見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2015年3月20日現在）
★内用薬
２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠
２ｍｇセルシン錠
ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ
ＰＬ配合顆粒
Ｓ・Ｍ配合散
アーチスト錠１０ｍｇ
アーチスト錠２．５ｍｇ
アーテン錠（２ｍｇ）
アイピーディカプセル１００
アイミクス配合錠ＬＤ
アカルディカプセル１．２５
アキネトン錠１ｍｇ
アクトス錠１５
アクトネル錠７５ｍｇ
アサコール錠４００ｍｇ
アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ
アジルバ錠２０ｍｇ
アスパラ－ＣＡ錠２００
アスパラカリウム散５０％
アスパラカリウム錠３００ｍｇ
アスピリン「ホエイ」
アスベリン散１０％
アダラートＣＲ錠２０ｍｇ
アダラートＣＲ錠４０ｍｇ
アダラートＬ錠１０ｍｇ
アダラートＬ錠２０ｍｇ
アダラートカプセル５ｍｇ
アチネス錠５０
アデホスコーワ顆粒１０％
アテレック錠１０
アドソルビン原末
アドナ散１０％
アドビオール錠５ｍｇ
アプルウェイ錠２０ｍｇ
アボルブカプセル０．５ｍｇ
アマリール１ｍｇ錠
アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」
アミノレバンＥＮ配合散
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」
アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ
アリセプトＤ錠３ｍｇ
アリセプトＤ錠５ｍｇ
アルロイドＧ内用液５％
アレジオンドライシロップ１％
アレビアチン散１０％
アレロックＯＤ錠５
アローゼン顆粒（１包０．５ｇ）
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」
アロプリノール錠１００ｍｇ「ｻﾜｲ」
アンプラーグ錠１００ｍｇ
アンブロキソール塩酸塩細粒１．５％｢ﾀｲﾖｰ｣
ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ45mg｢日医工」
イーケプラ錠５００ｍｇ
イグザレルト錠１０ｍｇ
イグザレルト錠１５ｍｇ
イサロン錠１００ｍｇ
イスコチン錠１００ｍｇ
イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ﾄｰﾜ」
イムラン錠50mg(ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ錠50mg）
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イリコロンＭ配合錠
イリボー錠２．５μｇ
イルベタン錠１００ｍｇ
インクレミンシロップ５％
インタール細粒１０％
インデラル錠１０ｍｇ
ウブレチド錠５ｍｇ
ウラリット－Ｕ配合散
ウラリット配合錠
ウルソ錠１００ｍｇ
ウルソ顆粒５％
ウロカルン錠２２５ｍｇ
エースコール錠２ｍｇ
エクア錠５０ｍｇ
エクセグラン錠１００ｍｇ
エサンブトール錠２５０ｍｇ
エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」
エックスフォージ配合錠
エディロールカプセル０．７５μｇ
エトドラク錠２００ｍｇ「トーワ」
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＣＨ」
エパデールＳ９００
エパルレスタット錠50mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」
エビリファイＯＤ錠３ｍｇ
エフピーＯＤ錠２．５
エブランチルカプセル１５ｍｇ
エリキュース錠２．５ｍｇ
エリスロシンドライシロップ１０％
エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ
エレンタール配合内用剤（1包80g)
エンシュア・リキッド250ｍｌ
エンピナース・Ｐ錠１８０００
オイグルコン錠２．５ｍｇ
オゼックス細粒小児用１５％
オノンドライシロップ１０％
オメプラゾール錠「トーワ」１０ｍｇ
オメプラゾール錠「トーワ」２０ｍｇ
オルメテック錠２０ｍｇ
ガスコンドロップ内用液２％
ガスコン錠８０ｍｇ
ガスターＤ錠２０ｍｇ
ガスター散１０％
ガストローム顆粒６６．７％
ガスモチン散１％
ガスモチン錠５ｍｇ
ガスリックＤ錠１０ｍｇ
カナグル錠１００ｍｇ
カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」
ガバペン錠２００ｍｇ
カモスタットメシル酸塩錠100mg「ﾄｰﾜ」
ガランターゼ散５０％
カリメートﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ92.59％（1包5.4ｇ）
カルタンＯＤ錠５００ｍｇ
カルデナリン錠２ｍｇ
カルナクリン錠５０
カルブロック錠８ｍｇ
カロナール細粒２０％
キプレスチュアブル錠５ｍｇ
キプレス細粒４ｍｇ
キプレス錠１０ｍｇ
グラケーカプセル１５ｍｇ
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クラビット細粒１０％
クラビット錠２５０ｍｇ
グラマリール細粒１０％
グラマリール錠２５ｍｇ
クラリスドライシロップ１０％小児用
クラリスロマイシンDS10％小児用｢日医工｣
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「日医工」
クラリス錠２００
クラリチン錠１０ｍｇ
グランダキシン錠５０
クリアナール錠２００ｍｇ
グリチロン配合錠
グリミクロン錠４０ｍｇ
グルコバイ錠ＯＤ１００ｍｇ
クレストール錠２．５ｍｇ
クレストール錠５ｍｇ
クレメジン細粒分包２ｇ
ケイツーカプセル５ｍｇ
ケタスカプセル１０ｍｇ
コートリル錠１０ｍｇ
コデインリン酸塩散１％「タケダ」
コニール錠４ｍｇ
コムタン錠１００ｍｇ
コメリアンコーワ錠１００
コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」
コレキサミン錠２００ｍｇ
コレバイン錠５００ｍｇ
コロネル細粒８３．３％（１包０．６ｇ）
コントミン糖衣錠２５ｍｇ
サーカネッテン配合錠
サイトテック錠１００
サインバルタカプセル２０ｍｇ
ザクラス配合錠ＨＤ
ザジテンドライシロップ０．１％
サノレックス錠０．５ｍｇ
サムスカ錠７．５ｍｇ
サラゾピリン錠５００ｍｇ
サンリズムカプセル２５ｍｇ
サンリズムカプセル５０ｍｇ
シアナマイド内用液１％「タナベ」
ジェイゾロフト錠２５ｍｇ
ジェニナック錠２００ｍｇ
ジゴシン散０．１％
ジゴシン錠 0.125ｍｇ
ジスロマックＳＲ成人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ２ｇ
ジスロマック細粒小児用１０％
ジヒデルゴット錠１ｍｇ
シベノール錠１００ｍｇ
ジャヌビア錠５０ｍｇ
シュアポスト錠０．５ｍｇ
ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル100mg｢ｻﾜｲ｣
ジルテックドライシロップ1.25％
ジルテック錠１０
シロスタゾール錠１００ｍｇ「ﾄｰﾜ」
シンメトレル細粒１０％
シンメトレル錠５０ｍｇ
シンレスタール錠２５０ｍｇ
スイニー錠１００ｍｇ
スーグラ錠５０ｍｇ
ステーブラ錠０．１ｍｇ
ストロカイン錠５ｍｇ
3/11

見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2015年3月20日現在）
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」
スピロペント錠１０μｇ
スローケー錠６００ｍｇ
スロービッド顆粒２０％
セイブル錠５０ｍｇ
ゼチーア錠１０ｍｇ
セファドール錠２５ｍｇ
セファランチン錠１ｍｇ
セフゾンカプセル１００ｍｇ
セララ錠２５ｍｇ
セルベックスカプセル５０ｍｇ
セレコックス錠１００ｍｇ
セレジスト錠５
セレスタミン配合シロップ
セレスタミン配合錠
セレネース錠１．５ｍｇ
セロクエル２５ｍｇ錠
センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」
ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ
ダイアート錠３０ｍｇ
ダイアート錠６０ｍｇ
ダイアモックス錠２５０ｍｇ
タケプロンＯＤ錠１５
タナトリル錠５
タミフルカプセル７５
タミフルドライシロップ３％
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ﾄｰﾜ」
タリオンＯＤ錠１０ｍｇ
ダントリウムカプセル２５ｍｇ
タンナルビン「ホエイ」
チアトン顆粒２％
チアプリド錠２５ｍｇ「日医工」
チウラジール錠５０ｍｇ
チクロピジン塩酸塩錠100mg「ﾄｰﾜ」
チスタニン糖衣錠１００ｍｇ
チャンピックス錠０．５ｍｇ
チャンピックス錠１ｍｇ
チラーヂンＳ錠５０μｇ
ツインラインＮＦ配合経腸用液 AB200ml
ツムラ１葛根湯エキス顆粒（1包2.5ｇ）
ツムラ７八味地黄丸エキス顆粒（1包2.5ｇ）
ツムラ８大柴胡湯エキス顆粒（１包2.5ｇ）
ツムラ９小柴胡湯エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ１６半夏厚朴湯エキス顆粒（1包2.5g)
ツムラ１７五苓散エキス顆粒（１包2.5ｇ）
ツムラ１８桂枝加朮附湯エキス顆粒(1包2.5g
ツムラ１９小青竜湯エキス顆粒（1包3.0g）
ツムラ２３当帰芍薬散エキス顆粒（1包2.5g)
ツムラ２４加味逍遙散エキス顆粒（1包2.5g)
ツムラ２５桂枝茯苓丸エキス顆粒（1包2.5g)
ツムラ２７麻黄湯エキス顆粒（1包2.5G）
ツムラ２９麦門冬湯エキス顆粒（1包3.0g)
ツムラ３７半夏白朮天麻湯ｴｷｽ顆粒(1包2.5g)
ツムラ３９苓桂朮甘湯エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ４１補中益気湯エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ４３六君子湯エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ４６七物降下湯エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ４７釣藤散エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ４８十全大補湯エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ５３疎経活血湯エキス顆粒(1包2.5ｇ)
ツムラ５４抑肝散エキス顆粒(1包2.5g)
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ツムラ６０桂枝加芍薬湯ｴｷｽ顆粒(1包2.5g)
ツムラ６２防風通聖散エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ６８芍薬甘草湯エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ８４大黄甘草湯エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ９６柴朴湯エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ１００大建中湯エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ１０７牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒(1包2.5g)
ツムラ１１４柴苓湯エキス顆粒(1包3.0g)
ツムラ１１６茯苓飲合半夏厚朴湯(1包2.5ｇ)
ツムラ１２６麻子仁丸エキス顆粒(1包2.5g)
ﾂﾑﾗ127麻黄附子細辛湯ｴｷｽ顆粒（1包2.5G）
ツムラ１２８啓脾湯エキス顆粒（1包2.5ｇ）
ツムラ１３３大承気湯エキス顆粒(1包2.5g)
ツムラ134桂枝加芍薬大黄湯ｴｷｽ顆粒(1包2.5g
テオロング錠２００ｍｇ
デカドロン錠０．５ｍｇ
テグレトール錠１００ｍｇ
デタントールＲ錠６ｍｇ
テトラミド錠１０ｍｇ
テネリア錠２０ｍｇ
デパケン細粒４０％
デパス細粒１％
デパス錠０．５ｍｇ
テルギンＧドライシロップ0.1％
テルネリン錠１ｍｇ
ドキサゾシン錠１ｍｇ「JG」
ドグマチール錠５０ｍｇ
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」
トビエース錠４ｍｇ
ドプスＯＤ錠１００ｍｇ
トフラニール錠１０ｍｇ
トラゼンタ錠５ｍｇ
トラムセット配合錠
トランサミンカプセル２５０ｍｇ
トランサミン散５０％
トリクロリールシロップ１０％
トリプタノール錠１０
ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠100mg「ﾄｰﾜ」
ナイキサン錠１００ｍｇ
ナウゼリンドライシロップ１％
ナトリックス錠１
ニコランマート錠５ｍｇ
ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」
ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」
ニトロールＲカプセル２０ｍｇ
ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ
ニバジール錠２ｍｇ
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」
ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「日医工」
ニフェジピンＬ錠20mg「日医工」
ニポラジン錠３ｍｇ
ネキシウムカプセル１０ｍｇ
ネシーナ錠２５ｍｇ
ノイエル細粒４０％
ノイロトロピン錠４単位
ノウリアスト錠２０ｍｇ
ノバミン錠５ｍｇ
ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ
バイアグラ錠５０ｍｇ
バイアスピリン錠１００ｍｇ
ハイシー顆粒２５％
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ハイパジールコーワ錠３
ハイボン細粒１０％
ハイボン錠２０ｍｇ
パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ
バクタ配合錠
パセトシンカプセル２５０
パセトシン細粒１０％
バファリン配合錠Ａ８１
パラミヂンカプセル３００ｍｇ
パリエット錠１０ｍｇ
バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」
ハルシオン０．２５ｍｇ錠
バルトレックス顆粒５０％（１包１ｇ）
パントシン散２０％
パントシン錠２００
ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ
ビ・シフロール錠０．５ｍｇ
ビオフェルミンＲ散
ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75％｢CHOS」10ml
ビソルボン錠４ｍｇ
ピタバスタチンカルシウム錠２mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣
ビタメジン配合カプセルＢ２５
ヒデルギン舌下錠１ｍｇ
ピドキサール錠１０ｍｇ
ビノグラックカプセル２５０ｍｇ
ビビアント錠２０ｍｇ
ピモベンダン錠２．５ｍｇ「ＴＥ」
ヒルナミン錠（５ｍｇ）
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ﾄｰﾜ」
ファロム錠２００ｍｇ
ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg「SANIK」
フェノバール散１０％
フェブリク錠１０ｍｇ
フェブリク錠２０ｍｇ
フェロベリン配合錠
フェロミア錠５０ｍｇ
フォリアミン錠 ５ｍｇ
フスコデ配合シロップ
ブスコパン錠１０ｍｇ
プラザキサカプセル１１０ｍｇ
プラザキサカプセル７５ｍｇ
フラジール内服錠２５０ｍｇ
プラビックス錠２５ｍｇ
フラベリック錠２０ｍｇ
プランルカストカプセル112.5mg「ﾄｰﾜ」
プリミドン細粒99.5％「日医工」
プリンペラン錠５
フルイトラン錠２ｍｇ
ブルフェン錠１００
プレタールＯＤ錠１００ｍｇ
プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ
プレミネント配合錠ＬＤ
プログラフカプセル１ｍｇ
プロサイリン錠２０
プロスタール錠２５
ブロチゾラム錠0.25ｍｇ｢ﾄｰﾜ」
プロテカジンＯＤ錠１０
ブロプレス錠８ｍｇ
プロペシア錠１ｍｇ
プロヘパール配合錠
プロマック顆粒１５％（１包０．５ｇ）
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フロモックス小児用細粒１００ｍｇ
フロモックス錠１００ｍｇ
フロリードゲル経口用2％5ｇ/本
プロレナール錠５μｇ
ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg「ｻﾜｲ」
ベシケアＯＤ錠５ｍｇ
ベタニス錠５０ｍｇ
ベプリコール錠５０ｍｇ
ペリアクチン散１％
ベリチーム配合顆粒（１包１ｇ）
ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg｢ﾄｰﾜ」
ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ
ベルソムラ錠１５ｍｇ
ベンザリン錠５
ペンタサ錠２５０ｍｇ
ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＳ」
ホスミシンドライシロップ４００
ホスミシン錠５００
ホスレノールﾁｭｱﾌﾞﾙ錠２５０ｍｇ
ボノテオ錠１ｍｇ
ポラキス錠２
ボルタレン錠２５ｍｇ
ポルトラック原末
マーズレンＳ配合顆粒（１包0.67ｇ）
マーロックス懸濁用配合顆粒（１包1.2ｇ）
マイスリー錠１０ｍｇ
マグミット錠３３０ｍｇ
ミカムロ配合錠ＡＰ
ミカルディス錠４０ｍｇ
ミグシス錠５ｍｇ
ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ
ミノマイシンカプセル１００ｍｇ
ミヤＢＭ細粒
ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ
ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ
ムコスタ錠１００ｍｇ
ムコダインＤＳ５０％
ムコダインシロップ５％
ムコダイン錠２５０ｍｇ
メイアクトＭＳ小児用細粒１０％
メインテート錠２．５ｍｇ
メキシチールカプセル５０ｍｇ
メコバラミン錠５００「トーワ」
メジコン散１０％
メジコン錠１５ｍｇ
メチコバール錠５００μｇ
メチルホエドリン散１０％
メトグルコ錠２５０ｍｇ
メトグルコ錠５００ｍｇ
メトリジン錠２ｍｇ
メネシット配合錠１００
メバリッチ錠５
メバロチン錠１０
メプチンシロップ５μg/ｍL
メプチンドライシロップ0.005％
メプチン顆粒０．０１％
メマリーＯＤ錠２０ｍｇ
メマリーＯＤ錠５ｍｇ
メリスロン錠６ｍｇ
メルカゾール錠５ｍｇ
メンドンカプセル７．５ｍｇ
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モーバー錠１００ｍｇ
モービック錠１０ｍｇ
ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ
ユビデカレノン錠１０ｍｇ「トーワ」
ユベラＮカプセル１００ｍｇ
ユリーフ錠４ｍｇ
ユリノーム錠５０ｍｇ
ラキソベロン内用液０．７５％ 10ml
ラクツロース・シロップ60％｢ｺｰﾜ」
ラコールＮＦ配合経腸用液200ｍｌ
ラコールＮＦ配合経腸用液400ｍｌ
ラシックス細粒４％
ラシックス錠２０ｍｇ
ラジレス錠１５０ｍｇ
ラックビー微粒Ｎ
ラニラピッド錠０．１ｍｇ
ラミクタール錠１００ｍｇ
ラミクタール錠２５ｍｇ
ラミシール錠１２５ｍｇ
ランドセン錠０．５ｍｇ
リーバクト配合顆粒（4.15g／包）
リウマトレックスカプセル２ｍｇ
リオベル配合錠ＬＤ
リオレサール錠５ｍｇ
リクシアナ錠６０ｍｇ
リザベンカプセル１００ｍｇ
リスパダールＯＤ錠１ｍｇ
リズミック錠１０ｍｇ
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ﾄｰﾜ」
リパクレオン顆粒（１包０．５ｇ）
リバロ錠１ｍｇ
リピディル錠８０ｍｇ
リピトール錠１０ｍｇ
リピトール錠５ｍｇ
リファンピシンｶﾌﾟｾﾙ１５０ｍｇ「サンド」
リフレックス錠１５ｍｇ
リマチル錠１００ｍｇ
リリカカプセル75ｍｇ
ルーラン錠４ｍｇ
ルネスタ錠１ｍｇ
レクサプロ錠１０ｍｇ
レザルタス配合錠ＨＤ
レダマイシンカプセル１５０ｍｇ
レニベース錠５ｍｇ
レボフロキサシン細粒１０％「DSEP」
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「DSEP」
レミニールＯＤ錠４ｍｇ
レミニールＯＤ錠８ｍｇ
レルパックス錠２０ｍｇ
ロイコン錠１０ｍｇ
ローコール錠１０ｍｇ
ローコール錠２０ｍｇ
ロカルトロールカプセル０．５
ロキソニン錠６０ｍｇ
ロスポリア錠１ｍｇ
ロゼレム錠 8ｍｇ
ロトリガ粒状カプセル(１包2ｇ)
ロヒプノール錠１
ロペミン小児用細粒０．０５％
ワークミンカプセル０．５
ワーファリン錠１ｍｇ
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ワーファリン顆粒０．２％
ワイテンス錠２ｍｇ
ワイパックス錠０．５
ワソラン錠４０ｍｇ
塩酸バンコマイシン散０．５ｇ「ＭＥＥＫ］
重質酸化マグネシウム「ホエイ」
重曹「ホエイ」
小児用ムコソルバンＤＳ１．５％
調剤用パンビタン末
乳酸カルシウム「ホエイ」
乳糖「ホエイ」
★外用薬
アクアチムクリーム１％（１０ｇ）
アクトシン軟膏３％（３０ｇ）
アクロマイシン軟膏３％（５ｇ）
アズノールうがい液４％（５ｍｌ）
アズノール軟膏０．０３３％
アドエア２５０ディスカス６０吸入用
アドエア５０エアゾール１２０吸入用
アドフィードパップ４０ｍｇ（６枚）
アトラント外用液１％（１０ｍｌ）
アラセナ－Ａ軟膏３％（５ｇ）
アルメタ軟膏（５ｇ）
アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ
アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ
イソジンゲル１０％
イドメシンコーワクリーム１％（３５ｇ）
イナビル吸入粉末剤20ｍｇ（1本20ｍｇ）
インタール吸入液１％（2ml/管）
ウレパールクリーム１０％(２０ｇ）
エキザルベ
エコリシン眼軟膏（３．５ｇ）
エスクレ坐剤「２５０」
オイラックスＨクリーム（１０ｇ）
オイラックスクリーム１０％（１０ｇ）
オラドールトローチ０．５ｍｇ
オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ
カサールクリーム３％（５ｇ）
カデックス軟膏０．９％（４０ｇ）
カリーユニ点眼液0.005%（５ｍｌ）
キシロカインゼリー２％（３０ｍｌ）
キュバール１００エアゾール
クラビット点眼液0.5％（５ｍｌ）
グリセリン「ニッコー」
グリセリン浣腸「ムネ」６０
クレナフィン爪外用液10%（４ｍｌ）
ゲーベンクリーム１％
ケンエーＧ浣腸液５０％ １２０ｍｌ
ケンエーＧ浣腸液５０％ ３０ｍｌ
ケンエーＧ浣腸液５０％ ６０ｍｌ
ゲンタシン軟膏０．１％（１０ｇ）
ザーネ軟膏０．５％
サトウザルベ軟膏１０％
サリベートエアゾール（５０ｇ）
シムビコートタービュヘイラー６０吸入
ステリクロンＷ液０．０５
スピール膏Ｍ
スピリーバ２．５μｇレスピマット60吸入
スミルスチック３％（４０ｇ）
セキナリンテープ２ｍｇ
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ゼペリン点眼液０．１％（５ｍｌ）
セルタッチパップ７０（６枚）
ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ
ダイアップ坐剤１０
ダイアップ坐剤４
ダイアップ坐剤６
タリビッド点眼液０．３％（５ｍｌ）
チモプトールＸＥ点眼液0.5％（2.5ml）
デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ（２ｇ）
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JP」(10g
デルモベート軟膏０．０５％（５ｇ）
トラマゾリン点鼻液 0.118％「ＡＦＰ］
トルソプト点眼液 1％（5ml）
ナウゼリン坐剤１０
ナウゼリン坐剤３０
ナウゼリン坐剤６０
ナパゲルンローション３％（５０ｍｌ）
ニュープロパッチ１３．５ｍｇ
ニュープロパッチ４．５ｍｇ
ネオヨジンガーグル７％（３０ｍｌ）
ネオヨジン外用液１０％ ２５０ｍｌ
ネグミンシュガー軟膏 １００ｇ
ネリプロクト軟膏（２ｇ）
ハイパジールコーワ点眼液0.25％（5ml）
バクトロバン鼻腔用軟膏２％（３ｇ）
パスタロンローション１０％（２０ｇ）
バソレーターテープ２７ｍｇ
パタノール点眼液０．１％（５ｍｌ）
パルミコート吸入液0.25mg 2ml
ヒアレイン点眼液０．１％（５ｍｌ)
ビソノテープ４ｍｇ
ビソルボン吸入液０．２％
ヒルドイドソフト軟膏０．３％（２５ｇ）
ヒルドイドローション０．３％（５０ｇ）
フィブラストスプレー５００
フェノール・亜鉛華リニメント｢ﾆｯｺｰ」
フシジンレオ軟膏２％（１０ｇ/本）
フルタイド５０μgｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用
フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用
フルメトロン点眼液０．０２％（５ｍｌ）
プロスタンディン軟膏0.003％（３０ｇ）
ブロナック点眼０．１％（５ｍｌ）
プロパデルム軟膏０．０２５％（５ｇ）
ベガモックス点眼液０．５％（５ｍｌ）
ベストロン耳鼻科用１％
ベネトリン吸入液０．５％
ホクナリンテープ０．５ｍｇ
ホクナリンテープ１ｍｇ
ホクナリンテープ２ｍｇ
ボルタレンサポ１２．５ｍｇ
ボルタレンサポ２５ｍｇ
ボルタレンサポ５０ｍｇ
メプチンエアー１０μｇ吸入 １００回
メプチン吸入液０．０１％
メプチン吸入液ﾕﾆｯﾄ0.3ml 0.01%
モーラステープ２０ｍｇ（７枚）
モーラステープＬ４０ｍｇ（７枚）
ラクティオンパップ７０ｍｇ（５枚）
ラミシールクリーム１％（１０ｇ）
リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ
リバスタッチパッチ１８ｍｇ
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リバスタッチパッチ４．５ｍｇ
リバスタッチパッチ９ｍｇ
リレンザ（1セット２０ブリスタ）
リンデロン－ＶＧクリーム0.12％（５ｇ）
リンデロン－ＶＧローション（１０ｍｌ）
リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％（５ｇ）
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％（5ml）
リンデロン点眼液０．０１％（５ｍｌ）
レクトス注腸軟膏２５ｍｇ
レスタミンコーワクリーム１％
レペタン坐剤０．４ｍｇ
ロキソニンゲル１％（５０ｇ）
ロキソニンテープ１００ｍｇ（７枚）
ワコビタール坐剤５０
強力ポステリザン（軟膏）（１本２ｇ）
小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用
硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ｢EMEC｣
新レシカルボン坐剤
生理食塩液
白色ワセリン

11/11

