
共通 エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」
院外 エストラーナテープ０．７２ｍｇ
共通 エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ
共通 エストリール腟錠０．５ｍｇ
院内 エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ
共通 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０
共通 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５
共通 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
院内 エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」
共通 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」
院外 エディロールカプセル０．７５μ ｇ
院内 エトキシスクレロール１％注射液
院内 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」
共通 エドルミズ錠５０ｍｇ
院外 エナジア吸入用カプセル高用量
院外 エナジア吸入用カプセル中用量
共通 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」
共通 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」
院内 エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ
共通 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」
院外 エバステルＯＤ錠１０ｍｇ
共通 エパデールＳ９００
共通 エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」
院外 エビスタ錠６０ｍｇ
共通 エビプロスタット配合錠ＤＢ
共通 エピペン注射液０．３ｍｇ
共通 エビリファイ錠６ｍｇ
共通 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」
共通 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」
共通 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」
共通 エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ
共通 エフィエント錠２．５ｍｇ
共通 エフィエント錠３．７５ｍｇ
院外 エフィエント錠５ｍｇ
院外 エプクルーサ配合錠
共通 エプジコム配合錠
共通 エブトール２５０ｍｇ錠
共通 エフピーＯＤ錠２．５
共通 エブランチルカプセル１５ｍｇ
共通 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」

エボザックカプセル３０ｍｇ
院内 エポジン皮下注シリンジ２４０００
院内 エホチール注１０ｍｇ
院内 エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ
院内 エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ
院外 エムラクリーム
共通 エリキュース錠２．５ｍｇ
共通 エリキュース錠５ｍｇ
共通 エリザス点鼻粉末２００μ ｇ２８噴霧用
院外 エリスパン錠０．２５ｍｇ
共通 エリスロシン錠１００ｍｇ



院内 エリル点滴静注液３０ｍｇ
院外 エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ
院内 エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ
共通 エルカルチンＦＦ内用液１０％分包５ｍＬ
共通 エルシトニン注４０単位
共通 エルデカルシトールカプセル０．７５μ ｇ「トーワ」
共通 エルネオパＮＦ１号輸液　１０００ｍＬ１キット
共通 エルネオパＮＦ２号輸液　１０００ｍＬ１キット
共通 エルネオパＮＦ２号輸液　１５００ｍＬ１キット
院内 エルプラット点滴静注液１００ｍｇ
院内 エルプラット点滴静注液２００ｍｇ
院内 エルプラット点滴静注液５０ｍｇ
共通 エレジェクト注シリンジ
共通 エレンタール配合内用剤
共通 エンクラッセ６２．５μ ｇエリプタ３０吸入用
共通 エンシュア・Ｈ

エンシュア・リキッド
院内 エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ
共通 エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」
共通 エンドキサン錠５０ｍｇ
院内 エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ
共通 エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ
院外 エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ
共通 エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ
院外 エンブレル皮下注用２５ｍｇ
共通 エンレスト錠１００ｍｇ
院外 エンレスト錠２００ｍｇ
院外 エンレスト錠５０ｍｇ

オイグルコン錠２．５ｍｇ
共通 オイラックスクリーム１０％
共通 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ
院内 オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ／２０ｍＬ「ホスピーラ」
院内 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ／４０ｍＬ「ホスピーラ」
院内 オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ／１０ｍＬ「ホスピーラ」
共通 オキサロールローション２５μ ｇ／ｇ
院内 オキサロール注５μ ｇ
共通 オキサロール軟膏２５μ ｇ／ｇ
院内 オキシグルタチオン眼灌流液０．０１８４％キット「センジュ」
共通 オキシコドン徐放錠１０ｍｇＮＸ「第一三共」
共通 オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」
共通 オキシコドン徐放錠４０ｍｇＮＸ「第一三共」
共通 オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一三共」
院外 オキシコドン錠１０ｍｇ「第一三共」
院外 オキシコドン錠２．５ｍｇ「第一三共」
院外 オキシコドン錠２０ｍｇ「第一三共」
院外 オキシコドン錠５ｍｇ「第一三共」
院外 オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ
院外 オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ
院外 オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ
院外 オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ
院内、共通 オキシドールシオエ
共通 オキナゾール腟錠６００ｍｇ
共通 オキノーム散１０ｍｇ
共通 オキノーム散２．５ｍｇ
共通 オキノーム散２０ｍｇ
共通 オキノーム散５ｍｇ
共通 オキファスト注１０ｍｇ
共通 オキファスト注５０ｍｇ
共通 オクソラレンローション０．３％



共通 オクソラレン錠１０ｍｇ
共通 オクトレオチド皮下注１００μ ｇ「あすか」
院外 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ＩＰ」
共通 オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」
共通 オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ
院外 オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ
院外 オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ
共通 オダイン錠１２５ｍｇ

オテズラ錠１０ｍｇ
オテズラ錠２０ｍｇ
オテズラ錠３０ｍｇ

院内 オニバイド点滴静注４３ｍｇ
院内 オノアクト点滴静注用１５０ｍｇ
院外 オノンカプセル１１２．５ｍｇ
院外 オノンドライシロップ１０％
院外 オパルモン錠５μ ｇ
院内 オビソート注射用０．１ｇ
共通 オフェブカプセル１００ｍｇ
共通 オフェブカプセル１５０ｍｇ
院外 オフサロン点眼液
院内 オプジーボ点滴静注１００ｍｇ
院内 オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ
院内 オプジーボ点滴静注２０ｍｇ
院内 オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ
共通 オプソ内服液１０ｍｇ
共通 オプソ内服液５ｍｇ
院外 オフタルムＫ配合錠
共通 オフミック点眼液
共通 オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」
院内 オペガードＭＡ眼灌流液　２０ｍＬ１管
院内 オペガン０．６眼粘弾剤１％

オムニパーク３００注５０ｍＬ
オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ
オムニパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ
オムニパーク３００注シリンジ８０ｍＬ
オムニパーク３５０注１００ｍＬ
オメプラール錠１０
オメプラール錠２０

院内、共通 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」
共通 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」
共通 オリブ油
共通 オルケディア錠１ｍｇ

オルセノン軟膏０．２５％
共通 オルベスコ２００μ ｇインヘラー５６吸入用
院内 オルミエント錠４ｍｇ
共通 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」
院外 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」
院外 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」
院外 オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ
院内 オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ
共通 オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ
共通 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」
共通 オロパタジン点眼液０．１％「サンド」
共通 オングリザ錠５ｍｇ
院内 オンコビン注射用１ｍｇ
院外 オンジェンティス錠２５ｍｇ
共通 オンブレス吸入用カプセル１５０μ ｇ
院内 カーボスター透析剤・Ｍ
院内 カイトリル注１ｍｇ



院内 カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ
院内 カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ
院内 ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ
共通 ガスコンドロップ内用液２％
院外 ガスコン錠４０ｍｇ

ガスターＤ錠２０ｍｇ
ガスター散１０％
ガスター錠２０ｍｇ

共通 ガストローム顆粒６６．７％
院外 ガスモチン錠５ｍｇ
院外 ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ
院外 カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ
共通 カタプレス錠７５μ ｇ
院外 カチーフＮ散１０ｍｇ／ｇ
共通 カチーフＮ錠５ｍｇ
共通 ガチフロ点眼液０．３％

カチリ「ホエイ」
共通 カデックス外用散０．９％
共通 カデックス軟膏０．９％

カデュエット配合錠４番
院内 カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ
院内 カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ
院内 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ
院外 カトレップパップ７０ｍｇ
共通 カナグル錠１００ｍｇ
共通 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」
院外 カナマイシンシロップ５％「明治」
院外 カナリア配合錠
共通 カバサール錠０．２５ｍｇ
共通 カバサール錠１．０ｍｇ

ガバペン錠２００ｍｇ
共通 カプトプリル錠２５ｍｇ「日医工」
院内 ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「タカタ」
院内 ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「タカタ」
共通 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」
共通 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」
共通 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「ＤＳＥＰ」
共通 カリジノゲナーゼ錠５０単位「トーワ」
院内 カルセド注射用２０ｍｇ
院内 カルセド注射用５０ｍｇ
院外 カルタンＯＤ錠５００ｍｇ
院内、共通 カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ

カルデナリン錠１ｍｇ
院外 カルナクリン錠５０
共通 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」
院内、共通 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１００ｍｇ「日医工」
院外 カルブロック錠１６ｍｇ
共通 カルブロック錠８ｍｇ
共通 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
共通 カルベジロール錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
共通 カルベジロール錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
共通 カルベジロール錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
共通 カルボシステインドライシロップ５０％「テバ」
共通 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」
院内 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」
院内 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」
院内 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」
共通 カロナールシロップ２％

カロナール細粒２０％



共通 カロナール細粒５０％
カロナール錠２００

院外 カロナール錠５００
院内 カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ
院内 カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ
共通 カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」

ガンマガード静注用５ｇ
キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ
キサラタン点眼液０．００５％

院内 キシロカイン０．５％筋注用溶解液
共通 キシロカインゼリー２％
共通 キシロカインビスカス２％
共通 キシロカインポンプスプレー８％
共通 キシロカイン液「４％」
院内 キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１００，０００）含有
院内 キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８０，０００）含有
院内 キドミン輸液　２００ｍＬ１袋
院外 キネダック錠５０ｍｇ
院外 キプレスＯＤ錠１０ｍｇ
院外 キプレスチュアブル錠５ｍｇ
院外 キプレス錠１０ｍｇ

ギャバロン錠５ｍｇ
院内 ギャバロン髄注０．００５％
院内 ギャバロン髄注０．０５％
院内 ギャバロン髄注０．２％
共通 キャブピリン配合錠
院外 キュバール５０エアゾール
院内 キュビシン静注用３５０ｍｇ
共通 キョウニン水シオエ
院内 キロサイドＮ注１ｇ
院内 キロサイドＮ注４００ｍｇ
院内 キロサイド注１００ｍｇ
院内 キロサイド注２００ｍｇ
院内 キロサイド注２０ｍｇ
共通 キンダベート軟膏０．０５％
共通 グーフィス錠５ｍｇ
共通 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」
共通 クエンメット配合錠
共通 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」
共通 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツルハラ」
共通 グラクティブ錠５０ｍｇ
院外 グラケーカプセル１５ｍｇ
院外 クラシエ黄連解毒湯エキス錠
院外 クラシエ葛根湯エキス錠Ｔ
院外 クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒
院外 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠
院外 クラシエ四物湯エキス錠
院外 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒
院外 クラシエ人参養栄湯エキス細粒
院外 グラッシュビスタ外用液剤０．０３％５ｍＬ
共通 グラナテック点眼液０．４％
院内 グラニセトロン静注液１ｍｇ「アイロム」
院内 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５０ｍＬ「ＨＫ」
共通 グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」
共通 クラバモックス小児用配合ドライシロップ
院外 クラビット錠５００ｍｇ
共通 クラビット点眼液１．５％

グラマリール錠２５ｍｇ
クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用



クラリシッド錠２００ｍｇ
共通 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」

クラリス錠２００
院外 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ
院外 グランダキシン錠５０
院内 クリアクター静注用８０万
共通 グリクラジド錠２０ｍｇ「サワイ」
共通 グリセリン「ニッコー」
共通 グリセリンＢＣ液「ヨシダ」
院外 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」　５０％４０ｍＬ１個
共通 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」　５０％６０ｍＬ１個
院内 グリセレブ配合点滴静注　２００ｍＬ１袋
共通 グリチロン配合錠
共通 グリベック錠１００ｍｇ
院外 グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ
共通 グリメピリド錠０．５ｍｇ「オーハラ」
共通 グリメピリド錠１ｍｇ「オーハラ」
院内 クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」
共通 グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ

グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ
グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ
グルコンサンＫ錠５ｍＥｑ

院内 グルテストNeoセンサー　３０枚
院内 グルトパ注２４００万
院内 グルトパ注６００万
院外 グルファスト錠１０ｍｇ
共通 グルベス配合錠
院内 クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ
院外 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ
院外 クレストールＯＤ錠５ｍｇ
院外 クレストール錠２．５ｍｇ
院外 クレストール錠５ｍｇ
共通 クレナフィン爪外用液１０％
共通 クレメジン細粒分包２ｇ
院外 クレメジン速崩錠５００ｍｇ
共通 クレンブテロール錠１０μ ｇ「ハラサワ」
共通 クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」

クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
共通 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
共通 ケアラム錠２５ｍｇ
院外 ケイキサレートドライシロップ７６％
院内 ケイセントラ静注用１０００
院内 ケイツーＮ静注１０ｍｇ
共通 ゲーベンクリーム１％
院内、共通 ケシンプタ皮下注２０ｍｇペン
院外 ケタスカプセル１０ｍｇ
院内 ケタラール静注用５０ｍｇ
共通 ケトコナゾールクリーム２％「イワキ」
共通 ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」
共通 ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「日医工」
院内 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ
院内 ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬ
院外 ケフレックスカプセル２５０ｍｇ
院内 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」
院内 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」

ケラチナミンコーワクリーム２０％
院外 ゲンタシン注４０

ゲンタシン軟膏０．１％
共通 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」



院内 コアテック注５ｍｇ
院内 コアベータ静注用１２．５ｍｇ
共通 コートリル錠１０ｍｇ
院外 コートン錠２５ｍｇ
院外 コールタイジン点鼻液
共通 コスパノンカプセル４０ｍｇ
院内 コスメゲン静注用０．５ｍｇ
共通 コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン
共通 コソプトミニ配合点眼液
共通 コソプト配合点眼液
院外 コタロー桔梗石膏エキス細粒
院外 コタロー九味檳榔湯エキス細粒
院外 コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒
院外 コタロー腸癰湯エキス細粒
院外 コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒
院内 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ
院内 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ
院内 ゴナトロピン筋注用３０００単位
院内 ゴナトロピン注用５０００単位
院外 コニール錠４

コホリン静注用７．５ｍｇ
院外 コムクロシャンプー０．０５％
院外 コムタン錠１００ｍｇ
共通 コメリアンコーワ錠１００
共通 コララン錠２．５ｍｇ
共通 コランチル配合顆粒
院外 コリオパン錠１０ｍｇ
院外 コルチコ軟膏　　５０ｇ
共通 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」
共通 コレクチム軟膏０．５％
共通 コレバイン錠５００ｍｇ
院外 コロネル細粒８３．３％
院外 コロネル錠５００ｍｇ
共通 コロンフォート内用懸濁液２５％
院外 コンスタン０．４ｍｇ錠
院内 コントミン筋注２５ｍｇ
共通 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ
共通 コンプラビン配合錠
共通 コンベッククリーム５％
院外 コンベック軟膏５％
院内 サークリサ点滴静注１００ｍｇ
院内 サークリサ点滴静注５００ｍｇ
共通 ザーコリカプセル２００ｍｇ
共通 ザーコリカプセル２５０ｍｇ
共通 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　綿型５．１ｃｍ×２．５ｃｍ１枚
共通 ザーネ軟膏０．５％
院外 サアミオン錠５ｍｇ
院外 ザイザルシロップ０．０５％
院外 ザイザル錠５ｍｇ
共通 ザイティガ錠２５０ｍｇ
共通 サイトテック錠２００
共通 サイプレジン１％点眼液
院外 ザイボックス錠６００ｍｇ
院内 サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ
院内 ザイヤフレックス注射用
院内 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ
院内 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ
院内 サイレース静注２ｍｇ
院外 ザイロリック錠１００



院外 サインバルタカプセル２０ｍｇ
院外 ザクラス配合錠ＨＤ

ザジテンカプセル１ｍｇ
ザジテンドライシロップ０．１％

院外 ザジテン点鼻液０．０５％
院外 サノレックス錠０．５ｍｇ
共通 ザファテック錠１００ｍｇ
共通 サムスカＯＤ錠１５ｍｇ
共通 サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ
共通 サムチレール内用懸濁液１５％

サラザック配合顆粒
院外 サラゾピリン坐剤５００ｍｇ
共通 サラゾピリン錠５００ｍｇ
共通 サリパラ液
共通 サリベートエアゾール

ザルティア錠５ｍｇ
院内 ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ
院内 ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ
共通 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「三和」
院内 サレドカプセル１００
院内 サレドカプセル５０

ザロンチンシロップ５％
院外 サワシリンカプセル２５０
共通 サワシリン細粒１０％
院内 サンケンクリンNew[検査食]
共通 サンコバ点眼液０．０２％
院内 サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ
共通 サンテゾーン０．０５％眼軟膏
共通 サンテゾーン点眼液（０．０２％）
共通 サンテゾーン点眼液（０．１％）
院内 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット１０ｍｇ
院内 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ
院内 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ
院内 サンドスタチン皮下注用１００μ ｇ
院外 サンピロ点眼液１％
共通 サンピロ点眼液２％
共通 サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％
院外 サンリズムカプセル２５ｍｇ
院内 サンリズム注射液５０
院内 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ

ジアスターゼ「ホエイ」
院内 ジアゼパム注射液１０ｍｇ「タイヨー」

シアリス錠１０ｍｇ
シアリス錠２０ｍｇ
シアリス錠５ｍｇ

共通 シーピー配合顆粒
共通 シーブリ吸入用カプセル５０μ ｇ
院内 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ
院内 ジーンプラバ点滴静注６２５ｍｇ

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ
共通 ジェニナック錠２００ｍｇ
共通 ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」
院内 ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ
院外 ジェムザール注射用１ｇ
院外 ジェムザール注射用２００ｍｇ
共通 シェルガン０．５眼粘弾剤
院外 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」
院内 シオゾール注１０ｍｇ
院内 シオゾール注２５ｍｇ



共通 ジオトリフ錠２０ｍｇ
共通 ジオトリフ錠３０ｍｇ
共通 ジオトリフ錠４０ｍｇ

ジオン注無痛化剤付
共通 ジカディア錠１５０ｍｇ
院内 ジギラノゲン注０．４ｍｇ
共通 ジクアス点眼液３％
共通 ジクトルテープ７５ｍｇ
院外 シグマート錠５ｍｇ
院外 ジクロード点眼液０．１％
共通 ジクロフェナクＮａローション１％「日本臓器」
共通 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」
院外 ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ニッテン」
院外 ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「テイコク」
院外 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「日医工」
共通 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医工」
共通 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」
院外 ジゴキシンＫＹ錠０．２５
院外 ジゴシン散０．１％
院内 ジゴシン注０．２５ｍｇ
院内 シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」
院内 シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」
共通 ジスロマック錠２５０ｍｇ
院内 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ
共通 シダキュアスギ花粉舌下錠２，０００ＪＡＵ
共通 シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ
院内 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」
院内 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」
院外 シナール配合顆粒
共通 ジピリダモール錠１００ｍｇ「トーワ」
共通 ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」
共通 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」
院内 ジフォルタ注射液２０ｍｇ
院外 ジフルカンカプセル１００ｍｇ
院内 ジフルカン静注液１００ｍｇ
院外 ジプレキサ錠２．５ｍｇ
院外 シプロキサン錠２００ｍｇ
共通 シベクトロ錠２００ｍｇ
共通 シベクトロ点滴静注用２００ｍｇ
院外 ジベトス錠５０ｍｇ

シベノール錠１００ｍｇ
シベノール静注７０ｍｇ

院内 ジムソ膀胱内注入液５０％
共通 シムビコートタービュヘイラー６０吸入
共通 ジメチコン錠４０ｍｇ「フソー」
共通 ジャカビ錠５ｍｇ
共通 ジャディアンス錠１０ｍｇ
共通 ジャディアンス錠２５ｍｇ
院外 ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ
院外 シュアポスト錠０．５ｍｇ
院外 ジュリナ錠０．５ｍｇ
院内 ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」
院外 ジルテック錠１０
院外 シルデナフィル錠２５ｍｇＶＩ「キッセイ」
院外 シルデナフィル錠５０ｍｇＶＩ「キッセイ」
共通 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」
共通 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」
院外 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「オーハラ」
共通 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ケミファ」



共通 シンバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」
シンビット静注用５０ｍｇ

院内 シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター
院外 シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ

シンメトレル錠５０ｍｇ
院外 スイニー錠１００ｍｇ
共通 スインプロイク錠０．２ｍｇ
院外 スーグラ錠５０ｍｇ
院外 スージャヌ配合錠
共通 スーテントカプセル１２．５ｍｇ
院外 スクラルファート顆粒９０％「トーワ」
院内 スコピゾル眼科用液
共通 スタラシドカプセル５０
院外 スタレボ配合錠Ｌ１００
院外 スタレボ配合錠Ｌ５０
共通 スチバーガ錠４０ｍｇ
院内 ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ
院内 ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ
院内 ステリハイドＬ２０Ｗ／Ｖ％液
院外 ストミンＡ配合錠
共通 ストロメクトール錠３ｍｇ
院外 スパカール錠４０ｍｇ
共通 スピール膏Ｍ
共通 スピオルトレスピマット６０吸入
共通 スピリーバ２．５μ ｇレスピマット６０吸入
共通 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」
院外 スピロペント錠１０μ ｇ
共通 スプリセル錠２０ｍｇ
共通 スプリセル錠５０ｍｇ

スプレキュア点鼻液０．１５％
共通 スポンゼル　１０ｃｍ×７ｃｍ１枚
共通 スポンゼル　５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚
共通 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アスペン」
共通 スミスリンローション５％
院内 スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ
院内 スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ
院内 スルバシリン静注用３ｇ
共通 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」
共通 セイブル錠５０ｍｇ
院内 ゼオマイン筋注用１００単位
院内 ゼオマイン筋注用２００単位
院内 ゼオマイン筋注用５０単位

ゼチーア錠１０ｍｇ
共通 セディール錠１０ｍｇ
院外 セネガシロップシオエ

セパゾン錠１
院内 ゼビュディ点滴静注液５００ｍｇ
共通 セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」
院外 セファドール錠２５ｍｇ
共通 セファランチン錠１ｍｇ
院外 セファランチン末１％
共通 セファレキシン錠２５０「日医工」
共通 ゼフィックス錠１００
院内 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」
院内 セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」
院外 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「ＯＫ」
院内 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」
院内、共通 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」

ゼフナートクリーム２％



院外 ゼフナート外用液２％
院内 セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」

セララ錠５０ｍｇ
共通 セルセプトカプセル２５０
院外 セルタッチパップ７０

セルニルトン錠
院外 セルベックスカプセル５０ｍｇ
共通 ゼルヤンツ錠５ｍｇ
院外 セレキノン錠１００ｍｇ

セレコキシブ錠１００ｍｇ「ファイザー」
セレコックス錠１００ｍｇ

共通 セレジストＯＤ錠５ｍｇ
共通 セレスタミン配合錠
院外 セレナール錠１０
院外 セレナール錠５
共通 セレニカＲ顆粒４０％
共通 セレネース錠０．７５ｍｇ
院内 セレネース注５ｍｇ
共通 ゼローダ錠３００
院外 セロクエル２５ｍｇ錠
院外 セロクラール錠２０ｍｇ

セロケン錠２０ｍｇ
共通 ゼンタコートカプセル３ｍｇ
共通 センノシド錠１２ｍｇ「サンド」
院内 ゼ咳杏甘水　（分２）
院内 ゼ咳杏甘水（分１）
院内 ゼ咳杏甘水（分３）
院内 ゼ咳杏甘水（分４）

ゾーミッグ錠２．５ｍｇ
共通 ゾスパタ錠４０ｍｇ
院外 ソセゴン錠２５ｍｇ
院内 ソセゴン注射液１５ｍｇ

ソタコール錠４０ｍｇ
ソタコール錠８０ｍｇ

共通 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」
共通 ゾビラックス眼軟膏３％
院外 ゾビラックス錠２００
院外 ゾビラックス錠４００
共通 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ
共通 ゾフルーザ錠２０ｍｇ
院内 ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ
院内 ソマチュリン皮下注６０ｍｇ
院内 ソマチュリン皮下注９０ｍｇ
院内 ゾラデックス１．８ｍｇデポ
院内 ゾラデックス３．６ｍｇデポ
院内 ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ

ソラナックス０．４ｍｇ錠
共通 ソランタール錠１００ｍｇ
院外 ソリクア配合注ソロスター
院内 ソリナーゼ注射用５２０万　520万国際単位
共通 ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」
院内 ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ
院内 ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ
院内 ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ
院内 ソル・メドロール静注用４０ｍｇ
院内 ソル・メドロール静注用５００ｍｇ
院内 ソルアセトＤ輸液　５００ｍＬ１袋
院内、共通 ソルデム１輸液　２００ｍＬ１袋
院内、共通 ソルデム１輸液　５００ｍＬ１袋



院内 ソルデム３Ａ輸液　１Ｌ１袋
院外 ソルデム３ＰＧ輸液　５００ｍＬ１袋
院外 ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
共通 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＫＭＰ」
共通 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＭＰ」
共通 ソルベース
院内 ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ
院内 ゾレア皮下注７５ｍｇシリンジ
院外 ゾレア皮下注用１５０ｍｇ
院内 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「サンド」
院外 ダーブロック錠１ｍｇ
共通 ダーブロック錠２ｍｇ
院外 ダーブロック錠４ｍｇ
院外 ダーブロック錠６ｍｇ
院外 ダイアート錠６０ｍｇ

ダイアコートクリーム０．０５％
ダイアコート軟膏０．０５％

共通 ダイアップ坐剤１０
共通 ダイアモックス錠２５０ｍｇ
院内 ダイアモックス注射用５００ｍｇ
院外 ダイアモックス末
共通 タイケルブ錠２５０ｍｇ
院内 タイサブリ点滴静注３００ｍｇ
院内 ダウノマイシン静注用２０ｍｇ
院外 タガメット錠２００ｍｇ

ダカルバジン注用１００
院内 タキソテール点滴静注用２０ｍｇ
院内 タキソテール点滴静注用８０ｍｇ
共通 タグリッソ錠４０ｍｇ
共通 タグリッソ錠８０ｍｇ
共通 タケキャブ錠１０ｍｇ
共通 タケキャブ錠２０ｍｇ
院外 タケプロンＯＤ錠１５
院外 タケプロンＯＤ錠３０
院外 タケプロンカプセル１５
院外 タケプロンカプセル３０
院内 タケプロン静注用３０ｍｇ
院外 タケルダ配合錠
共通 タコシール組織接着用シート　４．８ｃｍ×４．８ｃｍ１枚
共通 タコシール組織接着用シート　９．５ｃｍ×４．８ｃｍ１枚
院外 タシグナカプセル１５０ｍｇ
共通 タシグナカプセル２００ｍｇ
院内 タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ニプロ」
共通 タナドーパ顆粒７５％
院外 タナトリル錠５
共通 ダフクリア錠２００ｍｇ
共通 タプコム配合点眼液
院外 タプロスミニ点眼液０．００１５％
共通 タプロス点眼液０．００１５％
共通 タペンタ錠２５ｍｇ
共通 タミフルカプセル７５
共通 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」
共通 タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＭＹＬ」
院内 ダラキューロ配合皮下注
院内 ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ
院内 ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ
共通 ダラシンＴゲル１％
共通 ダラシンカプセル１５０ｍｇ
院外 タリージェ錠１０ｍｇ



院外 タリージェ錠１５ｍｇ
院外 タリージェ錠２．５ｍｇ
院外 タリージェ錠５ｍｇ
院外 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ
院外 タリオン錠１０ｍｇ
院外 タリビッド眼軟膏０．３％

タリビッド耳科用液０．３％
院外 タリムス点眼液０．１％
共通 タルセバ錠１５０ｍｇ
共通 タルセバ錠２５ｍｇ
院内 ダルベポエチンアルファ注１２０μ ｇシリンジ「ＫＫＦ」
院内 ダルベポエチンアルファ注２０μ ｇシリンジ「ＫＫＦ」
院内 ダルベポエチンアルファ注３０μ ｇシリンジ「ＫＫＦ」
院内 ダルベポエチンアルファ注４０μ ｇシリンジ「ＫＫＦ」
院内 ダルベポエチンアルファ注６０μ ｇシリンジ「ＫＫＦ」
共通 ダントリウムカプセル２５ｍｇ
院内 ダントリウム静注用２０ｍｇ
共通 タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」
院外 タンボコール錠５０ｍｇ

チアトンカプセル５ｍｇ
共通 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」
共通 ヂアミトール消毒用液１０Ｗ／Ｖ％
共通 チウラジール錠５０ｍｇ
共通 チガソンカプセル１０
共通 チガソンカプセル２５
院外 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」
共通 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」
共通 チモプトール点眼液０．５％
院外 チャンピックス錠０．５ｍｇ
院外 チャンピックス錠１ｍｇ
院外 チョコラＡ錠１万単位
共通 チラーヂンＳ錠２５μ ｇ
共通 チラーヂンＳ錠５０μ ｇ
院外 ツイミーグ錠５００ｍｇ
院外 ツートラム錠１００ｍｇ
院外 ツートラム錠１５０ｍｇ
院外 ツートラム錠５０ｍｇ
院外 ツムラの生薬コウジン末（調剤用）
院外 ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）



院外 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）



院外 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）
共通 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）
院外 ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）

ツルバダ配合錠
院外 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０
院外 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５
院外 ディオバン錠８０ｍｇ
院内 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「トーワ」
院内 ディスコビスク１．０眼粘弾剤
院外 ディナゲスト錠０．５ｍｇ
院外 ディナゲスト錠１ｍｇ
共通 ディビゲル１ｍｇ
共通 ディフェリンゲル０．１％

ディレグラ配合錠
院外 デエビゴ錠１０ｍｇ
院外 デエビゴ錠２．５ｍｇ
共通 デエビゴ錠５ｍｇ
院外 テオドール錠１００ｍｇ
院外 テオドール錠２００ｍｇ
共通 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」
共通 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」
共通 デカドロン錠０．５ｍｇ
共通 デカドロン錠４ｍｇ

デカドロン注射液３．３ｍｇ
共通 デキサート注射液１．６５ｍｇ
院外、共通 デキサート注射液６．６ｍｇ
共通 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」
共通 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」
院内 デクスメデトミジン静注液２００μ ｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」
共通 テクフィデラカプセル１２０ｍｇ

テグレトール細粒５０％
共通 テグレトール錠２００ｍｇ
院外 デザレックス錠５ｍｇ
院外 テシプール錠１ｍｇ



院内 デスフェラール注射用５００ｍｇ
院内 テセントリク点滴静注１２００ｍｇ
院内 テセントリク点滴静注８４０ｍｇ
院内 テタノブリンＩＨ静注１５００単位
院内 テタノブリンＩＨ静注２５０単位
共通 デタントール０．０１％点眼液
院内 テトカイン注用２０ｍｇ「杏林」
院内 デトキソール静注液２ｇ

テトラミド錠１０ｍｇ
共通 テネリアＯＤ錠２０ｍｇ

テノーミン錠２５
テノーミン錠５０

院内 デノシン点滴静注用５００ｍｇ
院外 テノゼット錠３００ｍｇ
共通 デノタスチュアブル配合錠
院外 デパケンＲ錠１００ｍｇ
院外 デパケンＲ錠２００ｍｇ
院外 デパケンシロップ５％
院外 デパス錠０．５ｍｇ
院外 デパス錠１ｍｇ
院内 デファイテリオ静注２００ｍｇ
院内 デフィブラーゼ点滴静注液１０単位
共通 デフェラシロクス顆粒分包３６０ｍｇ「サンド」
共通 テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」
院外 デプロメール錠２５
共通 デベルザ錠２０ｍｇ
共通 テモダールカプセル１００ｍｇ
共通 テモダールカプセル２０ｍｇ
院内 テモダール点滴静注用１００ｍｇ

デュアック配合ゲル
共通 デュオドーパ配合経腸用液
共通 デュオトラバ配合点眼液
共通 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「武田テバ」
院内 デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ
共通 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン
共通 デュファストン錠５ｍｇ
共通 デュロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「明治」
共通 デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍｇ
共通 デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍｇ
共通 デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ
共通 デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ
共通 テラ・コートリル軟膏
共通 テラマイシン軟膏（ポリミキシンＢ含有）
院内 テラルビシン注射用１０ｍｇ
院内 テラルビシン注射用２０ｍｇ
院外 テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μ ｇ「モチダ」
院外 テリボン皮下注２８．２μ ｇオートインジェクター
院内 テリボン皮下注用５６．５μ ｇ　５６．５μ ｇ１瓶（溶解液付）
共通 テリルジー１００エリプタ３０吸入用
共通 テリルジー２００エリプタ３０吸入用

テルネリン錠１ｍｇ
共通 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医工」
共通 テルミサルタン錠２０ｍｇ「トーワ」
院外 テルミサルタン錠４０ｍｇ「トーワ」
共通 デルモベートスカルプローション０．０５％
院外 デルモベート軟膏０．０５％
院内、共通 テルモ生食　１００ｍＬ１袋
共通 トアラセット配合錠「サワイ」
院内 トーリセル点滴静注液２５ｍｇ



共通 ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」
院内 ドキシル注２０ｍｇ
院内 ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」
院内 ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」

ドグマチール錠５０ｍｇ
共通 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」
院内 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」
院内 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプロ」
院内 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」
院内 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプロ」
院外 トチモトのダイオウ末
共通 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」
共通 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」
共通 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」
共通 ドパコール配合錠Ｌ１００
院内 ドパストン静注２５ｍｇ
院内 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット「ファイザー」
共通 トパルジック軟膏１％
共通 トビエース錠４ｍｇ
共通 トピナ錠５０ｍｇ
共通 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ
院内 ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「ＫＫＣ」
共通 トブラシン点眼液０．３％
院外 トフラニール錠１０ｍｇ
院外 トフラニール錠２５ｍｇ
院内 トポテシン点滴静注１００ｍｇ
院内 トポテシン点滴静注４０ｍｇ
院外 ドボネックス軟膏５０μ ｇ／ｇ
共通 ドボベットゲル
院外 ドボベットフォーム
院外 ドボベット軟膏
共通 ドラール錠２０

トラクリア錠６２．５ｍｇ
院内 トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＣＴＨ」
院内 トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＣＴＨ」

トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」
共通 トラゼンタ錠５ｍｇ
共通 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」
院外 トラディアンス配合錠ＡＰ
院外 トラディアンス配合錠ＢＰ
共通 トラニラストカプセル１００ｍｇ「トーワ」
院外 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」
院内 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」
共通 トラバタンズ点眼液０．００４％
共通 トラベルミン配合錠
共通 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ
院外 トラムセット配合錠
院外 トランコロン錠７．５ｍｇ
共通 トランサミンカプセル２５０ｍｇ
院外 トランデート錠５０ｍｇ
共通 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」
共通 トリクロリールシロップ１０％
共通 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＰ」
院内 トリセノックス注１０ｍｇ
共通 トリプタノール錠１０
共通 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」
共通 トルソプト点眼液１％
院外 ドルナー錠２０μ ｇ
共通 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス



院内 トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ
共通 トレシーバ注フレックスタッチ
院外 トレドミン錠２５ｍｇ
共通 ドレニゾンテープ４μ ｇ／ｃｍ２
共通 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ
院内 トロビシン筋注用２ｇ
院内 ドロレプタン注射液２５ｍｇ
共通 トロンビン液モチダソフトボトル１万
共通 ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「日新」
共通 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
共通 ナイキサン錠１００ｍｇ
院外 ナウゼリンＯＤ錠１０

ナゾネックス点鼻液５０μ ｇ１１２噴霧用
ナゾネックス点鼻液５０μ ｇ５６噴霧用

共通 ナテグリニド錠９０ｍｇ「テバ」
共通 ナトリックス錠１

ナパゲルンローション３％
院内 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「ＭＥＥＫ」
共通 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＥＥ」
院内 ナベルビン注１０
院内 ナベルビン注４０
共通 ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μ ｇ「フソー」
院内 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」
院内 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」
共通 ニコチネルＴＴＳ１０
共通 ニコチネルＴＴＳ２０
共通 ニコチネルＴＴＳ３０
共通 ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」
共通 ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」
共通 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」
共通 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」
院外 ニゾラールクリーム２％

ニゾラールローション２％
院内 ニドラン注射用２５ｍｇ
共通 ニトロール錠５ｍｇ
院内 ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「ＴＥ」
共通 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ
院外 ニバジール錠２ｍｇ
共通 ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワイ」
院外 ニポラジン小児用シロップ０．０３％
共通 ニポラジン錠３ｍｇ
共通 ニュープロパッチ１３．５ｍｇ
共通 ニュープロパッチ１８ｍｇ
共通 ニュープロパッチ４．５ｍｇ
共通 ニュープロパッチ９ｍｇ
院内 ニューモバックスＮＰ

ニューロタン錠２５ｍｇ
共通 ニュベクオ錠３００ｍｇ
共通 ニルバジピン錠２ｍｇ「トーワ」
共通 ニンラーロカプセル２．３ｍｇ
共通 ニンラーロカプセル３ｍｇ
共通 ニンラーロカプセル４ｍｇ
院内 ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン
院外 ネイリンカプセル１００ｍｇ
院内 ネオアミユー輸液
共通 ネオーラル１０ｍｇカプセル
共通 ネオーラル５０ｍｇカプセル
院外 ネオーラル内用液１０％
共通 ネオキシテープ７３．５ｍｇ



共通 ネオシネジンコーワ５％点眼液
院内 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ

ネオドパストン配合錠Ｌ１００
院内 ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ
院内 ネオフィリン注２５０ｍｇ
共通 ネオメドロールＥＥ軟膏
共通 ネキシウムカプセル１０ｍｇ
共通 ネキシウムカプセル２０ｍｇ
共通 ネクサバール錠２００ｍｇ
院外 ネシーナ錠１２．５ｍｇ
院内 ネスプ注射液１２０μ ｇプラシリンジ
共通 ネバナック懸濁性点眼液０．１％
共通 ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％
院外 ネリゾナ軟膏０．１％
院外 ノイキノン錠１０ｍｇ
院内 ノイトロジン注１００μ ｇ
院内 ノイトロジン注２５０μ ｇ
共通 ノイロトロピン錠４単位
院内 ノイロトロピン注射液３．６単位

ノイロビタン配合錠
共通 ノウリアスト錠２０ｍｇ
共通 ノクサフィル錠１００ｍｇ
院内 ノクサフィル点滴静注３００ｍｇ
院内 ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ
共通 ノバミン錠５ｍｇ
院内 ノバントロン注１０ｍｇ
院内 ノバントロン注２０ｍｇ
共通 ノベルジン錠５０ｍｇ
院内 ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇシリンジ
共通 ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン
共通 ノボラピッド注フレックスタッチ
共通 ノボリン３０Ｒ注フレックスペン
院外 ノボリンＮ注フレックスペン
共通 ノボリンＲ注フレックスペン
院内 ノルアドリナリン注１ｍｇ
共通 ノルスパンテープ５ｍｇ
共通 ノルディトロピンフレックスプロ注１０ｍｇ
院外 ノルバデックス錠２０ｍｇ
院内 パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ
共通 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５
院外 ハーボニー配合錠
院外 パーロデル錠２．５ｍｇ

バイアグラ錠２５ｍｇ
バイアグラ錠５０ｍｇ

共通 バイアスピリン錠１００ｍｇ
院外 バイエッタ皮下注１０μ ｇペン３００
院外 バイエッタ皮下注５μ ｇペン３００
院内 ハイカムチン注射用１．１ｍｇ
院内 ハイカリックＲＦ輸液　５００ｍＬ１袋
院外 バイシリンＧ顆粒４０万単位
院外 ハイゼット錠５０ｍｇ
院内 ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ
共通 ハイドレアカプセル５００ｍｇ

バイナス錠７５ｍｇ
院内 ハイポアルコール
院内 ハイポアルコール液２％「ヤクハン」
共通 ハイボン錠２０ｍｇ
共通 ハイヤスタ錠１０ｍｇ
院外 パキシル錠１０ｍｇ



共通 バキソ軟膏０．５％
院内 パキロビッドパック
院外 バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ
共通 バクタ配合顆粒
院内 バクトラミン注
院外 バクトロバン鼻腔用軟膏２％
院内 パクリタキセル注射液１００ｍｇ「サワイ」
院内 パクリタキセル注射液１５０ｍｇ「サワイ」
院内 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「サワイ」
共通 パシーフカプセル３０ｍｇ
院外 パタノール点眼液０．１％
共通 パッチテストパネル（Ｓ）
院外 バップフォー錠１０

パナルジン錠１００ｍｇ
院外 バナンドライシロップ５％
院外 バナン錠１００ｍｇ
院内 パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」
共通 パピロックミニ点眼液０．１％
院内 ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」
院内 ハベカシン注射液１００ｍｇ
院内 パム静注５００ｍｇ
院内 ハラヴェン静注１ｍｇ
共通 バラクルード錠０．５ｍｇ
共通 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」
院外 パラプラチン注射液１５０ｍｇ
院外 パリエット錠１０ｍｇ
院外 パリエット錠２０ｍｇ
共通 バリキサ錠４５０ｍｇ
院内 バリトゲン－デラックス
院内 バリトップＰ
院外 ハルシオン０．２５ｍｇ錠
院内、共通 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」　５００ｍＬ１袋
院外 バルトレックス錠５００
院外 バルトレックス顆粒５０％
院外 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ
共通 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」
共通 バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「トーワ」
共通 パルミコート２００μ ｇタービュヘイラー１１２吸入
共通 パルミコート吸入液０．５ｍｇ
共通 パルモディア錠０．１ｍｇ
共通 ハルロピテープ１６ｍｇ
院外 ハルロピテープ２４ｍｇ
院外 ハルロピテープ３２ｍｇ
共通 ハルロピテープ８ｍｇ
共通 パロキセチン錠１０ｍｇ「アスペン」
共通 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」
院内 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」
院内 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明治」
共通 バンコマイシン眼軟膏１％
院内 パンテノール注１００ｍｇ「ＫＣＣ」
共通 パントシン散２０％
院外 パントシン錠１００
院内 ハンプ注射用１０００
共通 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ
院内 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「生化学」
共通 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「センジュ」
院外 ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％「日点」
共通 ヒアレインミニ点眼液０．３％
院外 ヒアレイン点眼液０．１％



共通 ビーフリード輸液　５００ｍＬ１キット
院外 ビーマス配合錠
院内 ビームゲン注０．５ｍＬ
院内 ビーリンサイト点滴静注用３５μ ｇ
院内 ピヴラッツ点滴静注液１５０ｍｇ
共通 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「日医工」
院外 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「日医工」
共通 ビオチン散０．２％「ホエイ」
共通 ビオフェルミンＲ散
共通 ビオフェルミン錠剤
共通 ビオフェルミン配合散
院内 ビカネイト輸液　５００ｍＬ１袋
共通 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＮＫ」
院内 ビクシリン注射用２ｇ
共通 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ
共通 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」

ビジパーク２７０注１００ｍＬ
院内 ピシバニール注射用１ＫＥ
院内 ピシバニール注射用５ＫＥ
共通 ビスコート０．５眼粘弾剤
院内 ヒスタグロビン皮下注用　１瓶（溶解液付）
院外 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ
共通 ビソノテープ４ｍｇ
院外 ビソノテープ８ｍｇ
共通 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「サワイ」
共通 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」
共通 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」
院外 ビソルボン吸入液０．２％
院内 ビダーザ注射用１００ｍｇ
共通 ビタノイリンカプセル５０

ビタメジン静注用
ビタメジン配合カプセルＢ２５

共通 ビダラビン軟膏３％「Ｆ」
ヒトＣＲＨ静注用１００μ ｇ「タナベ」

共通 ピドキサール錠２０ｍｇ
院内 ピトレシン注射液２０
院内 ピノルビン注射用３０ｍｇ
共通 ビビアント錠２０ｍｇ
院内 ヒビスクラブ消毒液４％
院外 ビブラマイシン錠１００ｍｇ
院内 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」
共通 ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」
共通 ピマリシン点眼液５％「センジュ」
共通 ビムパット錠１００ｍｇ
共通 ビムパット錠５０ｍｇ
院外 ピメノールカプセル１００ｍｇ
共通 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」
院外 ピモベンダン錠２．５ｍｇ「ＴＥ」
共通 ヒューマトロープ注射用６ｍｇ
共通 ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ
院内 ヒューマリンＮ注U-100（100単位/mL）10mL
院外 ヒューマリンＮ注ミリオペン
共通 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ
共通 ヒューマログミックス２５注ミリオペン
共通 ヒューマログミックス５０注ミリオペン
共通 ヒューマログ注１００単位／ｍＬ
共通 ヒューマログ注ミリオペン
院外 ヒューマログ注ミリオペンＨＤ

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ



共通 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ
共通 ビラノアＯＤ錠２０ｍｇ
院外 ビラノア錠２０ｍｇ
共通 ピラマイド原末
共通 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サワイ」
院外 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」
院外 ヒルドイドソフト軟膏０．３％
院外、共通 ヒルドイドフォーム０．３％
院外 ヒルドイドローション０．３％
院内 ピル用（アンジュ２８　２８錠）（外部）
院内 ピル用（シンフェーズＴ28　２８錠）(外部)
院内 ピル用（シンフェーズＴ28　２８錠）(内共)
院内 ピル用（ソフィアＡ１錠　４２日分）
共通 ビレーズトリエアロスフィア５６吸入
共通 ピレスパ錠２００ｍｇ
共通 ピレチア錠（２５ｍｇ）
共通 ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」
院外 ファスティック錠９０
院内 ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ
共通 ファムビル錠２５０ｍｇ
共通 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
院外 ファモチジン散１０％「サワイ」
院内、共通 ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」
共通 ファリーダックカプセル１０ｍｇ
共通 ファリーダックカプセル１５ｍｇ
共通 ファロム錠２００ｍｇ
院内 ファンガード点滴用７５ｍｇ

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ
院外 フィアスプ注フレックスタッチ
共通 フィコンパ錠２ｍｇ
共通 フィコンパ錠４ｍｇ
共通 フィジオ１４０輸液　５００ｍＬ１袋
院内 フィニバックス点滴静注用０．５ｇ
院内 ブイフェンド２００ｍｇ静注用
院外 ブイフェンド錠２００ｍｇ
院外 ブイフェンド錠５０ｍｇ
共通 フィブラストスプレー５００
院内 フィブロガミンＰ静注用
院内 フィルグラスチムＢＳ注１５０μ ｇシリンジ「ＮＫ」
院内 フィルグラスチムＢＳ注３００μ ｇシリンジ「ＮＫ」
院内 フィルグラスチムＢＳ注７５μ ｇシリンジ「モチダ」
院外 フェアストン錠４０
院外 フェアストン錠６０
院内 フェインジェクト静注５００ｍｇ
共通 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
院内 フェジン静注４０ｍｇ
院内 フェソロデックス筋注２５０ｍｇ
院内 ﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝﾌﾀﾚｲﾝ注第一 20mg/5mL/A
共通 フェノバール散１０％
共通 フェノバール錠３０ｍｇ
院内 フェノバール注射液１００ｍｇ
共通 フェブキソスタット錠10mg｢DSEP」
共通 フェブキソスタット錠20mg｢DSEP」
共通 フェブリク錠１０ｍｇ
共通 フェブリク錠２０ｍｇ
院外 フェブリク錠４０ｍｇ
院外 フェマーラ錠２．５ｍｇ
共通 フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」
共通 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ



共通 フェロベリン配合錠
院外 フェロミア錠５０ｍｇ
院外 フェロミア顆粒８．３％
院外 フエロン注射用３００万
共通 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「トーワ」
共通 フェントステープ０．５ｍｇ
共通 フェントステープ１ｍｇ
共通 フェントステープ２ｍｇ
共通 フェントステープ４ｍｇ
共通 フェントステープ６ｍｇ
共通 フェントステープ８ｍｇ
院外 フオイパン錠１００ｍｇ

フォサマック錠３５ｍｇ
院外 フォシーガ錠１０ｍｇ
共通 フォシーガ錠５ｍｇ
共通 フォスブロック錠２５０ｍｇ
共通 フォリアミン錠
院内 フォリアミン注射液
共通 フォルテオ皮下注キット６００μ ｇ
共通 フシジンレオ軟膏２％
共通 ブシラミン錠１００ｍｇ「トーワ」
院外 ブシ末（調剤用）「ツムラ」
院外 フスコデ配合錠
共通 ブスコパン錠１０ｍｇ
院内 ブスコパン注２０ｍｇ
院内 ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ
共通 プソフェキ配合錠「ＳＡＮＩＫ」
院外 ブドウ糖「日医工」
院内 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」
共通 ブドウ糖末（１０ｇ／包）１箱４～５包入
院外 ブライアン錠５００ｍｇ
院外 ブライアン点滴静注１ｇ
共通 プラケニル錠２００ｍｇ
共通 プラザキサカプセル１１０ｍｇ
共通 プラザキサカプセル７５ｍｇ
共通 フラジール内服錠２５０ｍｇ
共通 フラジール腟錠２５０ｍｇ
共通 ブラダロン錠２００ｍｇ
院外 プラノバール配合錠
共通 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」
共通 フラビタン眼軟膏０．１％
院外 プラビックス錠７５ｍｇ
院内 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ
共通 フランドルテープ４０ｍｇ
共通 フリウェル配合錠ＵＬＤ「トーワ」
院内 プリズバインド静注液２．５ｇ
院内 ブリディオン静注２００ｍｇ
院外 フリバスＯＤ錠２５ｍｇ

プリビナ液０．０５％
共通 プリミドン細粒９９．５％「日医工」
共通 プリモボラン錠５ｍｇ

プリンペラン錠５
院外 フルイトラン錠２ｍｇ
院内 フルオレサイト静注５００ｍｇ
院内 フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」
院内 フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」
共通 フルオロメトロン点眼液０．０２％「わかもと」
共通 フルオロメトロン点眼液０．１％「わかもと」
院内 フルカリック３号輸液



共通 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」
共通 フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」
院外 プルゼニド錠１２ｍｇ
共通 フルダラ錠１０ｍｇ
院内 フルダラ静注用５０ｍｇ
院外 フルツロンカプセル２００
共通 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用
院外 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」
共通 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」
院内 フルマゼニル静注０．５ｍｇシリンジ「テルモ」
共通 フルメジン糖衣錠（１）
院外 フルメタローション
院外 フルメトロン点眼液０．０２％
院外 フルメトロン点眼液０．１％
共通 ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ
院内 ブレオ注射用１５ｍｇ
院内 ブレオ注射用５ｍｇ
共通 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ファイザー」
共通 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ファイザー」
院外 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ
共通 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ
院外 ブレディニン錠２５
共通 ブレディニン錠５０
共通 プレドニゾロン散「タケダ」１％
共通 プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ
共通 プレドニゾロン錠１ｍｇ「ファイザー」
共通 プレドネマ注腸２０ｍｇ
共通 プレバイミス錠２４０ｍｇ
院内 プレバイミス点滴静注２４０ｍｇ
院内 プレベナー１３水性懸濁注
共通 プレマリン錠０．６２５ｍｇ

プレミネント配合錠ＬＤ
院外 プロ・バンサイン錠１５ｍｇ
院内 プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ
院内 フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ
共通 プログラフカプセル０．５ｍｇ
共通 プログラフカプセル１ｍｇ
院内 プログラフ注射液２ｍｇ
共通 プログラフ顆粒０．２ｍｇ
院内 プロジフ静注液２００
共通 フロジン外用液５％
院外 プロスタール錠２５
院内 プロスタルモン・Ｆ注射液１０００
院内 プロスタンディン点滴静注用５００μ ｇ
共通 プロスタンディン軟膏０．００３％
共通 フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」
共通 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」
共通 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」
院内 フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」
院内 プロタノールＬ注０．２ｍｇ
院外 プロタノールＳ錠１５ｍｇ
院内 プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」
共通 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」
院外 プロテカジン錠１０
共通 プロトピック軟膏０．０３％小児用
共通 プロトピック軟膏０．１％
共通 プロナーゼＭＳ
院外 ブロナック点眼液０．１％
共通 プロノン錠１５０ｍｇ



共通 プロブコール錠２５０ｍｇ「トーワ」
院外 ブロプレス錠４

プロペシア錠１ｍｇ
共通 プロペト
院外 プロベラ錠２．５ｍｇ
院内 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」
院内 プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」
共通 ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」
院外 プロマックＤ錠７５
共通 ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」
共通 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」
共通 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」
院内 ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」
共通 ブロメライン軟膏５万単位／ｇ
院内 フロリードＦ注２００ｍｇ
共通 フロリードゲル経口用２％
共通 フロリネフ錠０．１ｍｇ
院外 ベイスンＯＤ錠０．３
共通 ベージニオ錠１００ｍｇ
共通 ベージニオ錠１５０ｍｇ
共通 ベージニオ錠５０ｍｇ
共通 ベオーバ錠５０ｍｇ
院外 ベガモックス点眼液０．５％
院内 ヘキザック消毒液２０％
院内 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ
院内 ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ
院内 ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ

ベサコリン散５％
院外 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ
共通 ベサノイドカプセル１０ｍｇ
共通 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」
院外 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ
共通 ベスタチンカプセル３０ｍｇ
共通 ベストロン耳鼻科用１％
共通 ベストロン点眼用０．５％
院内 ベスポンサ点滴静注用１ｍｇ
共通 ベセルナクリーム５％
共通 ベタニス錠２５ｍｇ
共通 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」
院外 ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻科用液０．１％「日点」

ベトプティック点眼液０．５％
共通 ベナパスタ軟膏４％
院内 ベナンバックス注用３００ｍｇ
共通 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タナベ」
共通 ベネクレクスタ錠１００ｍｇ
共通 ベネクレクスタ錠１０ｍｇ
共通 ベネクレクスタ錠５０ｍｇ
院外 ベネシッド錠２５０ｍｇ
院外 ベネット錠１７．５ｍｇ
院外 ベネット錠２．５ｍｇ
院外 ベネット錠７５ｍｇ
院外 ベネトリンシロップ０．０４％
院外 ベネトリン吸入液０．５％
共通 ベノキシール点眼液０．４％
共通 ヘパアクト配合顆粒
院内 ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファイザー」
院内 ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「ファイザー」
院内 ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サワイ」
院内 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ



院内 ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」
院内、共通 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」
共通 ヘパリン類似物質ローション０．３％「日医工」
共通 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」
共通 ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニプロ」
共通 ベピオゲル２．５％
院内 ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位
院外 ヘプセラ錠１０

ベプリコール錠１００ｍｇ
共通 ベプリコール錠５０ｍｇ
院内 ペプレオ注射用１０ｍｇ
院内 ペプレオ注射用５ｍｇ
共通 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」
共通 ベムリディ錠２５ｍｇ
院内 ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」
院内 ペメトレキセド点滴静注液５００ｍｇ「ＮＫ」
院内 ペメトレキセド点滴静注液８００ｍｇ「ＮＫ」
共通 ヘモクロンカプセル２００ｍｇ
共通 ヘモポリゾン軟膏
共通 ヘモレックス軟膏
共通 ベラサスＬＡ錠６０μ ｇ
共通 ペラゾリン細粒４００ｍｇ
共通 ベラプロストＮａ錠２０μ ｇ「トーワ」
院外 ペリアクチン散１％
共通 ベリキューボ錠２．５ｍｇ
院外 ペリシット錠２５０ｍｇ
共通 ベリチーム配合顆粒
院内 ベルケイド注射用３ｍｇ
院外 ペルサンチン錠２５ｍｇ

ペルジピン錠２０ｍｇ
院外 ベルソムラ錠１５ｍｇ
院内 ヘルニコア椎間板注用１．２５単位
共通 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ
院外 ペルマックス錠２５０μ ｇ
院外 ペルマックス錠５０μ ｇ
共通 ベレキシブル錠８０ｍｇ

ベンザリン錠５
共通 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「テバ」
共通 ペンタサ坐剤１ｇ
共通 ペンタサ錠５００ｍｇ
院外 ペンタサ注腸１ｇ
院外 ペンタサ顆粒９４％
院外 ペンレステープ１８ｍｇ
共通 ボアラクリーム０．１２％
共通 ボアラ軟膏０．１２％
院内 ポートラーザ点滴静注液８００ｍｇ
共通 ホーリン錠１ｍｇ
共通 ホクナリンテープ２ｍｇ
共通 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トーワ」
共通 ボシュリフ錠１００ｍｇ

ホストイン静注７５０ｍｇ
院内 ホスミシンＳ静注用２ｇ
共通 ホスミシン錠５００
共通 ボスミン外用液０．１％
院内 ボスミン注１ｍｇ
院外 ホスリボン配合顆粒
院外 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ
院外 ホスレノールＯＤ錠５００ｍｇ
院外 ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ



共通 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「モチダ」
院内 ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ
院内、共通 ボトックス注用１００単位
院内 ボトックス注用５０単位
共通 ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ
院外 ボナロン錠３５ｍｇ
共通 ボノサップパック４００
共通 ボノピオンパック
共通 ポビドンヨードガーグル液７％「明治」
共通 ポビドンヨードゲル１０％「明治」
共通 ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治」
共通 ポビドンヨードフィールド外用液１０％「明治」
院内、共通 ポビドンヨード外用液１０％「明治」
院外 ポピラール消毒液１０％

ポマリストカプセル１ｍｇ
ポマリストカプセル２ｍｇ
ポマリストカプセル３ｍｇ
ポマリストカプセル４ｍｇ

院内 ポライビー点滴静注用１４０ｍｇ
院内 ポライビー点滴静注用３０ｍｇ
院外 ボラザＧ坐剤
院外 ボラザＧ軟膏
共通 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」
共通 ポララミン錠２ｍｇ
院内 ポララミン注５ｍｇ
共通 ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％「日医工」
共通 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トーワ」
共通 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」
共通 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分包２５ｇ「三和」
共通 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ散９６．７％分包５．１７ｇ＜ハチ＞
共通 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」
院外 ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ
院外 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ
院外 ボルタレンサポ２５ｍｇ
院外 ボルタレンサポ５０ｍｇ
院外 ボルタレン錠２５ｍｇ
共通 ポルトラック原末

ボルヒール組織接着用　１ｍＬ４瓶１組
院内 ボルベン輸液６％
院外 ボンアルファ軟膏２μ ｇ／ｇ
院外 ボンゾール錠１００ｍｇ

ポンタールカプセル２５０ｍｇ
ポンタールシロップ３．２５％

共通 ボンビバ錠１００ｍｇ
院内 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ
院内 マーカイン注０．２５％
院内 マーカイン注０．５％
院内 マーカイン注脊麻用０．５％高比重
院内 マーカイン注脊麻用０．５％等比重
共通 マーズレンＳ配合顆粒
共通 マーデュオックス軟膏
院外 マーロックス懸濁用配合顆粒
院外 マイコスポールクリーム１％
共通 マイザークリーム０．０５％
共通 マイザー軟膏０．０５％
共通 マイスタン錠５ｍｇ
院外 マイスリー錠１０ｍｇ
共通 マイテラーゼ錠１０ｍｇ
院内 マイトマイシン注用２ｍｇ



院内 マイリス腟坐剤６００ｍｇ
院内 マイロターグ点滴静注用５ｍｇ
共通 マヴィレット配合錠
院内 マキュエイド眼注用４０ｍｇ
共通 マグコロール散６８％分包５０ｇ
共通 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ
院内 マグネスコープ静注３８％シリンジ２０ｍＬ
共通 マグミット錠２５０ｍｇ
共通 マグミット錠３３０ｍｇ
共通 マグミット錠５００ｍｇ
共通 マックターゼ配合錠
共通 マドパー配合錠
院内 マブキャンパス点滴静注３０ｍｇ
院外 マリゼブ錠１２．５ｍｇ
院外 マリゼブ錠２５ｍｇ
共通 マルタミン注射用
院外 ミオカーム内服液３３．３％
共通 ミオコールスプレー０．３ｍｇ

ミオテクター冠血管注
院外 ミオナール錠５０ｍｇ
院内 ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワイ」
院内 ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「サワイ」
共通 ミカムロ配合錠ＡＰ
院外 ミカルディス錠２０ｍｇ
共通 ミグシス錠５ｍｇ

ミグリステン錠２０
共通 ミケランＬＡ点眼液２％
共通 ミケルナ配合点眼液
共通 ミコンビ配合錠ＢＰ
院内 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」
共通 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「三和」
共通 ミティキュアダニ舌下錠１０，０００ＪＡＵ
共通 ミティキュアダニ舌下錠３，３００ＪＡＵ
院外 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」
共通 ミドリンＭ点眼液０．４％
共通 ミドリンＰ点眼液

ミニリンメルトＯＤ錠１２０μ ｇ
院外 ミニリンメルトＯＤ錠２５μ ｇ

ミニリンメルトＯＤ錠６０μ ｇ
院外 ミネブロ錠１．２５ｍｇ
共通 ミネブロ錠２．５ｍｇ
院外 ミネブロ錠５ｍｇ
共通 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」
院内 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」
共通 ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」
院外 ミノマイシン顆粒２％
共通 ミヤＢＭ細粒
共通 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ
共通 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ
共通 ミリステープ５ｍｇ
院内 ミリプラ動注用７０ｍｇ
院内 ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ
院内 ミルセラ注シリンジ２５μ ｇ
院内 ミルセラ注シリンジ５０μ ｇ
院内 ミルセラ注シリンジ７５μ ｇ
共通 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「ニプロ」
共通 ミルラクト細粒５０％
共通 ミレーナ５２ｍｇ
共通 ミンクリア内用散布液０．８％



院外 ムコスタ錠１００ｍｇ
共通 ムコスタ点眼液ＵＤ２％
院外 ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ
院外 ムコソルバン錠１５ｍｇ
院外 ムコダインＤＳ５０％
院外 ムコダイン錠２５０ｍｇ
院外 ムコダイン錠５００ｍｇ
共通 ムンデシンカプセル１００ｍｇ
共通 メイスパン配合軟膏
共通 メイラックス錠２ｍｇ
院内 メイロン静注７％　７％２０ｍＬ１管
院内 メイロン静注７％　７％２５０ｍＬ１袋
院外 メインテート錠０．６２５ｍｇ
院外 メインテート錠２．５ｍｇ
院外 メインテート錠５ｍｇ
院内、共通 メーゼント錠０．２５ｍｇ
共通 メーゼント錠２ｍｇ

メキシチールカプセル５０ｍｇ
共通 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」
院内 メコバラミン注射液５００μ ｇ「トーワ」
共通 メサデルムクリーム０．１％
院外 メジコン配合シロップ
共通 メスチノン錠６０ｍｇ
共通 メソトレキセート錠２．５ｍｇ
院内 メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ
院内 メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ
院外 メタクト配合錠ＨＤ
院外 メタクト配合錠ＬＤ
共通 メタルカプターゼカプセル５０ｍｇ

メチエフ散１０％
共通 メチコバール錠５００μ ｇ
共通 メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ「タイヨー」
院外 メチルドパ錠（ツルハラ）２５０
院外 メトアナ配合錠ＨＤ
院外 メトアナ配合錠ＬＤ
共通 メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」
院内 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」
共通 メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」
共通 メトピロンカプセル２５０ｍｇ
共通 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」
共通 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＰＢ」
共通 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＤＳＰＢ」
共通 メトリジン錠２ｍｇ
共通 メドロール錠４ｍｇ
共通 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日医工」
院外 メネシット配合錠１００
院外 メノエイドコンビパッチ
院外 メバロチン錠１０
院外 メプチンエアー１０μ ｇ吸入１００回
共通 メプチンスイングヘラー１０μ ｇ吸入１００回
共通 メプチンミニ錠２５μ ｇ
共通 メプチン吸入液０．０１％
院外 メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ
院外 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ
院外 メマリーＯＤ錠５ｍｇ
院外 メマリー錠２０ｍｇ
院外 メマリー錠５ｍｇ
共通 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」
共通 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」



院外 メリスロン錠６ｍｇ
共通 メルカゾール錠５ｍｇ
院内 メロペネム点滴静注用１ｇ「明治」
共通 メンタックスクリーム１％
共通 メンタックス外用液１％
共通 モービック錠１０ｍｇ
院外 モーラステープ２０ｍｇ
院外 モーラステープＬ４０ｍｇ
院外 モーラスパップ３０ｍｇ
院外 モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ
共通 モキシフロキサシン点眼液０．５％「サンド」
共通 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」
院内 モゾビル皮下注２４ｍｇ
院内 モダシン静注用１ｇ
院外 モディオダール錠１００ｍｇ
共通 モビコール配合内用剤ＬＤ
共通 モビプレップ配合内用剤
院内 モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」
院内 モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「第一三共」
共通 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」
院外 ヤーズフレックス配合錠
院内 ヤーボイ点滴静注液２０ｍｇ
院内 ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ
院外 ヤクバンテープ４０ｍｇ
共通 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００
院外 ユーゼル錠２５ｍｇ

ユーパスタコーワ軟膏
院外 ユーロジン２ｍｇ錠
共通 ユナシン錠３７５ｍｇ
院外 ユニシア配合錠ＨＤ
院内 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ
共通 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」
院外 ユベラＮカプセル１００ｍｇ
院外 ユベラ錠５０ｍｇ
共通 ユリーフＯＤ錠４ｍｇ
院外 ユリーフ錠２ｍｇ
院外 ユリーフ錠４ｍｇ
院外 ユリス錠０．５ｍｇ
院外 ユリス錠１ｍｇ
院外 ユリス錠２ｍｇ

ユリノーム錠２５ｍｇ
院外 ヨウレチン錠「１００」
共通 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」
共通 ヨーデルＳ糖衣錠－８０
共通 ヨクイニンエキス錠「コタロー」
共通 ライゾデグ配合注フレックスタッチ
院外 ラキソベロン錠２．５ｍｇ
院外 ラキソベロン内用液０．７５％
共通 ラクツロース・シロップ６０％「コーワ」
共通 ラクツロース経口ゼリー分包１６．０５ｇ「サトウ」
院内 ラゲブリオカプセル２００ｍｇ
共通 ラコールＮＦ配合経腸用液
共通 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤
院内、共通 ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ
院外 ラシックス錠２０ｍｇ
院外 ラシックス錠４０ｍｇ
共通 ラステットＳカプセル２５ｍｇ
院外 ラスビック錠７５ｍｇ
院内 ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ



院外 ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」
共通 ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＳＥＣ」
院外 ラニラピッド錠０．１ｍｇ
院内 ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ
共通 ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」
院外 ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」
共通 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」
院内 ラボナール注射用０．５ｇ
院外 ラボナ錠５０ｍｇ
共通 ラミクタール錠１００ｍｇ
共通 ラミクタール錠２５ｍｇ
院外 ラミシールクリーム１％

ラミシール錠１２５ｍｇ
共通 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」
共通 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」
共通 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武田テバ」
共通 ランタスＸＲ注ソロスター
院外 ランタス注ソロスター
院内 ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ
院内 ランダ注２５ｍｇ／５０ｍＬ
院内 ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ
共通 ランツジールコーワ錠３０ｍｇ
共通 ランドセン細粒０．１％
共通 ランドセン錠０．５ｍｇ
院内 ランマーク皮下注１２０ｍｇ
共通 リアルダ錠１２００ｍｇ
院外 リーゼ錠５ｍｇ
院外 リーバクト配合顆粒
共通 リーマス錠２００
院外 リウマトレックスカプセル２ｍｇ
共通 リオナ錠２５０ｍｇ
院外 リオベル配合錠ＨＤ
院外 リオベル配合錠ＬＤ

リオレサール錠５ｍｇ
院外 リカルボン錠１ｍｇ
院外 リカルボン錠５０ｍｇ
共通 リキスミア皮下注３００μ ｇ
共通 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ
共通 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ
院外 リクシアナ錠３０ｍｇ
院外 リクシアナ錠６０ｍｇ
共通 リクラスト点滴静注液５ｍｇ
院内 リコモジュリン点滴静注用１２８００
院内 リサイオ点滴静注液１００ｍｇ
共通 リザベンカプセル１００ｍｇ
共通 リザベン点眼液０．５％
院外 リスパダールＯＤ錠１ｍｇ
院外 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ
共通 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」
共通 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」

リスミー錠２ｍｇ
共通 リズミック錠１０ｍｇ

リスモダンＰ静注５０ｍｇ
リスモダンＲ錠１５０ｍｇ

共通 リズモンＴＧ点眼液０．５％
共通 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「トーワ」

リゾビスト注
院内 リツキサン点滴静注１００ｍｇ
院内 リツキサン点滴静注５００ｍｇ



院内 リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」
院内 リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」
共通 リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」
共通 リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」
院内 リドカイン塩酸塩注１％「日新」　１％１０ｍＬ１管
院内 リドカイン塩酸塩注２％「日新」　２％５ｍＬ１管
院内 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」
院内 リドカイン点滴静注液１％「タカタ」
院外 リドメックスコーワクリーム０．３％
共通 リドメックスコーワローション０．３％
共通 リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」
院内 リネゾリド点滴静注６００ｍｇ／３００ｍＬ「ＨＫ」
院外 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ
共通 リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包
共通 リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ
共通 リバスタッチパッチ１８ｍｇ
共通 リバスタッチパッチ４．５ｍｇ
共通 リバスタッチパッチ９ｍｇ
院外 リバロ錠１ｍｇ
共通 リバロ錠２ｍｇ
院外 リバロ錠４ｍｇ
院内 リピオドール４８０注１０ｍＬ
共通 リピディル錠８０ｍｇ

リピトール錠１０ｍｇ
院外 リファジンカプセル１５０ｍｇ
共通 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」
共通 リフキシマ錠２００ｍｇ
院内 リプル注１０μ ｇ
院外 リベルサス錠１４ｍｇ
院外 リベルサス錠３ｍｇ
院外 リベルサス錠７ｍｇ
院外 リボスチン点眼液０．０２５％

リボトリール細粒０．１％
リポバス錠５

院外 リマチル錠５０ｍｇ
共通 リマプロストアルファデクス錠５μ ｇ「日医工」
共通 リムパーザ錠１００ｍｇ
共通 リムパーザ錠１５０ｍｇ
院内 リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ
院内 リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ
院内 リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ
院内 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「ＮＰ」
院内 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「ＮＰ」
院外 リリカＯＤ錠２５ｍｇ
院外 リリカＯＤ錠７５ｍｇ

リリカカプセル２５ｍｇ
リリカカプセル７５ｍｇ

共通 リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」
院外 リルテック錠５０
院外 リンヴォック錠１５ｍｇ
院外 リンヴォック錠７．５ｍｇ
共通 リンゼス錠０．２５ｍｇ
共通 リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％
共通 リンデロン－ＶＧローション
共通 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％
共通 リンデロン－Ｖローション
共通 リンデロンシロップ０．０１％
共通 リンデロン坐剤０．５ｍｇ
共通 リンデロン錠０．５ｍｇ



院内 リンデロン注２ｍｇ（０．４％）
院外 リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％

リンデロン点眼液０．０１％
共通 リンラキサー錠１２５ｍｇ
院内 リン酸２カリウム注２０ｍＥｑキット「テルモ」
院内 リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ
共通 リン酸コデイン散１％「ホエイ」

ルジオミール錠１０ｍｇ
院外 ルセフィ錠２．５ｍｇ
院内 ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ
共通 ルトラール錠２ｍｇ
院外 ルナベル配合錠ＵＬＤ
共通 ルパフィン錠１０ｍｇ
共通 ルボックス錠２５
共通 ルミガン点眼液０．０３％
共通 ルムジェブ注ミリオペン
院外 ルムジェブ注ミリオペンＨＤ
共通 ルリッド錠１５０

レキソタン錠２
レキソタン錠５

院内 レギチーン注射液５ｍｇ
共通 レキップＣＲ錠２ｍｇ
共通 レキップＣＲ錠８ｍｇ
院外 レキップ錠０．２５ｍｇ
共通 レキップ錠１ｍｇ
院外 レキップ錠２ｍｇ
院外 レギュニールＬＣａ１．５腹膜透析液　１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付）
共通 レギュニールＬＣａ１．５腹膜透析液　２．５Ｌ１袋
共通 レギュニールＬＣａ１．５腹膜透析液　２Ｌ１袋（排液用バッグ付）
共通 レギュニールＬＣａ２．５腹膜透析液　２．５Ｌ１袋
共通 レギュニールＬＣａ２．５腹膜透析液　２Ｌ１袋（排液用バッグ付）
共通 レクサプロ錠１０ｍｇ
院外 レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回
共通 レクチゾール錠２５ｍｇ
院外 レグナイト錠３００ｍｇ
院外 レグパラ錠２５ｍｇ
共通 レザルタス配合錠ＨＤ
院外 レザルタス配合錠ＬＤ

レスキュラ点眼液０．１２％
共通 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ
院外 レダコートクリーム０．１％
共通 レダコート軟膏０．１％
共通 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＥＥ」
共通 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」

レニベース錠２．５
院内、共通 レパーサ皮下注１４０ｍｇペン
院内、共通 レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー
共通 レパグリニド錠０．５ｍｇ「サワイ」
共通 レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」
院外 レビトラ錠１０ｍｇ
院外 レビトラ錠２０ｍｇ
院外 レビトラ錠５ｍｇ

レブラミドカプセル５ｍｇ
共通 レペタン坐剤０．２ｍｇ
院内 レペタン注０．２ｍｇ
共通 レベチラセタム錠５００ｍｇ「トーワ」
院外 レベトールカプセル２００ｍｇ
共通 レベミル注フレックスペン
共通 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」



共通 レボトミン錠２５ｍｇ
院内 レボビスト注射用
共通 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」
院内 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」
院内 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＰ」
院内 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＰ」
共通 レボレード錠１２．５ｍｇ
院内 レミケード点滴静注用１００
院外 レミッチＯＤ錠２．５μ ｇ
院外 レミッチカプセル２．５μ ｇ

レミニールＯＤ錠４ｍｇ
レミニールＯＤ錠８ｍｇ
レルパックス錠２０ｍｇ

共通 レルベア１００エリプタ３０吸入用
共通 レルベア２００エリプタ３０吸入用
共通 レルミナ錠４０ｍｇ
院外 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ
院外 レンドルミン錠０．２５ｍｇ
共通 レンビマカプセル１０ｍｇ
共通 レンビマカプセル４ｍｇ
共通 ロイケリン散１０％
院外 ロイコボリン錠５ｍｇ
院内 ロイコボリン注３ｍｇ
院内 ロイスタチン注８ｍｇ
院内 ロイナーゼ注用１００００
共通 ローブレナ錠１００ｍｇ
共通 ローブレナ錠２５ｍｇ
院内 ロカイン注１％　１％５ｍＬ１管
院外 ロカルトロールカプセル０．２５
院外 ロキソニンゲル１％
院外 ロキソニンテープ１００ｍｇ
院外 ロキソニンテープ５０ｍｇ
共通 ロキソニンパップ１００ｍｇ
院外 ロキソニン錠６０ｍｇ
共通 ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」
院外 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「タイホウ」
院外 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「タイホウ」
共通 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「日医工」
共通 ロキソプロフェンナトリウム内服液６０ｍｇ「日医工」
共通 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
院内 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」
院外 ロケルマ懸濁用散分包１０ｇ
院外 ロケルマ懸濁用散分包５ｇ
共通 ロコアテープ
院外 ロコルナール錠１００ｍｇ
院外 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」
共通 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＤＫ」
共通 ロサルヒド配合錠ＬＤ「トーワ」
共通 ロスーゼット配合錠ＨＤ
院外 ロスバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」
共通 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」
院内 ロゼウス静注液１０ｍｇ
院内 ロゼウス静注液４０ｍｇ
共通 ロゼックスゲル０．７５％
共通 ロゼレム錠８ｍｇ

ロドピン錠２５ｍｇ
共通 ロトリガ粒状カプセル２ｇ
院内、共通 ロピオン静注５０ｍｇ
共通 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「トーワ」



共通 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「トーワ」
院外 ロペミンカプセル１ｍｇ
院外 ロペミン小児用細粒０．０５％
共通 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」
院内 ロミプレート皮下注２５０μ ｇ調製用
共通 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」
院内 ロルファン注射液１ｍｇ
共通 ロレルコ錠２５０ｍｇ
共通 ロンサーフ配合錠Ｔ１５
共通 ロンサーフ配合錠Ｔ２０
共通 ワーファリン錠０．５ｍｇ
共通 ワーファリン錠１ｍｇ
院外 ワイパックス錠０．５

ワゴスチグミン散（０．５％）
院外 ワコビタール坐剤１００
共通 ワソラン錠４０ｍｇ
院内 ワソラン静注５ｍｇ
院外 ワンアルファ錠１．０μ ｇ
共通 ワントラム錠１００ｍｇ
院内 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ

亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」
院内 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用
院内 液状フェノール「ケンエー」
院内 塩化アルミニウム液２０％
共通 塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」
共通 塩化ナトリウム「オーツカ」
院内、共通 塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」
共通 咳杏甘水　（分１）
院内 咳杏甘水　（分２）
共通 咳杏甘水　（分３）
共通 咳杏甘水　（分４）
共通 咳杏水　（分１）
院内 咳杏水　（分２）
共通 咳杏水　（分３）
共通 咳杏水　（分４）
院内 柿のへた煎８ｇ（分３）
院内 乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用）
院内 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」
院内 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
院内 汗水
共通 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏
共通 眼科用ゼルフィルム
共通 希塩酸「マルイシ」
院内 強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ
院外 強力ポステリザン（軟膏）
院内 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ
院内 献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ
院内 献血グロベニン－Ｉ静注用５００ｍｇ
院内 献血ノンスロン１５００注射用
院内 献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ
院外 三和葛根加朮附湯エキス細粒
院外 三和芍薬甘草附子湯エキス細粒
共通 酸化マグネシウム原末「マルイシ」
院内 治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」
院内 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト１：１０
院内 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト１：１００
院内 治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」１０，０００ＪＡＵ／ｍＬ
院内 治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」１００，０００ＪＡＵ／ｍＬ
院内 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉２００ＪＡＵ／ｍＬ



院内 消毒綿（70％ｲｿﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ）２００包／箱
院内 消毒用エタノール液ＩＰ
院内 硝酸イソソルビド注５ｍｇ／１０ｍＬ「タカタ」
共通 新レシカルボン坐剤
院内 診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」
共通 人工涙液マイティア点眼液
院内 水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ
院内 水溶性プレドニン２０ｍｇ
院内 水溶性プレドニン５０ｍｇ
院内、共通 生食注シリンジ「ＮＰ」　１０ｍＬ１筒
院内 生理食塩液（大塚生食注）　１Ｌ
院内 生理食塩液（大塚生食注）　20mL
院内 生理食塩液（大塚生食注）　500mL
院内 生理食塩液ＰＬ「フソー」　２００ｍＬ１瓶
院内 穿刺針（SKKﾌﾞﾗｯﾄﾞﾗﾝｾｯﾄ ３３Ｇ ）25本入
院内 穿刺針（ｱｷｭﾁｪｯｸｾﾐﾃﾞｨｽﾎﾟﾗﾝｾｯﾄ 30G ) 30本
院内 穿刺針（ｿﾌﾄｸﾘｯｸｽﾗﾝｾｯﾄ ２８Ｇ )　25本
院内 多着
院内 大塚塩カル注２％
院内 大塚蒸留水　１００ｍＬ１瓶
院内 大塚蒸留水　２０ｍＬ１管
院内 大塚蒸留水　５００ｍＬ１瓶
共通 大塚生食注　１Ｌ１袋
共通 大塚生食注　２０ｍＬ１管
院内 大塚生食注　２５０ｍＬ１袋
共通 大塚生食注　５００ｍＬ１袋
院内 大塚生食注　５００ｍＬ１瓶
院内 大塚生食注　５０ｍＬ１瓶
院内 大塚生食注２ポート１００ｍＬ
院内、共通 大塚糖液１０％　１０％５００ｍＬ１袋
院内、共通 大塚糖液２０％
院内 大塚糖液５％　５％１００ｍＬ１瓶
院内 大塚糖液５％　５％２０ｍＬ１管
院内 大塚糖液５％　５％２５０ｍＬ１袋
院内 大塚糖液５％　５％５００ｍＬ１袋
院内 大塚糖液５％　５％５０ｍＬ１瓶
院内 大塚糖液５０％　５０％２００ｍＬ１袋
共通 単シロップシオエ
共通 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「トーワ」
共通 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」
共通 炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ファイザー」
院内 中心静脈】ハイカリックＲＦ輸液500mL
院内 中心静脈】ピ－エヌツイン３号1200ML
院内 注射用ＧＨＲＰ科研１００
院内 注射用イホマイド１ｇ
院内 注射用エラスポール１００
院内 注射用エンドキサン５００ｍｇ
院内 注射用グルカゴンＧ・ノボ １mg(溶解液付)
院内 注射用サイメリン１００ｍｇ
院内 注射用サイメリン５０ｍｇ

注射用フィルデシン１ｍｇ
注射用フィルデシン３ｍｇ

院内 注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位
院内 注射用メソトレキセート５０ｍｇ
院内 注射用メソトレキセート５ｍｇ
院内 注射用水（大塚蒸留水　広口開栓）500mL
院外 注瓶：ノボリン30Ｒ注100　（1瓶1000単位）
共通 調剤用パンビタン末
院内 沈降精製百日咳ｼﾞﾌﾃﾘｱ破傷風混合ﾜｸﾁﾝ0.5ml



共通 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」
院内 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」
院内 低分子デキストランＬ注　５００ｍＬ１袋
共通 点眼・点鼻用リンデロンＡ液
院内 点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ
院内 動注用アイエーコール１００ｍｇ
院内 動注用アイエーコール５０ｍｇ
共通 日点アトロピン点眼液１％
院内 日本脳炎ﾜｸﾁﾝｷｯﾄﾞ「ﾀｹﾀﾞ」（北京株）0.5mL

乳糖「ホエイ」
共通 尿素クリーム２０％「フジナガ」
院外 白色ワセリンシオエ
院内 標準化ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注ｽｷﾞ花粉2000JAN/mL
共通 薬用炭「日医工」
院内 硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ

硫酸アトロピン「ホエイ」
共通 硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファイザー」
共通 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５００ｍｇ



メーカー
販：東洋薬行 製：東洋薬行

販：吉田製薬 製：吉田製薬
販：吉田製薬 製：吉田製薬
販：吉田製薬 製：吉田製薬
販：吉田製薬 製：吉田製薬
販：東豊薬品 製：東豊薬品
販：陽進堂 製：陽進堂
販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品 製：武田テバ薬品
販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品 製：武田テバ薬品
販：東豊薬品 製：東豊薬品
販：吉田製薬 製：吉田製薬
販：協和キリン 製：協和キリン
販：協和キリン 製：協和キリン
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品 製：武田テバ薬品
販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品 製：武田テバ薬品
販：ニプロ 製：ニプロ
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ

販：テルモ 製：テルモ
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：日本製薬 販：武田薬品工業 製：日本製薬
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：陽進堂 製：陽進堂
販：陽進堂 製：陽進堂
販：陽進堂 製：陽進堂
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：ファイザー 製：ファイザー
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：メルクバイオファーマ 製：メルクバイオファーマ
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬



販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：バイエル薬品 発：参天製薬 製：バイエル薬品
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ

販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：マルホ 販：ニプロファーマ 製：ニプロファーマ
販：武田テバ薬品 販：武田薬品工業 製：武田テバ薬品
販：武田テバ薬品 販：武田薬品工業 製：武田テバ薬品
販：ＥＡファーマ 販：エーザイ 製：ＥＡファーマ
販：ＥＡファーマ 販：エーザイ 製：ＥＡファーマ
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：日本マイクロバイオファーマ 発：アステラス製薬 
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：協和キリン 販：一般社団法人日本血液製剤機構 
販：ゼリア新薬工業 製：ゼリア新薬工業
販：ゼリア新薬工業 製：ゼリア新薬工業
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：あゆみ製薬 製：あゆみ製薬
販：マイラン製薬 販：ファイザー 製：マイラン製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：塩野義製薬 製：塩野義製薬 輸：塩野義製薬
販：塩野義製薬 製：塩野義製薬 輸：塩野義製薬
販：ゼリア新薬工業 製：ゼリア新薬工業
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：日新製薬 製：日新製薬
販：マルホ 製：マルホ
販：マルホ 製：マルホ
販：日本新薬 製：日本新薬
販：日本新薬 販：ロートニッテン 製：ロートニッテン
販：日本新薬 製：日本新薬
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：寿製薬 製：寿製薬
販：吉田製薬 製：吉田製薬
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：ニプロ 販：共和クリティケア 製：共和クリティケア
販：エーザイ 製：エーザイ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：テルモ 製：テルモ
販：藤本製薬 製：藤本製薬
販：日本ジェネリック 販：長生堂製薬 製：長生堂製薬
販：第一三共エスファ 製：第一三共エスファ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ



販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：協和キリン富士フイルムバイオロジクス 
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：興和 製：興和
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：ＥＡファーマ 販：持田製薬 製：ＥＡファーマ
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：オルガノン 販：バイエル薬品 製：オルガノン
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ

販：リードケミカル 発：科研製薬 製：リードケミカル
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：第一三共エスファ 製：第一三共エスファ
販：日医工 製：日医工
販：第一三共エスファ 製：第一三共エスファ
販：テルモ 製：テルモ
販：テルモ 製：テルモ
販：日本化薬 製：日本化薬
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：サノフィ 製：サノフィ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：協和キリン 発：久光製薬 製：協和キリン
販：協和キリン 発：久光製薬 製：協和キリン
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：協和キリン 製：協和キリン
販：バイオジェン・ジャパン 製：バイオジェン・ジャパン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：サノフィ 製：サノフィ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：杏林製薬 販：キョーリンリメディオ 製：キョーリンリメディオ



販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：日医工 製：日医工
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：日本新薬 販：東光薬品工業 製：東光薬品工業
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：ニプロ 製：ニプロ
販：ニプロ 製：ニプロ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：マルホ 製：マルホ
販：日医工 販：日医工ファーマ 製：日医工ファーマ
販：サノフィ 販：日医工 製：サノフィ
販：持田製薬 製：持田製薬
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ 輸：ノバルティスファーマ
販：ノーベルファーマ 製：ノーベルファーマ
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：エーザイ 製：エーザイ
販：エーザイ 製：エーザイ
販：エーザイ 製：エーザイ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：エイワイファーマ 販：陽進堂 製：エイワイファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：日医工 販：富士化学工業 製：富士化学工業
販：バクスター 製：バクスター
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：生化学工業 発：科研製薬 製：生化学工業
販：ミノファーゲン製薬 製：ミノファーゲン製薬
販：カイゲンファーマ 製：カイゲンファーマ
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：メディサ新薬 発：沢井製薬 製：メディサ新薬
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：カイゲンファーマ 製：カイゲンファーマ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：久光製薬 製：久光製薬
販：久光製薬 製：久光製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：参天製薬 製：参天製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ



販：協和キリン 製：協和キリン
販：日医工 製：日医工
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：東和薬品 製：東和薬品
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：サノフィ 製：サノフィ
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：ニプロ 製：ニプロ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：ユーシービージャパン 製：ユーシービージャパン
販：ユーシービージャパン 製：ユーシービージャパン
販：東豊薬品 製：東豊薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：ムンディファーマ 発：塩野義製薬 製：ムンディファーマ
販：興和 販：日本新薬 製：興和
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：マイラン製薬 販：ファイザー 製：マイラン製薬 輸：マイラン製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：武田薬品工業 販：帝人ファーマ 製：武田薬品工業
販：協和キリン 製：協和キリン
販：イーエヌ大塚製薬 製：イーエヌ大塚製薬
販：ヴィアトリス製薬 製：ヴィアトリス製薬
販：陽進堂 製：陽進堂
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：アムジェン 発：アステラス製薬 製：アムジェン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン

販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：第一三共エスファ 製：第一三共エスファ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：塩野義製薬 発：共和薬品工業 製：塩野義製薬



販：日本ビーシージー製造 発：日本化薬 製：日本ビーシージー製造
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：ファイザー 製：ファイザー 輸：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー 輸：ファイザー
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：日医工 製：日医工
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：サノフィ 製：サノフィ
販：帝國製薬 製：帝國製薬
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：日医工 販：日医工ファーマ 製：日医工ファーマ
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン 

販：ファイザー 製：ファイザー 輸：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー 輸：ファイザー
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
製：ウチダ和漢薬
製：ウチダ和漢薬
販：ウチダ和漢薬 発：クラシエ薬品 製：ウチダ和漢薬
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品

販：日本ケミファ 製：日本ケミファ
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：日本新薬 製：日本新薬
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：持田製薬 製：持田製薬

販：バクスター 製：バクスター
販：塩野義製薬 製：塩野義製薬
販：塩野義製薬 製：塩野義製薬
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ 輸：ノバルティスファーマ
販：参天製薬 製：参天製薬
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：陽進堂 製：陽進堂
販：ノバルティスファーマ 販：住友ファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：日本化薬 製：日本化薬
販：バクスター 製：バクスター 輸：バクスター
販：バクスター 製：バクスター 輸：バクスター
販：バクスター 製：バクスター 輸：バクスター
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ



販：エーザイ 製：エーザイ
販：ノバルティスファーマ 販：住友ファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 販：住友ファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：久光製薬 製：久光製薬
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：久光製薬 製：久光製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：久光製薬 製：久光製薬
販：日本新薬 製：日本新薬
販：持田製薬 製：持田製薬
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：岡山大鵬薬品 販：大鵬薬品工業 製：岡山大鵬薬品
販：岡山大鵬薬品 販：大鵬薬品工業 製：岡山大鵬薬品
販：第一三共エスファ 販：第一三共 製：第一三共エスファ
販：ニプロ 製：ニプロ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：中外製薬 製：中外製薬
販：カイゲンファーマ 製：カイゲンファーマ 
販：サンド 製：サンド
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：ニプロ 製：ニプロ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：持田製薬 製：持田製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本新薬 製：日本新薬
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：マイラン製薬 発：日本化薬 製：マイラン製薬
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：ギリアド・サイエンシズ 製：ギリアド・サイエンシズ
販：ヴィーブヘルスケア 販：グラクソ・スミスクライン 製：ヴィーブヘルスケア
販：科研製薬 製：科研製薬
販：エフピー 製：エフピー
販：科研製薬 製：科研製薬
販：日医工 製：日医工
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：中外製薬 製：中外製薬
販：サノフィ 製：サノフィ
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 製：ブリストル・マイヤーズスクイブ
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 製：ブリストル・マイヤーズスクイブ
販：佐藤製薬 製：佐藤製薬
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 販：ファイザー 
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 販：ファイザー 
販：日本新薬 製：日本新薬
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社



販：旭化成ファーマ 製：旭化成ファーマ
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：旭化成ファーマ 製：旭化成ファーマ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：ヤクルト本社 製：ヤクルト本社
販：ヤクルト本社 製：ヤクルト本社
販：ヤクルト本社 製：ヤクルト本社
販：テルモ 製：テルモ
販：ＥＡファーマ 製：ＥＡファーマ
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：アボットジャパン合同会社 製：アボットジャパン合同会社 製：明治
販：アボットジャパン合同会社 製：アボットジャパン合同会社 製：明治
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：東和薬品 製：東和薬品
販：塩野義製薬 製：塩野義製薬
販：第一三共 製：第一三共
販：ファイザー 販：武田薬品工業 製：ファイザー
販：ファイザー 販：武田薬品工業 製：ファイザー
販：ファイザー 販：武田薬品工業 製：ファイザー
販：ファイザー 販：武田薬品工業 製：ファイザー
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：日新製薬 製：日新製薬
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：ファイザー 製：ファイザー 輸：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー 輸：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー 輸：ファイザー
販：マルホ 製：マルホ
販：中外製薬 製：中外製薬
販：マルホ 製：マルホ
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：第一三共プロファーマ 販：第一三共 製：第一三共プロファーマ
販：第一三共プロファーマ 販：第一三共 製：第一三共プロファーマ
販：第一三共プロファーマ 販：第一三共 製：第一三共プロファーマ
販：第一三共プロファーマ 販：第一三共 製：第一三共プロファーマ
販：第一三共プロファーマ 販：第一三共 製：第一三共プロファーマ
販：第一三共プロファーマ 販：第一三共 製：第一三共プロファーマ
販：第一三共プロファーマ 販：第一三共 製：第一三共プロファーマ
販：第一三共プロファーマ 販：第一三共 製：第一三共プロファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオエ製薬 販：日本新薬 製：シオエ製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：大正製薬 製：大正製薬



販：大正製薬 製：大正製薬
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
製：共和クリティケア
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：日本化薬 製：日本化薬
販：アムジェン 製：アムジェン
販：アムジェン 製：アムジェン
販：アムジェン 製：アムジェン
販：日本セルヴィエ 販：ヤクルト本社 製：日本セルヴィエ
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：第一三共 製：第一三共
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 
販：わかもと製薬 製：わかもと製薬
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：わかもと製薬 製：わかもと製薬
販：東亜薬品 発：日東メディック 製：東亜薬品
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：生化学工業 発：参天製薬 製：生化学工業
販：ＧＥヘルスケアファーマ 製：ＧＥヘルスケアファーマ
販：ＧＥヘルスケアファーマ 製：ＧＥヘルスケアファーマ
販：ＧＥヘルスケアファーマ 製：ＧＥヘルスケアファーマ
販：ＧＥヘルスケアファーマ 製：ＧＥヘルスケアファーマ
販：ＧＥヘルスケアファーマ 製：ＧＥヘルスケアファーマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：日医工 製：日医工
販：東和薬品 製：東和薬品
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：協和キリン 製：協和キリン
販：杏林製薬 販：サンファーマ
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：第一三共 製：第一三共
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 販：小野薬品工業 
販：東和薬品 製：東和薬品
販：サンド 製：サンド
販：協和キリン 製：協和キリン
販：日本化薬 製：日本化薬
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：エイワイファーマ 販：陽進堂 製：エイワイファーマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ



販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：中外製薬 製：中外製薬
販：キッセイ薬品工業 製：キッセイ薬品工業
販：キッセイ薬品工業 製：キッセイ薬品工業
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：日本新薬 製：日本新薬
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：日本製薬 販：武田薬品工業 製：日本製薬
販：日本製薬 販：武田薬品工業 製：日本製薬
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：ニプロ 販：マイラン製薬 製：マイラン製薬
販：スミス・アンド・ネフュー 製：スミス・アンド・ネフュー
販：スミス・アンド・ネフュー 製：スミス・アンド・ネフュー
販：ヴィアトリス製薬 製：ヴィアトリス製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：帝國製薬 製：帝國製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：田辺三菱製薬 販：第一三共 製：田辺三菱製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：富士製薬工業 製：富士製薬工業
販：日医工 製：日医工
販：高田製薬 製：高田製薬
販：高田製薬 製：高田製薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：第一三共エスファ 製：第一三共エスファ
販：第一三共エスファ 製：第一三共エスファ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：住友ファーマ 発：日本化薬 製：住友ファーマ
販：住友ファーマ 発：日本化薬 製：住友ファーマ
販：マイラン製薬 販：ファイザー 製：マイラン製薬
販：日医工 製：日医工
販：ヴィアトリス製薬 製：ヴィアトリス製薬
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共エスファ 製：第一三共エスファ
販：第一三共エスファ 製：第一三共エスファ
販：第一三共エスファ 製：第一三共エスファ
販：第一三共エスファ 製：第一三共エスファ
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：マイラン製薬 発：日本化薬 製：マイラン製薬
販：あゆみ製薬 製：あゆみ製薬
販：あゆみ製薬 製：あゆみ製薬



販：あゆみ製薬 製：あゆみ製薬
販：あゆみ製薬 製：あゆみ製薬
販：あゆみ製薬 製：あゆみ製薬
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業 輸：武田薬品工業
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：ヴィアトリス製薬 製：ヴィアトリス製薬
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
製：杏林製薬
製：杏林製薬
製：杏林製薬
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：シオエ製薬 販：日本新薬 製：シオエ製薬
販：日本新薬 製：日本新薬
販：日本新薬 製：日本新薬
販：日本新薬 製：日本新薬
販：日本新薬 製：日本新薬
販：日本新薬 製：日本新薬
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：ＥＡファーマ 製：ＥＡファーマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：日本薬品工業 製：日本薬品工業
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：鶴原製薬 製：鶴原製薬
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：エーザイ 製：エーザイ
販：大峰堂薬品工業 発：クラシエ薬品 製：大峰堂薬品工業
販：大峰堂薬品工業 発：クラシエ薬品 製：大峰堂薬品工業
販：クラシエ製薬 発：クラシエ薬品 製：クラシエ製薬
販：大峰堂薬品工業 発：クラシエ薬品 製：大峰堂薬品工業
販：大峰堂薬品工業 発：クラシエ薬品 製：大峰堂薬品工業
販：クラシエ製薬 発：クラシエ薬品 製：クラシエ製薬
販：クラシエ製薬 発：クラシエ薬品 製：クラシエ製薬
販：アラガン・ジャパン 発：塩野義製薬 製：アラガン・ジャパン
販：興和株式會社 製：興和株式會社
製：共和クリティケア
販：光製薬 製：光製薬
販：日本ケミファ 販：日医工 製：日医工
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン 
販：第一三共 製：第一三共
販：参天製薬 製：参天製薬
販：日医工 製：日医工
販：日本ケミファ 製：日本ケミファ



販：日本ケミファ 製：日本ケミファ
販：ニプロ 製：ニプロ
販：大正製薬 製：大正製薬
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：持田製薬 製：持田製薬
販：エーザイ 製：エーザイ
販：メディサ新薬 発：沢井製薬 製：メディサ新薬
販：日興製薬 発：日興製薬販売 製：日興製薬
販：吉田製薬 製：吉田製薬
製：健栄製薬
製：健栄製薬
販：テルモ 製：テルモ
販：ミノファーゲン製薬 販：ＥＡファーマ 製：ミノファーゲン製薬
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：大原薬品工業 製：大原薬品工業
販：大原薬品工業 製：大原薬品工業
販：ニプロ 製：ニプロ
販：ノボノルディスクファーマ 販：ＥＡファーマ 販：光製薬
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：サンファーマ 製：サンファーマ

販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：キッセイ薬品工業 販：武田薬品工業 製：キッセイ薬品工業
販：キッセイ薬品工業 製：キッセイ薬品工業
販：サノフィ 製：サノフィ
販：アストラゼネカ 販：塩野義製薬 製：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：科研製薬 製：科研製薬
販：田辺三菱製薬 販：クレハ 製：クレハ
販：田辺三菱製薬 販：クレハ 製：クレハ
販：原沢製薬工業 製：原沢製薬工業
販：東和薬品 製：東和薬品
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：エーザイ 製：エーザイ
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：ＣＳＬベーリング 製：ＣＳＬベーリング 輸：ＣＳＬベーリング
販：エーザイ 製：エーザイ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ 輸：ノバルティスファーマ
製：杏林製薬
販：第一三共プロファーマ 販：第一三共 製：第一三共プロファーマ
販：岩城製薬 製：岩城製薬
販：日本ジェネリック 製：日本ジェネリック
販：日医工 製：日医工
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 製：ブリストル・マイヤーズスクイブ
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 製：ブリストル・マイヤーズスクイブ
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：高田製薬 発：ヤクルト本社 製：高田製薬
販：高田製薬 発：ヤクルト本社 製：高田製薬
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：高田製薬 製：高田製薬
販：高田製薬 製：高田製薬
販：岩城製薬 製：岩城製薬



販：エーザイ 製：エーザイ
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：ファイザー 製：ファイザー
販：日医工 製：日医工
販：陽進堂 製：陽進堂
販：エーザイ 製：エーザイ
販：ノーベルファーマ 製：ノーベルファーマ
販：ノバルティスファーマ 販：マルホ 製：ノバルティスファーマ 
販：参天製薬 製：参天製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：小太郎漢方製薬 製：小太郎漢方製薬
販：小太郎漢方製薬 製：小太郎漢方製薬
販：小太郎漢方製薬 製：小太郎漢方製薬
販：小太郎漢方製薬 製：小太郎漢方製薬
販：小太郎漢方製薬 製：小太郎漢方製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：協和キリン 製：協和キリン
販：ＫＭバイオロジクス 製：ＫＭバイオロジクス
販：マルホ 製：マルホ 輸：マルホ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：エーザイ 製：エーザイ

販：高田製薬 製：高田製薬 輸：高田製薬
販：日本たばこ産業 販：鳥居薬品 製：日本たばこ産業
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：伏見製薬所 発：伏見製薬 製：伏見製薬所
販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品 製：武田テバ薬品
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：サノフィ 製：サノフィ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：サノフィ 製：サノフィ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ジョンソン・エンド・ジョンソン 製：ジョンソン・エンド・ジョンソン
販：サンノーバ 販：エーザイ 製：サンノーバ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：参天製薬 製：参天製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：サノフィ 製：サノフィ
販：旭化成ファーマ 製：旭化成ファーマ
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：エーザイ 製：エーザイ 輸：エーザイ
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン



販：塩野義製薬 販：日本イーライリリー 製：塩野義製薬
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：富士フイルム富山化学 製：富士フイルム富山化学
販：武田薬品工業 販：帝人ファーマ 製：武田薬品工業
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：武田薬品工業 販：日医工岐阜工場 発：日医工 製：日医工岐阜工場
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：日本新薬 製：日本新薬
販：サノフィ 製：サノフィ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：三和化学研究所 販：シオノケミカル 製：シオノケミカル
販：藤本製薬 製：藤本製薬
販：藤本製薬 製：藤本製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ

販：参天製薬 製：参天製薬
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：参天製薬 製：参天製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：参天製薬 製：参天製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：マイランＥＰＤ合同会社 販：ヴィアトリス製薬 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：日本新薬 製：日本新薬
販：日本新薬 製：日本新薬
販：日本新薬 製：日本新薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：協和キリン 製：協和キリン
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：ヴィアトリス製薬 製：ヴィアトリス製薬
販：富士フイルム富山化学 販：大正製薬 発：アステラス製薬 
販：持田製薬販売 販：持田製薬 製：持田製薬販売
販：サノフィ 製：サノフィ
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：生化学工業 発：参天製薬 製：生化学工業
販：セオリアファーマ 販：武田薬品工業 製：セオリアファーマ
販：高田製薬 製：高田製薬
販：高田製薬 製：高田製薬



販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：ジェイドルフ製薬 製：ジェイドルフ製薬
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
製：共和クリティケア
販：参天製薬 製：参天製薬
販：久光製薬 製：久光製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：わかもと製薬 製：わかもと製薬
販：日本臓器製薬 販：東光薬品工業 製：東光薬品工業
販：東和薬品 製：東和薬品
販：ロートニッテン 販：ロートニッテンファーマ 製：ロートニッテンファーマ
販：日医工 販：帝國製薬 製：帝國製薬
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：京都薬品工業 販：トーアエイヨー 製：京都薬品工業
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：日医工 製：日医工
販：ムンディファーマ 製：ムンディファーマ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：日医工 製：日医工
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：扶桑薬品工業 製：扶桑薬品工業
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 販：日本イーライリリー 
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 販：日本イーライリリー 
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：ユーシービージャパン 販：グラクソ・スミスクライン 製：ユーシービージャパン
販：キッセイ薬品工業 製：キッセイ薬品工業
販：キッセイ薬品工業 製：キッセイ薬品工業
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：大原薬品工業 製：大原薬品工業
販：日本ケミファ 販：日本薬品工業 製：日本ケミファ



販：東和薬品 製：東和薬品
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：ヤンセンファーマ 発：田辺三菱製薬 製：ヤンセンファーマ
販：ヤンセンファーマ 発：田辺三菱製薬 製：ヤンセンファーマ
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：三和化学研究所 販：興和 製：三和化学研究所
販：塩野義製薬 製：塩野義製薬
販：アステラス製薬 販：寿製薬 製：アステラス製薬
販：ＭＳＤ 販：寿製薬 発：アステラス製薬 製：ＭＳＤ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：東和薬品 製：東和薬品
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：ヤンセンファーマ 販：田辺三菱製薬 製：ヤンセンファーマ
販：ヤンセンファーマ 販：田辺三菱製薬 製：ヤンセンファーマ
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：ゾンネボード製薬 製：ゾンネボード製薬
販：マルホ 販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：大原薬品工業 製：大原薬品工業
販：ニチバン 製：ニチバン
販：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 
販：東和薬品 製：東和薬品
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 製：ブリストル・マイヤーズスクイブ
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 製：ブリストル・マイヤーズスクイブ
販：クリニジェン 製：クリニジェン
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：クラシエ製薬 発：クラシエ薬品 製：クラシエ製薬
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ 輸：帝人ファーマ
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ 輸：帝人ファーマ
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ 輸：帝人ファーマ
販：オルガノン 製：オルガノン
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：シオエ製薬 発：丸石製薬 製：シオエ製薬
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：日本新薬 製：日本新薬
販：メディサ新薬 発：化研生薬 製：メディサ新薬
販：メディサ新薬 発：化研生薬 製：メディサ新薬
販：日医工 製：日医工 輸：日医工
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：サンド 製：サンド
販：ニプロ 製：ニプロ
販：大蔵製薬 販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：大蔵製薬
販：マイラン製薬 販：ファイザー 製：マイラン製薬 
販：日医工 製：日医工
販：鳥居薬品 販：全薬工業 製：全薬工業



販：鳥居薬品 販：全薬工業 製：全薬工業
販：ニプロ 製：ニプロ
販：ヴィアトリス製薬 製：ヴィアトリス製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：帝國製薬 製：帝國製薬
販：扶桑薬品工業 販：東菱薬品工業 製：東菱薬品工業
販：エーザイ 販：ＥＡファーマ 製：エーザイ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：ファイザーＵＰＪ合同会社 販：ヴィアトリス製薬 
販：ヴィアトリス製薬 製：ヴィアトリス製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：高田製薬 製：高田製薬
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：中外製薬 製：中外製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：サノフィ 販：日医工 製：サノフィ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：ゼリア新薬工業 製：ゼリア新薬工業
販：サンド 製：サンド

販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：参天製薬 販：日東メディック 製：日東メディック
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：テイカ製薬 製：テイカ製薬
販：塩野義製薬 製：塩野義製薬
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ 輸：帝人ファーマ
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ 輸：帝人ファーマ
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ 輸：帝人ファーマ
販：キッセイ薬品工業 販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：ヴィアトリス製薬 製：ヴィアトリス製薬
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ
販：サノフィ 製：サノフィ

販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：テルモ 製：テルモ
販：テルモ 製：テルモ
販：テルモ 製：テルモ



販：テルモ 製：テルモ
販：テルモ 製：テルモ
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：共創未来ファーマ 製：共創未来ファーマ
販：共創未来ファーマ 製：共創未来ファーマ
販：陽進堂 製：陽進堂
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ 
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ 
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：サンド 製：サンド
販：グラクソ・スミスクライン 販：協和キリン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 販：協和キリン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 販：協和キリン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 販：協和キリン 製：グラクソ・スミスクライン
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：帝國製薬 製：帝國製薬
販：帝國製薬 製：帝國製薬
販：高田製薬 製：高田製薬
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：バイオジェン・ジャパン 製：バイオジェン・ジャパン
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田テバ薬品 販：武田薬品工業 製：武田テバ薬品
販：武田テバ薬品 販：武田薬品工業 製：武田テバ薬品
販：武田テバ薬品 販：武田薬品工業 製：武田テバ薬品
販：武田テバ薬品 販：武田薬品工業 製：武田テバ薬品
販：武田テバ薬品 販：武田薬品工業 製：武田テバ薬品
販：武田テバ薬品 販：武田薬品工業 製：武田テバ薬品
販：ＣＳＬベーリング 製：ＣＳＬベーリング 輸：ＣＳＬベーリング
販：ＣＳＬベーリング 製：ＣＳＬベーリング 輸：ＣＳＬベーリング
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ニプロ 製：ニプロ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：ムンディファーマ 販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：中外製薬 製：中外製薬
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：佐藤製薬 製：佐藤製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：第一三共 製：第一三共



販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：協和キリンフロンティア 販：協和キリン 
販：協和キリンフロンティア 販：協和キリン 
販：協和キリンフロンティア 販：協和キリン 
販：協和キリンフロンティア 販：協和キリン 
販：協和キリンフロンティア 販：協和キリン 
販：オーファンパシフィック 製：オーファンパシフィック
販：オーファンパシフィック 製：オーファンパシフィック
販：ニプロ 販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：エーザイ 製：エーザイ
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：メディサ新薬 発：沢井製薬 製：メディサ新薬
販：日医工 製：日医工
販：参天製薬 製：参天製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：サンノーバ 販：エーザイ 製：サンノーバ
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：日本臓器製薬 製：日本臓器製薬
販：日本臓器製薬 製：日本臓器製薬
販：日本臓器製薬 製：日本臓器製薬
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ



製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ



製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
製：ツムラ
販：ギリアド・サイエンシズ 製：ギリアド・サイエンシズ
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：日本アルコン 製：日本アルコン 輸：日本アルコン
販：持田製薬 製：持田製薬
販：持田製薬 製：持田製薬
販：サンファーマ 販：持田製薬 製：サンファーマ
販：マルホ 製：マルホ 輸：マルホ
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ
販：エーザイ 製：エーザイ
販：エーザイ 製：エーザイ
販：エーザイ 製：エーザイ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：サンドファーマ 販：サンド 製：サンドファーマ
販：富士製薬工業 製：富士製薬工業
販：富士製薬工業 製：富士製薬工業
販：日本化薬 製：日本化薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：ニプロ 製：ニプロ
販：バイオジェン・ジャパン 製：バイオジェン・ジャパン
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：オルガノン 発：杏林製薬 製：オルガノン
販：持田製薬 製：持田製薬



販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：一般社団法人日本血液製剤機構 
販：一般社団法人日本血液製剤機構 
販：参天製薬 製：参天製薬
製：杏林製薬
販：日医工 製：日医工
販：オルガノン 製：オルガノン
販：田辺三菱製薬 販：第一三共 製：田辺三菱製薬
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：日東薬品工業 販：第一三共 製：日東薬品工業
販：協和キリン 製：協和キリン
販：協和キリン 製：協和キリン
販：協和キリン 製：協和キリン
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：日本新薬 製：日本新薬
販：日本ケミファ 販：東菱薬品工業 製：東菱薬品工業
販：サンド 製：サンド
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：サンファーマ 製：サンファーマ 輸：サンファーマ
販：アッヴィ合同会社 製：アッヴィ合同会社
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ 
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：陽進堂 製：陽進堂
販：陽進堂 製：陽進堂
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：持田製薬 製：持田製薬
販：旭化成ファーマ 製：旭化成ファーマ
販：旭化成ファーマ 製：旭化成ファーマ
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：日医工 製：日医工
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：テルモ 製：テルモ
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：ファイザー 製：ファイザー



販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：持田製薬 販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日医工 製：日医工
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：エルメッド 販：日医工 製：エルメッド
販：ニプロ 製：ニプロ
販：エルメッド 販：日医工 製：エルメッド
販：ニプロ 製：ニプロ
製：栃本天海堂
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：日医工 販：ダイト 製：ダイト
販：大原薬品工業 製：大原薬品工業
販：マイラン製薬 販：ファイザー 製：マイラン製薬
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：協和キリン 製：協和キリン
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：テルモ 販：協和キリン 製：テルモ
販：日東メディック 製：日東メディック
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：鳥居薬品 販：レオファーマ 製：レオファーマ
販：レオファーマ 販：協和キリン 製：レオファーマ
販：レオファーマ 販：協和キリン 製：レオファーマ
販：レオファーマ 販：協和キリン 製：レオファーマ
販：久光製薬 製：久光製薬
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン 
販：セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン 
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 販：日本イーライリリー 
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 販：日本イーライリリー
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：ニプロ 製：ニプロ 輸：ニプロ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ 輸：ノバルティスファーマ
販：サンノーバ 販：エーザイ 製：サンノーバ
販：日本新薬 販：ファイザー 製：日本新薬
販：ヤンセンファーマ 販：持田製薬 製：ヤンセンファーマ
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：第一三共 製：第一三共
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：日医工 製：日医工
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：ニプロ 製：ニプロ
販：日本新薬 製：日本新薬 製：Ｃｅｐｈａｌｏｎ，Ｉｎｃ．
販：日医工 製：日医工
販：東和薬品 製：東和薬品
販：参天製薬 製：参天製薬
販：東レ 販：トーアエイヨー 製：東レ
販：日本イーライリリー 販：住友ファーマ 製：日本イーライリリー



販：シンバイオ製薬 製：シンバイオ製薬
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：旭化成ファーマ 製：旭化成ファーマ
販：住友ファーマ 販：帝國製薬 製：住友ファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：持田製薬 製：持田製薬
販：日新製薬 製：日新製薬
販：サンノーバ 販：日医工 発：エルメッド 製：サンノーバ
販：ニプロＥＳファーマ 販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：協和キリン 製：協和キリン
販：オルガノン 発：杏林製薬 製：オルガノン
販：オルガノン 発：杏林製薬 製：オルガノン
販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品
販：京都薬品工業 販：住友ファーマ 
販：帝國製薬 製：帝國製薬
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 販：小林化工 製：小林化工
販：エルメッド 販：日医工 製：エルメッド
販：協和キリン 製：協和キリン 製：ピエールファーブルメディカメン
販：協和キリン 製：協和キリン 製：ピエールファーブルメディカメン
販：扶桑薬品工業 製：扶桑薬品工業
販：第一三共 販：アルフレッサファーマ 製：第一三共
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：アルフレッサファーマ 
販：アルフレッサファーマ 
販：アルフレッサファーマ 
販：ゾンネボード製薬 製：ゾンネボード製薬
販：ニプロＥＳファーマ 販：東和薬品 製：東和薬品
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：岩城製薬 製：岩城製薬
販：第一三共 製：第一三共
販：エーザイ 製：エーザイ
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：日本化薬 製：日本化薬
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：オルガノン 製：オルガノン
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：佐藤製薬 製：佐藤製薬
販：エイワイファーマ 販：陽進堂 製：エイワイファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：久光製薬 製：久光製薬



販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：大原薬品工業 製：大原薬品工業
販：ビタカイン製薬 販：田辺三菱製薬 製：ビタカイン製薬
販：エーザイ 製：エーザイ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：武田薬品工業 販：帝人ファーマ 製：武田薬品工業
販：協和キリン 製：協和キリン
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ 
販：ＬＴＬファーマ 販：レオファーマ 製：レオファーマ 
販：ＬＴＬファーマ 販：レオファーマ 製：レオファーマ 
販：エーザイ 製：エーザイ
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：日本臓器製薬 製：日本臓器製薬
販：日本臓器製薬 製：日本臓器製薬
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ
販：協和キリン 製：協和キリン
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：ノーベルファーマ 製：ノーベルファーマ
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：ムンディファーマ 製：ムンディファーマ
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：中外製薬 製：中外製薬
販：京都薬品工業 販：トーアエイヨー 製：京都薬品工業
販：ギリアド・サイエンシズ 製：ギリアド・サイエンシズ
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：ヴィアトリス製薬 製：ヴィアトリス製薬
販：ヴィアトリス製薬 製：ヴィアトリス製薬
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ 輸：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ 輸：アストラゼネカ
販：日本化薬 製：日本化薬
販：テルモ 製：テルモ
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：ＣＳＬベーリング 製：ＣＳＬベーリング 輸：ＣＳＬベーリング
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 製：ブリストル・マイヤーズスクイブ
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品

販：日医工 販：ヤクハン製薬 製：ヤクハン製薬
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：Ｈｕｙａ　Ｊａｐａｎ合同会社
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン



販：富士フイルム富山化学 製：富士フイルム富山化学
販：ファイザー 製：ファイザー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：協和キリン 販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：佐藤製薬 製：佐藤製薬 輸：佐藤製薬
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：クリニジェン 製：クリニジェン
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：日医工 製：日医工
販：参天製薬 製：参天製薬
販：一般社団法人日本血液製剤機構 
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：エーザイ 製：エーザイ 輸：エーザイ
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 製：ブリストル・マイヤーズスクイブ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 製：ブリストル・マイヤーズスクイブ
販：エーザイ 販：ＥＡファーマ 製：エーザイ
販：エーザイ 販：ＥＡファーマ 製：エーザイ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：伏見製薬所 発：伏見製薬 製：伏見製薬所
販：カイゲンファーマ 製：カイゲンファーマ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ニプロ 製：ニプロ
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：久光製薬 発：協和キリン 製：久光製薬
販：久光製薬 発：協和キリン 製：久光製薬
販：久光製薬 発：協和キリン 製：久光製薬
販：久光製薬 発：協和キリン 製：久光製薬
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：小林化工 製：小林化工
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 販：小林化工 製：小林化工
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：東亜薬品 発：日東メディック 製：東亜薬品
製：共和クリティケア
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：第一三共 製：第一三共
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 
販：生化学工業 発：参天製薬 製：生化学工業
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：ロートニッテン 製：ロートニッテン
販：参天製薬 製：参天製薬
販：参天製薬 製：参天製薬



販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：日本臓器製薬 製：日本臓器製薬
販：ＫＭバイオロジクス 販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 
販：アムジェン 発：アステラス製薬 製：アムジェン
販：イドルシアファーマシューティカルズジャパン 
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：東洋製薬化成 販：ファイザー 製：東洋製薬化成
販：ビオフェルミン製薬 販：大正製薬 製：ビオフェルミン製薬
販：ビオフェルミン製薬 販：大正製薬 製：ビオフェルミン製薬
販：ビオフェルミン製薬 販：大正製薬 製：ビオフェルミン製薬
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：日本化薬 製：日本化薬
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：日医工 製：日医工
販：ＧＥヘルスケアファーマ 製：ＧＥヘルスケアファーマ
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：日本アルコン 製：日本アルコン 輸：日本アルコン
販：ＫＭバイオロジクス 販：日本臓器製薬 製：ＫＭバイオロジクス
販：協和キリン 製：協和キリン
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：サノフィ 製：サノフィ
販：日本新薬 製：日本新薬
販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品 製：武田テバ薬品
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：富士製薬工業 製：富士製薬工業
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：第一三共 製：第一三共
販：日本マイクロバイオファーマ 
販：ファイザー 製：ファイザー
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：日医工 製：日医工 輸：日医工
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：ユーシービージャパン 販：第一三共 
販：ユーシービージャパン 販：第一三共 
販：ファイザー 製：ファイザー
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー

販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：アッヴィ合同会社 販：エーザイ 製：アッヴィ合同会社



販：アッヴィ合同会社 販：エーザイ 製：アッヴィ合同会社
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：マルホ 製：マルホ
販：マルホ 製：マルホ
販：マルホ 製：マルホ

販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：塩野義製薬 製：塩野義製薬
販：高田製薬 製：高田製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：ＥＡファーマ 販：持田製薬 製：ＥＡファーマ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：旭化成ファーマ 販：マルホ 製：旭化成ファーマ
販：サンノーバ 販：日医工 発：エルメッド 製：サンノーバ
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：日新製薬 製：日新製薬
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：マルホ 製：マルホ 輸：マルホ
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：クリニジェン 製：クリニジェン
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：エーザイ 製：エーザイ
販：エーザイ 製：エーザイ
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：塩野義製薬 製：塩野義製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：科研製薬 製：科研製薬
販：ＣＳＬベーリング 製：ＣＳＬベーリング 輸：ＣＳＬベーリング
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：持田製薬 販：持田製薬販売 製：持田製薬販売
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：ゼリア新薬工業 製：ゼリア新薬工業
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ

販：藤永製薬 販：第一三共 製：藤永製薬
販：藤永製薬 販：第一三共 製：藤永製薬
販：藤永製薬 販：第一三共 製：藤永製薬

販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：三笠製薬 製：三笠製薬
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社



販：日本ジェネリック 製：日本ジェネリック
販：サンノーバ 販：エーザイ 製：サンノーバ
販：サンノーバ 販：エーザイ 製：サンノーバ
販：東レ 販：第一三共 製：東レ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：久光製薬 発：協和キリン 製：久光製薬
販：久光製薬 発：協和キリン 製：久光製薬
販：久光製薬 発：協和キリン 製：久光製薬
販：久光製薬 発：協和キリン 製：久光製薬
販：久光製薬 発：協和キリン 製：久光製薬
販：久光製薬 発：協和キリン 製：久光製薬
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：オルガノン 製：オルガノン
販：アストラゼネカ 販：小野薬品工業 製：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 販：小野薬品工業 製：アストラゼネカ
販：協和キリン 製：協和キリン
販：日本製薬 販：武田薬品工業 製：日本製薬
販：日本製薬 販：武田薬品工業 製：日本製薬
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：第一三共 製：第一三共
販：東和薬品 製：東和薬品
製：ツムラ
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：サノフィ 製：サノフィ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：テルモ 製：テルモ

販：日新製薬 製：日新製薬
販：日新製薬 製：日新製薬
販：サノフィ 発：旭化成ファーマ 製：サノフィ
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：富士製薬工業 製：富士製薬工業
販：日本新薬 製：日本新薬
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：サノフィ 製：サノフィ
販：第一三共 製：第一三共
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：東和薬品 製：東和薬品
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：旭化成ファーマ 製：旭化成ファーマ
販：日新製薬 製：日新製薬
販：日医工 製：日医工
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：日医工 製：日医工
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：ノバルティスファーマ 
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：わかもと製薬 製：わかもと製薬
販：わかもと製薬 製：わかもと製薬
販：テルモ 販：田辺三菱製薬 製：テルモ



販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：サノフィ 製：サノフィ 輸：サノフィ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：テルモ 製：テルモ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：参天製薬 製：参天製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：ファイザーＵＰＪ合同会社 
販：ファイザーＵＰＪ合同会社 
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：旭化成ファーマ 製：旭化成ファーマ
販：旭化成ファーマ 製：旭化成ファーマ
販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品 製：武田テバ薬品
販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品 製：武田テバ薬品
販：マイラン製薬 販：ファイザー 製：マイラン製薬
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：オルガノン 製：オルガノン
販：ファイザー 製：ファイザー
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：あゆみ製薬 製：あゆみ製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ニプロファーマ 販：第一三共 製：ニプロファーマ
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：エルメッド 販：日医工 製：エルメッド
販：ニプロ 製：ニプロ
販：ニプロ 製：ニプロ
販：日医工 製：日医工
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：持田製薬 製：持田製薬
販：メディサ新薬 発：沢井製薬 製：メディサ新薬
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：マルホ 製：マルホ
販：マルホ 製：マルホ
販：科研製薬 製：科研製薬
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー



販：東和薬品 製：東和薬品
販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品 製：武田テバ薬品
販：オルガノン 製：オルガノン
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：丸石製薬 製：丸石製薬 輸：丸石製薬
販：丸石製薬 製：丸石製薬 輸：丸石製薬
販：サンド 製：サンド
販：ゼリア新薬工業 製：ゼリア新薬工業
販：日新製薬 製：日新製薬
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：ジェイドルフ製薬 製：ジェイドルフ製薬
販：持田製薬 製：持田製薬
販：持田製薬 製：持田製薬
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：武田テバ薬品 販：武田薬品工業 製：武田テバ薬品
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：吉田製薬 製：吉田製薬
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：ギリアド・サイエンシズ 製：ギリアド・サイエンシズ
販：サンノーバ 販：エーザイ 製：サンノーバ
販：キッセイ薬品工業 製：キッセイ薬品工業
販：富士製薬工業 製：富士製薬工業
販：扶桑薬品工業 販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：千寿製薬 発：杏林製薬 製：千寿製薬
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：持田製薬 製：持田製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：ジェイドルフ製薬 発：東和薬品 製：ジェイドルフ製薬
販：ロートニッテン 製：ロートニッテン
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ 輸：ノバルティスファーマ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：サノフィ 製：サノフィ
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：アッヴィ合同会社 製：アッヴィ合同会社
販：アッヴィ合同会社 製：アッヴィ合同会社
販：アッヴィ合同会社 製：アッヴィ合同会社
販：科研製薬 製：科研製薬
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：参天製薬 製：参天製薬
販：東亜薬品 販：日本臓器製薬 製：東亜薬品
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：大塚製薬工場 販：大塚製薬 製：大塚製薬工場



販：持田製薬 製：持田製薬
販：持田製薬 製：持田製薬
販：日医工 販：帝國製薬 製：帝國製薬
販：持田製薬 販：日医工 製：日医工
販：ニプロ 製：ニプロ
販：マルホ 製：マルホ
販：一般社団法人日本血液製剤機構 製：一般社団法人日本血液製剤機構
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：オルガノン 販：第一三共 製：オルガノン
販：オルガノン 販：第一三共 製：オルガノン
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：ニプロ 販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：ギリアド・サイエンシズ 製：ギリアド・サイエンシズ
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：天藤製薬 販：武田薬品工業 製：天藤製薬
販：ジェイドルフ製薬 製：ジェイドルフ製薬
販：ジェイドルフ製薬 製：ジェイドルフ製薬
販：科研製薬 製：科研製薬
販：全薬工業 製：全薬工業
販：東和薬品 製：東和薬品
販：日医工 製：日医工
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：生化学工業 発：科研製薬 製：生化学工業
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：協和キリン 製：協和キリン
販：協和キリン 製：協和キリン
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：マルホ 販：日東電工 製：日東電工
販：マルホ 製：マルホ
販：マルホ 製：マルホ
販：日本化薬 製：日本化薬
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：東和薬品 製：東和薬品
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ノーベルファーマ 製：ノーベルファーマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：ゼリア新薬工業 製：ゼリア新薬工業
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品



販：持田製薬 販：持田製薬販売 製：持田製薬販売
販：協和キリン 製：協和キリン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：日興製薬 発：丸石製薬 製：日興製薬
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：天藤製薬 販：武田薬品工業 製：天藤製薬
販：天藤製薬 販：武田薬品工業 製：天藤製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：高田製薬 製：高田製薬
販：高田製薬 製：高田製薬
販：日医工 製：日医工
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：東洋製薬化成 販：小野薬品工業 製：東洋製薬化成
販：岡山大鵬薬品 製：岡山大鵬薬品
販：同仁医薬化工 販：ノバルティスファーマ 製：同仁医薬化工
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：日本新薬 製：日本新薬
販：ＫＭバイオロジクス 
販：フレゼニウスカービジャパン 製：フレゼニウスカービジャパン
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：寿製薬 製：寿製薬
販：マルホ 製：マルホ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品 輸：バイエル薬品
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：住友ファーマ 販：アルフレッサファーマ 製：住友ファーマ
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：協和キリン 製：協和キリン



販：ファイザー 製：ファイザー
販：アッヴィ合同会社 製：アッヴィ合同会社
販：わかもと製薬 製：わかもと製薬
販：堀井薬品工業 製：堀井薬品工業
販：杏林製薬 販：エーザイ 製：杏林製薬
販：ゲルベ・ジャパン 製：ゲルベ・ジャパン
販：日本新薬 販：協和化学工業 発：シオエ製薬 製：協和化学工業
販：日本新薬 販：協和化学工業 発：シオエ製薬 製：協和化学工業
販：日本新薬 販：協和化学工業 発：シオエ製薬 製：協和化学工業
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：ＭＳＤ 販：キッセイ薬品工業 製：ＭＳＤ
販：ＭＳＤ 販：キッセイ薬品工業 製：ＭＳＤ
販：エイワイファーマ 販：陽進堂 製：エイワイファーマ
販：ユーシービージャパン 販：大鵬薬品工業 製：ユーシービージャパン
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：扶桑薬品工業 製：扶桑薬品工業
販：エーザイ 製：エーザイ
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：ファイザー 製：ファイザー
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：サンド 発：富士製薬工業 製：サンド
販：三和化学研究所 販：大興製薬 製：大興製薬
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：大原薬品工業 製：大原薬品工業
販：参天製薬 製：参天製薬
販：参天製薬 製：参天製薬
販：フェリング・ファーマ 
販：フェリング・ファーマ 
販：フェリング・ファーマ 
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ミヤリサン製薬 製：ミヤリサン製薬
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 
販：日本化薬 製：日本化薬
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：中外製薬 製：中外製薬
販：ニプロ 製：ニプロ
販：高田製薬 製：高田製薬
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：日本製薬 販：武田薬品工業 製：日本製薬



販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
製：杏林製薬
製：杏林製薬
製：杏林製薬
販：ムンディファーマ 製：ムンディファーマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：岡山大鵬薬品 販：大鵬薬品工業 製：岡山大鵬薬品
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：武田テバ薬品 販：武田薬品工業 製：武田テバ薬品
販：武田テバ薬品 販：武田薬品工業 製：武田テバ薬品
販：大正製薬 製：大正製薬
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：エーザイ 製：エーザイ
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：鶴原製薬 製：鶴原製薬
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：セオリアファーマ 販：武田薬品工業 製：セオリアファーマ
販：東和薬品 製：東和薬品
販：住友ファーマプロモ 販：住友ファーマ 製：住友ファーマプロモ
販：住友ファーマプロモ 販：住友ファーマ 製：住友ファーマプロモ
販：大正製薬 製：大正製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：日医工 製：日医工
販：オルガノン 製：オルガノン
販：久光製薬 製：久光製薬
販：第一三共 製：第一三共
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：日本ケミファ 製：日本ケミファ
販：日本ケミファ 製：日本ケミファ



販：エーザイ 製：エーザイ
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：科研製薬 製：科研製薬
販：科研製薬 製：科研製薬
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：久光製薬 製：久光製薬
販：久光製薬 製：久光製薬
販：久光製薬 製：久光製薬
販：久光製薬 製：久光製薬
販：サンド 製：サンド
販：ファイザー 製：ファイザー
販：サノフィ 製：サノフィ
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン 輸：グラクソ・スミスクライン
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：ＥＡファーマ 販：持田製薬 製：ＥＡファーマ
販：ＥＡファーマ 製：ＥＡファーマ
販：第一三共プロファーマ 販：第一三共 製：第一三共プロファーマ
販：第一三共プロファーマ 販：第一三共 製：第一三共プロファーマ
販：杏林製薬 販：キョーリンリメディオ 製：キョーリンリメディオ
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 製：ブリストル・マイヤーズスクイブ
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 製：ブリストル・マイヤーズスクイブ
販：トクホン 発：大正製薬 製：トクホン
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：興和 製：興和
販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品 製：武田テバ薬品
販：ファイザー 製：ファイザー
販：武田テバ薬品 販：武田薬品工業 製：武田テバ薬品
販：ノーベルファーマ 製：ノーベルファーマ
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：エーザイ 製：エーザイ
販：サンノーバ 販：エーザイ 製：サンノーバ
販：キッセイ薬品工業 製：キッセイ薬品工業
販：キッセイ薬品工業 製：キッセイ薬品工業
販：キッセイ薬品工業 製：キッセイ薬品工業
販：富士薬品 販：持田製薬 製：富士薬品
販：富士薬品 販：持田製薬 製：富士薬品
販：富士薬品 販：持田製薬 製：富士薬品
販：トーアエイヨー 製：トーアエイヨー
販：第一薬品産業 製：第一薬品産業
販：日医工 製：日医工
販：藤本製薬 製：藤本製薬
販：小太郎漢方製薬 製：小太郎漢方製薬
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：佐藤製薬 製：佐藤製薬
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：イーエヌ大塚製薬 製：イーエヌ大塚製薬
販：イーエヌ大塚製薬 製：イーエヌ大塚製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：サノフィ 販：日医工 製：サノフィ
販：サノフィ 販：日医工 製：サノフィ
販：日本化薬 製：日本化薬
販：杏林製薬 製：杏林製薬
販：サノフィ 製：サノフィ



販：ロートニッテン 製：ロートニッテン
販：参天アイケア 発：参天製薬 製：参天アイケア
販：中外製薬 製：中外製薬
販：塩野義製薬 製：塩野義製薬
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：武田薬品工業 販：武田テバファーマ 製：武田テバファーマ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：興和 製：興和
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：第一三共 製：第一三共
販：持田製薬 製：持田製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：ＥＡファーマ 製：ＥＡファーマ
販：大正製薬 製：大正製薬
販：ファイザー 製：ファイザー
販：日本たばこ産業 販：鳥居薬品 製：日本たばこ産業
販：武田薬品工業 販：帝人ファーマ 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 販：帝人ファーマ 製：武田薬品工業
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：サノフィ 製：サノフィ
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：旭化成ファーマ 製：旭化成ファーマ
販：旭化成ファーマ 製：旭化成ファーマ
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：キッセイ薬品工業 製：キッセイ薬品工業
販：キッセイ薬品工業 製：キッセイ薬品工業
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：東和薬品 製：東和薬品
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：住友ファーマ 製：住友ファーマ
販：クリニジェン 製：クリニジェン
販：クリニジェン 製：クリニジェン
販：わかもと製薬 製：わかもと製薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：共和クリティケア 販：ＰＤＲファーマ 製：共和クリティケア
販：全薬工業 発：中外製薬 製：全薬工業
販：全薬工業 発：中外製薬 製：全薬工業



販：サンド 販：協和キリン 製：サンド
販：サンド 販：協和キリン 製：サンド
販：祐徳薬品工業 発：メディキット 製：祐徳薬品工業
販：日新製薬 製：日新製薬
販：日新製薬 製：日新製薬
販：日新製薬 製：日新製薬
販：テルモ 製：テルモ
販：高田製薬 製：高田製薬
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：光製薬 製：光製薬
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：マイランＥＰＤ合同会社 製：マイランＥＰＤ合同会社
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：小野薬品工業 製：小野薬品工業
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：ゲルベ・ジャパン 製：ゲルベ・ジャパン
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：ヴィアトリス製薬 製：ヴィアトリス製薬
販：第一三共 製：第一三共
販：サンド 製：サンド
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：ノボノルディスクファーマ 販：ＭＳＤ 製：ノボノルディスクファーマ
販：ノボノルディスクファーマ 販：ＭＳＤ 製：ノボノルディスクファーマ
販：ノボノルディスクファーマ 販：ＭＳＤ 製：ノボノルディスクファーマ
販：ヤンセンファーマ 発：日本新薬 製：ヤンセンファーマ
販：太陽ファルマ 製：太陽ファルマ
販：オルガノン 製：オルガノン
販：あゆみ製薬 製：あゆみ製薬
販：日医工 製：日医工
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：ニプロ 製：ニプロ
販：ニプロ 製：ニプロ
販：ヴィアトリス製薬 販：エーザイ 製：ヴィアトリス製薬
販：ヴィアトリス製薬 販：エーザイ 製：ヴィアトリス製薬
販：ヴィアトリス製薬 販：エーザイ 製：ヴィアトリス製薬
販：ヴィアトリス製薬 販：エーザイ 製：ヴィアトリス製薬
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：サノフィ 製：サノフィ
販：アッヴィ合同会社 製：アッヴィ合同会社
販：アッヴィ合同会社 製：アッヴィ合同会社
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ



販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：大正製薬 製：大正製薬
販：テルモ 製：テルモ
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：マイラン製薬 販：ファイザー 製：マイラン製薬
販：サンファーマ 製：サンファーマ
販：大正製薬 製：大正製薬
販：ノバルティスファーマ 
販：富士製薬工業 製：富士製薬工業
販：ノーベルファーマ 販：日本新薬 製：ノーベルファーマ
販：帝國製薬 販：田辺三菱製薬 製：帝國製薬
販：アッヴィ合同会社 製：アッヴィ合同会社
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：日本イーライリリー 製：日本イーライリリー
販：サノフィ 製：サノフィ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：サンド 販：サンドファーマ 製：サンドファーマ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：バクスター 製：バクスター
販：バクスター 製：バクスター
販：バクスター 製：バクスター
販：バクスター 製：バクスター
販：バクスター 製：バクスター
販：持田製薬 製：持田製薬
販：ＥＡファーマ 販：キッセイ薬品工業 製：ＥＡファーマ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：アステラス製薬 製：アステラス製薬
販：協和キリン 製：協和キリン
販：第一三共 製：第一三共
販：第一三共 製：第一三共
販：日東メディック 製：日東メディック
販：興和株式會社 製：興和株式會社
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：アルフレッサファーマ 製：アルフレッサファーマ
販：エルメッド 販：日医工 製：エルメッド
販：日本化薬 製：日本化薬
販：オルガノン 製：オルガノン
販：アムジェン 発：アステラス製薬 製：アムジェン
販：アムジェン 発：アステラス製薬 製：アムジェン 輸：アムジェン
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：大塚製薬工場 販：大塚製薬 製：大塚製薬工場
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：ブリストル・マイヤーズスクイブ 
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：ＭＳＤ 製：ＭＳＤ
販：ノボノルディスクファーマ 製：ノボノルディスクファーマ
販：陽進堂 製：陽進堂



販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬
販：バイエル薬品 製：バイエル薬品
販：第一三共エスファ 販：第一三共 製：第一三共エスファ
販：第一三共エスファ 販：第一三共 製：第一三共エスファ
販：ニプロ 製：ニプロ
販：ニプロ 製：ニプロ
販：ノバルティスファーマ 製：ノバルティスファーマ
販：田辺三菱製薬 製：田辺三菱製薬 製：Ｊａｎｓｓｅｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈ，Ｉｎｃ．
販：東レ 販：鳥居薬品 製：東レ
販：東レ 販：鳥居薬品 製：東レ
販：ヤンセンファーマ 販：武田薬品工業 製：ヤンセンファーマ
販：ヤンセンファーマ 販：武田薬品工業 製：ヤンセンファーマ
販：ヴィアトリス製薬 製：ヴィアトリス製薬
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：グラクソ・スミスクライン 製：グラクソ・スミスクライン
販：あすか製薬 販：武田薬品工業 製：あすか製薬
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：日本ベーリンガーインゲルハイム 製：日本ベーリンガーインゲルハイム
販：エーザイ 販：ＭＳＤ 製：エーザイ
販：エーザイ 販：ＭＳＤ 製：エーザイ
販：大原薬品工業 製：大原薬品工業
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：協和キリン 製：協和キリン
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー
販：扶桑薬品工業 製：扶桑薬品工業
販：中外製薬 製：中外製薬
販：第一三共 製：第一三共
販：リードケミカル 販：第一三共 製：リードケミカル
販：リードケミカル 販：第一三共 製：リードケミカル
販：リードケミカル 販：第一三共 製：リードケミカル
販：第一三共 製：第一三共
販：ニプロ 販：ニプロファーマ 製：ニプロファーマ
販：大鵬薬品工業 販：岡山大鵬薬品 製：岡山大鵬薬品
販：大鵬薬品工業 販：岡山大鵬薬品 製：岡山大鵬薬品
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：エルメッド 販：日医工 製：エルメッド
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：アストラゼネカ 製：アストラゼネカ
販：帝人ファーマ 販：大正製薬 製：大正製薬
販：持田製薬 製：持田製薬
販：エルメッド 販：日医工 製：エルメッド
販：三和化学研究所 販：大興製薬 製：大興製薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：オルガノン 販：バイエル薬品 製：オルガノン
販：東和薬品 製：東和薬品
販：東和薬品 製：東和薬品
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：マルホ 製：マルホ 輸：マルホ
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：ＬＴＬファーマ 製：ＬＴＬファーマ
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：科研製薬 製：科研製薬
販：東和薬品 製：東和薬品



販：東和薬品 製：東和薬品
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：ヤンセンファーマ 製：ヤンセンファーマ
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：協和キリン 製：協和キリン
販：沢井製薬 製：沢井製薬
販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品 製：武田テバ薬品
販：大塚製薬 製：大塚製薬
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：大鵬薬品工業 製：大鵬薬品工業
販：エーザイ 製：エーザイ
販：エーザイ 製：エーザイ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：共和薬品工業 製：共和薬品工業
販：高田製薬 製：高田製薬
販：エーザイ 製：エーザイ
販：エーザイ 製：エーザイ
販：帝人ファーマ 製：帝人ファーマ
販：日本新薬 販：ファイザー 製：日本新薬
販：日医工 製：日医工
販：マイランＥＰＤ合同会社
販：日本ビーシージー製造
製：健栄製薬

販：アルフレッサファーマ 
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：テルモ 製：テルモ

販：日本ビーシージー製造 製：日本ビーシージー製造
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：一般財団法人阪大微生物病研究会

販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：ファイザー 製：ファイザー 輸：ファイザー
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：ミノファーゲン製薬 販：ＥＡファーマ 製：ミノファーゲン製薬
販：マルホ 製：マルホ
販：一般社団法人日本血液製剤機構 
販：日本製薬 販：武田薬品工業 製：日本製薬
販：日本製薬 販：武田薬品工業 製：日本製薬
販：日本製薬 販：武田薬品工業 製：日本製薬
販：ＫＭバイオロジクス 販：帝人ファーマ 製：ＫＭバイオロジクス
販：三和生薬 製：三和生薬
販：三和生薬 製：三和生薬
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品



製：健栄製薬
販：高田製薬 製：高田製薬
販：京都薬品工業 発：ゼリア新薬工業 製：京都薬品工業
販：鳥居薬品 製：鳥居薬品
販：千寿製薬 販：武田薬品工業 製：千寿製薬
販：日医工 製：日医工
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：ニプロ 製：ニプロ

販：扶桑薬品工業 製：扶桑薬品工業

販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：シオエ製薬 販：日本新薬 製：シオエ製薬
販：東和薬品 製：東和薬品
販：日興製薬 製：日興製薬
販：マイラン製薬 販：ファイザー 製：マイラン製薬

販：科研製薬 製：科研製薬
販：塩野義製薬 製：塩野義製薬
販：丸石製薬 製：丸石製薬
販：塩野義製薬 製：塩野義製薬

販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：ニプロＥＳファーマ 製：ニプロＥＳファーマ
販：日医工 製：日医工
販：日医工 製：日医工
販：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ 製：Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ
販：ファイザー 製：ファイザー
販：ファイザー 製：ファイザー

販：武田薬品工業 販：武田テバ薬品 製：武田テバ薬品



販：三和化学研究所 製：三和化学研究所
販：武田薬品工業 製：武田薬品工業
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：シオノギファーマ 販：塩野義製薬 製：シオノギファーマ
販：クリニジェン 製：クリニジェン
販：日本化薬 製：日本化薬
販：日本化薬 製：日本化薬
販：ロートニッテン 製：ロートニッテン

販：マイランＥＰＤ合同会社
販：藤永製薬 販：第一三共 製：藤永製薬
販：シオエ製薬 販：日本新薬 製：シオエ製薬

販：日医工 製：日医工
販：大塚製薬工場 製：大塚製薬工場
販：マイランＥＰＤ合同会社 
販：ファイザー 製：ファイザー
販：サンノーバ 販：エーザイ 製：サンノーバ


