
内服薬

アーガ アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ
アーチ アーチスト錠１０ｍｇ
アーチ アーチスト錠１.２５ｍｇ
アーチ アーチスト錠２.５ｍｇ
アーテ アーテン錠２ｍｇ
アイト アイトロール錠２０ｍｇ
アイミ アイミクス配合錠ＬＤ
アイミ アイミクス配合錠HD
アキネ アキネトン錠１ｍｇ
アコフ アコファイド錠１００ｍｇ
アサコ アサコール錠４００ｍｇ
アザニ アザニン錠５０ｍｇ
アザル アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ
アザル アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ
アジス アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」
アジャ アジャストＡコーワ錠４０ｍｇ
アジル アジルバ錠２０ｍｇ
アジル アジルバ錠１０ｍｇ
アジレ アジレクト錠０．５ｍｇ
アジレ アジレクト錠１ｍｇ
アスコ アスコルビン酸原末｢マルイシ｣
アスト アストミン錠１０ｍｇ
アスパ アスパラ－ＣＡ錠２００ｍｇ
アスパ アスパラカリウム散５０％
アスパ アスパラカリウム錠３００ｍｇ
アスピ アスピリン原末「マルイシ」
アスベ アスベリンシロップ０．５％
アスペ アスペノンカプセル１０ｍｇ
アスペ アスペノンカプセル２０ｍｇ
アセチ アセチルシステイン内用液１７.６％「あゆみ」
アダプ アダプチノール錠５ｍｇ
アタラ アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ
アタラ アタラックス錠１０ｍｇ
アデホ アデホスコーワ顆粒１０％１ｇ
アテレ アテレック錠１０ｍｇ
アトー アトーゼット配合錠ＬＤ
アトー アトーゼット配合錠ＨＤ
アドナ アドナ錠３０ｍｇ
アトル アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＰ」
アトル アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」
アナフ アナフラニール錠２５ｍｇ
アバプ アバプロ錠１００ｍｇ
アブス アブストラル舌下錠１００μｇ
アブス アブストラル舌下錠２００μｇ
アブス アブストラル舌下錠４００μｇ
アプリ アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ｢ＮＰ｣

 2020.05.31時点



内服薬

アプル アプルウェイ錠２０ｍｇ
アプレ アプレピタントカプセルセット｢ＮＫ｣
アベロ アベロックス錠４００ｍｇ
アボル アボルブカプセル０．５ｍｇ
アマー アマージ錠２.５ｍｇ
アマル アマルエット配合錠４番「サワイ」
アマン アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」
アマン アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」
アミテ アミティーザカプセル２４μｇ

ｱﾐﾃ ｱﾐﾃｨｰｻﾞｶﾌﾟｾﾙ12μg
アミノ アミノレバンＥＮ配合散
アムバ アムバロ配合錠｢ＤＳＥＰ｣
アムロ アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ｢サワイ｣
アムロ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ｢サワイ｣
アムロ アムロジンＯＤ錠２.５ｍｇ
アムロ アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ｢サワイ｣
アモキ アモキサンカプセル２５ｍｇ
アモキ アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「タツミ」
アモキ アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ｢ＮＰ｣
アモバ アモバン錠７.５ｍｇ
アリセ アリセプトＤ錠３ｍｇ
アリセ アリセプトＤ錠５ｍｇ
アリセ アリセプトＤ錠１０ｍｇ
アリナ ５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠
アリナ ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠
アリミ アリミデックス錠１ｍｇ
アルギ アルギＵ配合顆粒
アルダ アルダクトンＡ錠２５ｍｇ
アルド アルドメット錠２５０　２５０ｍｇ
アルフ アルファカルシドール錠０．５μｇ｢アメル｣
アルフ アルファロール散1μｇ/ｇ
アルフ アルファカルシドール1μｇカプセル
アルプ アルプラゾラム錠０．４ｍｇ｢サワイ｣
アルロ アルロイドＧ内用液５％
アレジ アレジオン錠10 10mg
アレジ アレジオン錠２０ｍｇ
アレジ アレジオンドライシロップ１％
アレビ アレビアチン散１０％（１００ｍｇ/ｇ）
アレビ アレビアチン錠１００ｍｇ
アロー アローゼン顆粒０.５ｇ
アロチ アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」
アンカ アンカロン錠１００ｍｇ
アンコ アンコチル錠５００ｍｇ
アンソ 安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」
アンブ アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ｢サワイ｣
アンブ アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」
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アンプ アンプラーグ錠１００ｍｇ
イーケ イーケプラ錠２５０ｍｇ
イーケ イーケプラ錠５００ｍｇ
イーケ イーケプラドライシロップ５０％（5００ｍｇ/ｇ）
イーシ イーシー・ドパール配合錠
イグザ イグザレルト錠１０ｍｇ
イグザ イグザレルト錠１５ｍｇ
イクス イクスタンジ錠８０ｍｇ
イコサ イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」
イスコ イスコチン錠１００ｍｇ
イソバ イソバイドシロップ７０％
イソバ イソバイドシロップ７０％分包３０ｍL
イトリ イトリゾールカプセル５０ｍｇ
イニシ イニシンク配合錠
イノベ イノベロン錠１００ｍｇ
イノベ イノベロン錠２００ｍｇ
イノラ イノラス配合経腸用液
イフェ イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ
イプリ イプリフラボン錠２００ｍｇ｢日医工｣
イマチ イマチニブ錠１００ｍｇ｢ＮＫ」
イミグ イミグラン錠５０ｍｇ
イムセ イムセラカプセル０．５ｍｇ
イリボ イリボー錠２．５μｇ
イリボ イリボー錠5μｇ
イルベ イルベサルタン錠１００ｍｇ｢ＤＳＰＢ｣
イレッ イレッサ錠２５０ｍｇ
インク インクレミンシロップ５％
インデ インデラル錠１０ｍｇ
インフ インフリーＳカプセル２００ｍｇ
インフ インフリーカプセル１００ｍｇ
インラ インライタ錠１ｍｇ
ウイン ウインタミン細粒１０％(１００ｍｇ/ｇ)
ヴォト ヴォトリエント錠２００ｍｇ
ウブレ ウブレチド錠５ｍｇ
ウラリ ウラリット配合錠
ウルソ ウルソ錠１００ｍｇ
ウロカ ウロカルン錠２２５ｍｇ
エカー エカード配合錠ＨＤ
エクア エクア錠５０ｍｇ
エクセ エクセグラン散２０％（２００ｍｇ/ｇ）
エクセ エクセグラン錠１００ｍｇ
エクフ エクフィナ錠５０ｍｇ
エクメ エクメット配合錠HD
エサン エサンブトール錠２５０ｍｇ

ｴｽﾄ ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7mg
エスワ エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ ２０ｍｇ
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エスワ エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ ２５ｍｇ
エチゾ エチゾラム錠０.５ｍｇ｢ＮＰ｣
エチゾ エチゾラム錠１ｍｇ｢ＮＰ｣
エック エックスフォージ配合錠
エディ エディロールカプセル０.７５μｇ
エナラ エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」
エネー エネーボ配合経腸用液
エパデ エパデールＳ６００ｍｇ
エパル エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」
エビス エビスタ錠６０ｍｇ
エピナ エピナスチン塩酸塩錠10mg｢YD｣
エビプ エビプロスタット配合錠ＤＢ
エビリ エビリファイ錠３ｍｇ
エビリ エビリファイ散１％（１０ｍｇ/ｇ
エビリ エビリファイ錠１ｍｇ
エピレ エピレオプチマル散５０％（５０
エフィ エフィエント錠３.７５ｍｇ
エフィ エフィエント錠２０ｍｇ
エフィ エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ
エフピ エフピーＯＤ錠２.５ｍｇ
エブラ エブランチルカプセル１５ｍｇ
エペリ エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ｢ツルハラ｣
エペリ エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」
エボザ エボザックカプセル３０ｍｇ
エホチ エホチール錠５ｍｇ
エミレ エミレース錠１０ｍｇ
エムエ ＭＳコンチン錠１０ｍｇ
エリキ エリキュース錠２.５ｍｇ
エリキ エリキュース錠５ｍｇ
エリス エリスロシン錠２００ｍｇ
エルカ エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ
エルケ Ｌーケフレックス小児用顆粒２００ｍｇ
エルサ エルサメットＳ配合錠
エレト エレトリプタン錠２０ｍｇ｢ＤＳＥ
エレン エレンタール配合内用剤
エンカ 塩化ナトリウム｢オーツカ｣
エンシ エンシュア・リキッド
エンシ エンシュア・Ｈ
エンタ エンタカポン錠１００ｍｇ｢トーワ｣
エンテ エンテカビルOD錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣
オイグ オイグルコン錠２.５ｍｇ
オーグ オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ
オキシ オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ
オキシ オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ｢サワイ｣
オキノ オキノーム散２.５ｍｇ
オキノ オキノーム散５ｍｇ
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オキノ オキノーム散１０ｍｇ
オスポ オスポロット錠５０ｍｇ
オセル オセルタミビルカプセル７５ｍｇ｢サワイ｣
オノン オノンドライシロップ１０％
オプソ オプソ内服液５ｍｇ　２.５ｍＬ
オプソ オプソ内服液１０ｍｇ ５ｍL
オメプ オメプラール錠２０ｍｇ
オメプ オメプラール錠１０ｍｇ
オルケ オルケディア錠１ｍｇ
オルケ オルケディア錠２ｍｇ
オルミ オルミエント錠２ｍｇ
オルミ オルミエント錠４ｍｇ
オルメ オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ｢ＤＳＥＰ」
オルメ オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ
オロパ オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サンド」
オング オングリザ錠５ｍｇ
オング オングリザ錠２.５ｍｇ
カイト カイトリル錠２ｍｇ
ガスコ ガスコン錠４０ｍｇ
ガスコ ガスコンドロップ内用液２％
ガスト ガストログラフイン経口・注腸用
ガスモ ガスモチン散１％
カタプ カタプレス錠７５μｇ
カデュ カデュエット配合錠１番
カデュ カデュエット配合錠２番
カデュ カデュエット配合錠３番
カデュ カデュエット配合錠４番
カナグ カナグル錠１００ｍｇ
ガナト ガナトン錠５０ｍｇ
カナマ カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」
カナリ カナリア配合錠
カバサ カバサール錠０.２５ｍｇ
カバサ カバサール錠１.０ｍｇ
ガバペ ガバペン錠２００ｍｇ
ガバペ ガバペン錠３００ｍｇ
カプト カプトリル錠２５ｍｇ
カペシ カペシタビン錠３００ｍｇ｢ヤクル
カリジ カリジノゲナーゼ錠５０単位｢サワイ｣
カリメ カリメート散(５ｇ/包)
カルタ カルタンＯＤ錠５００ｍｇ
カルデ カルデナリン錠２ｍｇ
カルナ カルナクリン錠５０単位
カルナ カルナクリン錠２５単位
カルフ カルフィーナ錠０．５μg
カルブ カルブロック錠８ｍｇ
カルブ カルブロック錠１６ｍｇ
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カルベ カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」
カルベ カルベジロール１．２５ｍｇ「トーワ」
カルベ カルベジロール錠２．５ｍｇ「トーワ」
カルボ カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」
カルボ カルボシステイン錠５００ｍｇ｢サワイ｣
カルボ カルボシステインドライシロップ５０％
カロナ カロナール細粒５０％
カロナ カロナール錠５００ｍｇ
カロナ カロナール錠２００ｍｇ
カロナ カロナール錠３００ｍｇ
カンデ カンデサルタン錠８ｍｇ｢サワイ｣
キシロ キシロカインビスカス２％
キック キックリンカプセル２５０ｍｇ
キネダ キネダック錠５０ｍｇ
キプレ キプレス錠１０ｍｇ
きゅう 球形吸着炭細粒｢マイラン｣２ｇ
きゅう 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」
きゅう 球形吸着炭カプセル２８６ｍｇ「日医工」
グーフ グーフィス錠５ｍｇ
クエチ クエチアピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」
クエチ クエチアピン錠１００ｍｇ「ヨシトミ」
クエチ クエチアピン錠１２．５ｍｇ｢MEEK｣
クエン クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」
グラク グラクティブ錠５０ｍｇ
グラク グラクティブ錠１００ｍｇ
グラケ グラケーカプセル１５ｍｇ
グラセ グラセプターカプセル１ｍｇ
グラセ グラセプターカプセル０．５ｍｇ
グラマ グラマリール錠５０ｍｇ
クラリ クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ
クラリ クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タナベ」
クラリ クラリチン錠１０ｍｇ
グラン グランダキシン錠５０ｍｇ
クリア クリアミン配合錠Ｓ０．５
クリア クリアナール錠２００ｍｇ
グリチ グリチロン配合錠
グリミ グリミクロン錠４０ｍｇ
グリミ グリミクロンHA錠２０ｍｇ
グリメ グリメピリド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」
グリメ グリメピリド錠０.５ｍｇ「ＥＭＥＣ」
グルコ グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ/ｇ(１ｇ/包)
グルフ グルファスト錠１０ｍｇ
グルベ グルベス配合錠
グレー グレースビット錠５０ｍｇ
クレス クレストール錠２.５ｍｇ
クレス クレストール錠５ｍｇ

 2020.05.31時点



内服薬

クレス クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ
クレス クレストールＯＤ錠５ｍｇ
クレミ クレミン錠２５ｍｇ
クレメ クレメジン速崩錠５００ｍｇ
クロピ クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
クロピ クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
クロピ クロピドグレル錠５０ｍｇ｢サワイ｣
ケアラ ケアラム錠２５ｍｇ
ケイキ ケイキサレートドライシロップ７６％
ケイコ 経口用トロンビン細粒１万単位
ケタス ケタスカプセル１０ｍｇ
ケフラ ケフラールカプセル２５０ｍｇ
ケフラ ケフラール細粒小児用１００ｍｇ
ケフレ ケフレックスシロップ用細粒（1００ｍｇ/ｇ）
コート コートン錠２５ｍｇ
コート コートリル錠１０ｍｇ
コスパ コスパノン錠４０ｍｇ
コニー コニール錠４ｍｇ
コバシ コバシル錠４ｍｇ
コムタ コムタン錠１００ｍｇ
コメリ コメリアンコーワ錠５０ｍｇ
コリオ コリオパンカプセル５ｍｇ
コルヒ コルヒチン錠０.５ｍｇ「タカタ」
コレア コレアジン錠１２．５ｍｇ
コレバ コレバイン錠５００ｍｇ
コロネ コロネル錠５００ｍｇ
コンサ コンサータ錠２７ｍｇ
コント コントミン糖衣錠２５ｍｇ
コント コントール散１０％（１００ｍｇ/ｇ）
コント コントミン糖衣錠１２．５ｍ
サアミ サアミオン錠５ｍｇ
ザイザ ザイザル錠５ｍｇ
ザイテ ザイティガ錠２５０ｍｇ
サイト サイトテック錠２００μｇ
ザイボ ザイボックス錠６００ｍｇ
サイレ サイレース錠１ｍｇ
サイレ サイレース錠２ｍｇ
ザイロ ザイロリック錠１００ｍｇ
サイン サインバルタカプセル２０ｍｇ
ザクラ ザクラス配合錠ＨＤ
ザクラ ザクラス配合錠LD
ザファ ザファテック錠１００ｍｇ
サムス サムスカＯＤ錠１５ｍｇ
サムス サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ
サムス サムスカ錠１５ｍｇ
サムス サムスカ錠７．５ｍｇ
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サラゾ サラゾピリン錠５００ｍｇ
サラゾ サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「ＪＧ」
サラゾ サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg｢日医工」
ザルテ ザルティア錠２．５ｍｇ
ザロン ザロンチンシロップ５％
サワシ サワシリン細粒１０％ 100mg
サンカ 酸化マグネシウム原末「マルイシ」
サンリ サンリズムカプセル５０ｍｇ
サンリ サンリズムカプセル２５ｍｇ
ジアゼ ジアゼパム錠２｢トーワ｣２ｍｇ
ジアゼ ジアゼパム錠５｢トーワ｣ ５ｍｇ
ジーラ ジーラスタ皮下注3.6mg 0.36mL
ジェイ ジェイゾロフト錠２５ｍｇ
ジェニ ジェニナック錠２００ｍｇ
シクロ シクロスポリンカプセル２５ｍｇ｢ＴＣ｣
シクロ シクロスポリンカプセル２５ｍｇ｢日医工｣
ジショ 次硝酸ビスマス
ジスロ ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ
ジスロ ジスロマック錠２５０ｍｇ
シナー シナール配合顆粒（１ｇ/包)
シナー シナール配合顆粒
ジフェ ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ｢トーワ｣
ジフェ ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ｢日医工｣
ジフル ジフルカンカプセル５０ｍｇ
ジプレ ジプレキサ錠５ｍｇ
ジプレ ジプレキサ錠１０ｍｇ
シベノ シベノール錠１００ｍｇ
シベノ シベノール錠５０ｍｇ
シメチ シメチジン錠４００ｍｇ「サワイ」
ジャデ ジャディアンス錠１０ｍｇ
ジャデ ジャディアンス錠２５ｍｇ
ジャヌ ジャヌビア錠２５ｍｇ
ジャヌ ジャヌビア錠５０ｍｇ
シュア シュアポスト錠０．５ｍｇ
シュウ 臭化カリウム
ジルテ ジルテック錠１０ｍｇ
シルニ シルニジピン錠１０ｍｇ｢サワイ｣
シロス シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」
シロス シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」
シロド シロドシンＯＤ錠４ｍｇ｢ＤＳＥＰ｣
シング シングレア錠１０ｍｇ
シング シングレア錠５ｍｇ
スイン スインプロイク錠０．２ｍｇ
スーグ スーグラ錠５０ｍｇ
スージ スージャヌ配合錠
スジ ＳＧ配合顆粒(１ｇ/包)
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スター スターシス錠３０ｍｇ
スター スターシス錠９０ｍｇ
スタレ スタレボ配合錠Ｌ５０
スタレ スタレボ配合錠Ｌ１００
ステー ステーブラＯＤ錠０.１ｍｇ
ステー ステーブラ錠０．１ｍｇ
ストミ ストミンＡ配合錠
ストロ ストロカイン錠５ｍｇ
ストロ ストロメクトール錠３ｍｇ
スピロ スピロノラクトン錠２５ｍｇ｢CH｣
スピロ スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」
スプリ スプリセル錠２０ｍｇ
スマト スマトリプタン錠５０ｍｇ｢アスペン｣
スマト スマトリプタン錠50ｍｇ｢日医工｣
スルピ スルピリド錠５０ｍｇ｢サワイ｣
セイブ セイブル錠５０ｍｇ
ゼチー ゼチーア錠１０ｍｇ
セディ セディール錠１０ｍｇ
セパゾ セパゾン錠１ｍｇ
セパゾ セパゾン散１％（１０ｍｇ/ｇ）
セファ セファレキシン錠｢日医工｣ ２５０
セファ セファドール錠２５ｍｇ
ゼフィ ゼフィックス錠１００ｍｇ
セフカ セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」
セララ セララ錠２５ｍｇ
セララ セララ錠５０ｍｇ
セルシ セルシン散１％（１０ｍｇ/ｇ）
セルシ ２ｍｇセルシン錠
セルシ ５ｍｇセルシン錠
セルセ セルセプトカプセル２５０ｍｇ
セルト セルトラリンOD錠２５ｍｇ｢トーワ｣
セルニ セルニルトン錠
セルベ セルベックス細粒１０％
セレキ セレキノン錠１００ｍｇ
セレギ セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ｢タイヨー｣
セレコ セレコックス錠１００ｍｇ
セレジ セレジストＯＤ錠５ｍｇ
セレス セレスターナ配合錠
セレナ セレナール錠１０ｍｇ
セレニ セレニカR顆粒４０％（４００ｍｇ/
セレネ セレネース錠０.７５ｍｇ
セレネ セレネース錠１ｍｇ
セレネ セレネース錠１.５ｍｇ
セレネ セレネース錠３ｍｇ
ゼロー ゼローダ錠３００ｍｇ
セロケ セロケン錠２０ｍｇ
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センノ センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」
ゾーミ ゾーミッグＲＭ錠２.５ｍｇ
ソラナ ソラナックス０.４ｍｇ錠
ソラン ソランタール錠１００ｍｇ
ゾルピ ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サワイ」
ゾルピ ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」
ダイア ダイアモックス錠２５０ｍｇ
ダイア ダイアート錠３０ｍｇ
タウリ タウリン散９８％「大正」１.02ｇ
タクロ タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」
タケキ タケキャブ錠１０ｍｇ
タケキ タケキャブ錠２０ｍｇ
タケプ タケプロンＯＤ錠１５ｍｇ
タチオ タチオン錠５０ｍｇ
タナト タナトリル錠５ｍｇ
タナド タナドーパ顆粒(１ｇ/包)
タフマ タフマックＥ配合カプセル
タミフ タミフルカプセル７５ｍｇ
タミフ タミフルドライシロップ３％（３０ｍｇ/ｇ）
タムス タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ｢ファイザー｣
タムス タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０.２ｍｇ「サワイ」
ダラシ ダラシンカプセル１５０ｍｇ
タリー タリージェ錠５ｍｇ
タリー タリージェ錠２．５ｍｇ
タリー タリージェ錠１０ｍｇ
タリー タリージェ錠１５ｍｇ
ダルメ ダルメートカプセル１５ｍｇ
タンサ 炭酸水素ナトリウム｢ニッコー｣
タンシ 単シロップ
ダント ダントリウムカプセル２５ｍｇ
タンニ タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」
タンボ タンボコール錠５０ｍｇ
チアト チアトンカプセル１０ｍｇ
チアプ チアプリド錠５０ｍｇ｢サワイ｣
チウラ チウラジール錠５０ｍｇ
チザニ チザニジン錠１ｍｇ｢サワイ｣(筋緊張緩和剤)
チバセ チバセン錠５ｍｇ
チャン チャンピックス錠０.５ｍｇ
チャン チャンピックス錠１ｍｇ
チョウ 調剤用パンビタン末
チラー チラーヂンＳ錠５０μｇ
チラー チラーヂンＳ錠２５μｇ
チラー チラーヂンＳ錠１００μｇ
チラー チラーヂンＳ錠１２．５μｇ
ツムラ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒【２８】
ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒【１】（1包２．５ｇ）
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ツムラ ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒【２】
ツムラ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒【１３７】
ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒【２４】
ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒【１０７】
ツムラ ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒【５０】
ツムラ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒【６０】
ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒【２５】
ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒【１７】
ツムラ ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒【６８】
ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒【４８】
ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒【５１】
ツムラ ツムラ小青竜湯エキス顆粒【１９】
ツムラ ツムラ真武湯エキス顆粒【３０】
ツムラ ツムラ清肺湯エキス顆粒【９０】
ツムラ ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒【８４】
ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒【１００】
ツムラ ツムラ治打撲一方エキス顆粒【８９】
ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒【４７】
ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒【４０】
ツムラ ツムラ桃核承気湯エキス顆粒【６１】
ツムラ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒【３８】
ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒【２３】
ツムラ ツムラ二朮湯エキス顆粒【８８】
ツムラ ツムラ麦門冬湯エキス顆粒【２９】
ツムラ ツムラ八味地黄丸エキス顆粒【７】
ツムラ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒【１４】
ツムラ ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒【３４】
ツムラ ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒【２０】
ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒【６２】
ツムラ ツムラ補中益気湯エキス顆粒【４１】
ツムラ ツムラ麻黄湯エキス顆粒【２７】
ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒【１２６】
ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒【５４】
ツムラ ツムラ六君子湯エキス顆粒【４３】
ツムラ ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒【１５】
ツムラ ツムラ乙字湯エキス顆粒【３】
ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒【１３８】
ツムラ ツムラ桂枝湯エキス顆粒【４５】
ツムラ ツムラ桂枝加朮附湯ｴｷｽ顆粒【１８】　２．５ｇ
ツムラ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒【31】（1包２．５ｇ）
ツムラ ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴｷｽ顆粒(医
ツムラ ツムラ柴苓湯エキス顆粒【１１4】
ツムラ ツムラ小建中湯エキス顆粒【９９】　2.5g
ツムラ ツムラ清暑益気湯エキス顆粒【１３
ツムラ ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒【１１１】
ツムラ ツムラ疎経活血湯ｴｷｽ顆粒(医療用)２．５ｇ/包
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ツムラ ツムラ大柴胡湯エキス顆粒【８】
ツムラ ツムラ人参養栄湯ｴｷｽ顆粒【１０８
ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒【１６
ツムラ ツムラ麻黄附子細辛湯ｴｷｽ顆粒【１２７】
ツムラ ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒【３９】２．５ｇ
ディア ディアコミットドライシロップﾟ分包２５０ｍｇ
ティー ティーエスワン配合顆粒T20 20mg
ティー ティーエスワン配合カプセルＴ２０ｍｇ
ティー ティーエスワン配合カプセルＴ２５ｍｇ
ディオ ディオバンOD錠８０ｍｇ
ディレ ディレグラ配合錠
テオフ テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」
テオフ テオフィリンドライシロップ２０％「タカタ」
テオロ テオロング錠２００ｍｇ
デカド デカドロン錠０.５ｍｇ
デカド デカドロン錠4mg
テクフ テクフィデラカプセル１２０ｍｇ
テクフ テクフィデラカプセル２４０ｍｇ
テグレ テグレトール細粒５０％（５００ｍｇ/ｇ）
テグレ テグレトール錠１００ｍｇ
テグレ テグレトール錠２００ｍｇ
デザレ デザレックス錠５ｍｇ
テシプ テシプール錠１ｍｇ
デジレ デジレル錠２５ｍｇ
デトル デトルシトールカプセル４ｍｇ
テネリ テネリア錠２０ｍｇ
テノー テノーミン錠２５ｍｇ
デノタ デノタスチュアブル配合錠
デパケ デパケン錠１００ｍｇ
デパケ デパケンＲ錠１００ｍｇ
デパケ デパケン細粒２０％（２００ｍｇ/
デパケ デパケン細粒４０％（４００ｍｇ/
デパケ デパケン錠２００ｍｇ
デパケ デパケンＲ錠２００ｍｇ
デパス デパス錠０.５ｍｇ
デパス デパス錠１ｍｇ
デパス デパス錠０．２５ｍｇ
テプレ テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」
デベル デベルザ錠２０ｍｇ
テモゾ テモゾロミド錠２０ｍｇ｢ＮＫ｣
テモゾ テモゾロミド錠１００ｍｇ｢ＮＫ｣
テモダ テモダールカプセル２０ｍｇ
テモダ テモダールカプセル１００ｍｇ
デュフ デュファストン錠5mg
テラム テラムロ配合錠ＡＰ｢ＤＳＥＰ｣
テラム テラムロ配合錠BP｢ＤＳＥＰ｣
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テルネ テルネリン錠１ｍｇ
テルビ テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＮＰ」
テルペ テルペラン錠５ｍｇ
テルミ テルミサルタン錠４０ｍｇ｢ＤＳＥＰ｣
トアラ トアラセット配合錠｢ＤＳＥＰ｣
ドグマ ドグマチール錠５０ｍｇ
ドネペ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ｢サワイ｣
ドネペ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ｢Ｄ
ドネペ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」
ドネペ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ｢Ｄ
ドネペ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ｢
ドパコ ドパコール配合錠Ｌ１００
ドパコ ドパコール配合錠Ｌ５０
ドパス ドパストン散９８．５％
ドパゾ ドパゾール錠２００ｍｇ
トビエ トビエース錠４ｍｇ
トピナ トピナ錠５０ｍｇ
トピナ トピナ錠２５ｍｇ
ドプス ドプスＯＤ錠１００ｍｇ
ドプス ドプスＯＤ錠２００ｍｇ
トフラ トフラニール錠１０ｍｇ
トフラ トフラニール錠２５ｍｇ
ドミン ドミン錠０．４ｍｇ
ドラー ドラール錠１５ｍｇ
トライ トライコア錠５３．３ｍｇ
トラゼ トラゼンタ錠５ｍｇ
トラデ トラディアンス配合錠ＡＰ
トラデ トラディアンス配合錠ＢＰ
トラネ トラネキサム酸錠２５０ｍｇ｢日医工｣
トラネ トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ｣
トラピ トラピジル錠１００ｍｇ「サワイ」
トラベ トラベルミン配合錠
トラマ トラマールＯＤ錠２５ｍｇ
トラマ トラマールＯＤ錠５０ｍｇ
トラム トラムセット配合錠
トリク トリクロリールシロップ１０％
トリク トリクロルメチアジド錠２ｍｇ｢トーワ｣
トリク トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「タイヨー」
トリプ トリプタノール錠１０ｍｇ
トリプ トリプタノール錠２５ｍｇ
トリヘ トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ｢アメル｣
トリモ トリモール錠２ｍｇ
トレー トレーランＧ液７５ｇ　２２５ｍＬ
トレド トレドミン錠１５ｍｇ
トレド トレドミン錠２５ｍｇ
トレリ トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ
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トレリ トレリーフＯＤ錠５０ｍｇ
ドロキ ドロキシドパカプセル１００ｍｇ｢日医工｣
ドンペ ドンペリドン錠１０ｍｇ｢サワイ｣
ドンペ ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」
ナイキ ナイキサン錠１００ｍｇ
ナトリ ナトリックス錠１ｍｇ
ナルサ ナルサス錠２ｍｇ
ナルサ ナルサス錠６ｍｇ
ナルサ ナルサス錠１２ｍｇ
ナルサ ナルサス錠２４ｍｇ
ナルラ ナルラピド錠１ｍｇ
ナルラ ナルラピド錠２ｍｇ
ナルラ ナルラピド錠４ｍｇ
ニコチ ニコチン酸アミド散１０％｢ゾンネ｣
ニコラ ニコランジル錠５ｍｇ｢サワイ｣
ニザチ ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「サワイ」
ニザチ ニザチジンカプ７５ｍｇ「サワイ」
ニセル ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」
ニトロ ニトロールＲカプセル２０ｍｇ
ニトロ ニトロール錠５ｍｇ
ニトロ ニトロペン舌下錠０.３ｍｇ
ニフェ ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」
ニフェ ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」
ニュウ 乳糖
ネオー ネオーラル１０ｍｇカプセル
ネオー ネオーラル２５ｍｇカプセル
ネオド ネオドパゾール配合錠
ネオド ネオドパストン配合錠Ｌ１００
ネキシ ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ
ネキシ ネキシウムカプセル２０ｍｇ
ネキシ ネキシウムカプセル１０ｍｇ
ネクサ ネクサバール錠２００ｍｇ
ノイキ ノイキノン錠１０ｍｇ
ノイロ ノイロトロピン錠４単位
ノイロ ノイロビタン配合錠
ノウリ ノウリアスト錠２０ｍｇ
ノバミ ノバミン錠５ｍｇ
ノベル ノベルジン錠５０ｍｇ
ノリト ノリトレン錠１０ｍｇ
ハーフ ハーフジゴキシンＫＹ錠０.１２５ｍｇ
ハーボ ハーボニー配合錠
パーロ パーロデル錠２.５ｍｇ
バイア バイアスピリン錠１００ｍｇ
バイア バイアグラ錠５０ｍｇ
ハイゼ ハイゼット錠５０ｍｇ
ハイド ハイドレアカプセル５００ｍｇ
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ハイペ ハイペン錠２００ｍｇ
ハイボ ハイボン錠２０ｍｇ
パキシ パキシル錠１０ｍｇ
パキシ パキシル錠２０ｍｇ
バクト バクトラミン配合錠
パシー パシーフカプセル３０ｍｇ
パシー パシーフカプセル６０ｍｇ
パシー パシーフカプセル１２０ｍｇ
パセト パセトシンカプセル２５０ｍｇ
バップ バップフォー錠１０ｍｇ
パナル パナルジン錠１００ｍｇ
バファ バファリン配合錠Ａ３３０ ３３０ｍｇ
バファ バファリン配合錠Ａ８１　８１ｍｇ
バラシ バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」
バラシ バラシクロビル顆粒５０％｢日医工｣
パラミ パラミヂンカプセル３００ｍｇ
パリエ パリエット錠１０ｍｇ
パリエ パリエット錠２０ｍｇ
パリエ パリエット錠５ｍｇ
ハリゾ ハリゾンシロップ１００ｍｇ/ｍL
バリブ バリブライトＰ９８％
バルサ バルサルタン４０ｍｇ錠
ハルシ ハルシオン０.２５ｍｇ錠
バルト バルトレックス錠５００ｍｇ
ハルナ ハルナールＤ錠０．２ｍｇ
バルネ バルネチール錠５０ｍｇ
バルプ バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」
パルモ パルモディア錠０．１ｍｇ
パロキ パロキセチン錠１０ｍｇ｢アスペン｣
パロキ パロキセチン錠２０ｍｇ｢アスペン｣
バロス バロス発泡顆粒
バンコ バンコマイシン塩酸塩散０.５ｇ｢ＭＥＥＫ｣５００ｍｇ
パント パントシン錠２００ｍｇ
パント パントシン錠１００ｍｇ
ビ・シ ビ・シフロール錠０.１２５ｍｇ
ビ・シ ビ・シフロール錠０.５ｍｇ
ピアー ピアーレシロップ６５％
ピーエ ＰＬ配合顆粒(１ｇ/包)
ピーエ ピーエイ配合錠
ピーゼ ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ
ビーマ ビーマス配合錠
ピオグ ピオグリタゾン錠１５ｍｇ｢ＮＰ｣
ピオグ ピオグリタゾン錠３０ｍｇ｢ＮＰ」
ビオチ ビオチン散０．２％｢フソー｣
ビオフ ビオフェルミンＲ散(１ｇ/包)
ビオフ ビオフェルミン配合散
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ビオフ ビオフェルミン錠剤
ビカル ビカルタミド錠８０ｍｇ｢ファイザー｣
ビカル ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」
ピコス ピコスルファートＮａ内用液０.７５％「日医工」１０ｍＬ
ビソプ ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ｢テバ｣
ビソプ ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg｢ﾃﾊﾞ｣
ビソル ビソルボン錠４ｍｇ
ビタメ ビタメジン配合カプセルＢ２５
ヒダン ヒダントールＦ配合錠
ピドキ ピドキサール錠１０ｍｇ
ピドキ ピドキサール錠２０ｍｇ
ビビア ビビアント錠２０ｍｇ
ビブラ ビブラマイシン錠１００ｍｇ
ビムパ ビムパット錠１００ｍｇ
ビムパ ビムパット錠５０ｍｇ
ビムパ ビムパットドライシロップ１０％
ピモベ ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ
ビラノ ビラノア錠２０ｍｇ
ピラマ ピラマイド原末
ピルシ ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ｢日医工｣
ヒルナ ヒルナミン錠５ｍｇ
ヒルナ ヒルナミン錠２５ｍｇ
ピレチ ピレチア錠５ｍｇ
ピレチ ピレチア錠２５ｍｇ
ファム ファムビル錠250mg
ファモ ファモチジンＤ錠２０ｍｇ｢サワイ｣
ファロ ファロム錠２００ｍｇ
ファロ ファロム錠１５０ｍｇ
ファロ ファロムドライシロップ小児用１０
フィコ フィコンパ錠２ｍｇ
フィコ フィコンパ錠４ｍｇ
ブイフ ブイフェンド錠５０ｍｇ
フェキ フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ｢ＳＡＮＩＫ」
フェノ フェノバルビタール散１０％「マル
フェノ フェノバール錠３０ｍｇ
フェブ フェブリク錠２０ｍｇ
フェブ フェブリク錠１０ｍｇ
フェマ フェマーラ錠２．５ｍｇ
フェロ フェロベリン配合錠
フェロ フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ
フオイ フオイパン錠１００ｍｇ
フォサ フォサマック錠３５ｍｇ
フォシ フォシーガ錠５ｍｇ
フォシ フォシーガ錠１０ｍｇ
フォリ フォリアミン錠５ｍｇ
フォリ フォリアミン散１０％（１００ｍｇ
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フクゴ 複合アレビアチン配合錠
フスコ フスコデ配合シロップ
フスコ フスコデ配合錠
ブスコ ブスコパン錠１０ｍｇ

ﾌﾟﾗ ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg
プラザ プラザキサカプセル７５ｍｇ
プラザ プラザキサカプセル１１０ｍｇ
フラジ フラジール内服錠２５０ｍｇ
プラバ プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」
プラビ プラビックス錠７５ｍｇ
プラミ プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
プラミ プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
プラミ プラミペキソール塩酸塩LA錠０．３７５ｍｇＭＩ「ＤＳＥＰ」
プラミ プラミペキソール塩酸塩LA錠１．５ｍｇＭＩ「ＤＳＥＰ」
プラン プランルカストカプセル１１２．５ｍ｢サワイ｣
プラン プランルカストカプセル１１２.５ｍｇ「日医工」
フリバ フリバスＯＤ錠５０ｍｇ
フリバ フリバスＯＤ錠７５ｍｇ
フリバ フリバスＯＤ錠２５ｍｇ
プリミ プリミドン細粒９９.５％「日医工」
プリミ プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」
プリン プリンペラン錠５ｍｇ
フルス フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トー
フルニ フルニトラゼパム錠１ｍｇ｢JG｣
フルニ フルニトラゼパム錠２ｍｇ｢JG｣
フレカ フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ｢ファイザー｣
プレタ プレタールＯＤ錠１００ｍｇ
ブレデ ブレディニン錠５０ｍｇ
プレド プレドニン錠５ｍｇ
プレド プレドニゾロン錠１ｍｇ(旭化成)
プレマ プレマリン錠０．６２５ｍｇ
プレミ プレミネント配合錠ＬＤ
プロ・ プロ・バンサイン錠１５ｍｇ
プログ プログラフ顆粒０．２ｍｇ
プログ プログラフカプセル１ｍｇ
プログ プログラフカプセル０．５ｍｇ
プロサ プロサイリン錠２０μｇ
プロス プロスタールL錠５０ｍｇ
フロセ フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」
プロタ プロタノールＳ錠１５ｍｇ
ブロチ ブロチゾラム錠０.２５ｍｇ「サワイ」
ブロチ ブロチゾラムＯＤ錠０.２５ｍｇ
プロテ プロテカジン錠１０ｍｇ
プロパ プロパジール錠５０ｍｇ
ブロプ ブロプレス錠８ｍｇ
プロベ プロベラ錠２．５ｍｇ
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プロペ プロペシア錠１ｍｇ
プロマ プロマック顆粒１５％(０．５ｇ/包)
フロリ フロリネフ錠０.１ｍｇ
フロリ フロリードゲル経口用２％　５ｇ
ベオー ベオーバ錠５０ｍｇ
ベザフ ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」
ベシケ ベシケアＯＤ錠５ｍｇ
ベシケ ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ
ベタニ ベタニス錠２５ｍｇ
ベタニ ベタニス錠５０ｍｇ
ベタヒ ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」
ベニジ ベニジピン塩酸塩錠4mg｢タナベ｣
ベネッ ベネット錠１７．５ｍｇ
ベネッ ベネット錠７５ｍｇ
ベネッ ベネット錠１７.５ｍｇ
ベネト ベネトリン錠２ｍｇ
ヘプセ ヘプセラ錠１０ｍｇ
ベプリ ベプリコール錠５０ｍｇ
ベポタ ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ｢タナベ｣
ベムリ ベムリディ錠２５ｍｇ
ベラパ ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ｢JG｣
ペリア ペリアクチン錠４ｍｇ
ペリア ペリアクチン散１％(１０ｍｇ/ｇ)
ペリア ペリアクチンシロップ０．０４％
ペルサ ペルサンチン錠２５ｍｇ
ベルソ ベルソムラ錠１５ｍｇ
ベルソ ベルソムラ錠１０ｍｇ
ヘルベ ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ
ヘルベ ヘルベッサー錠３０ｍｇ
ペルマ ペルマックス錠５０μｇ
ペルマ ペルマックス錠２５０μｇ
ペロス ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ｢アメル｣
ベンコ ベンコール配合錠
ベンザ ベンザリン細粒１％（１０ｍｇ/ｇ
ベンザ ベンザリン錠５ｍｇ
ベンザ ベンザリン錠１０ｍｇ
ベンズ ベンズブロマロン５０ｍｇ｢トーワ｣
ペンタ ペンタサ顆粒９４％（500ｍｇ/包）
ペンタ ペンタサ錠２５０ｍｇ
ペンタ ペンタサ錠５００ｍｇ
ボグリ ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ｢武田テバ｣
ボグリ ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ｢武
ボグリ ボグリボースＯＤ錠０.２ｍｇ「サワイ」
ボグリ ボグリボースＯＤ錠０.３ｍｇ「サワイ」
ホスミ ホスミシン錠５００ｍｇ
ホスリ ホスリボン配合顆粒 １００mg
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ホスレ ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ
ホスレ ホスレノールチュアブル錠２５０ｍｇ
ボナロ ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ
ボノサ ボノサップパック８００
ポラプ ポラプレジンク顆粒１５％｢CH｣（０．５ｇ/包）
ポララ ポララミン錠２ｍｇ
ポリフ ポリフル錠５００ｍｇ
ポリフ ポリフル細粒８３.３％　０.６ｇ
ボルタ ボルタレンＳＲカプセル３７.５ｍｇ
ボルタ ボルタレン錠２５ｍｇ
ホンゾ 本草小柴胡湯エキス顆粒－Ｍ【９】
ポンタ ポンタールカプセル２５０ｍｇ
ボンビ ボンビバ錠１００ｍｇ
マイス マイスタン細粒１％（１０ｍｇ/ｇ
マイス マイスタン錠１０ｍｇ
マイス マイスリー錠１０ｍｇ
マイテ マイテラーゼ錠１０ｍｇ
マグコ マグコロール２５０ｍＬ
マクサ マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ
マクサ マクサルト錠１０ｍｇ
マグミ マグミット錠２５０ｍｇ
マグミ マグミット錠３３０ｍｇ
マグミ マグミット錠５００ｍｇ
マドパ マドパー配合錠
マリゼ マリゼブ錠２５ｍｇ
マルタ マルタミン注射用
ミオナ ミオナール錠５０ｍｇ
ミカム ミカムロ配合錠ＡＰ
ミカム ミカムロ配合錠ＢＰ
ミカル ミカルディス錠４０ｍｇ
ミグシ ミグシス錠５ｍｇ
ミグリ ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ｢サワイ｣
ミコン ミコンビ配合錠BP
ミチグ ミチグリニドCa･OD錠１０ｍｇ｢JG」
ミドド ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」
ミニリ ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ
ミネブ ミネブロ錠２．５ｍｇ
ミノマ ミノマイシンカプセル１００ｍｇ
ミノマ ミノマイシン錠５０ｍｇ
ミヤＢ ミヤＢＭ細粒
ミヤＢ ミヤＢＭ錠
ミラペ ミラペックスＬＡ錠０.３７５ｍｇ
ミラペ ミラペックスＬＡ錠１.５ｍｇ
ミルタ ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ｢ニプロ｣
ミンク ミンクリア内用散布液０.８％　２０ｍＬ
ムコス ムコスタ錠１００ｍｇ
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ムコダ ムコダイン錠２５０ｍｇ
ムコダ ムコダイン錠５００ｍｇ
メイア メイアクトMS錠１００ｍｇ
メイラ メイラックス錠１ｍｇ
メイロ メイロン静注７％２５０ｍｌ
メイン メインテート錠２．５ｍｇ
メキシ メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」
メサラ メサラジン錠２５０ｍｇ｢サワイ｣
メサラ メサラジン錠２５０ｍｇ｢日医工｣
メスチ メスチノン錠６０ｍｇ
メタク メタクト配合錠ＬＤ
メチコ メチコバール錠５００μｇ
メチコ メチコバール細粒０．１％ ５００mg
メチコ メチコバール錠２５０μｇ
メトプ メトプロロール酒石酸塩錠20mg｢サワイ｣
メトホ メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ニプロ」
メトホ メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「日医工」
メネシ メネシット配合錠１００
メマリ メマリーＯＤ錠５ｍｇ
メマリ メマリーＯＤ錠１０ｍｇ
メマリ メマリーＯＤ錠２０ｍｇ
メルカ メルカゾール錠５ｍｇ
モービ モービック錠１０ｍｇ
モサプ モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
モサプ モサプリドクエン酸塩散１％｢日医
モディ モディオダール錠１００ｍｇ
モビコ モビコール配合内用剤 ６．８５２３ｇ
モルペ モルペス細粒2%
ヤクヨ 薬用炭
ユーエ ユーエフティ配合カプセルT100 100mg(テガフール相当量)
ユーゼ ユーゼル錠２５ｍｇ
ユービ ユービット錠１００ｍｇ
ユーロ ユーロジン２ｍｇ錠
ユニシ ユニシア配合錠ＨＤ
ユニフ ユニフィルLA錠２００ｍｇ
ユニフ ユニフィルLA錠４００ｍｇ
ユベラ ユベラＮカプセル１００ｍｇ
ユベラ ユベラＮ細粒４０％（４００ｍｇ/
ユベラ ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ
ユリー ユリーフ錠４ｍｇ
ユリー ユリーフOD錠２ｍｇ
ユリノ ユリノーム錠５０ｍｇ
ヨウジ 幼児用ＰＬ配合顆粒(１ｇ/包)
ヨウ化 ヨウ化カリウム「日医工」
ヨウ化 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ｢日医工｣
ヨーデ ヨーデルＳ糖衣錠－８０ｍｇ
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ヨクイ ヨクイニンエキス錠｢コタロー｣
ラキソ ラキソベロン錠２．５ｍｇ
ラキソ ラキソベロン液０.７５％　１０ｍ
ラコ－ ラコ－ルＮＦ配合経腸用液４００ｍＬ
ラコー ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤３００ｇ
ラコー ラコールＮＦ配合経腸用液２００ｍＬ
ラシッ ラシックス錠１０ｍｇ
ラジレ ラジレス錠１５０ｍｇ
ラステ ラステットＳカプセル５０ｍｇ
ラニラ ラニラピッド錠０.０５ｍｇ
ラミク ラミクタール錠１００ｍｇ
ラミク ラミクタール錠小児用２ｍｇ
ラミク ラミクタール錠小児用５ｍｇ
ラミク ラミクタール錠２５ｍｇ
ラミシ ラミシール錠１２５ｍｇ
ラモト ラモトリギン錠２５ｍｇ｢サワイ｣
ランソ ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」
ランソ ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」
ランソ ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ｢サワイ」
リーゼ リーゼ錠５ｍｇ
リーバ リーバクト配合顆粒(４．１５ｇ/包)
リーマ リーマス錠２００ｍｇ
リウマ リウマトレックスカプセル２ｍｇ
リオナ リオナ錠２５０ｍｇ
リオレ リオレサール錠１０ｍｇ
リカバ リカバリンカプセル２５０ｍｇ
リカル リカルボン錠５０ｍｇ
リクシ リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ
リクシ リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ
リザベ リザベンカプセル１００ｍｇ
リスパ リスパダール内用液２ｍｇ/２ｍＬ
リスペ リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシトミ」
リスペ リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「ヨシトミ」
リスペ リスペリドン内用液１ｍｇ/ｍＬ「ヨシトミ」０．１％
リスペ リスペリドン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」
リズミ リズミック錠１０ｍｇ
リスモ リスモダンＲ錠１５０ｍｇ
リセド リセドロン酸Na塩錠１７．５ｍｇ｢タナベ｣
リセド リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ｢
リセド リセドロン酸Na錠７５ｍｇ｢トーワ｣
リタリ リタリン錠１０ｍｇ
リネゾ リネゾリド錠６００ｍｇ｢サワイ｣
リパク リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包
リバロ リバロ錠１ｍｇ
リバロ リバロ錠２ｍｇ
リバロ リバロ錠４ｍｇ
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内服薬

リバロ リバロＯＤ錠１ｍｇ
リバロ リバロＯＤ錠２ｍｇ
リバロ リバロＯＤ錠４ｍｇ
リピデ リピディル錠５３．３ｍｇ
リピデ リピディル錠８０ｍｇ
リピト リピトール錠５ｍｇ
リファ リファジンカプセル１５０ｍｇ
リフキ リフキシマ錠２００ｍｇ
リフレ リフレックス錠１５ｍｇ
リボト リボトリール細粒０.１％（１ｍｇ/
リボト リボトリール錠０.５ｍｇ
リボト リボトリール錠１ｍｇ
リマチ リマチル錠１００ｍｇ
リマチ リマチル錠５０ｍｇ
リマプ リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」
リリカ リリカＯＤ錠２５ｍｇ
リリカ リリカＯＤ錠７５ｍｇ
リリカ リリカＯＤ錠１５０ｍｇ
リリカ リリカカプセル２５ｍｇ
リリカ リリカカプセル７５ｍｇ
リリカ リリカカプセル１５０ｍｇ
リルゾ リルゾール錠５０ｍｇ｢タナベ｣
リンゼ リンゼス錠０．２５ｍｇ
リンデ リンデロン錠０.５ｍｇ
ルーラ ルーラン錠４ｍｇ
ルジオ ルジオミール錠２５ｍｇ
ルジオ ルジオミール錠１０ｍｇ
ルセフ ルセフィ錠２．５ｍｇ
ルネス ルネスタ錠２ｍｇ
ルネス ルネスタ錠1mg
ルプラ ルプラック錠４ｍｇ
ルフレ ルフレン配合顆粒
ルボッ ルボックス錠２５ｍｇ
レキソ レキソタン錠２ｍｇ
レキッ レキップＣＲ錠２ｍｇ
レキッ レキップＣＲ錠８ｍｇ
レキッ レキップ錠０.２５ｍｇ
レキッ レキップ錠１ｍｇ
レキッ レキップ錠２ｍｇ
レクサ レクサプロ錠１０ｍｇ
レグナ レグナイト錠３００ｍｇ
レグパ レグパラ錠２５ｍｇ
レグパ レグパラ錠１２．５ｍｇ
レザル レザルタス配合錠ＨＤ
レスタ レスタス錠２ｍｇ
レスプ レスプレン錠３０ｍｇ
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内服薬

レスミ レスミット錠５ｍｇ
レスリ レスリン錠２５ｍｇ
レトロ レトロゾ－ル錠２．５ｍｇ「ＮＫ」
レナジ レナジェル錠２５０ｍｇ
レバミ レバミピド錠１００ｍｇ｢オーツカ｣
レビト レビトラ錠２０ｍｇ
レビト レビトラ錠１０ｍｇ
レプリ レプリントン配合錠L１００
レベニ レベニンＳ配合錠
レボフ レボフロキサシン錠５００ｍｇ｢ＤＳＥＰ｣
レミッ レミッチＯＤ錠２．５μg
レミニ レミニールＯＤ錠４ｍｇ
レミニ レミニールＯＤ錠８ｍｇ
レミニ レミニールＯＤ錠１２ｍｇ
レルパ レルパックス錠２０ｍｇ
ロキソ ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」
ロキソ ロキソニン細粒１０％
ロキソ ロキソニン錠６０ｍｇ
ロサル ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ｢サワイ｣
ロスー ロスーゼット配合錠ＬＤ
ロスー ロスーゼット配合錠ＨＤ
ロスバ ロスバスタチンOD錠２．５ｍｇ｢ＤＳＥＰ｣
ロスバ ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ｢ＤＳＥＰ｣
ロゼレ ロゼレム錠８ｍｇ
ロドピ ロドピン錠２５ｍｇ
ロドピ ロドピン錠５０ｍｇ
ロトリ ロトリガ粒状カプセル２ｇ
ロナセ ロナセン錠４ｍｇ
ロピニ ロピニロール徐放錠８ｍｇ｢トーワ｣
ロペミ ロペミンカプセル１ｍｇ
ワーフ ワーファリン錠１ｍｇ
ワーフ ワーファリン錠５ｍｇ
ワーフ ワーファリン錠０.５ｍｇ
ワイパ ワイパックス錠１.０ｍｇ
ワイパ ワイパックス錠０．５ｍｇ
ワソラ ワソラン錠４０ｍｇ
ワンア ワンアルファ錠０.２５μｇ
ワンア ワンアルファ錠０.５μｇ
ワント ワントラム錠１００ｍｇ
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